
レーザ誘起けい光法による希薄気体流の

可視化と流れ場の構造解析に関する研究

1047001

新　美　智　秀



主な記号

第1章　　緒諭

第2章

　2.1

　2.2

目　次

レーザ誘起けい光法による超音速白由噴流の可視化

緒言

レーザ誘起けい光法の理論

2.2.1　　ヨウ素の物理的､分光学的性質

2.2.2　けい光強度

2.3　超音速自由噴流の可視化

　　　　2.3.1　超音速白由噴流の流れ場

　　　　2.3.2　可視化結果と考察

第3章

　3.1

　3.2

3

3

3

4

干渉する超音速白由噴流の衝撃波系の二次元構造

緒言

実験装置

3.2.1　真空槽(膨張室およぴ貯気室)

3.2.2　排気装置およぴ圧力測定装置

3.2.3　光学系(レーザ装置およぴカメラシステム)

実験方法

実験結果およぴ考察

3.4.1　　θ≦90°で干渉した超音速白由噴流の流れ場

j1
1ぐ

1

1

1.

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

5

5

5

5

1

4

3

3

3

3

5

2

2

5

8

8

9

9

9

0

0

1

1



1

2

3

3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

θ=45°の場合の流れ場の構造

θ=90°の場合の流れ場の構造

斜め衝撃波近傍およぴ第2のセル内の流れ場

　3.4.1.4　第1のセルの垂直衝撃波の位置に関する考察

3.4.2　　θ=135°で干渉した超音速自由噴流の流れ場

3.4.3　　θ=180°で干渉した超音速白由噴流の流れ場

　　　　　3.4.4

3.5　結諭

第4章

　4.1

　4.2

　4.3

白由分子流の状態で干渉した超音速白由噴流の流れ場

干渉する超音速白由噴流の衝撃波系の三次元構造

緒言

実験装置およぴ実験方法

実験結果およぴ考察

4.3.1　　X-Y平面における構造

4.3.2　　X-Z平面における構造

4.3.3　Y-Z平面における構造

4.4　結諭

第5章

　5.

　5.

　5.

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8

1

2

3

3

4

4

6

6

4

4

4

5

5

5

6

6

貯気室圧力の異なる超音速白由噴流が干渉した流れ場の構造　　94

緒言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94

実験装置およぴ実験方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94

実験結果およぴ考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95

5.3.1　　θ=45°で超音速自由噴流が干渉した流れ場の構造　　　95

　5.3.1.1　　X-Y平面における貯気室圧力比に依存した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流れ場の構造　95

(豆)



5.3.1.2　Y-Z平面に平行な面内における流れ場の構造

5.3.2　　θ=180°で超音速自由噴流が干渉した流れ場の構造

　　　　　　　5.3.2.1

　　　　　　　5.3.2.2

5.4　結論

P　sa/　P　sbが比較的小さい場合

P　sa/　P　sbが比較的大きい場合

第6章　　気体力学に関するレーザ誘起けい光法を用いた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAFVシステムの開発

6
　
　
　
6

6

6

1

2

3

4

緒言

CAFVシステム

6.2.1　　CAFVシステムの機器の構成

6.2.2　　ソフトウェア

　6.2.2.1　　システム用ソフトウェア

　6.2.2.2　画像処理用ソフトウェア

可視化実験装置と実験方法

実験結果およぴ考察

6.4.1　超音速白由噴流の流れ場

6.4.2　超音速自由噴流とスキマーが干渉した流れ場

6.5　結言

第7章　　総括

参考文献

謝辞

(m)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

7

8

8

9

2

2

3

3

3

3

4

5

6

6

7

7

1　3　5

1　3　9

1　5　8



主な記号

A｡,;白然放射の遷移割合(アインシュタインのA係数)

BiJ　;共鳴吸収または誘導放射の遷移割合

　　　　(アインシュタインのB係数)

bij　;共鳴吸収または誘導放射の遷移割合

BV　;振動準位Vの回転定数

Cp　;定圧比熱

c　　;光速

D　;ノズルまたはオリフィスの出口内径

Ev　;振動準位Vのポテンシャルエネルギ

di　;エネルギ準位iの縮退度

F　;回転エネルギ

fi;エネルギ準位1の分子の存在割合に関する分布関数

fv　;振動エネルギ準位Vの分子の存在割合に関する分布関数

fj　;回転エネルギ準位Jの分子の存在割合に関する分布関数

G　;振動エネルギ

h　;プランク定数

I　;レーザ光強度

I゛;飽和レーザ光強度

J　;回転量子数

Kn　;クヌッセン数

k　;ボルツマン定数

L　;･レーザキヤビティ長

　　　　･ノズル中心軸の交点からノズル先端までの距離

　　　　　(θ=180°ではノズル先端聞距離の半分)

M　;マッハ数

MT　;終端マッハ数

M｡;斜め衝撃波直前のマッハ数

M2　;斜め衝撃波直後のマッハ数

Ni　;エネルギ準位iの数密度

NI　;ヨウ素原子の数密度

NI｡;ヨウ素分子の数密度

Ps　;貯気室圧力

Pb　;膨張室圧力

Psa;ノズルAの貯気室圧力

Psb;ノズルBの貯気室圧力
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P　I｡　;ヨウ素の蒸気圧

p　　;圧力

Q　;無放射失活遷移の割合

Qi､j;エネルギ準位iからjへの無放射失活遷移の割合

R　;･三体衝突による再結合の割合

　　　　･気体定数

S｡;けい光強度

T　;温度(K)

T｡　;よどみ温度

Ts　;貯気室温度

t　;温度(℃)

V(D,B');Voight積分

vc　;観測体積

vj　;ヨウ素分子の速度

vr　;ヨウ素分子のレーザ入射方向の速度成分

VT　;終端速度

V

W

xm

x

xo

ZV

α

;振動準位

;斜め衡撃波に沿った座標

;ノズル先端から垂直衝撃波までの距離

;超音速白由噴流の中心軸に沿ったノズル先端からの距離

;点源の位置

;振動エネルギの分配関数

1
9 ･流れの偏角

･ノズル先端を中心にして噴流中心軸から計った角度

β　;衝撃波角

y　;比熱比

△1/;　･レーザ光の周波数とヨウ素の吸収線の中心周波数とのずれ量

　　　　･アルゴンイオンレーザの縦モードの周波数聞隔

△1/c;衝突広がり

△1/o;ドップラー広がり

ε　　;衝突効率係数

η　;収集効率

θ　;ノズル中心軸聞角度

λ　;平均白由行程

1/　;共鳴周波数

y｡　;ヨウ素の吸収線の中心周波数

゛1/E　;レーザ光の周波数
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ξ

μ

(JS

Ω

;流れ場の構造を決めるパラメータ〔=D(PsPb)1/2/　T　〕

;密度

;衝突有効直径

;立体角
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第1章 緒　論

　希薄気体力学は､1940年代から宇宙開発とともに発展したが､近年では各種先

端技術への真空技術の導入に伴ない､多くの分野でその重要性が増大している｡

特に､希薄な気体の流れは､半導体デバイスの製造に関する分子線エピタキシー

やCVD(Chelica1　vapor　DePosition)を用いた薄膜形成技術､核融合装置や粒

子加速器などの大型真空装置の排気技術､混合気体の噴流を用いた同位元素の分

離､分子線を用いた分子の素反応に関する研究､超音速噴流を用いたレーザ分光

等の多くの問題と関連して､その流れ場の解析が急がれている｡

　本研究は､二つの超音速白由噴流が干渉した際に形成される各種パラメータに

依存した流れ場をレーザ誘起けい光(Laser　lnduced　Fluorescence)を用いて可

視化し､その構造､特に衝撃波系の構造を主に解析したものである｡干渉する超

音速白由噴流の流れ場は､人工衛星の姿勢制御､宇宙空間における推進ジェット

の挙動､混合気体の質奮分離､半導体の薄膜製造のための分子線エピタキシー技

術などと関連して希薄気体力学の重要な問題であり､後述するように多くの報告

がある｡しかし､これらは､白由分子流状態の比較的干渉の弱い流れ場に関する

報告や､平行な超音速白由噴流が干渉した流れ場に関する報告がほとんどであり､

混合気体の質量分離や2種類以上の元素による分子線エピタキシー技術などに関

連した二つの超音速白由噴流の中心軸間角度に依存した流れ場の構造､特にその

衝撃波系に関する報告はない｡本研究では､二つの音速ノズルの中心軸間角度が

45°~180°で超音速白由噴流が干渉した場合の流れ場をヨウ素のレーザ誘起け

い光を用いて可視化し､その流れ場の構造を明らかにする｡これには､音速ノズ

ルの中心軸間角度と貯気室圧力の膨張室圧力に対する比に依存した流れ場､特に

その衝撃波系の構造に関して､二つのノズルの中心軸を含む平面内の流れ場の構

造およぴ非常に特徴的なその三次元構造について報告する｡さらに､掻速ノズル

の中心軸間角度が45°およぴノズルが対向した場合に関して､二つの超音速白由

噴流の貯気室圧力が異なる場合の流れ場の構造の分順､および流れ場の不安定現

象についても言及する｡また､本研究のように､流れ場の可視化によりその構造

を解析する場合には､物体等の存在により物理的に可視化不可能な断面が存在す

ることがある｡本研究では､パーソナルコンピュータと高感度ビジコンカメラを

一体化し､物理的に可視化不可能な断面の可視化を行うための気体力学を対象と

したCAFV(ComPuter　Aided　Flow　visualization)システムを開発した｡さら

に､ヨウ素のレーザ誘起けい光を用いて可視化した超音速白由噴流の流れ場､お

よぴ分子線形成の初段として重要な流れ場である超音速自由噴流とスキマの干渉

した流れ場に適用し､このシステムの有効性を検証した｡

　以下では､本研究に関連した従来の研究結果について述べる｡
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超音速白由噴流の流れ場に関する過去の研究

　高圧の気体をオリフィスやノズルを通して低圧室へ噴出させると､ある圧力比

以上で超音速自由噴流が形成される｡この超音速自由噴流は､宇宙空間における

エンジンの排出気体の形状､分子線装置における分子線形成のための初段として

の採用(1)､高分解能分子分光(2-6)､クラスター分子の形成(6)､混合気体の質

量分離(7)などに関連して､その流れ場の理解が重要である｡超音速自由噴流は､

流体力学の基本的問題でもあり､多くの著書(8-14)およぴ解説(16)(18)がある｡

19世紀後半から20世紀初頭に､Prandt1(17)らによりシュリーレン法を用いた超

音速自由噴流の流れ場の可視化および構造解析が行われ､とくにラバルノズルの

上､下流圧力に依存した出口端の下流の流れ場の構造変化や衝撃波の形成される

条件などが明らかにされた｡

　20世紀中頃になると､超音速自由噴流の研究は活発になり､特性曲線法による

流れ場の解析や物理量の定量的な計測へと発展する｡その初期においては､特筆

すべき以下の研究がある｡オリフィスから真空中へ噴出する軸対称超音速自由噴

流に関する特性曲線法による解析は､Owen-Thornhi11ら(18)によって導入され､

噴流中心軸上のマッハ数分布､圧力分布が得られた｡彼らの研究は､それ以後の

超音速白由噴流の特性曲線法を用いた解析に関する研究に大きな影響を与えるこ

とになる｡その後､Love(19)によって､超音速自由噴流が静止気体中および超音

速流れの申に噴出した際の流れ場が､特性曲線法とシュリーレン法による可視化

により解析され､広範囲のパラメータに関する膨大な資料が提出されている｡ま

た､Landenburg-voorhis-Wickler(2o)は軸対称およぴ2次元の超音速白由噴流の

干渉縞写真の解析から､詳細な密度等高線を得ている｡

　超音速白由噴流の形状を決定する試みは多くなされている｡特に､超音速白由

噴流に形成される垂直衝撃波(Mach　Disk)の位置に関する研究は理論的､実験

的に数多くなされ､その議諭は興味深い｡これに関する最初の研究は､Adamson-

Nicholles(21)によって行われた｡彼らは､Owen-Thornhi11ら(18)の特性曲線法

から得られた噴流中心軸上のマッハ数分布と圧力分布の結果に､垂直衝撃波背後

の圧力が膨張室圧力に等しいという仮定を加えて､垂直衝撃波の位置を導き出し

た｡これに対して､Eastman-Radtke(22)は､垂直衝撃波背後の圧力は膨張室圧力

にまで達していないと反論した｡彼らは､たる形衝撃波背後の圧力が最小になる

位置に垂直衝撃波が形成されると主張し､特性曲線法から得た結果がAdamson-

Nicholles(21)の結果よりも､より実験結果に一致することを示した｡また､実

験的には､Ashkenas-F.S.Sherman(23)およびCrist-P.河.Sherman-Glass(24〉が同

じ年に論文を発表しているが､両者ともに数多くの実験からほとんど等しい垂直

衝撃波の位置に関する経験式を導いている｡　Ashkenas-F.S.Sherman(23)は､さら

に噴流中心軸上のマッハ数分布と圧力分布およぴ中心軸に垂直方向の密度分布に
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関する経験式を与え､今日でも広く引用されている｡その後､たる形衝撃波､反

射衝撃波およぴ垂直衝撃波の3つが交わる三重点の噴流軸方向位置を準一次元流

の近似と特性曲線法から決定し､垂直衝撃波の位置を推定する方法(26)や､これ

と同じ方法で流れ場全体の構造を決定する方法が提案された(26)(27)｡また､超

音速白由噴流のたる形衝撃波と噴流境界の形状に関しては､Yasuhara(28)による

理論解析による結果､藤本･宇佐美･松原(29)による両者の最大径に関する経験

式が与えられている｡近年では､差分法(8o-　82)やモンテカルロ直接シミュレー

ション法(38)(34)を用いて､たる形衝撃波や垂直衝撃波をとらえる方法も活発に

行われ､流れ場の構造解析の手段として確立されている｡また､レーザ誘起けい

光法やレーリー散乱法による流れ場の可視化により､超音速白由噴流の衝撃波系

の構造(86)(36)､矩形オリフィスから噴出した超音速白由噴流が二次元的に収束

する現象(37-39)､超音速白由噴流内での気体の艇縮の様子(4o)などが明らかに

されている｡

　超音速自由噴流の流れ場の構造は､オリフィスの両側の圧力､すなわち貯気室

圧力(Ps)と膨張室圧力(Pb)の大きさによって3つに大別される｡すなわち､

衝撃波が強く､それを明瞭に判別できる連続流､これより膨張室圧力が低下し､

衝撃波が厚く､その判別が難しくなる遷移流､そして膨張室圧力がさらに低下し､

オリフィスから噴出した分子と膨張室の分子との衝突頻度が少なくなり､分子が

直進運動するようになる白由分子流である｡Muntz-Hale1-hguireら(41)は､垂

直衝撃波の厚さを求める目的から､一つのパラメータξ=D(PsPb)1/2/　T　を

導入し､連続流から白由分子流へ遷移する条件を求めた｡ここで､Dはオリフィ

ス直径､Tは貯気室およぴ膨張室の温度である｡　Collins-Sherlan-Hurlbut(42)

は､アルゴンの連続流から白由分子流領域までの一連の超音速白由噴流を､ナト

リウム蒸気の共鳴散乱を用いて可視化し､Muntzの提唱したパラメータが流れ場

の構造の分類に有効であることを示した｡また､藤本･宇佐美･松原ら(29)も数

種類の気体およぴ2種順の出口径のノズルに関して可視化実験を行い､その有効

性を示した｡

二つの超音速白由噴流が干渉した流れ場に関する過去の研究

　この流れ場に関する議論は､核燃料の濃縮､特に236Uの同位体分離､濃縮に

関するものが多く､比較的近年になってから始まった｡また､このような気体力

学的に質量分離する方法は､混合気体の超音速白由噴流において､重い分子が中

心軸上に集まる性質を利用して六フッ化ウラン(UF｡)の236Uを288Uから分

離する試みから始まった(7)｡Muntz(43)は､236Uの質量分離に関して､気体カ

学的な方法の動向調査を行った｡彼は､多くの気体力学的分離法を"bulkタタ　と

"identica1Particle"的方法の二つに大別し､噴流を干渉させる(crossed

jets)方法を後者に含めた｡すなわち､この方法による質量分離が､個々の粒子
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　(分子)の衝突により行われるとした｡　Beckerら(44)は､曲がり壁を用いて水素

と六フッ化ウランの混合気体から､236Uを遠心力､およぴ本論文と関係する対

向噴流を用いて濃縮する技術を開発した｡後者については､ノズルの開き角や流

れ場の構造に依存した濃縮効率を計測した｡さらに､高いReynolds数で分離効率

が悪くなるとし､これは対称な流れ場から噴流がすれ違う流れ場へ遷移すること

に起因していると推論した｡Breton-Ehrfeld-Krieg(45)は､ヘリウムとC,H,.｡

との混合気体の対向噴流に関して､噴流中心軸に平行な数断面における回転･振

動温度とC｡H､｡の分圧分布を炭酸ガスレーザを用いた吸収係数の計測から求め

た｡その結果､よどみ点近傍において､C,H,.｡の分圧は貯気室より高くなるが､

温度はよどみ点で低くその両側でピーク値を持つと述べている｡Bley-Ehrfeld

(46)は､種々の混合気体の対向噴流に関して､プローブの回転による各気体の流

東を求め､重い分子が他方の噴流の流れ場中へ深く侵入し､逆方向へ戻される現

象があることを明らかにした｡モンテカルロ直接法による対向噴流のシミュレー

ションも行われており､4Heと(36Ar､4oAr)の混合気体から36Arと4oAr

を分離するための最適な混合比､圧力条件､スキマ(ナイフエッジ)の位置を求め

た例もある(47)｡Hurlbut-MCDerlottら(48　-　6o　)は､アルゴンとヘリウムの混合

気体がノズル中心軸聞角度が90°または120°で干渉する2次元白由噴流の流れ

場に関して､各分子の速度場と流束分布を､それぞれ電子ビーム共鳴ドップラー

シフト法と質量分析器によって詳細な計測を行った｡そして､重い分子が干渉面

　(噴流中心軸聞角度を二等分する面)近傍に集まる事を明らかにした｡

　ロケットの推進ジェットの干渉に関連した､平行な2つの超音速自由噴流が干

渉した流れ場の研究もある｡　Dankert-KoppenwaHnerら(61)は､干渉する窒素の

平行噴流の流れ場の構造を彼らが定義した浸透(Penetration)Knudsen数によっ

て4つに分類した｡また､Soga-Takanishi-Yasuhara(62)およぴDankert(58〉は､

それぞれ電子線けい光法およぴグロー放電を用いて干渉する平行噴流を可視化し､

その流れ場の構造を明らかにした｡さらに､この流れ場の対称線上およぴこれに

垂直な線上の密度(62)､圧力(61)(63)､マッハ数(53)､回転温度(62)の分布も計

測されている｡また､中辻･手島らは､可視化およぴ数値計算により､この流れ

場の構造を解析した(64)｡

　超音速の自由流とその中に置かれた鈍頭物体の頂点から白由流と逆方向に噴射

する噴流(逆噴射ジェット)との干渉した流れ場に関する研究も多く行われている｡

この問題は､白由流と逆噴射ジェットとの干渉を利用して､物体の表面圧力分布

や熱伝達特性を制御することを目的としている｡しかし､主流の圧カと噴流の総

圧の比が比較的低い範囲で流れ場が不安定になる現象が観察されている(66)(66)｡

また､この不安定な流れ場において､白由流と逆噴射ジェットが干渉した際に形

成される離脱衝撃波が､振動する現象があることも報告されているく65)(68)｡こ

れらの現象に関する理論的な説明は､いまだなされていない｡また､逆噴射ジェ
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ットの垂直衝撃波や流れ場に形成されるすべり面､離脱衝撃波に関する解析解が

