
＊宇宙科学研究所

Abstract : Axisymmetric and three dimensional CFD simulations were performed to predict and

improve internal and external performance of supersonic inlet of ATREX engine. Aerodynamic

performances such as total pressure recovery, mass capture ratio and intake external drag were in

good agreement with the experimental results over a Mach number range from 1.5 to 5.5 and over a

angle of attack from 0 deg to 4 deg. However, because the CFD result estimates the flow separation

caused by the subsonic diffuser, the static pressure of the CFD result was lower than the

experimental data. Furthermore, some ideas to improve the performances are shown, that is to

increase the bleed flow rate of the spike and decrease the area gradient of the subsonic diffuser.

はじめに

ATREXエンジン用軸対称インテークの研究は主に超音速風洞における実験を行ってきたが，風洞実験で得られる

データは計測点数等限りがあり，カウル内部のシュリーレン映像が見えないため，実験のみによる流れ場の理解や

性能改善は多大な労力を要する．しかし，近年の計算機能力及びCFD技術の進歩によって，複雑な流れ場を手軽に

計算できる環境が整いつつあり，このため以前は特性曲線法を用いていた超音速インテークの性能予測が，CFDに

よって行われるようになってきている［１，２］．これらの背景から，CFDによるインテークの研究を１９９８年よ

り実施している［３，４，５］．

図１に研究対象としている，可変軸対称インテークを示す．軸対称インテークはスパイク（中心体）とカウルよ

り構成され，スパイクが前後移動することにより流路形状を変え，流路収縮率を変化させるための可変機構を備え
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る．超音速流の減速／圧縮は，スパイク先端から生じる斜め衝撃波，スパイク表面の転向による等エントロピ圧縮，

カウル内部の斜め衝撃波３段，スロート直後の終端衝撃波によって行われ，外部１段＋内部４段の混合圧縮形態で

ある（主流Mach数３.５の場合）．軸対称インテークはスパイクを前後させることにより流路形状を変化させ，流

路収縮率を変化させる方式をとっている．スパイクおよびカウルのスロート近辺には抽気孔が多数開けられており，

逆圧力勾配による境界層剥離を抽気により抑えている．カウル内部に流れ込んだ流量の数%が抽気され，スパイク

側の抽気流はストラットを介して，カウル側の抽気流は直接インテーク外に排気される．超音速インテークの数値

計算における特徴的な点として，以下のようなものがある．

（１）内部流と外部流を同時に解くので，単一格子では扱いにくいこと．

（２）逆圧力勾配による境界層剥離の正確な予測が不可欠であること．

（３）抽気流など二次的な流れを正確にモデル化する必要があること．

特に（２）（３）は超音速インテークの内部性能を決める最大の要因であり，慎重に扱わねばならない．さらに終

端衝撃波の移動（振動）という非定常現象を扱うので，かなりの計算時間を要する．また，出口境界条件の扱いに

より亜音速ディフューザ部の流れ，とりわけ剥離状態は大幅に変化する．

本計算の目的は，ATREXエンジンに用いられる軸対称インテークの流れ場の理解と，性能向上のための指標を

得ることである．最終的には，インテークシステム（内外部形状や抽気）の最適設計をCFDによって行うことを目

標としている．

本論文では，現在までに行ってきたインテークCFDの研究成果をまとめる．第２章では，計算方法について述

べ，インテークCFDの特徴を記す．第３章では，軸対称計算の結果について述べる．第４章では，インテークの迎

角特性を取得するために３次元計算を行った結果について述べる．

計算方法

計算条件

計算を行うMach数は，１.５から５.５の範囲である．

その際のレイノルズ数を表１に示す．計算対象は風洞

に用いているサブスケールインテークであり，代表長

さはカウル入口半径１２３mmである．Mach３.５以下

は宇宙科学研究所超音速風洞，Mach４.０以上はNASA

グレン研究所１×１フィート超音速風洞のデータを使

用している．ただし，Mach４.５については実験を行

っていないため，Mach５.０と同じ条件にしてある．
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図1 可変軸対称インテーク

