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プラグノズルのボートテールドラッグ低減に関する一考察
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Abstract : Flow fields over annular plug nozzles of the air breathing engines are computationally
simulated and the boat-tail drag characteristics are clarified and discussed based on the simulation
results. First, the simulations are carried out for the axi-symmetric nozzle configuration using
compressible Navier-Stokes equations. The result shows that primary cause of the boat-tail drag
turns out to be the low pressure region downstream of the Prandtl-Meyer expansion. Next, the flow
field with the axisymmetric slit injection is simulated. The computed result shows that the
secondary flow injection successfully reduces the boat-tail drag. The effect of the secondary flow
injection through the clustered slots with the sonic condition given at the slot exits on the boat-tail
surface is next investigated and the result is compared to that of the axisymmetric slit injection. The
result for the clustered slot injection shows that the boat-tail drag is reduced by about 40%. Effect of
the secondary flow injection demonstrated by the simplified axisymmetric simulations is still larger
for the clustered slot injection. The flow field with the secondary-flow injected directly from the
inner nozzle is next investigated. Comparison of the results for the secondary flow injected directly
from the inner nozzle and for the secondary flow given as a sonic condition at the exit shows that
there is little difference in the flow structure and the pressure distributions over the boat-tail region.

はじめに
現在，宇宙科学研究所ではTSTO一段目ブースターの推進システムとして空気吸い込み式（ATR）エンジンの研
＊
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究開発が進められている．このATRエンジンのエンジ
㪈㪅㩷 ߪߓߦ㩷
ンノズルには，地上から高高度までの幅広い作動条件
で高い推力性能を発揮するプラグノズルの採用が検討
されている．図１にプラグノズルの概略図を示す．プ
ラグノズルでは，燃焼ガスをプラグ壁面に沿って膨張
させるため，必然的にカウル先端部がプラグ中心軸方
向に向かって収束する形状になる．そのためカウルに
沿った外部流は膨張して，大きな負圧領域を作り，そ
れが抵抗の要因となる．これはボートテールドラッグ
と呼ばれ，特に遷音速域ではノズルで発生する全推力
の約３０％ほどにも達するため，プラグノズルの実用

図1

プラグノズル付近の流れ場概念図

化にはボートテールドラッグの低減が非常に重要な課題となっている．
これまでボートテールドラッグ低減に関しては，室岡ら［１］などによりボートテール部への２次流噴射などの
実験的研究が行なわれてきている．しかしながら，試験の関係で計測部内にさまざまな障害物が存在することや得
られる情報が限られていることなどから，実験による情報からだけではボートテールドラッグを生ずるメカニズム
やその改善方法の物理的な指針がなかなか得にくい状況である．一方，数値シミュレーションによるアプローチで
は，形状変更などパラメトリックな評価や個々のケースに対しても空間内で起こっている現象など多くの情報が得
られる．このことから筆者らは数値解析を用いて２次流噴射による抵抗低減について検討を行ってきた．この報告
は現状におけるそれらの総括を記したものである．

@ @ @ @ @ @ @ @
a）軸対称スリット噴射

b）クラスター型スロット噴射
図2

２次流噴射の形態

数値シミュレーションは，ボートテールドラッグの特性と２次流噴射によるその低減効果の確認を目的に，まず
２次元軸対称を仮定した数値計算から行った［２］．結果はボートテールドラッグが生ずるメカニズム，および２
次流噴射が抵抗軽減に有効であることを示した．軸対称を仮定しているので，２次流は図２（a）に見られるよう
に必然的にスリットからの吹き出しを仮定していることになる．
実際の２次流噴射は図２（b）に見られるような周状のスロットからなるクラスター型のインジェクションが想
定される．そこで引き続いてより実機のイメージに近い図２（b）の状況をシミュレーションすることにした．実
機では２次流はインテークブリードなどの余剰空気を利用することを想定しているため２次流噴射によるノズル内
流れの流量低下はないと考えられる．しかしながら，室岡らの実験では試験の都合上ノズル内流れの一部を直接２
次流として利用している．この状況が実機の状況と同様の流れを作っているかを確認する意味も含め２次流をノズ
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ル内部から直接取り出した状況を模擬するシミュレーションも加えて行った［３,４］．最後に，これらを総合して
２次流噴射口の数や配置に関するシミュレーションを行い，抵抗軽減の効果とその流体力学的なメカニズムの評価
．
を行った［５］