与えられている(67)｡差分法による解析も行われており､時聞的に離説衝撃波が

振動する現象が再現されているく68)｡

希薄気体の計測に関する過去の研究

　希薄な気体の流れ場の計測には､従来からプローブによる気体の吸引による方

法が行われてきたが､この方法では流れ場が乱され､正確な局所的状態量の測定

は困難である｡しかし､1950年にHerzberg(69)(6o)により二原子分子のスペクト

ルに関する理諭とそれまでの分光学的結果の集大成が出版されると､希薄気体流

の局所的な分子の密度や回転温度などを分光学的に精度よく測定する技術が導入

され始めた｡Muntz(61)は､窒素の低密度の流れの任意の点の振動およぴ回転温

度を計測する方法を提案した｡これは､電子線を流れ場の中に入射し､窒素から

放射される(First　Negative　Systemからの)スペクトルの強度から各温度を求

めるものである｡彼は､この方法により､窒素の超音速自由噴流のノズル直後の

ノズル中心軸に垂直な振動およぴ回転温度を計測した｡また､Marrone(82)は､

Muntzと同じ方法により､窒素の超音速白由噴流のオリフィス中心軸上の回転温

度と密度の分布を計測した｡彼は､回転温度がオリフィス直後では等エントロピ

膨張の結果と一致するが､数十Kまで冷却されるとそれと一致せずに一定値に近

づく､いわゆる"Freezing"効果が発生することを確認した｡また､密度におい

ては､垂直衝撃波の直前まで等エントロピ膨張するとした結果と一致することを

示した｡その後､この電子線法を用いた多くの報告が行われている(83-　86)｡19

80年代に入ると､レーザを用いた希薄気体流れの定量的計測が主流となる｡特に

レーザ誘起けい光法(LIF法)は､その簡便さから広く用いられている｡これ

に関しては､後で詳述する｡もう一つのレーザを用いた密度と回転温度の計測法

にCARS法(Coherent　Anti-Stokes　Raman　Scattering)(86-　88)がある｡こ

の方法は､レーザ誘起けい光法のように分子を選ぱず､あらゆる分子に適応でき

ることが特徴である｡CARS法は､燃焼解析(69-71)やプラズマの診断法(72)

(78)として発展したが､信号強度が密度の2乗に比例することから､希薄気体ヘ

の適用は難しいとされてきた｡しかし､Walchli-Nibler(74)､Duncan-Osterlin-

Byer(76)､Gustafson-MCDanie1-Byer(78)によって希薄気体へのCARS法の適

用の可能性が示された｡CARS法は､検出器の感度の向上とあいまって､今後

さらに発展することが期待される｡分光学が希薄気体流の計測に応用されたのと

は逆に､希薄気体流､特に超音速白由噴流が分光学に適用されている｡超音速白

由噴流は､膨張する際に分子の熱エネルギが並進エネルギとして奪い去られ､分

子は極低温に冷却される｡ここでは､ほとんどの分子が基底状態にあり､分子聞

衝突もないことから分光をするには非常によい環境ができあがる｡最近､この方

法を用いて試料気体をアルゴンやヘリウムなどの一原子分子との混合気体として
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膨張させ､レーザ誘起けい光法などで分光する､いわゆる超音速ジェット分光(2

-6)が注目されている｡

レーザ誘起けい光法による流れ場の可視化と定量的計測に関する過去の研究

　本研究では､干渉する超音速白由噴流の流れ場の構造をレーザ誘起けい光法を

用いた可視化により解析する｡以下ではレーザ誘起けい光法による流れ場の可視

化法およぴ定量的計測に関する従来の研究を概観する｡

　従来から気体の流れ場の可視化法として､シュリーレン法や干渉縞法､電子線

法や放電法が用いられてきた｡しかし､シュリーレン法や干渉縞法は気体の屈折

率を利用しているため高い圧力でのみ用いることができ､電子線法や放電法は逆

に高真空でのみ使用できる可視化法である｡一方､レーザ誘起けい光法は､上記

の可視化法の圧力範囲にわたって使用でき､しかも簡便な可視化手法であること

から､近年では広く応用され､多くの解説がある(77-　79　)｡

　レーザ誘起けい光は､分子が特定のレーザ光の照射により上の準位に励起され､

これが下の準位に移る際に発するけい光を意味し､分子の状態分析および分光法

として発展した(8o)｡また､レーザ誘起けい光法は流れの可視化手法としても確

立され､光化学反応法(77)､またはFlow　Field　Marking　by　Heat　and　Energy

Addition(78)などと分類されている｡可視光のけい光を発する分子は､主として

金属酸化物､塩化物､水素化物､金属2原子分子などであるが､流れ場の可視化

に利用できるほどのけい光強度を有する分子は限られる｡これまでに､流れ場の

可視化に用いられた分子では､ヨウ素〔I｡〕､ナトリウム〔Na,〕､ビアセチ

ル〔CH,-(CO｡)-CH｡〕､硫化亜鉛〔ZnS〕がある(8o)｡この内､希薄気

体流の可視化には､特にヨウ素が多く用いられている｡このことは､ヨウ素が常

温で適当な蒸気圧があること､アルゴンイオンレーザ(514.5nm)で容易に強い

けい光を発すること､ヨウ素に関する分光学的な研究が活発になされており､ヨ

ウ素の可視域における吸収スペクトル(81)やけい光寿命(82-84)に関する調査が

詳細に行われていることに起因していると考えられる｡

　レーザ誘起けい光法を希薄気体流の可視化に初めて用いたのはHiller-Hjgele

(86)である｡彼らは空気の超音速白由噴流をそれに混入したヨウ素がアルゴンイ

オンレーザの照射により発するけい光を用いて可視化した｡それ以来､ヨウ素お

よぴナトリウムを用いた希薄気体流の流れ場の可視化や定量的な計測に関して多

くの報告がなされた｡流れ場の定性的な構造の可視化については､藤本･宇佐美･

松原(29)や手島(36〉(38〉(88)(87)による超音速白由噴流の流れ場､手島による矩

形オリフィスから噴出した超音速白由噴流の三次元的構造に関する研究(38)(39)

がある｡また､可視化した超音速白由噴流の流れ場をP.L.M.(Piecewise

Linear　Method)による数値計算の結果と比較した例(88-91)もある｡

　レーザ誘起けい光法は､流れ場の物理量を定量的に計測する手段としてもその
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地位を確保しつつある｡ヨウ素のレーザ誘起けい光を用いた密度､温度､圧力お

よぴ速度場の定量的な可視化法に関しては､MCDanj.e1-Hanson(92)による概説が

ある｡　MCDanie1(93)(94)は､ヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法の原理から理諭

的にけり光強度と流れ場の密度との関係を非常に詳しく調査し､レーザの発振周

波数とヨウ素の吸収線を少しずらした､いわゆるOff-Resonantの状態で密度がけ

い光強度のべき乗に比例することを明らかにした｡ナトリウムを用いたレーザ誘

起けい光法による密度の計測法に関しては､Willems-Hulsman-Aerts(96)により

詳述されている｡しかし､ヨウ素やナトリウムをそれらに比べて質量の小さい気

体､例えぱヘリウムなどにトレーサとして用いた場合には､質量分離効果が生じ､

正確な流れ場の可視化およぴ定量化が行えないという報告もある｡このことは､

Willems-Hulslan-Aertsら(98)(97)によって､けい光強度と特性曲線法から求め

た密度分布との関係の調査により明らかになった｡流れ場の速度の計測に関して

は､Hiller-H4eleら(86)によって､ヨウ素を混入した試料気体の流れ場にアル

ゴンイオンレーザを照射した際に､レーザ入射方向の分子の速度成分に従って生

ずる光芒から分子の速度が計測できることが示され､計測された速度からヨウ素

の試料気体への追随性が実証された(98)｡その後､けい光スペクトルのドップラ

ーシフト量から速度を求める方法(99-1o1)や､流れ場に入射した4枚のレーザ

シートに関する流れ場のけい光強度が､レーザシートの入射方向の違いに依存し

て異なることを利用して速度を求める方法(1o2)が提唱されている｡また､圧力

に関しては､MCDanie1(1o8)により､ヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法におい

て､Off-Resonantの状態で比較的高圧(100~1000Torr)の場合に､けい光強度

が圧力の逆数に比例することが示されている｡試料気体の回転温度の計測に関し

ては､試料気体中に混入したヨウ素のけい光スペクトルから求めることができる｡

　レーザ誘起けい光法を希薄気体以外の流れ場に用いて､物理量の定量的な計測

を行った例もある｡例えば､レーザ誘起けい光の強度変化を流れ場の乱れの変イヒ

に対応させた報告(1o4)(1o6)や､ヨウ素をこれと同じ蒸気圧を有する油滴(1-

Octano1)に混入し,気化したヨウ素のけい光強度から油の濃度分布を計測した

報告(lo6)がある｡また､水に混入した硫化亜鉛に紫外パルスレーザを照射した

り(1o7-111)､窒素に混入したピアセチルにパルス色素レーザを照射して(112)

速度分布(タイムライン)を計測した例もある｡また､レーザ誘起けい光法では

ないが､炭化水素系の溶媒中に溶かした微量のスピロピラン系の有機化合物(ホ

トクロミック色素)にレーザ光を照射した際に､これの分子構造の変化による着

色からタイムラインを発生させる方法(1　1　3　-　1　1　7)もある｡

CAFVに関する過去の研究

　コンピュータやディジタル画像処理枝術の進歩に伴い､今日ではこれらを用い

た流れ場の可視化枝術の開発が活発に行われている｡今日では､この流れ場の可
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視化技術をCAFV(ComPuter　Aided　Flow　visualization)と呼び､その内容は

次の3つに大別されている(118)｡

　　　①数値計算による流れの生成と表示

　　　②聞接測定結果からの流れの表示

　　　③可視化結果のディジタル画像処理

数値計算による流れ場の表示例に関しては､従来から多くの報告があるが､最近

では三次元流れの三次元的なコンピュータグラフィック表示(119)やアニメーシ

ョン(12o)により､流れ場の理解を深めさせるためのソフトウエアの開発も行わ

れている｡聞接測定結果からの流れの表示としては､流れ場をピトー管や熱線風

速計などを用いて測定し､その結果をコンピュータを用いて画像表示(121)(122)

したり､発光ダイオードを用いて表示した例がある｡可視化結果のディジタル画

像処理に関しては､流体中に混入したトレーサの流跡線をテレビカメラやディジ

タイザを用いて入力し､これの画像処理により流れ場全体の速度や渦度を定量的

に計測するソフトウエアの開発が行われている(123-127)｡また､3台のテレピ

カメラを用いてある時刻のタフトを撮影し､これらの画像をコンピュータで処理

することにより､タフトの挙動を三次元的に捉える方法の報告(128)(129)や､X

線CTスキャナを管内の二相流に応用し､流れ場の画像化やボイド率の表示を行

った例もある｡

　最後に各章の内容を要約する｡

　第2章では､ヨウ素のレーザ誘起けい光を用いた希薄気体の可視化法に関して､

ヨウ素の物理的､分光学的性質の調査､およびけい光強度の理諭を展開する｡さ

らに､超音速白由噴流の流れ場に関する従来の研究結果を示し､これとヨウ素の

レーザ誘起けい光で可視化した流れ場の結果との比較を通して､本可視化手法の

有効性を検証する｡

　第3章から第5章では､二つのノズル中心軸聞角度(θ)が45°から180°で

超音速白由噴流が干渉した場合の流れ場の構造､特に衝撃波系の構造をヨウ素の

レーザ誘起けい光を用いた可視化により解析する｡第3章では､二つのノズル中

心軸を含む平面内の流れ場を可視化し､θに関する貯気室圧力(Ps)の膨張室

圧力(Pb)に対する比(Ps/Pb)に依存した流れ場の構造を調査する｡また､

θ≦90°の場合の干渉面(ノズル中心軸聞角度を二等分する面)近傍に形成され

る第2のセル内の流れ場についても詳細に検討する｡第4章では､干渉した超音

速白由噴流の流れ場が干渉面に関して対称になるθ≦90°の場合について､二つ

のノズル中心軸を含む平面に垂直な多くの可視化写真から､その特徴的な三次元

構造を明らかにする｡第5章では､θ=45°と180°の場合に関して､貯気室圧力

の異なる二つの超音速白由噴流を干渉させ､二つの噴流の貯気室圧力比およぴ貯

気室証カの膨張室圧力に対する比に依存した流れ場の構造を可視化により解析す
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る｡

　第6章では､パーソナルコンピュータと高感度ビジコンカメラを一体化し､ヨ

ウ素のレーザ誘起けい光を用いて可視化した気体の流れ場を対象として､その三

次元的な流れ場の構造を解析するCAFVシステムの開発について述べる｡
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第2章　レーザ誘起けい光法による超音速自由噴流の可視化(131　-　135)

2.1　緒言

　多くの原子､分子は特定の波長の光を吸収して励起準位に上がり､その準位か

ら下の準位に移るときにけい光としてエネルギを放出する｡このけい光は､励起

光源としてレーザを用いる場合､レーザ誘起けい光(LIF;　Laser　lnduced

Fluorescence)と呼ばれている｡　レーザ誘起けい光法は､分子の光分解や燃焼場

において生成されるラジカルの検出､分子の回転温度の計測などに用いられ､主

に光化学において発展してきた｡近年になって､このレーザ誘起けい光法は､レ

ーザ光の照射により強いけい光を発する分子をトレーサとして､流れ場の可視化

技術としても注目され､その適用例は手法の容易さから非常に多い｡本研究で対

象とする希薄気体流の可視化には､トレーサとしてヨウ素を用いた｡これは､ヨ

ウ素が適当な蒸気圧を有すること､アルゴンイオンレーザ(514.5nm)により容

易に強いけい光を発すること､ヨウ素に関する分光学的性質が詳細に調査されて

いること､比較的広い圧力範囲にわたって可視化に利用できることに起因してい

る｡しかし､ヨウ素をトレーサとして使用する場合に､けい光強度と物理奮との

関係､ヨウ素の試料気体への追随性を検討しなければならない｡

　本章では､ヨウ素の物理的､分光学的性質を示し､さらにレーザの発振周波数

に依存したヨウ素のけい光強度と流れ場の密度との理諭的関係を示す｡さらに､

ヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法を超音速白由噴流の可視化に適用し､中心軸

上の密度分布や垂直衝撃波の位置などに関する従来からの理論と流れ場の可視化

から得られたこれらの結果との比較を通して､本可視化手法の有効性を検証する｡

2.2　レーザ誘起けい光法の理論

2.2.1　ヨウ素の物理的､分光学的性質

　ヨウ素は､原子番号53､原子量126.9045のハロゲン元素であり､常温で晴紫色

の固体である｡また､ヨウ素は常温においても容易に昇華し､その蒸気圧〔PI｡〕

は次式で与えられる(136)｡

log乃jTorrl=9.8109　-
2901.0

256.00十£locl
(2-1)

温度に関するヨウ素の蒸気圧を図2-1に示す｡室温(20℃)におけるヨウ素の
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蒸気圧は､26.6　Pa(0.2　Torr)である｡

　ヨウ素は､可視域に約70,000の吸収線を有しており､これらはすべて基底電子

状態X1Σg゛から電子励起状態B　3H｡゛uへの遷移に対応している｡分子のエネル

ギは､電子エネルギ､振動エネルギ､回転エネルギからなる｡いま､分子がある

電子エネルギ準位の振動準位V､回転準位Jにあるとすれば､分子のエネルギE

は､Born-OPPenheimer近似により､次式で表される(69)｡

`y`
Q- こで､Te=電子エネルギ

G=振動エネルギ

召=刄十G十F

=ニω冷十1)-4z冷十;)2十…
F=回転エネルギ

=召tJJ(J十1)-plJJ2(J十1)2十

　　　　　召t,=召e-αe(り十1)十

　　　　　仄=仄十β｡(Lト;)十

仄

β｡

-

-

4召j
ωe 2

ぐ
　
p

　
　
=

(2-2)

8ωeze

ωe

5ae
一

瓦

ae
2ωe

24召e3 j/

である｡上式におけるヨウ素の分子定数を電子状態XとBに関して表2-1(137)

に示す｡また､電子状態X､B､1　1Tl　uのポテンシャルエネルギ曲線を図2-2に

示す｡電子状態Bに励起された分子が､基底状態Xへ戻る際にけい光を発し､こ

れが流れ場の可視化に利用される｡また､電子状態Bからこれと交差する不安定

な電子状態である111uへ遷移して解離したり(138)(139)､他の分子との衝突によ

り基底状態へ無放射で失活する分子もある｡なお､電子状態XとBは､スピン多

重度が異なっているため､弱く結合されており､これは､けい光寿命が比較的長

いことに対応している(14o)｡

　ヨウ素を用いた流れ場の可視化に用いられるアルゴンイオンレーザの514.5nm

の発振線の利得曲線内に含まれる吸収線を表2-2に示す(81)｡これらの吸収線

の内､特に強く光を吸収するのは(V'　,　v")=(43,0)のP(13)､R(15)の遷
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移であり､波長に換算すると514.67nmである｡

レーザで励起した際に発するけい光の95%が､

報告されている(83)｡

また､514.5nmのアルゴンイオン

この吸収線に関与していることカ

2.2.2　けい光強度

　けい光強度を理論的に取り扱うために､ヨウ素のエネルギ準位を図2-3のよ

うにモデル化する｡基底電子状態(X)に存在するヨウ素分子の数密度をN,と

し､レーザ光を共鳴的に吸収するエネルギ準位(共鳴エネルギ準位)に存在する

分子の割合をf｡とする｡f1は､場が熱的に平衝であれば､次式のポルツマン分

布によって与えられる｡

/1
-

- 八･/｡=
1

-

瓦
一 1

私
抒

凡(2J十1)
-一評一-exP　E

馬J(J十1)
訂' | (2-3)

ここで､fvは振動準位Vに存在する分子の割合､frは回転準位Jに存在する分

子の割合､Evは振動エネルギ､zvは分配関数(7)j}`Pレ凡/た71)､kはボル

ツマン定数､Tは温度である｡　レーザ光は､基底状態の共鳴エネルギ準位の分子

を励起電子状態Bの共鳴エネルギ準位へ割合b｡(分子1コあたり､単位時間)

で遷移させる｡励起B状態へ遷移した分子の一部は､衝突により､この電子状態

の他の振動･回転準位へ遷移する｡励起B状態にあるヨウ素分子の数密度をN,

とし､共鳴エネルギ準位に存在する分子の割合をf,とする｡励起B状態の分子

は､次の四つの過程を通して､基底状態へ遷移する｡

　①誘導放射(遷移確率;b｡｡)

　②白然放射(A21)

　③他分子(ヨウ素分子も含む)との衝突による無放射失活(Q｡,)

　④他分子との衝突により､電子状態1　ITl　u　(ヨウ素原子数密度N｡)へ遷移(Q｡)

　　して前期解離､さらに三体衝突による再結合(R)

ここで､遷移確率A2ェ､Q｡ェ､Q23は､対応するエネルギ準位によって異なるが､

以下ではすべての励起準位の平均値と考え､一定値として取り扱う｡

　図2-3に従って､単色のレーザ光を入射した場合について､3つの電子状態

の分子の数密度の間に成立するレート方程式を考える｡各電子状態に存在する分

子の時聞変化割合は次式で表される｡

=&12　/1　Ⅳ1-(621/2十λ21十921十Q23)恥

=-&12　/17yl　十(621/2十j21十Q21)7v2十剔vJ
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(2-4)

(2-5)

d凡
一

冶

d./V1

冶



　　誉=2923凡-2刄岬
また､ヨウ素原子の保存は次式で与えられる

2凡十2凡十jV3=M

○

(2-6)

(2-7)

ここで､未知数N1､N｡､Nμこ関して､式(2-4)~(2-7)のうち三つ

のみが独立である｡しかし､けい光強度が励起B状態のヨウ素分子の数密度N｡

に比例すると考えられることを考慮し､またN,が実験結果から非常に小さいの

で無視すると､未知数N､､Nμこ関してレート方程式は次式にまとめられる｡

=&12　/1　凡-(&21/2十烏1十9)7V2

-

- const
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(2-8)

(2-9)