表1 計算条件
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計算手法

計算方法

本計算では離散化法に有限差分法を用いた．支配方

程式は２次元軸対称の圧縮性ナビエ・ストークス方程

式である．対流項の離散化にRoeのFDS，高次精度化に

MUSCL法，時間積分に藤井・大林による改良型LU-ADI

法［６］を用いた．粘性項は中心差分で与え，乱流モ

デルにはBaldwin-Lomaxの代数モデルを用いた．

計算格子

計算格子を図２に示す．本計算では接合格子法を採

用し，計算領域を３つに分けている．計算対象がスロ

ート可変型インテークであるので，カウル側を移動さ

せることでインテークスロートの変形を行う．対象と

するインテークはType-KおよびType-Mとし，格子点数

は，軸方向に２９１点（３２５点），径方向に１２９点（１３９

点）の合計３７５３９点（４５１７５点）である．最小格子幅

はインテークスロート部で２.０×１０-５（１.２×１０-５）

である．

抽気境界

本計算では試験模型における抽気壁を，以下のようにモデル化した［７］．まず，壁面垂直速度を，局所音速，

多孔率と流量係数の積で与える．多孔率は，スパイクが１２％，カウルが９％である．流量係数Cは Harloff , Smith

らによるデータ［８］を利用して算出した．図３に流量係数Cを９０deg抽気孔，２０deg抽気孔について示す．図

中，Pp はプレナム圧，Pi はインテーク内部の局所静圧を，下線で示した数字は局所Mach数（境界層外のMach数）

を表す．２０deg抽気孔は流量係数が大きいため，超音速流の抽気に向いている．一方，９０deg抽気孔は，圧力の

変化に対する流量係数の変化が顕著であり，終端衝撃波の安定化に向いている．本計算では，風洞実験結果と比較

するため，風洞実験模型に抽気孔角度を合わせた．よって，第３章の計算では，スパイク，カウル共に９０deg抽

図2 計算格子（Type-K）
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気孔を用い，第４章における計算では，スパイク側のみ２０deg抽気孔を用い　　　た．プレナム室圧は実験条件