計算格子および計算条件
今回計算対象としたノズル形状は，室岡らの実験
［１］を参考にしてノズル開口比e＝１.９２，設計圧力
比x＝９.８６とした．図３にクラスター型のスロット
インジェクションのケースのノズル形状と断面格子を
示す．内部ノズルから２次流を取り出す実験形状に合
わせた計算を行う場合には，図４（a）のノズル外部
領域（３４７×８３×１５１点），図４（b）の内部ノズル
（１４４×８３×８１点），図４（c）の２次流噴射流路
（７６×６０×３０点）を含めた領域分割計算を行う．
一方，インテークなどの余剰空気を利用するケースに

㩷

㩷
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ついては単に２次流吹き出し位置でノズル流貯気槽状
態から等エントロピー的変化によって形成される音速
ジェットを仮定した．実際には２次流スロット内での
損失の効果が存在するはずであるが，それについての
議論は後に行う．計算は図３に示すように，一つの噴
射口を周方向に切り出して周期境界条件を与えて計算
した．

D ࡁ࠭࡞ౝㇱᩰሶ

図3

物体形状と長手方向断面内格子

２次流の噴射口断面は図４（c）にあるように円形
を仮定し，噴射方向は噴射によって運動量推力を発生
しないようにノズル中心軸に対して９０°としている．
噴射位置はボートテール部中ほどを基準としたが，噴
射位置の影響を見る目的で，上流および下流の場合に
ついても計算を行った．同様に噴射口数は周方向に６０
個を基準としたが，噴射口数の影響を見る目的で４５
および３０の場合も計算した．更に噴射流量はノズル

E ࡁ࠭࡞ౝᵹࠇߣߩធ⛯
図4

実験状態シミュレーションのための
スロット噴射の計算格子
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スロートにおける排気流の６.０％を基準としたが，噴射流量の影響を見る目的で３.０％の場合の計算も行った.
計算条件は主流マッハ数M=１.５，レイノルズ数は実験での模型全長を基準長としてRe=１.３１×１０７とした．
チャンバー全圧と外部流静圧の比で定義される圧力比xは４.５，５.５，６.５の３通り計算を行った．主流マッハ
数と圧力比は，設計圧力比のフライト状態ではなく，実験にあわせてボートテールドラッグが最も顕著となると期
待される遷音速域を選定している．
境界条件として，ノズル外部領域の流入条件には平板に
発達する乱流境界層を仮定して１/７乗則の流速分布を与

Table. 1 Inflow boundary conditions (Inner nozzle)
2TGUUWTGTCVKQ

㪊㪅㩷 ᢙ୯⸘▚ᴺ㩷
え，流出境界では０次外挿した．内部ノズルに関しては，

流入条件としてTable.１に示すように全圧，全密度を与え


6QVCN2TGUUWTG

6QVCNFGPUKV[















貯気槽条件を課し，流出境界においては外部領域から内部

㩷

ノズル流出境界に物理変数を内挿することで境界条件とし
た．２次流噴射流路に関しては,外部領域とノズル内部領域から物理変数を内挿することで境界条件を与えた．

㪊㪅㩷 ᢙ୯⸘▚ᴺ㩷

超音速外部流中にノズルからジェットを噴出させると，外部流がカウルリップにおいて圧縮され，衝撃波が発生
した．シュリーレン撮影による観測の結果，外部膨張型プラグノズルは混合膨張型に比べて衝撃波が強く，これに
よる外部流の静圧上昇によってノズルにおける圧力比の低下を生じると思われる．

数値計算法
支配方程式には三次元圧縮性 Navier-stokes方程式を薄層近似したものを用い，対流項の離散化にはAUSM系のス
キームの一種であるSHUSを３次精度のMUSCL法で高次
㪋㪅㩷 ⚿ᨐ߅ࠃ߮⠨ኤ
精度化したものを用いた．時間積分法にはLU-ADI陰解法
を用いている．乱流モデルには代数モデルのBaldwinLomaxモデルを用いた．乱流モデルの影響についてはす
でに文献２で吟味しており，衝撃波干渉の詳細の違いは