(2　-10)

djV2
-

dt

凡十恥=彷2

ここでQは､

9=Q21十923

である｡

　しかし､実際の分子の吸収スペクトルには広がりがあり､これを考慮してレー

ト方程式を導かねぱならない｡分子の吸収スペクトルの広がりは､不確定性原理

による白然広がり(Natural　broadening)､衝突広がり(COHisional　broadening)､

およぴドップラー広がり(DOPPler　broadening)からなる(141)｡前の二つは均

一広がりまたはLorentz形広がりと呼ばれ､後者は不均一な広がりまたはGauss形

広がりと呼ぱれている｡この内､白然広がりは､他の広がりに比べて小さいので

無視できる｡

　衝突広がり(△yc)は､励起状態にある分子が他分子との衝突により､その

　(励起準位に存在している)寿命を短くすることに起因している｡すなわち､白

然広がりと同様に､不確定性原理に基づくエネルギ準位の広がりに対応している｡

いま､後述のドップラーシフトが原因で本来の共鳴周波数い/｡)からずれた共

鳴周波数い/)を持つ分子が､存在した場合を考える｡これらの分子に､静止系

から見て1/｡から△1/だけずれた周波数い/t)の単色のレーザ光を照射したと

すると､△yと同じ周波数だけドップラーシフトした共鳴周波数をもつ分子は､

周波数1/　Eのレーザ光を共鳴的に吸収する｡これは､この分子から見ると､周波



数1/　1のレーザ光が本来の共鳴周波数1/｡の光となるからである｡ところが､衝突

による励起準位の広がりがあると､分子から見たレーザ光の周波数が1/　｡　に見え

ない分子も吸収を起こし､静止系から見るとyEのまわりに吸収線が広がる結果

となる｡吸収線の強さは､基底状態から励起状態への遷移確率の大きさを意味し､

前述のb1.､b｡Jこ対応する｡これらは､衝突広がりがある場合には､y-1ノ1

の関数として次式で定義される｡

W

心

みiJ°　゜　1召ij　7!Z(Z.'-り)
こで､

　　g(zノー1ノ2)=
　△吟/27｢
-

叫一肖)2十△岬/4

(2-H)

(2-12)

である｡式(2　-12)は､Lorentz形のスペクトル波形を示し､その半値全幅は

AI/cである｡また､Iはレーザ光強度､cは光速である｡B月は､いわゆるア

インシュタインのB係数で､白然放射の遷移確率A｡,(これは､アインシュタイ

ンのA係数と呼ばれている｡)と次式の関係がある｡

　　　　　　　　87rllμ3
　　　　/121　°　匹召21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2-13)
　　　　　　　　　C

`f

心

る

`if

心

Q

で､hはプランク定数である｡また､B,｡とB,｡は次式の関係で結ばれてい

dl召12 一

- d2召21
(2-14)

ここで､dい　dパま､電子状態XとBの共鳴エネルギ準位の縮退度である｡

　ドップラー広がり(△1/　o)は､分子が個々にランダムな運動をしていること

に起因している｡すなわち､分子がレーザ入射方向と同じ方向に速度成分を有し

ていると､その分子の静止系から見た共鳴周波数が速度成分の大きさに従ってド

ップラーシフトするために､吸収線の広がりが生ずる｡したがって､レーザ入射

方向に同じ速度成分を有している分子は､同じドップラーシフト量だけずれた共

鳴周波数を有することになる｡そこで､本来の共鳴周波数い/｡)からドップラ

ーシフトした共鳴周波数が､y~y十dl/の微小範囲にある基底およぴ励起状態

の分子に関して､レート方程式(2-8)およぴ式(2-9)を次式のように1/

に依存した式に書きなおす｡

心V2(○
冶

→12(巾17v1(小一貼か)ルト心十9叫回

　　　　　　　-17　-

(2-15)



`y`

心

`y゛

Q- で

M(y)十恥同=気(○ (2　-16)

である｡上式から求めたNパ1/)は､後で全共鳴周波数範囲について積分される｡

　次に､式(2　-15)(2　-16)から､定常状態におけるNパy)を解くと次式

が得られる｡

7v2(り=/1M｡(り
　1　　　　　　　　　　　612(zノ)
-　-
　　　　　　　　　--

為1十91十匹2(zノ)/1十621(zノ伺/(j21十9)
(2　-17)

　上式に､式(2　-11)(2　-12)およぴ(2　-14)を代入すると､微小共鳴周

波数聞隔(dl/)に関して､励起B状態にある定常状態のヨウ素の数密度は次式

で表される｡

恥回=

`f

心

`Sf

Q-

/1
-

C

　召12
--

凡2十9
Ⅳ12(y)

△μc
--

27｢

　　　　　　　　f

(l.･一肖,)回〕‾伍岬/4)(1〒〕戸叫(2‾18)

で､I゛は飽和レーザ強度であり､次式で表される

r“゛ -

-

7rc△zノc

2 (乍つ
　　　　1

/1十/2d1/d2

O

(2　-19)

ここで､式(2　-18)に含まれる､微小共鳴周波数間隔に関与するヨウ素分子の

数密度NI｡(y)は､分子の速度に関してMaxwe11分布を仮定すると､ヨウ素分子

の全数密度NIμこ対して､次式の関係で与えられる｡

Mぶ)
一

M｡

-

-

　4　hl　2　1

庁-　7r　△μp exp　lj4(h12)ぐ
､

μ‾ZノO
ー

△zノp 1
2

　
jこで､△1/　oは､ドップラー広がりの半値全幅で次式で与えられる｡

△μp=vがゼと?jぐタjサ£/()

(2　-20)

(2　-21)

`f

4.

ここで､mは分子の質量､1/｡は静止系から見たヨウ素分子の吸収線の中心周波

数(本来の共鳴周波数)である｡式(2　-18)に式(2　-20)を代入し､全共鳴周

波数範囲にわたって積分すると､励起B準位に存在するヨウ素分子の数密度N｡

が次式で与えられる｡
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7y_　4　hl　2　召12/c白寸　　7r　j421十Q
/1Mj

△吟

27r△£ノp

上式の積分に次式の置き換えを行う｡

　　　　　y=2φa已二賢
　　　　　　　　　　　　△μp

　　　　　7L)=2　x/i;ij匹Tμo
　　　　　　　　　　　　△zノp

Eエ石丿参
△μp

　　一一-

β″2召φ十7μ｡㎡

汀
exPト4(ln2)面- zノo)/△£ノp)2ldzノ

ー--　　　　------

(z.･-4)2十(△岬/4)(1十7'/ち,･t)

(2　-22)

(2　-23)

(2　-24)

(2　-25)

(2　-26)

これにより､積分はvoigt積分(93)の一般形となり､Nμこ関して､結果的に次式

が得られる｡

凡
-

一 庁 召12/c　/1
瓦1十9△附,

M2
7

､/Dダ刀7゛

ここで､voigt積分V(D,B')は次式で与えられる｡

　　゛(“ボトで几ジづ爪リy

y(仙ぴ) (2　-27)

(2-28)

いま､けい光の観測体積(vc)中でN｡が一様であるとすると､そのけい光強度

S｡は次式で与えられる｡

みニ仙E二Å21凡吟
　　　　47｢ (2　-29)

ここで､ηは収集効率､1/は白然放射光の平均周波数､Ωは光学系の作る立体角

である｡上式のNμこ式(2　-27)を代入すると､S,は最終的に次式で与えられ

る｡

n

4 7｢

　　41n2　　1

回サ_c　　　7r　　△£ノp (ゴ≒{玉･

19

召12

二y(仏ぴけIM｡

(2　-30)

SF=り八zノ



上式から､けい光強度はStern-volmer因子と呼ばれているけい光放射効率〔A｡.

/(A｡.十Q｡､)〕､レーザ光強度〔I〕､吸収線の強度〔B｡〕､吸収線のスペク

トル形状〔V(D,B')〕､ヨウ素分子の数密度〔NI｡〕､および収集効率〔η〕

などの積として合理的に与えられていることがわかる｡しかし､この式は､温度

や圧力への依存性を含み非常に複雑である｡次節では､けい光強度と密度との関

係を種々の仮定のもとに簡単化する｡

2.2.3　けい光強度と密度との関係

　けい光強度とヨウ素分子の数密度との関係は､レーザ光の周波数い/1)とヨ

ウ素の吸収線の中心周波数い/｡)とのずれ量

△μ=zノ£‾μo (2-31)

に強く依存する｡いま､レーザ光強度Iが飽和レーザ光強度I‘Hこ達していない

とし､さらに､△1/>1(Off-Resonant)とすると､Voigt積分は近似的に次

式となる｡

j沈ly(p･が卜脊六T炉exp(-!/2)d!/　=

したがって､けい光強度S｡は次式となる｡

`f

心

`ヂ

4. で

である｡

えられ､

SF=C
　　　　1
ミ匹

為1十Q

C=が1z/
n

--

27r2

　△吟
一-

4△μ2十△£/2

召12
- y121

/1　7Vj｡

1　　　　召″
　一-

v/i　召タ2十召2

(2　-32)

(2　-33)

(2　-34)玖

また､この場合に､けい光が十分観測できる圧力領域ではQ≫A｡.と考

また△1/>△ycとすれば､式(2　-33)は､次式となる｡

SF=C
1　△zノc

一一

Q4△μ
石M｡ (2　-35)

こで､Qおよぴ△1/cは､衝突数に依存するから､次式で与えられる｡

9(xら
p

(2-36)

(2　-37)

゛f

心
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､/予

△吟(X　CI,
p

､庁



　`f

　Q-

式

`S酔

心

こで､CqおよぴCbはそれぞれの衝突断面積､Pは圧力である｡したがって､

　(2　-35)の圧力およぴ温度は､分母､分子で相殺され､次式で示される｡

で

SF=C″
1

4△μ2

　
C感
ら

　
一
一

　
C

/IM｡ (2　-38)

(2　-39)

`f

心

である｡この条件下では､けい光強度がヨウ素分子の振動･回転準位への分布関

数f｡およぴ数密度NI｡の積に比例することになる｡

　次に､△1/=O(Resonant)でI≪I゛の場合を考える｡いま､低圧で△1/　c

が△yμこ比べて小さく､したがってB'が非常に小さいとすると､voigt積分は､

次式で近似される｡

否昌y印ボト
2召″

7｢ 7
(゛)exP(-y2)

召″2十y2

=;exP(7j3)

而

exP(--£2)dl=

この場合のけい光強度は､次式となる｡

-

- C″
　　1　　　　1
-　　--

為1十Q△吋,
/IM｡

/t21
召12
-

(2　-40)

(2　-41)

(2　-42)

(2　-43)

上式より､

`f

心

`f
Q｡ で

み

C″ 7

1

である｡また､Q≫A｡｡とすれば､上式は次式となる

SF -

-

　,,1　1
C　-　---

　　Q△zノむ
/1　/V7.

O

　次に､等エントロピ流れの場合における､けい光強度と密度との関係を明らか

にする｡Off-Resonantの状態における式(2　-38)とResonantの状態における

　(2　-43)に含まれているヨウ素分子の振動･回転準位への分布関数は､式(2

-3)で与えられるように温度の複雑な関数である｡しかし､流れ場の温度が室

温以下であるとすると､分子の振動準位は基底状態のV"=Oにあるのでfvは一
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ρ2‾27

定とみなされ､また回転準位の分布frの中に含まれるexPonentia1の項も温度が

比較的高いところではほぽ一定であると仮定すると､f,は近似的に1/Tに比

例すると考えられる｡さらに､流れ場の各点でヨウ素のモル分率が一定であると

し､等エントロピ関係を導入すれぱ､式(2　-38)で示されるOff-Resonantの状

態では､けい光強度は流れ場の密度ρと近似的に次式のような関係になる｡

SF　CX:

瓦,1

SF(X ρ
一
7

　
α

CX:

-

-

ρ

ρ7ρ7‾1

ρ2‾7

-

-

(2-44)

(2-45)

(2　-46)

22

連続流領域

M｡
~

7'

ここで､yは比熱比である｡いま､流れ場を形成している気体が一原子分子〔y

=5/3〕とすれぱ､S｡(xsp1/3となり､けい光強度が密度の1/3乗に比例する｡

しかし､式(2　-43)で示されるResonantの状態では､ドップラー広がり△yo

が式(2　-21)に示したようにT　1/2　に比例し､QがP(T　-1/2)に比例するため

に､けい光強度は密度と次式の関係となる｡

jVf2
--

pT

上式から､Off-Resonantの場合と同様に一原子分子を仮定すれぱ､S｡cxsp-4/3

となり､けい光強度が密度に逆比例する結果となる｡

2.3　超音速自由噴流の可視化

2.3.1　超音速白由噴流の流れ場

　気体を高圧室から低圧室ヘノズルやオリフィスを通して噴出させると､高圧室

の圧力の低圧室の圧力に対する比がある値以上で､低圧室側の流れ場が超音速と

なり､特微的な流れ場の構造となる｡低圧室が真空の場合には､いわゆる希薄気

体流となり､流れ場の構造は､その圧力の大きさに従って､連続流､遷移流､白

由分子流に大別される｡希薄気体流におけるこれら三つの圧力領域の分割には､

クヌッセン(Knudsen)数と呼ぱれる無次元数が一般に用いられ､次式で定義さ

れている｡

-

-

λ
一

£

ここで､λは平均自由行程､Lは流れ場の代表長さである｡上記の三つの圧力領

域は､Knの大きさにより次のように分割されている(142)｡

瓦,1<O.01



O.01く瓦スrlく1.00

1.00く瓦｡

遷移流領域

白由分子流領域

(2　-47)

しかし､高圧室から低圧室へ気体が噴出する超音速白由噴流の流れ場の場合には､

その構造は高圧室と低圧室の両者の圧力に依存すると考えられ､流れ場の構造の

分割には二つの圧力を含むパラメータが望まれる｡Muntzら(41)は､超音速白由

噴流の流れ場をその垂直衝撃波の厚さを求める目的から､次式のようなパラメー

タを導入した｡

ぞ=刀(巧･八)1/乃 匹m/司 (2　-48)

ここで､Psは高圧室の圧力､Pbは低圧室の圧力､Tsは高圧室の温度､Dはオ

リフィスの直径である｡さらに､彼らはξを用いて超音速自由噴流の流れ場が連

続流から白由分子流に遷移する条件を実験的に次式のように定義した｡

o.6hj<ぞ<2£好2 (2　-49)

ここで､kはボルツマン定数､(7sは分子の衝突直径である｡なお､連続流領域

はξ>2k(y　s-2､白由分子流領域はξ<0.6k(J　s-2で示される｡上式は､前章

でも述べたとおり､実験ともよく一致することが確かめられている｡

　本研究では､主に連続流および遷移流領域の超音速自由噴流を対象としている

が､これは衝撃波を伴い､超音速およぴ亜音速の流れの混在した非常に複雑な流

れ場となる｡超音速自由噴流の流れ場を色素レーザ(仕様については次章で示す)

を用いて可視化した例(試料気体;アルゴン)とその流れ場の構造を図2-4に

示す｡ノズルから噴出する気体分子は､低圧側の気体分子と衝突を繰り返し､低

圧側の圧力と等しく､噴流の中心軸方向に曲げられた噴流境界(Jet　Boundary)

を形成する｡また､ノズル出口端から発生した膨張波は､噴流境界で圧縮波とし

て反射され､これらが重なり合ってたる形衝撃波(Barre1　Shock　Wave)が形成

される｡たる形衝撃波は､高圧室圧力の低圧室圧力に対する比(Ps/Pb)が小

さい場合はノズル中心軸上で交差する｡しかし､圧力比が大きくなるとマッハ反

射を起こし､垂直衝撃波(Mach　Disk)と反射衝撃波(Reflected　Shock　Wave)

およぴすべり線(Slip　Line)が形成され､三つの衝撃波の交点は三重点となる｡

この場合には､回2-4に示したようにノズル直後にたる形衝撃波と垂直衝撃波

で囲まれたセルが形成される｡またその下流には､反射衝撃波が噴流境界で反射

されて発生した膨張波が､上記と同様の過程で同形状のセルを繰り返し形成する｡
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7+1

ぐj

ノズル直後に形成されるセルの内部は､ノズル出口端を点源とする流れに近似で

き､流線は放射状になる｡しかし､この流線は､たる形衝撃波を通過すると噴流

境界に沿った方向に向きを変える｡

　超音速白由噴流の形状は､圧力比(Ps/Pb)の増加とともに自己相似的に発

達する｡この形状の決定､特にノズル先端から垂直衝撃波までの距離(xm)に

関しては古くから多くの議論がなされてきた｡Ashkenas-Sherlan(23)は､数多く

の実験から､xmを圧力比の関数として次式のように与えた｡

ぐ
　
　
=　
M

xm

j

-

-

7-1

0.67

ぐ
1
一
9
ム

い
ノ

　
詐
R
ぐ

'`y-1 ぐ卜/j

仁)ツ
瓦no

7-1

― j

(2　-50)

-3(7-1)

　　　　(2　-51)

(2　-52)

Z Z
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十C
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召

p

上式から､xm/　D　の値は圧力比のみに依存し､気体の比熱比や温度に依存しな

いことがわかる｡しかし､噴流境界の最大径や垂直衝撃波の直径は､比熱比が大

きいほど小さくなり(23)､したがってより細長くなる(29)ことが報告されている｡

これは､ノズル出口端における膨張波のPrandt1-Mayer角y(図2-4参照)が､

比熱比の増加とともに減少することに対応していると考えられる｡

　超音速白由噴流内のマッハ数分布は､上述のように非常に複雑である｡ノズル

直後に形成されるセルの内部は超音速であり､垂直衝撃波の背後は強く流れがせ

き止められて亜音速となる｡たる形衝撃波と噴流境界の聞の領域もマッハ数はセ

ルの内部より小さいものの超音速の流れである｡超音速自由噴流の中心軸上のマ

ッハ数(M)分布は､Ashkenas一Sherman(23)により点源流モデルと特性曲線法を

用いて､次式のように与えられている｡

‾ZO
一

召

ここで､xはノズル先端からの距離､x｡は点源の位置､yは比熱比､Aおよぴ

Cは定数であり､表2-3にyに関するx｡､A､Cの値を示した(28)｡なお､

上式は､ノズル先端からノズル直径に等しい距離より下流において成立する｡し

かし､式(2　-51)を用いると､噴流の中心軸上のマッハ数は､下流に行くに従

って､増加しつづけることになる｡Anderson-Fenn(148)は､マッハ数はある限度

を越えずに終端値(MT)に達するとし､その値を経験的に次式で与えた｡

恥r=2.05(

ここで､Eは衝突効率係数､Kn｡はノズルにおけるKnudsen数である｡また､噴

流内の巨視的速度も､噴流が完全な断熱膨張であると仮定し､高圧室で有してい

た熱エネルギがすべて並進エネルギに変換､すなわちOKまで膨張したとすれぱ､

次式の終端速度となる(144)｡



吟=φd具
-

-

(2　-53)

ここで､Cpは定圧比熱､Rは気体定数である｡

　以上のように､超音速白由噴流の流れ場の構造は､実験的､解析的に十分調査

が行われている｡次節では､これらの結果を利用して､ヨウ素を用いたレーザ誘

起けい光法の妥当性を検証する｡

2.3.2　可視化結果と考察

　本節では､ヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法により超音速自由噴流を可視化

した結果を通して､レーザ誘起けい光法の希薄気体の可視化手法としての有効性

を考察する｡なお､本節で用いた可視化実験装置に関しては､次章で詳細に説明

する｡

　超音速自由噴流は､貯気室(高圧室)の試料気体と昇華したヨウ素の混合気体

を膨張室(低圧室)へ噴出させることにより形成した｡回2-5は､試料気体と

してアルゴンを用いた場合の代表的な圧力条件下における超音速白由噴流の可視

化写真である｡なお､Psは貯気室の圧力､Pbは膨張室の圧力､ξは式(2　-48)

で示される流れ場の分順のためのパラメータの値である｡これらの可視化にはア

ルゴンイオンレーザ(514.5nm､日本電気;GLG3200)を用いており､その仕様を

表2-4に示す｡試料気体としてアルゴンを用いた場合の連続流から自由分子流

へ遷移するパラメータξの範囲は､アルゴンの衝突有効直径が(Js=3.664×1　0　-　1　0

〔m〕(145)であることから､次式で与えられる｡

6.0×10‾5くぐ<2.1×10‾4 (2　-54)