によって異なるが，本計算では主流静圧とした．

密度は壁面法線方向勾配０とする．壁面平行速度および壁面垂直速度の与え方は様々な方法が提案されている．

壁面平行速度は抽気孔部では流れが発生し，厳密にはある程度の流速が発生するが，本抽気面は多孔率が低く抽気

領域のほとんどが壁面で形成されるため０とする．圧力は壁面垂直方向の運動方程式で与えられる．壁面垂直方向

座標をη，壁面垂直方向の流速をVn，圧力と密度をP, ρとしたときに，以下の式によって与えた．

（１）

ただし，インテークのように衝撃波が複雑に干渉する流れ場において，局所Mach数と圧力をどこで評価すれば

よいかという問題がある．本計算では抽気条件が変化しても確実に境界層外にあるように，スパイクからカウルま

での中間格子点で評価している．

出口境界

亜音速燃焼エンジンの場合，終端衝撃波の位置制御はインテーク出口圧力を変化させることで行う．風洞試験で

は可変ノズルによって出口圧力を調整するが，インテーク計算においてノズルまで含めた計算を行うのは効率的で

ない．そのため通常は，出口境界を簡略化したモデルで与える．出口境界の与え方として２通りの方法がある．

（１）亜音速流出境界とし，特性量のうち１つ（圧力など）を下流側から指定する方法

（２）簡単なラバルノズル（仮想ノズル）を設け，超音速流出境界とする方法

（１）の方法は簡単で格子点数も節約できるが，背圧上昇による不始動遷移を計算することができない．なぜな

ら，不始動遷移させるためには指定圧力を上昇させていくが，一度不始動になるとスピレージ流と全圧損失の増大

のため背圧は減少する．このとき出口で指定した圧力を，物理現象としてのインテーク出口圧力に合わせて変化さ

せることは困難であり，インテーク不始動遷移をCFDによってシミュレート出来なくなる．よって，本計算では

（２）の方法を採用した．終端衝撃波の位置は仮想ノズルのスロート幅で制御する．ノズルスロートに流入する流れ

ができるだけ一様になるように，スパイク先端から１６R（R：カウル入口部の半径）下流の位置にノズルを設けた．

軸対称形状の計算結果

性能評価の手法

本計算で扱うインテーク性能の評価指標は，（１）全圧回復率，（２）流量捕獲率，（３）抽気流量，（４）インテ

ーク出口推力関数，（５）スパイク応力積分，（６）カウル内部応力積分，（７）カウル抵抗係数，（８）スピレージ

抵抗係数，（９）抽気抵抗，（１０）インテーク抵抗，（１１）風洞模型で計測される力，の１１個である．評価を行

う検査面はスパイク先端から１３R（R：カウル入口半径）の位置におく．

計算結果

実験との比較

図６と７に流入Mach数が３.５の場合と２.５の場合のカウル壁面静圧分布を示す．静圧Psは主流静圧Ps０で無

次元化されている．超臨界状態では，亜音速ディフューザ部において実験値を少し上回った．臨界状態では，終端

衝撃波下流の剥離領域を過大に見積もるため，亜音速での圧縮が不十分になり静圧は実験値より多少低い分布を示

している．これらは主に最小格子幅が大きすぎるためであると考えられ，より細かい格子での再計算を要する．し

かしCFDで求めた壁面静圧分布は概ね実験値とよい一致を示している．

図８と９に，Mach数分布を実験でのシュリーレン写真と合わせて示す．これから，３～４段の斜め衝撃波と終

端衝撃波，終端衝撃波の下流に発生する剥離領域の存在が確認できる．

表２にMach２.５，３.５，５.５における性能指標の計算値と実験値を比較する．Mach２.５，３.５における値

は，インテークスロート面積を実験と同じに設定した時のものである．比較結果から，全圧回復率は±３％，流量

P
VN

VN
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捕獲率は±５％の精度で実験値と一致していることがわかる．Mach５.５における値は，カウル抽気領域が実験よ

り広く与えているため，流量捕獲率が異なるものの，流量捕獲率以外の値は実験と一致している．不始動遷移する

インテークスロート面積を調べた結果，実験値より僅かながら小さい値となった．この原因としては，CFD側の原

因として乱流モデルや抽気モデルのずれによる境界層厚さの誤差や，流れの３次元性が考えられ，実験側の要因と

しては，供試体に微少な迎角が与えられていたこと，スパイク可変機構のクリアランスによるスパイク中心軸のず

れなどが考えられる．

図10 性能の比較

図8 Mach数分布とシュリーレン（Mach３.５） 図9 Mach数分布とシュリーレン（Mach２.５）
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抽気の効果

スパイクを移動させスロート面積を絞ることにより，インテークを不始動に遷移させるシミュレーションの結果

を行ったところ，スパイク移動による不始動はスパイク表面の剥離によってひき起こされることが分かった．特に，

カウル先端から発生した斜め衝撃波がスパイク表面に入射する点では，大きな逆圧力勾配のため剥離を生じやすい．

このため，インテークスロートを狭め収縮率を上げていくと，剥離泡が生成・成長し最終的には不始動に至る．不

始動遷移するインテークスロート面積Athroatと抽気流量の関係を示したのが図１０である．Acはカウル入口面積で

ある．横軸の抽気流量は風洞実験における最大量に対する値である．これから，抽気流量を増やすに従って不始動

遷移スロート面積が減少していくことが分かる．ここで，風洞試験から得られたインテークの迎角や抽気流量を変

化させた時の不始動遷移スロート面積と全圧回復率の関係を図１１に示す．この図よりインテーク全圧性能は不始

動遷移面積と１対１の関係にあるといえる．これらの結果から，インテークの全圧回復率を改善するには，不始動

遷移スロート面積を絞る必要があるといえる．さらに，不始動遷移はスパイクの境界層剥離が要因となっているた

め，スパイクの抽気流量増加とカウル側から入射する斜め衝撃波の軽減が重要となることがわかる．このインテー

クモデルではスパイク抽気流量が不始動遷移スロート面積，ひいては内部性能を決定している．

同様にしてカウル抽気の影響を調べた結果，不始動遷移スロート面積はカウル側の抽気流量によらず一定となっ

た．よってこのインテークのカウル抽気は不要であると思われる．ただし，カウル抽気は終端衝撃波の位置を安定

にする働きがあり，完全にカウル抽気をなくすのが妥当かどうかは検討を要する．

亜音速ディフューザの剥離

図１２に亜音速ディフューザの全圧回復率分布をディフューザ形状とあわせて示す．全圧回復率，は各X座標に

おいて，軸方向の運動量平均としている．終端衝撃波および亜音速ディフューザ後部より発生した剥離により，渦

が放出されこれにより流れが振動したため，X軸に沿って示した全圧回復率分布は振動的である．終端衝撃波上流

のマッハ数と垂直衝撃波の関係式より求めた終端衝撃波直後の全圧回復率は７５%程度となり，短ディフューザモ

デルは終端衝撃波以外にも剥離や粘性の影響により多大な全圧損失が発生していることがわかる．この損失は亜音

速ディフューザ部の損失の大半を占めており，この損失の低減がインテークの性能向上の鍵となる．図中には亜音

速ディフューザを延長し，面積変化率を軽減させた結果を長ディフューザモデルとして示している．インテークの

形状は，スロートまでは同一であり，スロートより下流側の面積変化率をマッハ数勾配一定の条件により決定して

いる．インテーク出口の全圧回復率は垂直衝撃波による損失とほとんど同じとなり，面積勾配を抑えることにより

図10 スパイク抽気流量と不始動遷移スロート面積
（Mach３.５）

図11 不始動遷移スロート面積と全圧回復性能
（Mach３.５）
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インテークの全圧回復率を向上できることがわかる．亜音速ディフューザ部の計算結果は，流れが振動的になり剥