㪋㪅㩷 ⚿ᨐ߅ࠃ߮⠨ኤ
あるが，全体の流れの様子，またボートテールドラッグ
の大きさへの効果は限られたもので，本研究で得られる
結論には大きな影響は与えないことが確認されている．
重合的な格子を利用する場合は，プラグノズルのスロー
ト付近および２次流噴射流路の入り口，出口付近で各格
子を互いに接続し，物理変数の受け渡しには解強制置換
法を用いた．

数値計算法
ボートテール部の流れ場
図５に圧力比６.５，２次流なしの条件でシミュレーシ
ョンした時のマッハ数分布と剥離衝撃波付近のその拡大
図を示す．また図６に長手方向圧力係数分布を示す．横
軸は無次元距離，縦軸は圧力係数である．
カウルに沿った流れはボートテール部でさらに加速し
一様流よりも圧力の低い領域を形成する．その後，剥離
衝撃波を生じ，さらにその下流でノズル排気流との間で
再循環領域を形成している．圧力係数分布を見ると，剥

図5

局所マッハ数等高線分布，速度ベクトル図と
その拡大図（x＝６.５）

２００３年３月

プラグノズルのボートテールドラッグ低減に関する一考察

195

Cp (pressure ratio 6.5)
2
1.5
1

Separation shockwave
Start point of
Boat-tail region

0.5
0
-0.5

Cowl lip
-1

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Non-dimensional distance
図6

長手方向圧力分布−２次流を噴射しない場合
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図8

長手方向圧力分布−２次流ありなしの比較

図5 局所マッハ数等高線分布，速度ベクトル図と
その拡大図（x＝６.５）−軸対称スリット噴射の場合

離衝撃波の背後で圧力係数が上昇しているのがわかる．
流れが剥離することにより生じる再循環領域の圧力は一様流よりも低く，剥離域でも抵抗を生んでいるが，その
ことよりもむしろボートテール部で発生するプランドル・マイヤー膨張扇による膨張領域の方が低圧になっている
ことが重要である．この領域はボートテール部曲率半径が大きい分投影面積も大きくなるので，ボートテールドラ
ッグの大部分はこの領域で発生していると考えられる．よってボートテール部においては，積極的に流れを剥離さ
せ，より上流で衝撃波を発生させることでプランドル・マイヤー膨張する領域を狭くすることが抵抗低減には有効
であると考えられ，２次流噴射の効果が期待される．なお，圧力分布は剥離衝撃波後の圧力レベルと剥離衝撃波の
位置が圧力比とともに上流へ移動する点を除けば他の圧力比の場合も同様の傾向を示していた．
スリット状の軸対称型２次流噴射の効果
図２（a）の形状に対応するケースである．図７に軸対称スリットから２次流を噴射させた場合のマッハ数分布
図とその噴射孔付近の拡大図を示す．２次流を噴射した場合，噴射孔からやや上流側で境界層が剥離し，新たな衝
撃波が発生している．また再循環領域は複雑な流れ場を形成している．ノズル排気流も２次流を噴射しない場合に
比べるとかなり広がっており局所的な流れ場を変化させるととものノズル流への影響もあると考えられる．
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図８に２次流噴射させた場合と噴射しない場合のボートテール部の壁
面圧力係数分布の比較を，図９に２次流を噴射した場合と噴射しない場
合のボートテールドラッグの比較を示す． 壁面圧力係数分布図より，
２次流を噴射させることで噴射孔上流の衝撃波により壁圧が上昇する．
噴射孔下流側の再循環領域においても，２次流を噴射しない時よりも圧
力係数が上昇している．また流れ場の変化と対応してボートテールドラ
ッグは大幅に減少する．すなわち，２次流を噴射すると，境界層の剥離
が促進され，プランドル・マイヤー膨張による低圧領域を狭くする効果
があり，同時に再循環領域の流れ場を変化させてボートテールドラッグ
を低減するといえる．
なお，２次流噴射に用いるガスの流量は小さく，仮にその分を主流方
向に噴射したとして得られる推力増加分に比べて２次流噴射の方が明ら
かに有益な抵抗軽減が得られる．