したがって､図2-5(a)､(b)､(c)は､その順に連続流､遷移流､白

由分子流領域の流れ場に対応する｡連続流領域においては､図2-4に示したよ

うに､超音速白由噴流のセルは衝撃波によって囲まれ､セル内へ膨張室内の気体

分子が侵入しない流れ場となる｡また､たる形衝撃波と垂直衝撃波が明瞭に観察

される｡膨張室圧力が低くなり遷移流領域になると､噴流の分子と膨張室内の気

体分子との衝突頻度が低くなり､両分子間の運動量およぴエネルギの交換が少な

くなるため､かなり厚い衝撃波となる｡したがって､厚い衝撃波の境界は､その

密度勾配がゆるやかであるため､写真では判然としない｡さらに膨張室圧力が低

くなり白由分子流領域になると､ノズルから噴出した分子は､膨張室内の気体分

子とほとんど衝突せずに膨張を続け､ノズル先端から放射状に広がる流れとなる｡

　図2-5に見られる放射状の光芒は､次の理由で発生する｡アルゴンイオンレ

ーザは､図2-6に模式的に示すように､レーザキャビティ長によって決まる多

25



くの縦モードを有している(88)｡また､分子がレーザの入射方向(図2-5では

レーザは上から入射している)に速度成分を有していると､分子の吸収線はドッ

プラーシフトする｡このドップラーシフトした吸収線の周波数が､アルゴンイオ

ンレーザの縦モードと一致した場合に強いけい光を発し､このような光芒が現れ

る｡したがって､明るい光芒はResonantの状態､光芒にはさまれた暗い部分は

Off-Resonantの状態に対応していると言える｡

　この光芒の発生原理を用いて､分子の速度を計算することができる｡レーザの

キャピティ長Lとレーザの発振線1/との関係は次式で与えられる｡

£=
1

}
2

nc
-

Zノ
(2　-55)

ここで､cは光速､nは整数である｡いま､レーザの入射方向に速度成分を有し

ていないヨウ素分子の吸収線がyoであり､その際の整数値nがn｡であるとする

と､1/｡は上式から次式であたえられる｡

1

一
2

=

吻

れOC
一

£

また､レーザの縦モードの発振線の間隔△yは次式で与えられる｡

△z/ -

- こ
2£

(2-56)

(2-57)

アルゴンイオンレーザの縦モード､1/｡､　no､　△1/の間の摸式的な関係を図2-

7に示す｡いま､レーザが噴流の中心軸に垂直に入射した場合には､それぞれの

光芒に関する整数nの値は図2-8に示すようになる｡すなわち､噴流の中心軸

の光芒(レーザの入射方向に速度成分を有していない)がn=n｡､レーザの方

向へ向かって順にn=n｡十1､n｡十2､n｡十3･･となり､レーザと逆の方

向へ向かって順にn=n｡-　1､n｡-2､n｡-3　･　･　となる｡この整数値に対

応するレーザの縦モードの発振線とy｡(n=n｡)との周波数の間隔△1/　'　は､

次式となる｡

△z/″= (n‾no)'c
一-

　2£
(2-58)

いま､図2-9に示すように､整数値nの光芒のヨウ素分子の速度をvj､その

レーザ入射方向の速度成分をvr(レーザの方向へ向かう場合を正とする)とし､

vjとレーザとのなす角度をθとする｡この場合に､ヨウ素が吸収する周波数1/｡

の光は､観測者から見るとアルゴンイオンレーザの次式で示される発振線に対応

する｡
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ぐ
　
　
崩

　
　
一
一　
　
m

　
　
μ

=μ0+

1士片

Zノ()

j

衿･cosθ (2　-59)

　　　　　　　　　　　　　　　C

式(2　-59)の第2項がレーザの入射方向の速度成分によるドップラーシフト量

であり､式(2　-58)の△1/　'　と一致する｡したがって､光芒に沿ったヨウ素分

子の速度vjは､次式で与えられる｡

焉
-

-

(n
一一

2£

no)･c2
zノo　･　cos　θ

(2　-60)

式(2-60)を用いてアルゴンの超音速白由噴流のセル内の速度を求めた例を図

2　-10に示す｡回中の(zは､ノズル先端を中心にして噴流中心軸から計った角度

である｡なお､本研究で用いたレーザのキヤビティ長はL=1　1　0　0　〔lm〕である｡ま

た､式(2　-53)から求めたアルゴンとヨウ素の終端速度は､それぞれV　TAr　=

559.7〔m/sec〕､VTI｡=262.7〔m/sec〕であり､図中にも示した｡この結果

から､ヨウ素はアルゴンの約6倍の質量であるにもかかわらず､Seeding効果に

よって､アルゴンによく追随していることがわかる｡

　回2　-11は､ヨウ素をヘリウムに混入した混合気体の超音速白由噴流を色素レ

ーザで可視化した例である｡この写真におけるヘリウムの流れ場は連続流領域に

あり､衝撃波が形成されていると考えられるが､それが確認されない｡また､け

い光の強い領域が噴流の中心軸近傍に存在していることがわかる｡これは､ヨウ

素の質量がヘリウムの約60倍もあるために､質量分離効果が生じていることに起

因している｡すなわち､ヨウ素はヘリウムに追随せずに独白の流れ場を形成し､

質量の大きいヨウ素が中心軸近傍に集中したためと考えられる｡したがって､質

量の小さい気体の流れ場の可視化にヨウ素を用いることは不適切である｡

　波長の可変な色素レーザを用いて､アルゴンの超音速白由噴流を可視化した例

を図2　-12に示す｡図(a)は､ヨウ素のP23R25､図(b)は､P6R8の吸

収線に対応するレーザ光を照射した場合の結果である｡なお､両図の圧力条件は

同じである｡色素レーザは､その線幅が広いため､けい光強度は次式で近似され

る(93)｡

`f
x､-

`ヂ

Q- で

み

C1

-

-

一

-

CI
y121

-

j21十9

妨j!K
　47｢

石jVlr｡

C

7

(2　-61)

(2　-62)
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である｡上式から､可視化に用いる吸収線によって､流れ場のけい光強度が異な

るのは､それぞれの吸収線に対応する基底状態の回転準位に存在する分子の割合

f1〔式(2-3)参照〕に大きく依存していると考えられる｡図2　-13に示す

ように､P23R25の吸収線に対応する基底状態の回転準位J"=23と25に存在す

る分子の割合fJま比較的高温域で大きく､逆にP6R8の吸収線に対応するJ"

=6と8のf,は極低温で鋭いピークをもつ｡したがって､超音速白由噴流がP

23　R　25　によって可視化された場合には､けい光強度がノズル出口直後の高温､高

密度域で強く､下流の低温､低密度域で弱くなる｡しかし､P6R8によって可

視化された場合には､ノズル出口直後では高密度のためにけい光が強く､下流域

においても､低温のためにJ"=6と8に多くの分子が存在し､低密度にもかか

わらず強いけい光を発する結果となる｡図2　-12　(a)と(b)の比較から､P

23　R　25　を用いて可視化した場合の方が､けい光強度が超音速自由噴流の流れ場の

密度変化と定性的に一致することから､以下の実験においては､吸収線としてP

23　R　25　を用いた｡

　可視化した超音速自由噴流の多くの撮影フィルムを用いて､ノズル先端から垂

直衝撃波までの距離(xm)を測定した｡圧力比(Ps/Pb)に依存したXI/Dの

値を式(2　-50)の経験式と比較した結果を図2-14に示す｡この回から､この

圧力範囲では可視化結果が経験値とよく一致することが確認できる｡

2.4　結諭

　本章では､ヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法による希薄気体流の可視化に関

する理論を明らかにし､この可視化手法を超音速白由噴流の流れ場に適用した｡

得られた結果を以下に示す｡

【1】単色のレーザ光を用いた場合には､けい光強度は､レーザ光の周波数とヨ

　　　ウ素の吸収線の中心周波数のずれ量に大きく依存する｡

【2】アルゴンの超音速自由噴流の流れ場の可視化において､ヨウ素はアルゴン

　　　によく追随する｡これは､流れ場の構造を決定するパラメータξによる分

　　　類と可視化結果の比較､アルゴンイオンレーザで可視化した際に見られる

　　　光芒から計測した速度がヨウ素よりもアルゴンの終端速度に一致すること､

　　　可視化結果から計測した超音速自由噴流の垂直衝撃波の位置が理論値とよ

　　　く一致することにより確認された｡

【3】ヘリウムの超音速白由噴流の流れ場の可視化において､ヨウ素とヘリウム
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は質量分離を起こし､ヨウ素はヘリウムに追随せずに独白の流れ場を形成

する｡
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表2-1　ヨウ素の分子定数(cm-1)

電子状態
71e ωe ωeZe 瓦 ae

　瓦

×10-9)

X1Σ゛g 0 214.50 0.764 0.02903 0.000158 5.4

B　311o゛u 15769.01 125.69 0.614 0.03737 0.000113 4.2
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表2-2　ヨウ素の514.5nm近傍の吸収線

波数(cl-1) 対応する遷移

19429.5999

9429.7317

19429.8137

9429.9277

9429.9932

P　48(44-　O)

　103　(49-　O)

　98(58-　1)

　13(43-　O)

　15(43-　O)

　46(50-　1)

　88(47-　O)

　28(49-　1)
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(a.)可視化写真

Reflected　Shock　Wave

　　　　　　(b)構造図

回2-4　超音速白由噴流の流れ場
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表2-3　式(2　-51)に含まれる定数

y xo/D A C

1.67 0.075 3.26 0.31

1.40 0.40 3.65 O｡20
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a)連続流

Ps=19.3kPa(145Torr)

Pb=96.0Pa(0.72Torr)

Ps/Pb=200

ξ=2.41×10-3Pa･m/K

(b)遷移流

　Ps=2.4kPa(18Torr)

　Pb=1.13Pa(8.5×10-3Torr)

　Ps/Pb=2117

　ξ=9.27×10-6Pa･･/K

(c)自由分子流

　Ps=667Pa(5Torr)

　Pb=0.79Pa(5.9×10-8Torr)

　Ps/Pb=847

　ξ=4.06×10-sPa･･/K

図2-5　超音速白由噴流の流れ場の分類(D=0.53211)
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表2-4　アルゴンイオンレーザの仕様

型式 GLG　3200

発振波長と

発振出力

0.5145μ1　8001W以上

.5017μ1　　1501W

0.4965μ摺　　3001W

0.4880μm　7001W以上

.4765μ1　　3301W

0.4727μ1　　501W

.4658μ1　　301W

0.4579μ摺　　1401W

発振モード 横方向単一(T　E　M｡｡)

ビーム直径 約　1.511

ビーム広がり角 約0.61rad(全角)

光共振器間隔 1100ml
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Argon　lon　Laser

Gain　Profile

図2-6

1

514.5nm

アルゴンイオンレーザの発振線と利得曲線
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図2-7　アルゴンイオンレーザの発振線とy｡､n｡､△yとの関係
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Laser

図2-9　レーザ入射方向と分子の速度成分
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図2　-10　光芒から求めた速度と終端速度の関係



図2-11　ヘリウムの超音速自由噴流の流れ場

　　　　　　Ps=2.9kPa(22Torr)､Pb=30Pa(0.225Torr)

　　　　　　D=0.513㎜
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(a)P23R25

(b)P6R8

図2-12　色素レーザを用いて可視化した超音速自由噴流の流れ場

　　　　　　(吸収線に依存したけい光強度分布の違い)
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図2　-13　基底状態の回転準位に存在する分子の割合f1の温度への依存性
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第3章　干渉する超音速自由噴流の衝撃波系の二次元構造〈188-186〉〈148〉(147〉

3.1　緒言

　近年､超音速白由噴流の干渉に関する研究は､混合気体の質量分離､半導体製

造のための分子線エピタキシー技術､人工衛星の姿勢制御装置などと関連して工

業､宇宙工学において注目されており､第1章で述べたようにその報告も多い｡

　気体力学的な同位体分離､特に286Uの濃縮に関する研究に関しては､二つの

超音速自由噴流を対向させた場合がほとんどであるが､MCDerlottら(48)は､ア

ルゴンとヘリウムの混合気体をノズル中心軸間の角度が90°または120°をなす

二つの音速ノズルから噴出させ､貯気室圧力と膨張室圧力の比に関する両気体の

空間分布およぴ速度分布を計測している｡しかし､これらの研究が質量分離効率

に主眼を置いているために､その研究の基本である流れ場の構造はほとんど調査

されていない｡Beckerら(44〉の質量分離に関する対向噴流の研究で､質量分離効

率が低下するのは対称な流れ場から噴流がすれ違う流れ場へ遷移すると推諭して

いるが､これは流れ場の可視化によりその構造を明らかにすることが重要である

と思われる｡

　ロケットの推進ジェットに関連した平行な二つの超音速自由噴流が干渉した流

れ場の研究も行われている｡Sogaら(62〉は窒素を二つのオリフィスから平行に噴

出させ､オリフィス径とオリフィス間距離の比をパラメータとして衝撃波の三次

元的構造およぴ密度分布を明らかにしている｡

　本章では､二つの超音速白由噴流が､その下流で干渉した際の流れ場の構造､

特にノズル中心軸を含む平面内の流れ場の構造を､ヨウ素のレーザ誘起けい光を

用いた可視化により解析する｡超音速自由噴流は､貯気室の試料気体(アルゴン)

を二つの同形状の音速ノズルを通して膨張室に噴出させることにより形成させた｡

二つの音速ノズルの中心軸間の角度(θ)は､45°~180°の間で設定した｡流

れ場の可視化は､それぞれのθについて貯気室圧力(Ps)の膨張室圧力(Pb)

に対する比(Ps/Pb)を変えて行った｡

　二つの超音速白由噴流が干渉した流れ場の構造は､θによって大きく異なる｡

θが90°以下の場合には干渉面(ノズル中心軸間角度を二等分する面)に関して

流れ場が対称になり､比較的圧力比(Ps/Pb)の大きい場合には､干渉面近傍

に衝撃波によって囲まれたセルが形成される｡θが90°を越えると､流れ場が干

渉面に関して対称になる場合と非対称になる場合が存在する｡以下では､これら

のθおよぴPs/Pbに依存した流れ場の構造を詳細に調査する｡
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3.2　実験装置

　本研究に用いた実験装置の概要を図3-1に示す｡実験装置は､真空槽(膨張

室およぴ貯気室)､排気装置およぴ圧力測定装置､光学系(レーザ装置およぴカ

メラシステム)に大別される｡

3.2.1　真空槽(膨張室およぴ貯気室)

　真空槽は膨張室(直径25011､高さ500ml､容積1250�)およぴ貯気室(直径12

511､高さ10011､容積125�)からなり､両者は膨張室内に設置されたノズルの

上流のバルプを介して区分されている｡膨張室には､6本の枝管が溶接されてい

る｡その内の2本の枝管には､直径25011と150mmのパイレックスガラス製の窓が

あり､これを利用してレーザ光の入射およぴ写真撮影を行う｡残りの4本の枝管

は､試料気体の導入､排気､圧力測定に利用される｡貯気室には､ヨウ素の結晶

が置かれており､ここで試料気体は昇華したヨウ素と混合する｡なお､膨張室と

貯気室は､ともに説ガスの少ないステンレス製である｡

　膨張室には､超音速自由噴流を形成するための二つの音速ノズルが設置されて

いる｡回3-2に音速ノズル先端部の概略図を示した｡音速ノズルは､内径18.8

11のパイレックスガラス管を引き仲ばして製作し､その出口内径(D)は､ノズ

ルA､Bともに0.5131mである｡ノズルA､Bは､両者の中心線の交点を中心と

する半径Lの円周上にそれぞれの出口があるようにセットされる｡また､回3-

1に示したように､ノズルAは膨張室内に鉛直に固定され､ノズルBは両ノズル

の中心軸の交点を中心とする円筒状の板に固定されている｡ノズル中心軸間の角

度(θ)は､この円筒状の板を回転させることにより任意の角度に設定すること

ができる｡本研究では､この角度を45°~180°の間で設定した｡また､L/D

は10.0~11.0の間で設定した｡

3.2.2　排気装置およぴ圧力測定装置

　図3-3に本研究で用いた排気系の概要を示す｡試料気体(アルゴン)ば､ポン

ベ直後のレギュレータによって0.1MPまで減圧され､さらに可変リークバルプで

要求される圧力にまで減圧されたあと貯気室へ導かれる｡貯気室の圧力は､可変

リークバルブにより5.32×103~2.66×104Pa(40~200Torr)の間に設定され､

水銀U字管マノメータを用いて測定される｡なお､水銀U字管マノメータの基準

圧力側は､油回転ポンプ(日本真空技術PVD-180)によって排気されており､0.

13Paに保たれている｡　したがって､U字管マノメータの水銀液面差が､そのま

ま絶対圧力を示す｡膨張室は二台の油回転ポンプ(日本真空技術D-950)を用い

て排気され､必要に応じて油拡散ポンプ(日本真空技術PFL-06)およぴ油エゼ

クタポンプ(日本真空技術PBL-04)が用いられる｡これらのポンプの仕様を表
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3-1に示した｡膨張室の圧力は､バルブの開度を調節することにより1.33×

10-1~1.33×102Pa(1×10-8~1.0Torr)の間に保たれる｡膨張室の圧力測定は､

真空度の確認用としてピラニ真空計(日本真空技術GP2T)を用い､実験時には

1×10-8Torrの精度のダイアフラム式真空計(日本MKS　220B)を用いた｡ダイヤ

フラム式真空計の仕様を表3-2に示す｡

3.2.3　光学系(レーザ装置およぴカメラシステム)

　流れ場の可視化に使用したレーザは､発振波長の可変な色素レーザ(LUMONICS

HYPERDYE-300)とその励起用光源のエキシマレーザ(LUMONICS　TE-431T)である｡

レーザの仕様を表3-3に示す｡エキシマレーザの発振用ガスにはxeC1を用い､

その発振波長は308nlである｡色素レーザには､色素としてCoularin　500を用い

た｡この色素は､波長308nlのエキシマレーザの光で励起すると波長482~545nl

の間で発振し､507nlに最も強い発振線を有している｡ヨウ素は上記波長間に多

くの吸収線をもち､比較的強いけい光を発する｡色素レーザの波長は､前章で述

べたように､ヨウ素のP23R25の吸収繍(514.865　nl)に設定した｡

　写真撮影には､流れ場の全体像を得るために､レーザ光を鏡の回転により､二

つのノズルの中心軸を含む平面上を掃引した｡鏡の回転には､ステッピングモー

タを用い､そのパルス数をワンポードマイコンで制御した｡レーザ光の掃引速度

は､ノズルAの中心軸上で0.14~0.4411/secである｡カメラは､レーザ光が掃引

する面に垂直で､その面から約50clのところに置き､フィルム面上でほぽ等倍に

結像するように望遠レンズ(ペンタックス200u,F2.5)およぴベローズを組み

合わせた｡さらに､レーザ光を遮断し､けい光のみをカメラに入射させるための

シヤープカットフィルタ(SO-56　;　560nm以上の光を透過)を使用した｡フィルム

はASA400を使用し､増感現像を行った｡

3.3　実験方法

　干渉する超音速白由噴流の流れ場の可視化には､試料気体中に混入したヨウ素

のレーザ誘起けい光を利用した｡試料気体には､不活性で､ヨウ素がよく追随す

るアルゴンを用いた｡

　干渉する超音速自由噴流の流れ場の可視化は､45°~180°のノズル中心軸間

角度(θ)に関して､貯気室圧力(Ps)の膨張室圧力(Pb)に対する比(Ps/

Pb;　;以下では圧力比と呼ぶ)を変えて行った｡ノズル中心軸間角度は､写真

撮影したフィルムを実長の約10倍に焼き付けて測定し､調節した｡二つのノズル

中心軸の交点からノズル先端までの距離(L)も､これと同様の方法で計測した｡

圧力比は､貯気室を可変リークバルプを用いて一定値にした後､膨張室の圧力を

膨張室とポンプの聞のバルブの開度を変えることで調節した｡貯気室圧力と膨張
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室圧力が一定になった後に､可視化された流れ場を写真撮影する｡