離位置から渦が放出されるなど実験結果を厳密に模擬しているとは言い難く，面積勾配の定量的な評価は難しいが，

面積勾配の緩和による剥離の抑制がインテーク性能向上の重要な鍵となることがわかる．

軸対称インテークに迎角が与えられた時の流れ

軸対称コードによるCFD計算では，プログラムの低負荷という利点があるもの，迎角が与えられた場合の流れ

など周方向に非一様性が現れる状態を計算することはできない．そこで，３次元計算を行うことにより，軸対称イ

ンテークの流れに非対称性が加わった時の様子を調査した．

計算方法

計算方法は，軸対称計算を行う場合と同じである．ただし，高次精度化にSHUS法を用いている．計算格子は，

軸対称計算を行う際に用いた格子を周方向に１８０度展開したものである．格子点数は，インテーク内部は軸方向

に２００点，径方向に５０点，周方向に６１点の合計６１００００点であり，インテーク外部は軸方向に６０点，径方向に

４０点，周方向に６１点の合計１４６４００点である．

計算結果

図１３～１５に迎角が２度与えられた場合の，Mach数，全圧，静圧の分布を示す．静圧は，主流静圧で無次元化

している．それぞれの値は，半径方法に分布があるが，スパイク壁面とカウル壁面の中間点における値を抽出して

いる．X=５.７の位置がカウル先端であり，カウルより上流では，スパイク壁面における圧縮が行われることによ

り，風上側のMach数，全圧が低く，静圧が高くなる．カウル内部に入ると，カウル先端から発生する斜め衝撃波

は風下側が強いため，風下側の圧縮が強くなる．このため，スロート位置（x＝６.６）では，風上側のMach数，

全圧が高く，静圧が低くなる．３.２節において，スパイクを動かした場合における不始動遷移の原因は，スパイ

ク側の境界層剥離が原因であるということが分かっている．迎角が与えられたときは，風下側の逆圧力勾配が大き

くなるため，風下側から不始動遷移が発生する．

迎角が与えられた時，周方向の流れは風上側から風下側へ向かうため，境界層は風下側に集められ終端衝撃波下

流の剥離流は風下側で集結する．このため，風下側の亜音速圧縮は剥離流による流路の狭窄により不十分となり，

亜音速ディフューザでは風上側の静圧が高くなる．

X 

図12 亜音速ディフューザの流れ（Type-M, Mach３.５）
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図１６に全圧回復率と流量捕獲率の迎角による変化を示す．迎角がついた状態では，風下側で発生する不始動を

回避するためにスロート面積を広くする必要があり，結果として全圧回復率が低下する．

まとめ

軸対称インテークの流れ場の解明と性能改善を行うため，軸対称コードおよび３次元コードのCFD計算を行っ

た．計算結果より，全圧回復率，流量捕獲率，インテーク抵抗等を実験結果と合致する値が得られ，将来のインテ

ーク設計にCFDが有効であることを示した．インテークの全圧回復性能低下の要因は，超音速ディフューザの逆圧

力勾配によるスパイク側境界層の剥離と，亜音速ディフューザの剥離であり，迎角が与えられたときは風下側の条

件が厳しくなる．

以上の解析により，CFD計算によるインテーク性能の予測は，将来のインテーク設計に資するものであること

が分かったが，未だに実験結果と異なる点があり，幾つか課題が残っている．以下にそれぞれの課題について述べる．

最適な乱流モデルの解明

亜音速ディフューザでは大規模な剥離が発生しているが，このような流れを解くには乱流モデルにBaldwin-

図13 迎角時のMach数分布（Type-M, Mach３.０） 図14 迎角時の全圧回復率分布（Type-M, Mach３.０）

図15 迎角時の静圧変化（Type-M, Mach３.０）
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図16 迎角時の性能変化（Type-M, Mach３.０）
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lomaxモデルを使用するのは不適切であると思われる．インテーク計算に最適な乱流モデルを決定しなくてはなら

ない．

最適な抽気境界条件と設定と抽気プレナム室流れの解明

抽気孔が開けられている場合の抽気境界条件は様々なものが提案されているが，抽気境界条件の最適なものを調

査するべきである．また，スパイク側の抽気はスパイク中心部のプレナム室からすストラットを経て主流へ排気さ

れるため，排気流路の圧損はインテーク外気流に影響される．このため，抽気流路の計算を含めたインテークCFD

を行わなくてはならない．
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