図9

ボートテールドラッグにおける
２次流噴射の影響

クラスター型の円形スロット２次流噴射
図２（b）に対応するクラスター型の２次流噴射のケースで
ある．図１０に断面内局所マッハ数分布を示す．噴射口を通る
断面内を示したものである．図７の軸対称スリット噴射の場
合と比べると剥離衝撃波の位置はより下流側になっている．
また噴射口下流の再循環領域では３次元的な効果で非常に複
雑な流れ場の形成が見られる．基本的にスリット状の２次流
噴射と異なりスロット間を流れが抜けてくため，剥離衝撃波
が弱くなっている点が本質的であると考えられる．
図１１にクラスター型噴射の場合の（a）噴射口の中央部お
よび（b）噴射口間におけるボートテール部表面に沿った壁面
の圧力係数分布を示す．クラスター型に噴射すると,噴射口上

図11

図10 局所マッハ数分布
−周状スロット噴射の場合（ξ＝６.５）

長手方向圧力分布（ξ＝６.５）
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流の剥離衝撃波背後の壁圧上昇は，軸対称スリット状に噴射
した場合と比べやや小さくなるが，逆に噴射口下流の再循環
領域においては大きく壁圧が上昇するのがわかる．また噴射
口の中央を通る表面上と噴射口の間を通る表面上では圧力係
数分布はグローバルに見る限りはほとんど同じ傾向を示して
いる.
図１２に２次流を吹かない場合，軸対称型のスリットイン
ジェクションの場合，クラスター型の円形スロットインジェ
クションの場合の３ケースについて，３つの圧力比の状態で
のボートテールドラッグの比較を示す．クラスタ?型に噴射
する場合，軸対称スリット状に噴射する場合と比べ表面圧力
の上昇は噴射口の上流側でやや小さいが，噴射口の下流側で
はむしろ大きい．そのためボートテール部投影面積で積分し
て得られる,ボートテールドラッグとしてはむしろ減少量が大

図12

３つの形状のボートテールドラッグ

きくなる．
図１３に各推力成分について同様の比較を示す．ボートテ
ールドラッグは負となっており，正の推力の合計からボート
テールドラッグを引いたものがノズルで発生する総推力と考
えられる．図５，７，１０の比較から２次流噴射はノズル排
気流にも影響を与えていることが予想されたが，クラスター
型噴射の場合，軸対称スリット状噴射の場合と同様にボート
テールドラッグを除いて他の推力成分はほとんど影響を受け
てはいない．
以上のことから，軸対称の仮定の下で得られたボートテー
ルドラッグの減少は実機により近いスロット型のクラスター
インジェクションにおいても現れ，その効果はむしろ軸対称
の場合よりも強いことが明らかになった．
実験形状での計算
つぎにクラスター型の２次流噴射において，実験状態と同

図13

それぞれの形状に対する
推力とその成分（ξ＝６.５）

様に２次流噴射流路をボートテール部に設けて内部ノズルか
ら排気流をボートテール部へ導き，２次流として噴射した実
験を模擬したケースについて述べる．図１４に圧力比６.５の
場合のマッハ数分布図を示す．図１４とノズル出口で音速ジ
ェットを仮定してシミュレーションを行った図１０から，２
次流噴射口のすぐ上流で発生する剥離衝撃波の位置や傾き，
噴射口下流の剥離領域の様子，ノズルスロートから噴射して
いる排気流プルームの形状や大きさ，および内部ノズルの様
子などほぼ同じ流れ場が得られていることがわかる．詳細は
参考文献３に譲るが，内部流路から２次流を得た場合は２次
流用の円形ダクト内で剥離などを生ずることによる損失が存
在し，流量は音速流れを与えたときに６％に対して４.２に減