　流れ場の可視化を行う際には､けい光強度が弱いために実験室を暗幕によって

外部からの光を遮断した｡そして､レーザ光が流れ場を掃引している聞は､カメ

ラのシヤッターを開放状態にすることで写真撮影を行った｡

　なお､流れ場の衝撃波系の構造は焼き付けた写真の直接観察から考察し､垂直

衝撃波の位置は撮影フィルムから万能投影機を用いて測定した｡

3.4 実験結果およぴ考察

　干渉する超音速自由噴流の流れ場は､ノズル中心軸間角度(θ)によって大き

く異なる｡以下では､θで分類した特徴的な流れ場の構造を中心に考察する｡

3.4.1　θ≦90°で干渉した超音速自由噴流の流れ場

3.4.1.1　θ=45°の楊合の流れ場の構造

　図3-4と5は､ノズル中心軸間角度がθ=45°で超音速自由噴流が干渉した

場合の流れ場が､圧力比に依存して変化する様子を示す｡なお､図3-4と5は､

ノズル中心軸の交点からノズル先端までの距離(L)が異なり､Lをノズルの出

口内径(D)で無次元化した値が､図3-4では10.7､図3-5では7.6である｡

これらの図からわかるように､θ=45°で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ

場は､圧力比にかかわらず両噴流は干渉面に関して対称な構造を呈する｡また､

図3-4から､比較的L/Dが大きい場合には､圧力比が増加するにつれて干渉

領域の占める割合が大きくなり､垂直衝撃波と交わる斜め衝撃波が現れることが

わかる｡さらに､比較的圧力比の高い場合には､干渉面近傍には衝撃波によって

囲まれたセルが形成される｡以下では､ノズル直後に形成されるセルを第1のセ

ルと呼ぷのに対し､噴流の干渉によって形成されるこのセルを第2のセルと呼ぶ｡

比較的L/Dが小さい場合には､図3-5に示すように､比較的圧力比の低い場

合にも第2のセルが形成されることがわかる｡これは､同じ圧力比でもL/Dが

小さいほど､また同じL/Dでも圧力比が大きいほど二つの噴流の干渉開始点が

ノズルに近づくことに起因している｡したがって､超音速白由噴流が圧力比の増

加とともに白己相似的に発達することを考慮すれぱ､一定の圧力比でL/Dを変

化させた場合と一定のL/Dで圧カ比を変化させた場合の流れ場の構造の変化は､

定性的に同じと考えられる｡

　θ=45°で超音速自由噴流が干渉し､第2のセルを有する場合の流れ場の構造

を図3-6に示す｡第2のセルを形成している斜め衝撃波ABは､干渉面におい

てたる形衝撃波OAが反射されることにより形成されたものである｡後で述べる

ように､第2のセル内の気体は超音速を保ち､第1のセルの垂直衝撃波BCの背
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後の圧縮領域へ流出するために過膨張(Over　EXPansion　)の状態となる｡この結

果､第2のセルの下流では､三重点Bから発生する反射衝撃波BDが形成され､

これがさらにマッハ反射を起こして垂直衝撃波DEをもつ構造となる｡これは､

斜め衝撃波から分子が流入することを除けぱ､ラバルノズルの出口における過膨

張の圧力場の結果と同じ流れ場の構造である｡したがって､図3-5(d)に示す

ように､圧力比が大きくなり三重点Bから発生した反射衝撃波BDが正常反射す

るのは､第2のセル内の気体が十分膨張し､さらに過膨張が進んだ結果と推論さ

れる｡

3.4.1.2　θ=90°の場合の流れ場の構造

　図3-7と8は､ノズル中心軸間角度がθ=90°､L/D=10.4およぴ6.6で超音

速白由噴流が干渉した場合の流れ場が､圧力比に依存して変化する様子を示す｡

θ=90°で超音速自由噴流が干渉した場合も､その流れ場は圧力比にかかわらず

両噴流は干渉面に関して対称な構造となる｡　L/D=10.4の条件では､連続流の領

域で本実験装置を用いて設定できる圧力比の範囲において､斜め衝撃波の下流端

が衝撃波によって閉じられず､第2のセルは形成されなかった｡この流れ場の構

造を図3-9に示す｡　しかし､図3-8に示したように､L/D=6.6の条件では､

斜め衝撃波の下流端が衝撃波によって閉じられ､第2のセルが形成されているこ

とがわかる｡これは､次のことに起因していると考えられる｡　θ=90°の場合は､

すぐ後で詳細に述べるが､第1のセル内の流線がノズル出口に中心をもつ放射状

であるとすると､干渉開始点近傍では斜め衝撃波DE(図3-9参照)を通過し

た直後の流線が対称面に平行になるような強さの衝撃波は存在しない｡すなわち､

離説衝撃波(Detached　Shock　Wave　)の場合と同様に､流線はこの斜め衝撃波を

通過した直後は対称面に平行にならず､徐々にこれに平行になると考えられる｡

また､この斜め衝撃波は､干渉開始点近傍では流線と大きな角度で交わることか

ら強い衝撃波であると考えられ､その背後は亜音速となる｡したがって､斜め衝

撃波の背後で十分な膨張が得られず､θ=45°の場合のように斜め衝撃波の下流

端が衝撃波で閉じられた構造にはならない｡そして､垂直衝撃波EFと斜め衝撃

波DEの交点から両者の背後の密度およぴ速度の違いによる滑り線(SliP　Line)

が発生する｡ただし､図3-8の場合のように､EとFが非常に接近すると､斜

め衝撃波DEの背後は､十分膨張して衝撃波で閉じられる構造となる｡

　図3-7(b)､(c)およぴ図3-8には､干渉面近傍でけい光の強い領域が両

噴流の噴流境界よりも左側へ突出していることが観察される(図3-9参照)｡

これは､たる形衝撃波と噴流境界の聞の気体が､干渉面でせき止められて高圧と

なり､これが低圧中へ噴出したことに起因していると考えられる｡θが大きくな

るほど､噴流境界と干渉面とのなす角が大きくなるために､この高圧部の圧力は

より高くなり､干渉面近傍の左側への噴出の強さもより大きくなる｡

52



　回3-7(d)は､一方の噴流のみが可視化された例である｡この図から､一方

のノズルから噴出した気体分子は､干渉面を越えて他方の噴流の領域へほとんど

流入しないことがわかる｡

3.4.1.3　斜め衝撃波近傍およぴ第2のセル内の流れ場

　図3-10(a)~(c)にθ≦90°で自由噴流が干渉した場合の流線回を示す｡な

お､図(a)はθ=45°の場合､図(b)､(c)はθ=90°で､それぞれ第2のセルが

形成される場合と､形成されない場合に対応している｡これらの回では､第1の

セル内の流線はノズル出口に中心をもつ放射状とした｡斜め衝撃波直後の流線の

方向は斜め衝撃波直前のマッハ数(M､)および流線と斜め衝撃波のなす角度(

衡撃波角;β)から求め､その方向を矢印で示した｡なお､斜め衝撃波直前のマ

ッハ数はAshkenas-Sherman(28)によって与えられた式(2-51)を用いて計算し､

斜め衝撃波直後の流線と斜め衝撃波のなす角度(流れの偏角;(z)は､次式を用

いて計算した｡

M2　2　sin2(β-a)=
1十≒!　M1　2　sin2β

･y　M1　2　sin2　β一旱
(3-1)

一原子分子の気体に関するα､β､M､の関係を図3　-11に示す｡図3-10から､

斜め衝撃波直後の流線の方向は上流では干渉面に平行ではなく､下流に向かって

徐々にこれに平行になることがわかる｡

　図3-10の流れ場に関する斜め衝撃波の前後のこの衝撃波に沿ったマッハ数分

布を図3　-12に､マッハ数と斜め衝撃波に関するRankine-Hugoniotの式から求め

た斜め衝撃波に沿ったこの衝撃波直後の圧力分布(P/Ps)を図3　-13に示す｡な

お､両図の横軸Wは､斜め衝撃波に沿って､その上流端をW=O､下流端をW=1.0

とした場合の座標値を示す〔回3　-10(a)参照〕｡図3　-12から､斜め衝撃波直後

のマッハ数(M2)はいずれの場合も上流端でM｡=1を超えないことがわかる｡し

たがって､斜め衝撃波はこれに沿って強い衝撃波(M｡<1)から弱い衝撃波(

M2>1)へと遷移することがわかる｡また､図3-13から第2のセルが形成さ

れない場合は､それが形成される場合に比べて十分膨張していないことがわかる｡

このことは､斜め衝撃波の下流端で過膨張にならないために､そこに衝撃波を形

成しないものと考えられる｡

3.4.1､4　第1のセルの垂直衝撃波の位置に関する考察

　図3-14(a)､(b)は､第1のセルの垂直衝撃波のノズル先端からの距離(xl

図3-6およぴ3-9参照)をノズル径(D)で無次元化し､その圧力比への依存

性をθ=45°とθ=90°に関して示したものである｡なお､図中の実線は､Ashken

as一Sherman(23)によって与えられた式(2-50)の単一の白由噴流に関する結果
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である｡これらの図から､xm/Dの値は圧力比が約100までは単一の白由噴流に

関する結果とよく一致するが､圧力比の増加とともにこれより小さくなる｡これ

は､圧力比が小さく､干渉開始点が垂直衝撃波の十分下流にある場合は干渉が弱

いために､各噴流は単一の白由噴流と同じ構造になるが､圧力比が増して干渉開

始点が垂直衝撃波に近づくと､各噴流のノズル中心軸に対する衝撃波系の対称性

がなくなり､単一の噴流の場合と圧力分布が異なるためと思われる｡

　図3　-15は､xm/Dの圧力比への依存性を､L/Dを固定して∂をパラメータ

として示したものである｡図中の実線は単一の白由噴流に関する結果である｡図

3　-15から明らかなように､XIの値が比較的圧力比が小さい場合は単一の噴流

の場合とよく一致するが､圧力比の増加とともに単一の噴流の場合より小さくな

る現象は､θの増加にともなって顕著になる｡すなわち､第1のセルの垂直衝撃

波の位置は､同じ圧力比と同じL/Dでもθが大きいほどよりノズルに近づくこ

とがわかる｡これは､θの増加にともなって､斜め衝撃波の背後で十分な膨張が

得られないことに関連していると思われる｡

3.4.2　θ=135°で干渉した超音速自由噴流の流れ場

　θ=135°の場合は､他のノズル中心軸聞角度と比べて圧力比に依存した多くの

構造が存在する｡図3　-16(a)~(j)にθ=135°､L/D=11.0で干渉した超音速

白由噴流の代表的な可視化写真を示す｡圧力比の小さい場合は､両噴流が回3-

16(a)に示すように干渉面に関して対称な構造となり､干渉面上に密度の高い領

域が広がって存在する｡しかし､圧力比が60を超えると図(b)と(c)､図(d)

と(e)､図(f)と(g)に示すように､ほぽ同じ圧力比でも干渉面に関して対称お

よぴ非対称の2種類の構造が存在する｡対称な流れ場の状態で､一方のノズルの

気体の噴出を一且止めて再度噴出させた場合には､必ず非対称な構造となる｡し

たがって､対称な流れ場は､境界条件に関する外乱に対して不安定であると考え

られる｡非対称な流れ場の構造は､圧力比の増加とともに変化し､一方の噴流が

干渉面を越えて槽らかに曲がる構造〔回(b)､(e)､(g)〕から一方の噴流が他

方の噴流に衝突するように見える構造〔図(h)､(i)〕へと遷移する｡圧力比が

約390以上になると､図3　-16(j)に示すように再ぴ対称な構造となる｡しかし､

これらの非対称な流れ場の構造は､非常に複雑な3次元性をもつものと思われ､

2次元的な可視化写真からはその詳細な構造は判断できない｡

3.4.3　θ=180°で干渉した超音速自由噴流の流れ場

　図3-17にθ=180°､L/D=11.1で干渉した超音速白由噴流の流れ場の代表的

な可視化写真を示す｡これらの可視化写真から､θ=180°の場合は､圧力比にか

かわらずノズル中心軸に関して対称な構造となることがわかる｡しかし､干渉面

　(ノズル先端聞距離を二等分する面)に関しては､対称な構造と非対称な構造が
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観察される｡図3　-17(a)に示すような非対称な流れ場の構造においては､ノズ

ルBの噴流は単一の噴流と同じ形状を保ち､ノズルAの噴流は垂直衝撃波がノズ

ル先端に非常に接近した形状となる｡これは､図3　-18の流れ場の構造図に示し

たように､ノズルAの噴流がノズルBの噴流の下流に繰り返し形成されるセルと

干渉したためと考えられる｡また､回3　-17(a)を詳細に観察すると､この干渉

するセルの垂直衝撃波が干渉領域のすぐ上流に確認できる(図3　-18参照)｡

　図3　-19は対称な流れ場において､片方の噴流のみを可視化した例である｡こ

の図から､θ≦90°の場合と異なり､この噴流の気体が中心軸近傍で干渉面を越

えて他方の噴流の領域へ流入していることがわかる｡これは､垂直衝撃波の下流

の干渉領域がよどんだ状態であるためである｡したがって､図3　-17に見られる

干渉面上の噴流中心軸に垂直な流れは､圧力の高いよどみ領域から､圧力の低い

方向へ強く噴出した結果であると考えられる｡

　回3　-20は､第1のセルのノズル先端から垂直衝撃波までの距離(xm)の圧

力比への依存性を示したものである｡なお､白丸は対称な構造､黒丸は非対称な

構造の場合の結果を示す｡非対称な構造の場合の圧力比の等しい2点は､同じフ

ィルムから測定された二つの噴流の値である｡図中の実線は､式(2　-50)の単

一の自由噴流に関する結果である｡この回から､圧力比が比較的小さい場合には

非対称な構造､圧力比が比較的大きい場合には対称な構造のみが現れ､これらの

中聞の圧力比においては両構造のどちらかが現れることがわかる｡対称､非対称

の両構造が存在しうる圧力比の範囲において､対称な流れ場の状態でバルブを操

作すると､非対称な構造へと遷移する｡　したがって､対称な流れ場は､θ=135°

の場合と同様に境界条件に関する外乱に対して不安定であると考えられる｡非対

称な構造において､圧力比が120の近傍からxm/Dの値が単一の自由噴流の結果

より大きくなっていることがわかる｡これは､圧力比の増加とともにこの噴流の

垂直衝撃波の位置とノズル中心軸に垂直な吹き出しの位置が接近し､吹き出しに

よる影響が強くなったことに起因していると思われる｡

　図3　-21にPs=13.6kPa(102Torr)に固定した場合の､非対称な流れ場構造

に関するxm/Dの圧カ比への依存性を示す｡この回から､XIの小さい方の噴流

の値が､Ps/Pb=110の近傍で急激に変化することが知れる｡この前後の圧力比

における可視化写真を図3　-22(a)､(b)に示す｡図3-22(a)と(b)のノズル

Aの2番目のセルの垂直衝撃波の位置に着目すると､回(a)ではこのセルの圧縮

領域に垂直衝撃波が形成され､図(b)では膨張領域に形成されていることがわか

る｡したがって､干渉領域におけるよどみ圧力は､大きく異なることになる｡ま

た､両噴流の垂直衝撃波は､これを通して両噴流の圧力が等しくなるような位置

に形成されるはずであるから､この現象を構造変化を伴うよどみ圧カの急激な変

化と言い換えることができる｡
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3.4.4　自由分子流の状態で干渉した超音速自由噴流の流れ場

　図3　-23に､超音速白由噴流が白由分子流の状態で干渉した流れ場を種々のノ

ズル中心軸間角度について可視化した結果を示す｡この図から､噴流が自由分子

流の状態で干渉すると､ノズル中心軸間角度によらず干渉面上に密度の高い領域

が形成されることがわかる｡

3.5　結諭

　本章では､ヨウ素のレーザ誘起けい光による可視化法を用いて､二つの超音速

自由噴流が干渉した流れ場を解析した｡特に､種々のノズル中心軸間角度に関す

る圧力比に依存した二つのノズル中心軸を含む平面内の流れ場を中心として調査

し､以下のことを明らかにした｡

【1】θ≦90°で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場は､干渉面に関して対

　　称である｡また､ある圧力比以上で干渉面近傍に衝撃波によって閉じられ

　　た第2のセルが形成される｡

【2】第2のセルを形成している斜め衝撃波はこれに沿って強い衝撃波から弱い

　　衝撃波へと遷移し､その背後の流線は下流に向かって徐々に干渉面に平行

　　になる｡

【3】θ≦90°で超音速自由噴流が干渉した場合の第1のセルの垂直衝撃波の位

　　　置は､同じ圧力比およぴ同じL/Dでもθが大きいほどよりノズルに近づ

　　　く｡

【4】θ≦90°で超音速自由噴流が干渉した場合､一方のノズルから噴出した気

　　　体分子は､干渉面を越えて他方の噴流へほとんど流入しない｡

【5】θ=135°で超音速白由噴流が干渉した場合の流れ場において､比較的圧力

　　　比の小さい場合には干渉面に関して対称な構造のみが存在しうるが､ある

　　　圧力比以上では対称な構造と非常に複雑な三次元性を呈する非対称な構造

　　　が存在しうる｡さらに圧力比が増加すると再ぴ対称な構造のみが存在する｡

【6】θ=180°で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場において､その構造は

　　　ノズル中心軸に関しては対称であるが､比較的圧力比の小さい場合には干

　　　渉面に関して非対称な構造となり､圧力比の高い場合には対称な構造とな

　　　る｡しかし､この中間の圧力比において両構造が存在しうる範囲が存在す
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る｡

【7】干渉面に関して対称な構造と非対称な構造が存在しうる圧力比の範囲にお

　　　いて､対称な流れ場は､境界条件に関する外乱に対して不安定である｡

【8】自由噴流を自由分子流状態で干渉させた場合は､ノズル中心軸間の角度に

　　　よらず､干渉面近傍に密度の高い干渉領域が発生する｡

57



Pumps

Manometer

　1.

③2.
つ3'
　4.

④5.

=[16.

　;:

　13:

Nozzle　A

Nozzle　B

Diaphragm

　Vacuu皿　Gauge

Pirani

　Vacuum　Gauge

Variable

　Leak　Valve

l2　Source

Rotatable　Mirror

Lens

Dye　LASER
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図3-1　実験装置概要
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Nozzle　A

lnteracting　Plane

図3-2　音速ノズル先端部概略回
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表3-1　真空ポンプの仕様

油回転ポンプ 油拡散

ンプ

油エゼクタ

ポンプ

型式 PVD-180 D-950 PFL-06 PBL-04

排気速度 0.186m3/min 0.9618/min 0.9頂3/s 0.3m3/s

到達圧力 6.6×10-2Pa

5×10-4Torr)

2.7×10-2Pa

5×10-4Torr)

　2.7×10-4Pa

2　×　10-6Torr)

2.7×10-2Pa

2　×　10-4Torr)

臨界背圧
一 一 　13.3Pa

0.1Torr)

　39.9Pa

0.3Torr)

所要電力 0.4kW 1.5kW 1.0kW 1.8kW

回転数 600r.P.I. 1200r.p.m｡
一 -

所要油量 0.31 2.21 0.4　11 0.6忿

使用油 ULV01L　R-7 ULV01L　R-7 ULVOIL　D-31 ULVOIL　B-50
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表3-2　ダイアフラム式真空計の仕様

型式 220BA-00001

測定範囲 　1.3×10-2~13Pa

1.0×10-4~1.0Torr)

精度 読みの0.15%±温度係数

温度係数 6.6×10-3Pa(5.0×10'6Torr)

内部容量 2　CI8

応答時間 16　msec　以下
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表3-3　レーザの仕様

(a)色素レーザ

型式 HYPERDYE-300

可変波長範囲 320　-　950　nm

エネルギ変換効率 約14%

線幅 0.002　nm

ビーム直径 1×2　mm

ビーム広がり角 0.5　mrad(全角)

使用色素

　ピーク波長

　　波長範囲

Coumarin　500

07　nm

82-545　nm

(b)エキシマレーザ

型式 TE-431T

発振気体 xeC1

パルスエネルギ 35　mJ

平均出力 4W(150PPs)

パルス幅 4　-　7　nsec

ビーム断面積 8×20　mm
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tぽ

岑ぶ

(a)Ps=17.0kPa

　　　　　(128Torr)

　　　Pb=132.2Pa

　　　　　(0.992Torr)

　　　Ps/Pb=129

(b)Ps=19.0kPa

　　　　　　(143Torr)

　　　Pb=98.5Pa

　　　　　　(0.739Torr)

　　　Ps/Pb=194

(c)Ps=19.3kPa

　　　　　(145Torr)

　　　Pb=80.4Pa

　　　　　(0.603Torr)

　　　Ps/Pb=240

(d)Ps=22.1kPa

　　　　　(166Torr)

　　　Pb=86.9Pa

　　　　　(0.652Torr)

　　　Ps/Pb=255

(e)Ps=22.1kPa

　　　　　(166Torr)

　　　Pb=64.8Pa

　　　　　(0.486Torr)

　　　Ps/Pb=342

回3-4　∂=45°で干渉した超音速自由噴流の流れ場(L/D=10.7)
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ゾ匁

(a)Ps=12.6kPa

　　　　　　(95Torr)

　　　Pb=126.4Pa

　　　　　　(0.948Torr)

　　　Ps/Pb=100

(b)Ps=9.8kPa

　　　　　(74Torr)

　　　Pb=66.1Pa

　　　　　(0.496Torr)

　　　Ps/Pb=149

(c)Ps=10.2kPa

　　　　　　(77Torr)

　　　Pb=41.6Pa

　　　　　　(0.312Torr)

　　　Ps/Pb=247

(d)Ps=12.6kPa

　　　　　(95Torr)

　　　Pb=40.7Pa

　　　　　(0.305Torr)

　　　Ps/Pb=311

図3-5　θ=45°で干渉した超音速白由噴流の流れ場(L/D=7.6)
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図3-6　θ=45°で干渉した超音速自由噴流の流れ場の構造
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(a)Ps=17.4kPa

　　　　　　(131Torr)

　　　Pb=172.1Pa

　　　　　　(1.2Torr)

　　　Ps/Pb=101

(b)Ps=17.4kPa

　　　　　(131Torr)

　　　Pb=96.8Pa

　　　　　(0.72Torr)

　　　Ps/Pb=180

(c)Ps=15.3kPa

　　　　　(115Torr)

　　　Pb=46.7Pa

　　　　　(0.35Torr)

　　　Ps/Pb=329

(d)Ps=13.7kPa

　　　　　(103Torr)

　　　Pb=52.0Pa

　　　　　(0.390Torr)

　　　Ps/Pb=264

回3-7　∂=90°で干渉した超音速自由噴流の流れ場(L/D=10.4)
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(a)Ps=6.3kPa

　　　　　(47Torr)

　　　Pb=81.3Pa

　　　　　(0.610Torr)

　　　Ps/Pb=77

(b)Ps=16.7kPa

　　　　　(125Torr)

　　　Pb=122.1Pa

　　　　　(0.916Torr)

　　　Ps/Pb=136

(c)Ps=13.2kPa

　　　　　　(99Torr)

　　　Pb=63.1Pa

　　　　　　(0.473Torr)

　　　Ps/Pb=209

(d)Ps=13.2kPa

　　　　　(99Torr)

　　　Pb=52.6Pa

　　　　　(0.395Torr)

　　　Ps/Pb=251

図3-8　θ=90°で干渉した超音速白由噴流の流れ場(L/D=6.6)
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Nozzle

Stagnant　Region

(High　Pressure　Region)

回3-9　θ=90°で干渉した超音速白由噴流の流れ場の構造
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MゞO

(a)　θ=45°

(b)θ=90°(第2のセルが形成される場合)

(c)θ=90°(第2のセルが形成されない場合)

　　　図3　-10　斜め衝撃波背後の流線の方向
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a)

(b)

(c)

図3-16　θ=135°で干渉した超音速自由噴流の流れ場(L/D=11.0)

　　　　　　　　　　　　　　　-76-
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(g)

(h)

(i)

j)

　Ps

kPa〕

(Torr)

　Pb

　〔Pa〕

Torr)

Ps/Pb

a 6.4

48)

156.0

1.17)

41

b 12.4

(93)

125.8

0.94)

99

C 15.3

115)

153.3

1.15)

100

d 15.3

115)

76.6

0.57)

200

e 13.6

102)

　66.4

0.49)
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f 16.0

120)

　72.9

0.54)
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g 13.6

102)

61.2

0.45)
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h 16.6
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69.2

0.51)

241

1 16.6

125)

　64.5

0.48)

258

J 10.8

(81)

　28.0

0.21)

393

回3-16　θ=135°で干渉した超音速自由噴流の流れ場(L/D=11.0)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

　Ps

kPa〕

(Torr)

　Pb

　〔Pa〕

Torr)

Ps/Pb

a 15.3

115)

170.5

1.28)

90

b 15.3

115)

112.9

0.84)

136

C 10.9

82)

　60.8

0.45)

180

d 9.4

71)

52.7

0.39)

180

e 15.3

115)

63.1

0.47)

243

回3-17　∂=180°で干渉した超音速白由噴流の流れ場(L/D=11.1)
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図3　-18　∂=180°で超音速自由噴流が干渉した場合の非対称な流れ場

回3-19　片方の噴流のみを可視化した例

　　　　　　Ps=11.5kPa(86Torr)､Pb=57.9Pa(0.434Torr)

　　　　　　Ps/Pb=198

　　　　　　　　　-79　-
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図3-20　θ=180°の場合のXI/Dの圧力比への依存性
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図3　-21　θ=180°の場合の非対称な流れ場におけるxm/Dの圧力比への依存性

　　　　　　(Ps=13.6kPa)
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(a)Ps/Pb=1　0　0

　　　　　(b)Ps/Pb=1　3　0

図3-22　垂直衝撃波の位置の急激な変化
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(a)θ=45°

　　　Ps=4.67kPa(35Torr)

　　　Pb=10.0Pa(0.075Torr)

　　　Ps/Pb=467

(c)θ=1　3　5°

　　　Ps=5.37kPa(43Torr)

　　　Pb=2.7Pa(0.020Torr)

　　　Ps/Pb=2118

(b)θ=90°

　　　Ps=7.20kPa(54Torr)

　　　Pb=15.3Pa(0.115Torr)

　　　Ps/Pb=474

(d)θ=1　8　0°

　　　Ps=6.67kPa(50Torr)

　　　Pb=4.7Pa(0.035Torr)

　　　Ps/Pb=1429

図3-23　白由分子流の状態で干渉した超音速自由噴流の流れ場
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第4章　干渉する超音速自由噴流の衝撃波系の三次元構造(138-　135)(147)

4.1　緒言

　前章においてアルゴンを二つの同形状の音速ノズルを通して膨張させ､ノズル

の中心軸間の角度(θ)が45°~180°をなす場合について､貯気室圧力(Ps)

の膨張室圧力(Pb)に対する比(Ps/Pb)を変えて流れ場を可視化し､干渉した

白由噴流の衝撃波系の構造を解析した｡衝撃波系の構造は､ノズル中心軸聞角度

によって大きく異なっていた｡θ=90°以下での超音速白由噴流の干渉において

は､両噴流は圧力比(Ps/Pb)にかかわらず干渉面(両噴流の中心軸を二等分す

る面)に関して対称な構造となり､ある圧力比以上で干渉面近傍に衝撃波によっ

て閉じられた第2のセルが形成された｡また､θ=90°を越えると､流れ場は干

渉面に関して対称な構造と非対称な構造が現れた｡

　超音速白由噴流が干渉した流れ場は非常に複雑であり､その理解を深めるため

には流れ場を三次元的にとらえることが重要であると思われる｡特に､混合気体

の成分元素や同位体を気体カ学的に質量分離する際には､これらの流れ場の構造

や気体の空聞的な密度分布等を知ることがその基本であると思われる｡

　本章では､超音速白由噴流の干渉した流れ場の三次元構造を調査する目的で､

前章で行った二つのノズルの中心軸を含む平面(X-Y平面)内の可視化に加え

て､この面に垂直な二つの平面､すなわち干渉面(X-Z平面)およぴ干渉面に

も垂直な平面(Y-Z平面)に平行な平面内の可視化を行う｡そして､干渉した

超音速白由噴流の流れ場が干渉面に関して対称な構造を呈するθ=90゜　以下の場

合を対象として､各平面内の可視化写真からその衝撃波系の三次元的構造および

第2のセルの構造を明らかにする｡

　超音速自由噴流の干渉した流れ場の三次元構造は､非常に複雑であるが､興味

深い結果を得た｡Y-Z平面内では､ノズル先端に近い断面でφの形をした構造

を呈し､これが下流に向かって平面的な流れ場へと遷移する｡また､第2のセル

は､X-Z平面内においても衝撃波によって囲まれた構造となる｡

4.2　実験装置およぴ実験方法

　本章で用いた実験装置は前章と同じである｡ただし､ノズル中心軸聞角度θは､

45°およぴ90°に､二つのノズルの中心軸の交点からノズル先端までの距離Lは

L/D=10.5~6.55の間で設定した｡なお､二つのノズルの出口内径Dは前章と

同じ0.513.である｡

　図4-1に本章で可視化した平面の模式図を示す｡いま､2つのノズルの中心
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軸を含む平面と干渉面(両噴流の中心軸を二等分する面)との交線をX軸とし､

これに垂直に前者の面内にY軸､後者の面内にZ軸をとる｡前章では､X-Y平

面においてのみ流れ場を可視化したが､本章ではこれに加えてX-Z平面(干渉

面)とY-Z平面に平行な面内においても可視化を行った｡

　実験方法も前章とほとんど同じである｡ただし､X-Z平面とY-Z平面に平行

な面の可視化写真の撮影において､その平面に垂直にカメラが設置できない場合

には､膨張室内に鏡を置いて撮影した｡

4.3　実験結果およぴ考察

　図4-2､4､5､6に∂=45°または90°で超音速白由噴流が干渉した場合

の各平面における代表的な可視化写真を示す｡また､図4-3は図4-3に対応

する流れ場の構造模式図である｡いずれの図も図(a)はX-Y平面､回(b)はX

-Z平面､図(c)はY-Z平面における可視化写真および構造模式図である｡な

お､図4-2､4､5の図(c)の一連の写真に付した番号は､対応する各図(a)

に付した同一の番号の断面を可視化した写真であることを示している｡

4.3.1　X-Y平面における構造

　θ=90°以下で超音速白由噴流が干渉した場合のX-Y平面における構造は､

前章で述べたように流れ場は干渉面に関して対称な構造となり､ある圧力比以上

で干渉面近傍に衝撃波によって閉じられらた第2のセル(図4-3(a)参照)が

形成される｡θ=90°の場合には､第2のセルは図4-6(a)のように比較的L/

Dが小さく圧力比の高い場合にのみ確認でき､図4-5(a)のように比較的L/

Dが大きい場合には圧力比が高くても確認できない｡

4.3.2　X-Z平面における構造

　θ=45°の場合は､図4-2(b)から明らかなように第2のセルは単一の白由

噴流の場合と同様にたる形衝撃波と垂直衝撃波によって閉じられた構造を有して

いることがわかる(図4-3(b)参照)｡また､第2のセルの下流には､さらに

もうひとつのセルが形成されており､その衝撃波は図4-2(a)においても確認

することができる｡

　θ=90°の場合は､X-Y平面の可視化写真において､第2のセルが形成されて

いる図4-6の場合においてもX-Z平面においてはθ=45°の場合のような構造

にはならず､第2のセル後部に形成された衝撃波は比較的厚く､弓形の構造を呈

している｡第2のセルが形成されない図4-5(b)の場合においては､X-Z平

面上で徐々に膨張し､かなり下流に弓形の衝撃波が形成されている様子がわかる｡

この衝撃波は､図4-5(a)においても確認できる｡
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4.3.3　Y-Z平面における構造

　図4-2(c)-1､2､図4-4(c)-1､2､図4-5(c)-1に示される比

較的ノズルに近いY-Z平面内の構造はφの形の構造(以後､これをφ構造と呼

ぷ)を呈している｡これらの図に特徴的に現れている半円状の衝撃波は第1のセ

ルのたる形衝撃波である(図4-3(c)参照)｡図4-2(c)-1､2における

半円の底面の2本のほぽ平行な直線ではさまれた部分は第2のセルに対応し､直

線は斜め衝撃波に対応している｡θ=45°の場合には､斜め衝撃波がY-Z平面

内で第1のセルの垂直衝撃波と交わるまでほぽ直線に保たれていることがわかる｡

したがって､この衝撃波はほぽ平面であり､第2のセルはくきぴ状の構造を呈し

ていることがわかる｡しかし､θ=90°の場合には図4-5(c)-1でほぽ直線に

近い斜め衝撃波が図4-5(c)-2のようにわん曲し､それらが中央部で接して

上､下部にけい光がほとんどない小さな領域をもつ構造､いわゆるX形の構造を

呈することがわかる｡図4-4(c)-2は､第1のセルの垂直衝撃波の下流のY

-Z平面を可視化した写真であるが､干渉面近傍の中央に周囲よりけい光の強い

領域があることがわかる｡この領域は図4-4(a)においては干渉面上に長くの

ぴるけい光の強い領域､回4-4(b)においては中央の横にのぴる帯状のけい光

の強い領域に対応している｡図4-4(a)から､この領域は両噴流のたる形衝撃

波から続く滑り線(図3-9参照)によって形成されたと考えられるが､上記の

観察からこの領域は比較的下流まで帯状に続いており､両ノズルの中心軸を含む

平面に垂直な方向へは大きく広がらないことがわかる｡

　図4-2(c)､4(c)､5(c)の一連の写真から､干渉した噴流が下流に向か

って図の上下方向に大きく広がり､さらに左右がつぶれて干渉面近傍の平面的な

流れになることがわかる｡このことは､θ=90°以下で超音速自由噴流が干渉し

た場合には､流れ場がφ構造から平面的な構造へと遷移することを示しており､

この現象はθが大きいほど顕著である｡

4.4　結諭

本章では､θ=90°以下で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場の三次元構造

を調査する目的で､直交する三つの平面内の流れ場の可視化を行い､以下のこと

を明らかにした｡

【1】2つのノズルの中心軸を含む平面と干渉面の両者に垂直な平面内において､

　　　流れ場は下流に向かってφ形構造から平面的な構造へと遷移し､この現象

　　　はθが大きいほど顕著となる｡
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【2】θ=45°で超音速白由噴流が干渉した場合に観察された第2のセルは､干

　　　渉面内においてたる形衝撃波と垂直衝撃波によって閉じられた構造を有す

　　　る｡

【3】第2のセルを形成している斜め衝撃波は､θ=45°では平面状であるが､

　　　θ=90°では下流においてわん曲し､二つの衝撃波がX形に接する構造を

　　　呈する｡
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図4-1　流れ場の座標系
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図4-2　=F渉した超音速自由噴流の各平面における可視化写真

　　　　　　(θ=45°､L/D=8.9､Ps/Pb=266)
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図4-4　干渉した超音速自由噴流の各平面における可視化写真

　　　　　　(∂=90°､L/D=7.6､Ps/Pb=126)
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図4-5　干渉した超音速自由噴流の各平面における可視化写真

　　　　　　(θ=90°､L/D=7.6､Ps/Pb=250)
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(a)X-Y平面

　　　　　　　　　　　(b)X-Z平面

図4-6　干渉した超音速自由噴流の各平面における可視化写真

　　　　　　(θ=90°､L/D=6.6､Ps/Pb=255)
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第5章　貯気室圧力の異なる超音速自由噴流が干渉した流れ場の構造(148)(149)

5.1　緒言

　前章までに同一圧力の試料気体(アルゴン)を二つの同形状の音速ノズルを通

して膨張させ､超音速白由噴流の干渉により形成される流れ場の構造を可視化に

より解析した｡第3章では､ノズル中心軸を含む平面に関して流れ場を可視化し､

ノズル中心軸間角度(θ)が45°~180°の各場合について貯気室圧力の膨張室

圧力に対する比に依存した流れ場の構造を解析した｡第4章では､流れ場がノズ

ル中心軸間角度を二等分する面(干渉面)に関して対称となる　θ=90°以下の場

合を対象として､互いに垂直な3平面の可視化から非常に特微的な流れ場の三次

元構造を解析した｡

　一方､貯気室圧力の異なる自由噴流の干渉した流れ場にも興味が示されている｡

例えぱ､分子線エピタキシーによるGaAs薄膜の製造に関して､Gaに比べてAsの分

子線を十分強くする方法が試みられており(16o)､貯気室圧力の異なる自由噴流

の干渉した流れ場の構造の解明は､この技術の性能向上に重要であると考えられ

る｡しかし､これらの流れ場の構造に関する報告はない｡

　本報では､θ=45°と180°の場合に関して､貯気室圧力の異なる二つの白由噴

流を干渉させ､二つの噴流の貯気室圧力比およぴ貯気室圧力の膨張室圧力に対す

る比に依存した流れ場の構造を可視化により解析した｡θ=45°の場合に関して

は､二つのノズル中心軸を含む平面内の干渉領域近傍の流れ場の構造およぴノズ

ル中心軸を含む平面と干渉面の両者に垂直な平面内の流れ場の構造をそれぞれ数

種類に分類し､その三次元構造を明らかにする｡∂=180°の場合に関しては､貯

気室圧力比と､貯気室圧力の膨張室圧力に対する比に関して､その流れ場を大き

く四つに分類するとともに､流れ場が時聞的に不安定になる現象についても報告

する｡

5.2　実験装置およぴ実験方法

　本章で用いた実験装置は､二つの音速ノズルに通ずる貯気室を個別に設定した

ことを除いて前章と同じである｡

　二つの貯気室圧力(ノズルA　;　Psa　､ノズルB　;　Psb､Psa≧Psb)はそれぞ

れの可変リークバルプの調節により0.52×103~1.33×10゛Pa(40~100　Torr)の範

囲で､膨張室圧力(Pb)は､バルプの開度の調節により1.33~1.33×102　Pa　(0.01~

1　Torr)の範囲で設定した｡なお､貯気室圧力比(P　sa/　P　sb)は､1.0~5.0の聞

で設定した｡
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　二つの音速ノズルのノズル中心軸間角度θは45°およぴ180°に設定した｡な

お､二つの音速ノズルの出口内径Dはともに0.513mlである｡二つのノズルの中

心軸の交点からノズル先端までの距離L(θ=180°の場合はノズル先端間距離を

二等分する点からノズル先端までの距離)のノズルの出口内径Dに対する比は､

θ=45°の場合はL/D=7.6､θ=180°の場合はL/D=11.1に設定した｡

　θ=45°の場合に関する流れ場の座標系は図4-1に示した座標系を用いた｡

5.3　実験結果およぴ考察

5.3.1　θ=45°で超音速白由噴流が干渉した流れ場の構造

5.3.1.1　X-Y平面における貯気室圧力比に依存した流れ場の構造

　図5-1(a)~(h)にノズルAの貯気室圧力の膨張室圧力に対する比Psa/Pb=

250において､θ=45°で自由噴流が干渉した場合の貯気室圧力比(P　sa/　P　sb)に

依存したX-Y平面における流れ場の全体像を示す｡L/D(=7.6)およぴ貯気室圧

力比が一定の場合には､Psa/Pb=100以上(干渉開始点がノズル直後にある場

合)において､Psa/Pbに関する流れ場の構造は定性的に変らない｡

　図5-1(a)から知れるように､P　sa/　P　sb=1.0､すなわち両噴流の貯気室圧力

が同一の場合には､前章で述べたように流れ場は幾何学的対称面(干渉面)に関

して対称となる｡また､ノズル直後に形成される第1のセルの垂直衝撃波より下

流の領域では､Z方向(紙面に垂直な方向)に広がる平面的な流れに遷移する｡

しかし､回5-1(b)~(f)から知れるように､貯気室圧力比の増加に伴い流れ場

の干渉面に関する非対称性が大きくなり､流れ場は次第にノズルAの噴流(貯気

室圧力の大きい噴流)が支配的となり､ノズルAの直後に形成される第1のセル

の下流は平面的な流れに遷移せず､単一の白由噴流のように同形状のセルが繰り

返し形成される流れ場となる｡さらに､貯気室圧力比の増加とともに､第1のセ

ルの下流に形成されるこのセルは大きくなる｡

　図5-1(g)､(h)は､回5-1(d)の圧力条件下で二つの噴流を別々に可視化

した例である｡二つの噴流の境界面は､両者のこの面に沿った速度､密度､およ

ぴ温度の異なる不連続面､すなわち接触面(Cotact　Surface　)である｡図5-1

(e)､(f)のように貯気室圧力比の大きい場合には､この接触面は密度の差に対応

してけい光強度の差として明瞭に観察することができる｡これらの図から､接触

面が何度も折れていることがわかる｡

　以下では､貯気室圧力比に依存した流れ場の構造､特に干渉領域近傍の衡撃波

系の構造を回5-2に示すように大きく四つ(TyPe　1~4)に分類し､その構造

を詳細に解析する｡なお､図5-2の破線は接触面を示す｡
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　a.TyPe　1　　P　sa/　P　sb=1.0､すなわち両噴流の貯気室圧力が同一の場合に