図14 局所マッハ数分布
−内部ノズルから２次流を得る場合
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少，また吹き出しの一様性が維持できないという違いがあった．しかしながら，外部流れに与える影響はほとんど
なく，この結果は２次流を内部ノズル内流れから得た実験は実機においてインテークブリードなどから２次流を得
た場合を十分よく模擬できていること，さらに２次流噴射口出口で音速を仮定したシミュレーションで状況をかな
り正確にシミュレーションできることの２つを意味している．
図１５に圧力比６.５におけるボートテール部で２次流噴射
口の中央を通る表面に沿った壁面の圧力係数分布図を示す．

˝ W

縦軸はノズル中心軸から高さ方向にとったZ軸である．Z＝

ß

Without blow
With secondary flow at sonic condition
With secondary flow from the inner nozzle

2

１.０がCowl lipの位置であり，Z＝１.７でカウルが曲がり始

Plug surface
Blow point

1.5

める．実験形状での計算結果は，２次流として音速ジェット

¯

を与える計算結果と比較して，噴射口出口における圧力が低

Ø

くなっているが，噴射口上流および下流での圧力分布はほと

“ Æ

んど同じであることがわかる．なお噴射口の間を通る表面に

˝ “ 0.5

沿った圧力係数分布ではほとんど同じ分布となっていた．図
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１６にボートテールドラッグを示す．実験形状での計算結果
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は，２次流として音速ジェットを与える計算と比較して，各
圧力比でボートテールドラッグが若干増えるのがわかる．こ

-1
-0.5

れは表面の圧力分布において，噴射口上流および下流での分

˝

布は２次流を音速で与える場合とほとんど同じであったのに
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図15 長手方向圧力分布（ξ＝６.５）
−内部ノズルから２次流を得る場合

対し，噴射口出口圧力が低くなっていためと考えられる．
以上の結果から，実験形状での２次流噴射は，２次流とし
て音速ジェットを与える場合とほぼ同じ流れ場，抵抗および
推力を評価できることが確認された．
効果的な２次流噴射法の検討
最後に２次流として音速ジェットを与える計算で，ボート
テールドラッグ低減に効果的な２次流噴射位置や噴射口数お
よび噴射流量の検討を行う．
効果的な２次流噴射位置
図１７に（a）ボートテール上流側で２次流を噴射する場合，
（b）中ほどで噴射する場合，（c）下流側で噴射する場合それ
ぞれの対称面（長手方向面）での圧力分布とボートテール部
の表面圧力分布を示す．対称面での圧力分布を比較すると，
噴射位置が上流側になるほど噴射口上流の膨張域が小さくな
っている．しかし上流側で噴射する場合では，噴射口下流で
カウルに沿う流れが再膨張して圧力が下がっており，また新
たな衝撃波が発生している．また表面圧力分布を見ると，噴

図16

それぞれの形状の推力比較（ξ＝６.５）

射位置が上流になるほど噴射口上流の膨張部が小さくなっている．さらに，上流側で噴射する場合には噴射口の間
を通る流れが再び膨張し噴射位置広報で圧力の低下が見える．
図１８に３つの噴射位置に対するボートテールドッグを示す．２次流噴射位置がボートテール部中ほどの場合に
最も抵抗が低減することがわかる．ここでボートテール中ほどは，およそ２次流を噴射しない場合にボートテール
部壁面で剥離衝撃波が発生する位置である．このことから２次流噴射位置は剥離衝撃波発生位置とすることが最も
効果的であると考えられる．
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２次流噴射口数および噴射流量の影響
図１９に（a）周方向に３０個の噴射口，（b）４５
個の場合それぞれの対称面における圧力分布と表面
圧力分布を示す．６０個の場合は図１７（b）を参照．
なお噴射口出口面積をそろえることで，各ケースと
も２次流の噴射流量は等しくなっている．対称面で
の圧力分布を比較すると，噴射口数が増えるほど噴
射口上流で発生する剥離衝撃波の位置が上流側にな