は(図5-1(a)参照)､図5-2(a)に示すように流れ場は幾何学的対称面(干渉

面)に関して対称となり､ある圧力比以上で干渉面近傍に衝撃波によって囲まれ

た第2のセルが形成される｡第2のセルは､ノズル直後に形成された第1のセル

のたる形衝撃波(Barre1　Shock)oaが干渉面近傍の高密度領域で反射された斜め衝

撃波(Oblique　Shock)abと第1のセルの垂直衝撃波bcの三重点bから発生した反

射衝撃波bdによって形成されたものである｡さらに､Psa/Pbの比較的大きい場

合には第2のセルは内部が超音速のため下流に垂直衝撃波deを形成し､点d､e

は三重点となる｡

　b.TyPe　2　　貯気室圧力比が1.0をわずかに超えると(図5-1(b)参照)､

図5-2(b)に示すようにノズルBの噴流の三重点gから発生した反射衝撃波ge

が接触面と交わり､両者は点fでともに折れる｡この圧力条件下では､第2のセ

ルは内部に不連続面を有しているものの､依然として下流に垂直衝撃波deを有す

る構造を呈している｡

　c.TyPe　3　　貯気室圧力比がさらに大きくなると(回5-1(c)参照)､図5

-2(c)に示すようにノズルBの噴流の三重点gから発生した反射衝撃波geは､

接触面と点fで交差して折れ､さらにノズルAの噴流の三重点bから発生した反

射衝撃波bdと点iで交差する｡この場合は､第2のセルは下流に垂直衝撃波を伴

わない構造となる｡

　d.TyPe　4　　貯気室圧力比が2.0以上になると(図5-1(d)､(e)､(f)参照)

図5-2(d)に示すようにノズルBの噴流の三重点gから発生した反射衝撃波ge

は､接触面と点fで交差して折れ､さらにノズルAの噴流の斜め衝撃波abと交わ

る｡斜め衝撃波abは点eで析れてebとなる｡また､接触面は点fで折れ､さらに

ノズルAの噴流の三重点bから発生した反射衝撃波bdと点jで交差し､両者はこ

の点でともに折れる｡前述したように､この貯気室圧力比の場合は､干渉領域の

下流の流れ場が､ほとんどノズルAの噴流によって形成される｡

　以上から､干渉領域の流れ場の構造は､ノズルBの噴流の三重点から発生した

反射衝撃波が重要な役割を果していることがわかる｡

5.3.1.2　Y-Z平面に平行な面内における流れ場の構造

　図5-3にP　sa/　P　sb=4.9の場合のY-Z平面に平行な面内における流れ場の

可視化写真を示す｡図(a)の写真の下に付した番号は､図(b)の写真の下に付した

番号の矢印の断面を可視化したことを示す｡また､Y-Z平面に平行な面内にお
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ける代表的な三つの流れ場の構造を回5-4に示す｡

　比較的ノズルに近い領域では､貯気室圧力の同じ場合には前章で述べたように

非常に特徴的なφ形の構造となるが､貯気室圧力が異なると図5-4(a)に示す

ようなたる形衝撃波と斜め衝撃波によって形成された大きさの異なる半円状のセ

ルが接した構造を呈する｡また､二つの噴流の干渉により､Z方向(紙面の上下

方向)の速度成分を有した強い吹き出しが形成される｡

　図5-3(a)-1､2､3に示すようにノズルBの噴流の垂直衝撃波(図5-2(d)

ci)からノズルAの噴流の垂直衝撃波(図5-2(d)ef)までの区間では､図5

-4(♭)のように接触面を境にしてノズルAの噴流のセルとノズルBの噴流の垂

直衝撃波で圧縮された高密度領域が接する構造となる｡また､図5-3(a)およ

ぴ回5-4(b)からノズルAの噴流の斜め衝撃波efは､この区間でほぽ平面を保

っていることがわかる｡接触面abcdは､斜め衝撃波の端点eとfの近傍の点bと

cで折れ､bcの部分は斜め衝撃波efと平行になる｡点bとcで接触面が折れるの

は､ノズルAの噴流のたる形衝撃波と噴流境界の間の領域の気体が超音速を保ち､

点bとcの近傍でノズルBの噴流の気体よりも大きな運動量を有していることに

起因している｡

　ノズルAの噴流の垂直衝撃波より下流の領域では､図5-3(a)-4およぴ回5

-4(c)に見られるように､接触面がW形に曲がることがわかる｡貯気室圧力比

の増加とともに､接触面の点b､cにおける析れ角は大きくなる｡また､ノズル

Bの噴流が､ノズルAの噴流のたる形衡撃波と噴流境界の一部を形成しているよ

うに見える｡これは､前述したように貯気室圧力比の増加に伴なってノズルAの

噴流が支配的となることに対応している｡

5.3.2　θ=180°で超音速白由噴流が干渉した流れ場の構造

　二つの噴流の貯気室圧力が等しい場合には､ノズル中心軸聞距離を二等分する

面(干渉面)に関して対称な構造と､一方の噴流がノズルに向かって圧縮された

非対称な構造が存在することを前章で述べた｡

　貯気室圧力比(P　sa/　P　sb)が異なる場合には､貯気室圧力比､ノズルA(また

はノズルB)の貯気室圧力の膨張室圧力に対する比(Psa/Pb)およぴL/Dに依

存して種々の流れ場の構造が存在する｡しかし､干渉した白由噴流の流れ場は､

Psa/Pbが一定の場合のL/Dの増減に伴う流れ場の構造変化は､L/Dが一定の

場合のPsa/Pbの増減に伴うそれと定性的に相似であるため､流れ場の構造のL

/Dに関する依存性はPsa/Pbに置き替えられる｡L/D=11.1の場合の種々の圧

力条件下におけるノズル中心軸を含む平面内の代表的な可視化写真を図5-5に

示す｡また､これらの可視化写真から流れ場の構造を図5-6に示すように大き

く四つ(TyPe　1~4)に分類した｡
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5.3.2.1　Psa/Psbが比較的小さい場合

　Psa/Pbの小さい場合には､図5-5(a)と図5-6(a)(Type　1)に示すよう

な流れ場の構造となる｡ノズルAの噴流はノズルBの噴流の下流に形成されたセ

ルと干渉し､ノズルAの噴流はノズルに向かって圧縮される｡また､両噴流は衝

撃波を通して干渉領域によどみ領域を形成する｡ノズルAの噴流の運動量がノズ

ルBの噴流の運動量より大きいことから､ノズルAの噴流の気体はノズル中心軸

に垂直な方向からややノズルBに傾いた方向に曲がる｡

　Psa/Pbの大きい場合には､図5-5(b)と図5-6(♭)(TyPe　2)に示すよう

な流れ場の構造となり､両噴流の第1のセルが干渉する｡この場合もノズルAの

噴流の気体はノズル中心軸に垂直な方向からややノズルBに傾いた方向に曲がる｡

　流れ場の可視化は､細く絞ったレーザ光を､流れ場中を約2~4分間掃引させ

ることにより行っていることから､上記のいずれの場合も流れ場は時聞的に安定

である｡

5.3.2.2　Psa/Psbが比較的大きい場合

　Psa/Pbの小さい場合には､図5-5(c)に示すようにP　sa/　P　sb　が小さい場合

と同じ安定な構造(図5-6(a)(Type　1))になる場合と､回5-5(d)と回5-

6(c)(Type　3)に示すような干渉領域が判然としない振勤を伴った不安定な構

造が存在する｡さらにP　sa/　P　sbが大きい場合にも､同じ圧力条件下にもかかわ

らず図5-5(e)と図5-6(d)(TyPe　4)に示すような安定な流れ場と､図5-

5(f)に示すような振動を伴った不安定な構造(図5-6(c)(TyPe　3))が存在す

る｡いずれの場合も､振勤を伴った不安定な干渉領域は貯気室圧力のより高いノ

ズルAの噴流の第1のセルと貯気室圧力のより低いノズルBの噴流の第1のセル

の下流に形成されたセルが干渉した際に発生し､安定な流れ場が存在する状態で

バルプを操作するとこの不安定な構造に遷移する｡このことから､干渉領域にお

ける流れ場が準安定状態にあり､境界条件に関する外乱の付加により不安定な流

れ場に遷移するものと考えられる｡　　この不安定な流れ場は､一様流中に逆噴射

する噴流が存在する流れ場と類似しており､噴流の全圧の一様流の全圧に対する

比が小さい場合に不安定な流れ場になることが報告されている(66)｡

　図5-5(e)の流れ場は図5-6(d)(TyPe　4)に示すように､ノズルAの噴流

の第1のセルの下流に形成されたセルとノズルBの噴流の第1のセルが干渉した

ものである｡干渉領域では､両噴流が垂直衝撃波を通して圧縮､減速され､よど

み領域を形成する｡さらに､よどみ領域から発生した接触面がノズルBの噴流を

包むように大きく曲がる｡

　Psa/Pbの大きい場合には､図5-5(g)に示すような流れ場となり､基本的

には図5-6(♭)(Type　2)の構造と同じである｡ただし､P　sa/　P　sbの増加に伴

い､よどみ領域から発生する接触面の曲率半径はより小さくなる｡
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5 4　結論

【1】θ=45°で貯気室圧力比の異なる二つの自由噴流が干渉した場合には､X-

　　　Y平面における流れ場の構造は主として貯気室圧力比に支配され､Y-Z

　　　平面に平行な平面上の構造はX位置によって変化する｡これらの流れ場の

　　　構造をそれぞれ数種類に分類し､その三次元構造を明らかにした｡

【2】θ=180゜で貯気室圧力比の異なる二つの自由噴流が干渉した場合には､貯

　　　気室圧力比､貯気室圧力の膨張室圧力に対する比(またはL/D)に関し

　　　て流れ場の構造は四種類に大別される｡また､貯気室圧カ比が比較的大き

　　　く､貯気室圧力の膨張室圧力に対する比が比較的小さい場合には､干渉領

　　　域の不安定な流れ場が発生する｡
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(a)Psa/Psb=1.0､Psa/Pb=247

　　　Psa=Psb=10.3kPa(77Torr)､Pb=41.6Pa(0.312Torr)

(b)Psa/Psb=1.25､Psa/Pb=253

　　　Psa=10.7kPa(80Torr)､Psb=8.5kPa(64Torr)

　　　Pb=42.1Pa(0.316Torr)

(c)Psa/Psb=1.43､Psa/Pb=250

　　　Psa=11.5kPa(86Torr)､Psb=8j)kPa(60Torr)

　　　Pb=46.3Pa(0.347Torr)

図5-1　θ=45°で干渉した超音速自由噴流のX-Y平面における全体像

　　　　　　(L/D=7.6)
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(d)Psa/Psb=2.0､Psa/Pb=250

　　　Psa=13.3kPa(100Torr)､Psb=6.8kPa(51Torr)

　　　Pb=53.3Pa(0.400Torr)

(e)Psa/Psb=3.1､Psa/Pb=254

　　　Psa=14.0kPa(105Torr)､Psb=4.5kPa(34Torr)

　　　Pb=55.1Pa(0.413Torr)

(f)Psa/Psb=4.9､Psa/Pb=251

　　　Psa=20.1kPa(151Torr)､Psb=4.1kPa(31Torr)

　　　Pb=80.2Pa(0.602Torr)

図5-1　θ=45°で干渉した超音速自由噴流のX-Y平面における全体像

　　　　　　(L/D=7.6)
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(g)圧力条件は(d)と同じ

TL;irwトy‥

　　　　　　　　　　　　(h)圧力条件は(d)と同じ

回5-1　θ=45°で干渉した超音速白由噴流のX-Y平面における全体像

　　　　　　(L/D=7.6)
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Jet　Boundary

b,c,d,e　:　Triple　Point

(a)Type　1

　:Triple　Point

-Contact　Surface

(b)Type　　2

回5-2　θ=45°で干渉した超音速自由噴流のX-Y平面における流れ場の

　　　　　構造(L/D=7.6､Psa/Pb≧100)
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9　　:　Triple　Point

(c)TyPe　　3

-Contact　Surface

9　:　Triple　Point

--Contact　Surface

(d)TyPe　4

回5-2　θ=45°で干渉した超音速自由噴流のX-Y平面における流れ場の

　　　　　構造(L/D=7.6､Psa/Pb≧100)
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1

3

(a)Y-Z平面に平行な面内

t
?
』

t
l

↑
3

↑
4

2

4

　　　　　　　　　　　　　　　(b)X-Y平面

図5-3　θ=45°で干渉した超音速自由噴流のY-Z平面に平行な面内およ

　　　　　びX-Y平面における流れ場の全体像

　　　　　　(P　sa/　P　sb=4.9､Psa/Pb=251､L/D=7.6)
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a

d

----Contact　Surface

(a)

(b)

(c)

図5-4　θ=45°で干渉した超音速白由噴流のY-Z平面に平行な面内に

　　　　　おける構造
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(a)Psa/Psb=1.25､Psa/Pb=100

　　　Psa=13.3kPa(100Torr)､Psb=10.7kPa(80Torr)

　　　Pb=134.0Pa(1.005Torr)

(b)Psa/Psb=1.25､Psa/Pb=298

　　Psa=13.3kPa(100Torr)､Psb=10.7kPa(80Torr)

　　Pb=44.8Pa(0.336Torr)

図5-5　∂=180°で干渉した超音速白由噴流の全体像

　　　　　　(Psa/Psb=1.25､L/D=11.1)
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(c)Psa/Psb=2.0､Psa/Pb=100

　　　Psa=16.0kPa(120Torr)､Psb=8,0kPa(60Torr)

　　　Pb=160.0Pa(1.198Torr)

(d)Psa/Psb=2.0､Psa/Pb=100

　　Psa=16.0kPa(120Torr)､Psb=8.0kPa(60Torr)

　　Pb=160.0Pa(1.198Torr)

図5-5　θ=180°で干渉した超音速自由噴流の全体像

　　　　　　(Psa/Psb=2.0､L/D=11.t)
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(e)Psa/Psb=3.0､Psa/Pb=150

　　　Psa=20.0kPa(150Torr)､Psb=6.8kPa(51Torr)

(f)Psa/Psb=3.0､Psa/Pb=150

　　　Psa=20.0kPa(150Torr)､Psb=6.8kPa(51Torr)

Psa=20.0kPa(150Torr)､Psb=6.8kPa(51Torr)

Pb=66.3Pa(0.497Torr)

図5-5　θ=180°で干渉した超音速白由噴流の全体像

　　　　　　(Psa/Psb=3.0､L/D=11.1)
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lnteracting　Region

__-Contact　Surface

(a)Type　1

　----Contact　Surface

(b)Type　　2

図5-6　θ=180°で干渉した超音速白由噴流の構造
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lnteracting　and

unstable　Region

(c)TyPe　3

----Contact　Surface

(d)Type　4

図5-6　θ=180°で干渉した超音速自由噴流の構造

- H1-



第6章　気体力学に関するレーザ誘起けい光法を用いた

　　　　　　　CAFVシステムの開発(161-163)

6.1　緒言

　コンピュータやディジタル画像処理技術の進歩に伴い､近年これらを用いた流

れ場の可視化技術の開発が活発に行われている｡今日では､この流れ場の可視化

技術をCAFV(Computer　Aided　Flow　visualization　)と呼んでいる｡そして､

その内容は､前述したように次の三つに大別されている｡

　　①数値計算による流れの生成と表示

　　②間接測定結果からの流れの表示

　　③可視化結果のディジタル画像処理

CAFVの目的は､数値シミュレーション結果およぴピトー管や熱線風速計など

による測定結果をグラフイック表示することによって流れ場の理解を深めたり､

TVカメラなどによる流れ場の撮像およぴこれの画像処理を通して物理量を定量

的に計測することにあると思われる｡

　本研究は､新しいCAFVの手法として､パーソナルコンピュータと高感度ビ

ジコンカメラを一体化し､ヨウ素のレーザ誘起けい光を用いて可視化した気体の

流れ場を対象として､その三次元的な流れ場の構造を解析するシステムの開発を

行ったものである｡すなわち､流れ場中に入射したレーザシートの切断面によっ

て可視化した2次元画像を高感度ビジコンカメラを用いて撮像し､この画像の蓄

積から3次元データを構築するものである｡さらに､このデータからコンピュー

タにより任意断面における画像(C　T　;　Computer　Tomography)の再生を可能にし､

流れ場中に物体が存在するために直接には可視化できない断面の可視化を可能に

した｡

　さらに､レーザシートとビジコンカメラの移動､ビジコンカメラによる撮像お

よぴデータ入力､データ転送､画像の重ね合わせによる雑音の除去までの一連の

操作をパーソナルコンピュータを用いて自動化するためのソフトウェア､およぴ

輝度情報の画像処理による衝撃波の位置の検出や輝度分布を表示するためのソフ

トウェアも開発した｡

　本システムは､流れ場の輝度情報がある物理量に対応づけられれば､画素単位

の精度で流れ場の定量的な解析も可能であり､さらにリアルタイムに流れ場全体

の情報が得られることから､汎用性のある非常に有効な計測手段になると思われ

る｡

　本章では､本システムを気体力学的に重要なオリフィスを通して真空中へ膨張

する超音速白由噴流の流れ場､およぴ分子線の初段として重要な超音速白由噴流
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とスキマーの干渉した流れ場に適用し､その有効性を検証した｡

6.2 CAFVシステム

6.2.1　CAFVシステムの機器の構成

　図6-1に本研究で開発したCAFVシステムの機器の構成を示す｡レーザシ

ートを流れ場に入射し､レーザ誘起けい光により可視化された流れ場は､レーザ

シート面に垂直に設置された高感度ビジコンカメラ(浜松ホトニクス;C1000-12)

によって撮像される｡高感度ビジコンカメラの仕様を表6-1に示す｡カメラに

は望遠レンズ(20011,F2.5)とベローズが組み合わされており､拡大された画像

が得られる｡撮像画像は､けい光強度に従って､8　bit､256階調〔O(黒)~255

　(白)〕に量子化され､画像データとしてリアルタイムにビデオフレームメモリ

　(浜松ホトニクス;C1900-01)に転送される｡この画像は､モニタ(池上通信機;

PM-950)により観察できる｡ビデオフレームメモリの仕様を表6-2に示す｡ま

た､この画像データは､同メモリに一且記憶された後に､ホストコンピュータ

　(NEC　PC9801　VM､記憶容量5　Mbyte)へ転送される｡しかし､リアルタイムな画

像は多くの雑音を含み､流れ場の構造解析には適していない｡雑音は､画像処理

による近傍画素を用いた平滑化(164-166)などで容易に取りのぞけるが､この方

法ではけい光強度の急激に変化する衝撃波近傍がぼけ､その物理的意味を損う恐

れがある｡本研究では､ホストコンピュータに転送されたデータをコンピュータ

内で加算平均して雑音を除去し､最終的なデータとしてコンピュータ内に記憶す

る方法を開発した｡これらのデータは､任意の処理の後にXYプロッター(グラ

フテック;MP2000)､モニタ､またはディスプレイに出力される｡

　レーザシートは､パルスステージ(シグマ光機;LTS-100)によって1/1000ml

単位で移勤が可能である｡また､ピジコンカメラもレーザシートの移動に従って

これと等距離を保つようにパルスステージ(シグマ光機;STM-40)によって移動

させる｡これらの位置の制御は､ホストコンピュータからパルスコントローラ

　(シグマ光機;SPC-2NH)を通して行われる｡

　画像データの一画素あたりの実長は､鉛直方向が0.0200mm､水平方向が0.0188

mlである｡また､ピジコンカメラのデータ処理可能な画素数は512×512である｡

　対象となる流れ場の撮像は､多くの切断面について行われ､これらのデータを

得るまでの一連の操作がホストコンピュータにより白勤化されている｡

6.2.2 ソフトウェア

6.2.2.1　システム用ソフトウェア

　本研究で開発したCAFVシステムにおけるデータ記憶､画像処理までの一連
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のフローチャートを図6-2に示す｡

　実験を始める前に､取り込むべき画像データの大きさ､レーザシートの移勤量

　(切断面間距離)､およぴ各切断面画像の加算回数を設定する｡画像データの大

きさは､縦横の画素数256×256(1/4　Frame)､256×512(1/2　Frame)の2種類

から選択できる｡　レーザシートの移動量は､75/1000mmと38/1000mmから選択でき､

記憶容量の制約から画像データの大きさにより32または64枚の切断面画像をホス

トコンピュータ内にデータとして取り込むことが可能である｡切断面画像のため

の記憶容量は､図6-3に示したホストコンピュータのメモリマップから知れる

ように､4.375MByteであり､これは256×256画素のデータ(64kByte)の70枚分

に相当する｡画像データの大きさとレーザシートの移動量との関係を表6-3に

示す｡また､画像の加算回数は1~255回の間で任意に設定できる｡

　以上の設定の後は､ホストコンピュータ内への画像データの記憶まで白動化さ

れている｡この自動化ルーチンでは､まずレーザシートをデータ取り込み位置ま

で移勤させ､次にビジコンカメラをレーザシートの移勤量だけ等距離を保つよう

に移動させる｡この後､ビジコンカメラによる切断面の撮像-･ビデオフレーム

メモリによる画像の記憶-･ホストコンピュータヘの画像データの転送-4ホス

トコンピュータ内での画像データの加算が行われる｡この操作が始めに設定した

加算回数だけ繰り返され､平均化された後に一つの切断面画像データとしてホス

トコンピュータ内に記憶される｡この処理が終ると､レーザシートが移勤させら

れ､次の切断面について同じ一連の操作が繰り返される｡

　以上のシステム用ソフトウェアは､全て機械語で作成されており､画素数256

×256およぴ50回の加算平均の場合の一つの切断面の画像データを取り込むのに

要する時間は約50秒である｡

6.2.2.2　画像処理用ソフトウェア

　本研究では､以下のような2つの画像処理用ソフトウェアを作成した｡

a.任意断面の画像の再生

　これは図6-4に示すように､取り込んだ多くの切断面画像から､この面に垂

直な断面の画像をモニタ上に再生するソフトウェアである｡このソフトウェアで

は､再生すべき断面の線データ(画素列)を各切断面画像から取り出し､これら

を順に並べることによって画像の再生を行なっている｡しかし､切断面画像が64

枚で､256×256画素の画像を再生する場合には､線データが4画素ごとにのみ得

られることになる｡そのため､データの存在しない画素列については､線形補間

により決定した｡

　このソフトウェアは､物体の存在する流れ場､特に物体等の物理的条件により

可視化不可能な断面の可視化に非常に有効である｡これにはレーザシートの位置
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と画像データとの対応が精度よく行われねぱならないが､ホストコンピュータに

よるこれらの制御により可能となった｡

b.けい光強度(明るさの)分布

　けい光強度の分布は､本システムの検証に用いたレーザ誘起けい光法によって

可視化された自由噴流の流れ場においては､衝撃波の位置や密度分布などを知る

上で非常に重要なものである｡切断面のけい光強度を定量的に得るために､切断

面の任意の鉛直およぴ水平線に沿ったけい光強度分布の表示と､切断面全体のけ

い光強度分布を知るための等高線または擬似カラー表示のためのソフトウェアを

作成した｡等高線と擬似カラー表示のソフトウェアにおいては､画像のけい光強

度の任意の値の間を8分割し､各強度に対応する領域の境界を線によって､また

は各領域を色でそれぞれ表示した｡このソフトウェアは､再生画像にも適用が可

能である｡

6.3 可視化実験装置と実験方法

　CAFVシステムの検証に用いた可視化実験装置の概略を図6-5に示す｡本

研究では試料気体としてアルゴンを用いた｡試料気体は､可変リークパルブを通

して貯気室へ導かれ､ここで気化したヨウ素と混合する｡この混合気体は､膨張

室内のオリフィス(直径D=0.50411)を通して噴出し､超音速白由噴流を形成す

る｡また､超音速白由噴流と干渉させるスキマーは､オリフィスと同軸上に設置

し､スキマー先端からオリフィスまでの距離は1.841mである｡なお､スキマーは

それと同形状の中実の物体で代用し､ジュラルミンを用いて製作した｡

　膨張室は油回転ポンプ(日本真空技術D-950､仕様は表3-1参照)を用いて

排気される｡貯気室の圧力(Ps)は､可変リークパルブにより6.7×108~2.0×

104Pa､膨張室の圧力(Pb)は､バルブの開度の調節により40~133Paの間で設

定される｡圧力の測定には､貯気室は水銀U字管マノメータ､膨張室はダイアフ

ラム式真空計(日本MKS　220B､仕様は表3-2参照)を用いた｡

　流れ場の可視化は､試料気体中に混入したヨウ素のレーザ誘起けい光を利用し

て行った｡また､レーザ光の発振波長は､ヨウ素のP23R25の吸収線(514.865

nm)に設定した｡

　使用したレーザは､前章で使用した発振波長の可変な色素レーザ(LUMONICS

HYPERDYE-300 仕様は表3-3参照)とその励起用光源のエキシマレーザ(LUMON

-ICS　TE-431T､仕様は表3-3参照)である｡レーザ光は､光ファイパを通して

膨張室近傍まで伝送され､ビームコリメータを用いて直径35mmの平行光にされた

あと円筒面レンズによりシート状にされる｡このレーザシートの幅は約101m､厚

さは0.3Hである｡
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6.4 実験結果およぴ考察

6.4.1　超音速自由噴流の流れ場

　図6-6に超音速白由噴流のモニタに表示された可視化画像の写真とその構造

摸式図を示す｡超音速白由噴流は､前述したように膨張室圧カと平衡した噴流境

界の内に､オリフィス出口端から発生した膨張波が噴流境界で反射した圧縮波が

重なり合って形成されたたる形衝撃波(Barre1　Shock　Wave)を有する構造とな

る｡また､たる形衝撃波はマッハ反射を起こして垂直衝撃波と反射衝撃波を形成

する｡

　回6-7は加算回敵が1回と50回の場合のモニタに表示された超音速自由噴流

の可視化結果である｡また､図6-8は超音速自由噴流のオリフィス中心軸上の

けい光強度分布を加算回数1回､50回､およぴ255回の3種類の場合について示

したものである｡図6-7(a)と図6-8(a)から知れるように加算回数1回の

データはかなり雑音を含み､垂直衝撃波の位置も判然としない｡しかし､回6-

7(b)と図6-8(b)に示すように加算回数50回では雑音は十分低減され､図6

-8(c)の加算回数255回のデータと比較しても大きな違いは認められない｡そ

れゆえ､以下の実験では加算回数を50回に設定した｡

　回6-8中に示したオリフィスと垂直衝撃波の位置は､けい光強度の変化から

コンピュータによって計算された結果で､式(2　-50)の結果とよく一致した｡

　回6-9､10に超音速白由噴流のオリフィス中心軸を含む断面の流れ場全体の

けい光強度の等高線およぴ擬似カラー表示を示す｡両図から､けい光強度の変化

の激しいたる形衝撃波と垂直衝撃波が確認できる｡また､これらは前述のように

けい光強度を8分割した結果にもかかわらず､上記の衝撃波の位置やけい光強度

分布を正しく表示している｡

　図6　-11は､図6-6の圧力比(Ps/Pb)が122の場合の超音速白由噴流の

流れ場をオリフィス中心軸を含む面に平行な64の切断面について､画素数256×

256､レーザシートの移勤量75/100011でデータを取り込み､切断面に垂直な種々

の断面の可視化画像を再生したものである｡なお図(a)~(d)は､それぞれ図6

-6の下に示した(a)~(d)の矢印の断面を再生したものである｡これらの図か

ら､オリフィス近傍〔図6　-11(a)〕における密度の高い円形の領域が下流に向か

ってしだいに大きくなるとともに､たる形衝撃波が観察されるようになる〔図6

-11(b)〕｡さらに下流では､たる形衝撃波と噴流境界の間の領域のみが密度が

高いために明るく､その内側は膨張によって密度が低下しているために暗くなる

　〔図6　-11(し)､(d)〕｡この結果は､超音速白由噴流の流れ場が軸対称であり､

回6-6の可視化写真からも当然予想される結果である｡このことから､本研究

で開発したCAFVシステムの妥当性が検証されたものと考えられる｡
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6.4.2　超音速自由噴流とスキマーが干渉した流れ場

　流れ場申に物体が存在する場合には､レーザシートが透過しない領域やピジコ

ンカメラに死角となる領域が発生し､可視化できない断面が存在する場合がある｡

超音速白由噴流とスキマーが干渉した流れ場においても､噴流中心軸方向から見

た流れ場は､可視化不可能である｡

　図6　-12は､レーザシートがスキマーとオリフィスの中心軸を通る場合の､モ

ニタに表示された可視化面像の写真､およぴその構造摸式図である｡図6-12(a)

から､スキマー前方に離説衝撃波(Detached　Shock　Wave)が形成されている様子

がわかる｡

　図6-13は､図6　-12(a)に矢印で示した断面の再生画像､およぴその構造摸

式図である｡図6　-13(a)から､中心部にスキマー､その外周に離説衝撃波､さ

らにその外周にはたる形衝撃波を観察することができる｡また､図6　-13(a)に

は､図6　-13(b)に斜線で示したけい光のない領域が二個所観察される｡図6-

13(b)の斜線部Aはピジコンカメラの死角領域､斜線部Bはレーザシートがス

キマーにより影になる部分に対応する｡このことからも､この画像が正しく再生

されていることがわかる｡

6.5　結言

　気体力学に関するレーザ誘起けい光法を用いたCAFVシステムを開発し､二

つの流れ場にこのシステムを適応した｡その結果､レーザシートに垂直な断面の

再生画像に関しては､流れ場がいずれも定常､軸対称であったために､容易に本

システムの妥当性およぴ有効性が検証できた｡

　本研究では､2次元のレーザシートを用いて､その面に垂直な断面の再生画像

を得ることに特に主眼を置いた｡これは､人体のCTスキヤナによる診断からヒ

ントを得たもので､気体力学に関するCTスキャナの開発の第一歩と言える｡

　本研究では､LIF法による可視化画像を対象としたが､シュリーレン法､シ

ャドウグラフ法､レーザラマン法などにも適用が可能である｡また､LIF法に

ついては､2次元のレーザシートではなく､1次元(線状)のレーザ光を用いて

流れ場を可視化し､このデータの蓄積から2次元､さらには3次元のデータを構

築することも可能である｡

　画像処理においては､多くのデータを一度に取り扱うため､マイクロコンピュ

ータでデータの処理や転送を行う場合には､多くの時間を要する｡本研究では､

データの処理や転送に関するソフトウェアをすべて機械語で行っているため､か

なり高速化されていると考えている｡本システムでは高感度ビジコンカメラを用

いており､これに必然的に含まれる雑音を除去するのに画像の加算平均を行って

117



いるため､これに要する時間が本システムの主要な処理時間と言っても過言では

ない｡したがって､可視化画像がLIF法のような微弱な光でなけれぱ､雑音の

少ないテレビカメラを用いて､処理時間を短くし､非定常な流れ場にも適用が可

能である｡

　テレピカメラによる撮像で､けい光強度などの明るさがある物理量に対応づけ

られれぱ､画素単位の精度で流れ場の定量的な解析も可能である｡さらに､リア

ルタイムに流れ場全体の情報が得られることから､本システムは非常に有効な計

測手段になると思われる｡
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図6-1　CAFVシステムの機器構成図
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表6-1　ピジコンカメラの仕様

型式 C1000-12

使用撮像管 TH9659

水平走査周波数 16.530kHz

垂直走査周波数 60.000Hz

有効走査線数 512本

インターレース比 2:1

画面縦横比 1　:　1

出力信号(同期混合) 1.0vp-P/75Ω

動作周囲温度 O℃~40°C
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表6-2　ピデオフレームメモリの仕様

型式 C1900-01

入力ビデオ信号

C1000使用時)

インターレース比　2:1

平走査周波数　16.530kHz

垂直走査周波数　60.000Hz

出力ビデオ信号 同期混合　1.0vp-p/75Ω

A/D変換 8　Bit

メモリ容量 512×512×8　Bit　x2

動作周囲温度 O℃~40℃
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図6-2　システム用ソフトウェアのフローチャート
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表6-3　画像データの大きさとレーザシートの移動量

レーザシート

　の移動量

画像データ

の大きさ

記憶される

画像の数

再生画像

大きさ

0.075　1m 256×256

56×512

64

2

2

256×256

256×128

56×128

0.038　1摺 256×256 64 256×128
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図6-4　画像再生の模式図
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図6-6　超音速自由噴流の流れ場
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(a)加算回数1回

　　　　　　(b)加算回数50回

図6-7　可視化画像の加算平均による効果
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図6-10　超音速自由噴流のけい光強度分布の擬似カラー表示
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図6　-12　超音速自由噴流とスキマが干渉した流れ場
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図6-13　超音速自由噴流とスキマが干渉した流れ場の再生画像
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第7章　総括

　真空技術が各種先端技術に応用されるのに伴い､希薄な気体の流れ場の解明が

重要となっている｡超音速自由噴流の流れ場は､宇宙工学に関連して従来から多

くの研究がなされてきたが､近年では分子線発生装置の初段としての採用やレー

ザ分光などの間題に関連して注目されている｡超音速自由噴流が干渉した流れ場

も分子線エピタキシー技術や同位体分離などの問題と関連してその重要性が増大

している｡しかし､この流れ場に関する報告はほとんどなく､流れ場の構造の解

析が急がれている｡

　本研究では､このような背景の下にヨウ素のレーザ誘起けい光を用いて､二つ

の超音速自由噴流が干渉した流れ場を可視化し､その構造を解析したものである｡

超音速自由噴流を形成させる音速ノズルの中心軸聞角度(θ)は45°~180°の

間で設定し､種々のθに関する貯気室圧力の膨張室圧力に対する比に依存した流

れ場の構造変化､､流れ場の特搬的な三次元構造､およぴ貯気室圧力の異なる二つ

の超音速白由噴流が干渉した流れ場の構造を明らかにした｡また､希薄な気体の

流れ場を可視化する手法として注目されているヨウ素を用いたレーザ誘起けい光

法の理諭を明らかにし､超音速白由噴流へ本手法を適用した可視化結果と従来の

研究結果との比較を通してその有効性を検証した｡さらに､ヨウ素のレーザ誘起

けい光法を利用した気体の流れ場を対象としたCAFVシステムの開発を試み､

可視化不可能な断面の可視化像の再生を可能にした｡

以下に､各章において明らかとなった諸点をまとめ､本研究の総括とする｡

　第1章では､本研究の目的と意義を明らかにするとともに､超音速自由噴流の

流れ場､干渉する超音速白由噴流の流れ場､希薄気体の計測､レーザ誘起けい光

法による流れ場の可視化と定量的計測､CAFVに関する過去の研究を概観した｡

　第2章では､まずヨウ素を用いたレーザ誘起けい光法による希薄気体の可視化

に関連して､ヨウ素の物理的､分光学的性質を調査し､けい光強度と流れ場の密

度との関係を理論的に明らかにした｡次いで､超音速白由噴流の流れ場に関する

過去の研究結果を示し､これらとヨウ素のレーザ誘起けい光を用いた可視化結果

との比較を通して以下の結諭を得た｡

【1】単色のレーザ光を用いた場合には､けい光強度は､レーザ光の周波数とヨ

　　　ウ素の吸収線の中心周波数のずれ量に大きく依存する｡

【2】アルゴンの超音速自由噴流の流れ場の可視化において､ヨウ素はアルゴン
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　　　によく追随する｡これは､流れ場の構造を決定するパラメータξによる分

　　　類と可視化結果の比較､アルゴンイオンレーザで可視化した際に見られる

　　　光芒から計測した速度がヨウ素よりもアルゴンの終端速度に一致すること､

　　　可視化結果から計測した超音速自由噴流の垂直衝撃波の位置が理論値とよ

　　　く一致することにより確認された｡

【3】ヘリウムの超音速白由噴流の流れ場の可視化において､ヨウ素とヘリウム

　　　は質量分離を起こし､ヨウ素はヘリウムに追随せずに独白の流れ場を形成

　　　する｡

　第3章では､θ=45°~180°で二つの超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場

をヨウ素のレーザ誘起けい光を用いて可視化し､種々のθに関して貯気室圧力の

膨張室圧力に対する比に依存して変化する流れ場の構造､特に衝撃波系の構造を

調査した｡本章では､二つのノズル中心軸を含む平面内の流れ場を可視化した｡

以下に､本章で得られた結論を示す｡

　【1】θ≦90°で超音速白由噴流が干渉した場合の流れ場は､干渉面に関して対

　　　称である｡また､ある圧力比以上で干渉面近傍に衝撃波によって閉じられ

　　　た第2のセルが形成される｡

　【2】第2のセルを形成している斜め衝撃波はこれに沿って強い衝撃波から弱い

　　　衝撃波へと遷移し､その背後の流線は下流に向かって徐々に干渉面に平行

　　　になる｡

　【3】θ≦90°で超音速白由噴流が干渉した場合の第1のセルの垂直衝撃波の位

　　　置は､同じ圧力比およぴ同じL/Dでもθが大きいほどよりノズルに近づ

　　　く｡

　【4】θ≦90°で超音速自由噴流が干渉した場合､一方のノズルから噴出した気

　　　体分子は､干渉面を越えて他方の噴流へほとんど流入しない｡

　【5】θ=135°で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場において､比較的圧力

　　　比の小さい場合には干渉面に関して対称な構造のみが存在しうるが､ある

　　　圧力比以上では対称な構造と非常に複雑な三次元性を呈する非対称な構造

　　　が存在しうる｡さらに圧力比が増加すると再ぴ対称な構造のみが存在する｡

　【6】θ=180°で超音速自由噴流が干渉した場合の流れ場において､その構造は

　　　ノズル中心軸に関しては対称であるが､比較的圧力比の小さい場合には干

　　　渉面に関して非対称な構造となり､圧カ比の高い場合には対称な構造とな

　　　る｡しかし､この中間の圧力比において両構造が存在しうる範囲が存在す

　　　る｡

　【7】干渉面に関して対称な構造と非対称な構造が存在しうる圧カ比の範囲にお

　　　いて､対称な流れ場は､境界条件に関する外乱に対して不安定である｡

　【8】白由噴流を白由分子流状態で干渉させた場合は､ノズル中心軸間の角度に

-136　-



よらず､干渉面近傍に密度の高い干渉領域が発生する｡

　第4章では､干渉した超音速白由噴流の流れ場が干渉面に関して対称になるθ

≦90°の場合について､第3章で行なった二つのノズル中心軸を含む平面内の流

れ場の可視化に加えて､これに垂直な多くの可視化写真を撮影した｡これにより､

特徴的な流れ場の三次元構造を明らかにし､以下の結論を得た｡

　【1】2つのノズルの中心軸を含む平面と干渉面の両者に垂直な平面内において､

　　　流れ場は下流に向かってφ形構造から平面的な構造へと遷移し､この現象

　　　はθが大きいほど顕著となる｡

【2】θ=45°で超音速白由噴流が干渉した場合に観察された第2のセルは､干

　　　渉面内においてたる形衝撃波と垂直衝撃波によって閉じられた構造を有す

　　　る｡

【3】第2のセルを形成している斜め衝撃波は､θ=45°では平面状であるが､

　　　θ=90°では下流においてわん曲し､二つの衝撃波がX形に接する構造を

　　呈する｡

　第5章では､θ=45°と180°の場合に関して､貯気室圧力の異なる二つの超音

速白由噴流を干渉させ､二つの噴流の貯気室圧力比およぴ貯気室圧力の膨張室圧

力に対する比に依存した流れ場の構造を解析し､以下の結諭を得た｡

　【1】θ=45°で貯気室圧力比の異なる二つの白由噴流が干渉した場合には､X-

　　　Y平面における流れ場の構造は主として貯気室圧力比に支配され､Y-Z

　　　平面に平行な平面上の構造はX位置によって変化する｡これらの流れ場の

　　　構造をそれぞれ数種類に分類し､その三次元構造を明らかにした｡

【2】θ=180°で貯気室圧力比の異なる二つの白由噴流が干渉した場合には､貯

　　気室圧力比､貯気室圧力の膨張室圧力に対する比(またはL/D)に関し

　　て流れ場の構造は四種類に大別される｡また､貯気室圧力比が比較的大き

　　く､貯気室圧力の膨張室圧力に対する比が比較的小さい場合には､干渉領

　　域の不安定な流れ場が発生する｡

　第6章では､パーソナルコンピュータと高感度ビジコンカメラを一体化し､ヨ

ウ素のレーザ誘起けい光を用いて可視化した気体の流れ場を対象として､その三

次元的な流れ場の構造を解析するCAFVシステムの開発について述べた｡この

システムは､流れ場中に入射したレーザシートの切断面によって可視化した2次

元画像を高感度ビジコンカメラを用いて撮像し､この画像の蓄積から3次元デー

タを構築するものである｡また､このデータからコンピュータにより任意断面に

おける画像(C　T　;　ComPuter　Tomography)の再生を可能にし､流れ場中に物体が
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存在するために直接には可視化できない断面の可視化を可能にした｡さらに､本

システムを気体力学的に重要なオリフィスを通して真空中へ膨張する超音速白由

噴流の流れ場､およぴ分子線の初段として重要な超音速自由噴流とスキマーの干

渉した流れ場に適用し､その有効性を検証した｡
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