㩿㪸㪀㩷 㩷 ೨ᣇ߆ࠄ㧞ᰴᵹྃߒߚ႐ว㩷

っているのがわかる．表面圧力分布を比較すると，
噴射口数が増えるほど噴射口上流と下流での表面圧
力が上昇している．基本的には数を増やすことで噴
射口付近の圧力上昇が高くなるため，噴射口数は多
い方が抵抗低減の効果が大きい．この２つの比較だ
けはこのような結論になるが，一方で口数を増やし
た極限と考えられる軸対称型のスリットインジェク
ションでは低減効果が減っており，それらを総合的

㩿㪹㪀㩷 㩷 ਛᄩ⟎߆ࠄ㩷 㧞ᰴᵹྃߒߚ႐ว㩷

に考えると適当な噴射口数に最適な値があることが
想像される．
図２０に２次流噴射流量が３.０％の場合の対称面
における圧力分布と表面圧力分布を示す．なお６.
０％の場合は図１６（b）を参照．対称面での圧力
分布を比較すると，噴射流量の増加により噴射口前
方に発生する衝撃波が強くなっている．噴射流量が
㩿㪺㪀 ᓟᣇ⟎߆ࠄ 㧞ᰴᵹྃߒߚ႐ว

増えることで２次流噴射口上流と下流での表面圧力
が上昇しており，想像できるようにボートテールド
ラッグの低減効果は大きいことがわかる．

図17 ２次流噴射位置違い（ξ＝６.５）
（左：流れ方向圧力分布，右：表面圧力分布）

図２１にボートテールドラッグを示す．この図に
は噴射数の影響も併せてプロットしてある．噴射流
量が増えることで抵抗低減効果が大きくなること，
および噴射口数が増えるほど抵抗低減効果が大きく
なることがわかる．

まとめ
３次元圧縮性Navier-Stokes方程式を用いて，軸対
称プラグノズル周りの流れ場の数値解析を行った．
続いて，ボートテールドラッグ低減を目的としてボ
ートテール低圧部に軸対称の仮定の下での周状スリ
ット型の２次流噴射を，さらにクラスター型の２次
流噴射を行った数値計算を行い，その効果を検討し
た．加えて，実験に合わせてカウルに穴を開け排気
流を２次流として噴射する計算を行った．その結果，

図18

ボートテールドラッグの比較（ξ＝６.５）
−２次流噴射位置の影響
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ボートテールドラッグは主にボートテール部に生ず
㪌㪅㩷 ߹ߣ

㪌㪅㩷 ߹ߣ

る剥離衝撃波前の膨張領域によること，また２次流
噴射はこの領域を狭めることでボートテールドラッ
グの軽減に大きな効果があることが示された．２次
流噴射はノズル排気流にも影響を与えるが，推力損
失はほとんどなくボートテールドラッグの軽減効果
は十分有効であることが明らかとなった．また，実
験において簡易的に使われたノズル排気流を２次流

㩿㪸㪀 䋲ᰴᵹྃ 㩿ྃญ 㪊㪇 㪀

に利用する方法に合わせた計算結果から，この形状
でも２次流として噴射口出口で音速ジェットを与え
る計算結果とほぼ同様の流れ場，抵抗および推力を
評価できることを確認した．最後に抵抗低減効果を
最大にする２次流噴射法の指針を得るために，２次
流噴射位置，噴射口数および噴射流量を変えて計算
を行った．その結果，２次流噴射位置は剥離衝撃波
が立つボートテール部中ほど，また噴射口数および
㩿㪹㪀 䋲ᰴᵹྃ 㩿ྃญ 㪋㪌 㪀

噴射流量はなるべく大きくすることで抵抗低減効果
が大きくなることが明らかとなった．

図19 ２次流噴射位置違い（ξ＝６.５）
（左：流れ方向圧力分布，右：表面圧力分布）

なお，本研究の議論の詳細は参考文献４,５にあ
る２つの修士論文，及び６,７の論文に示されてい
ることを付記しておく．

謝

辞

本研究は，現三菱重工（株）名古屋航空宇宙シス
テム製作所今井和宏氏が１９９８年度から１９９９年度
に東京大学大学院学生として宇宙研に在籍中に行わ
れた研究と，同じく現宇宙開発事業団技術研究本部
根岸秀世氏が宇宙研特別研究員学生として２０００年

図20 ２次流噴射量３.０％の場合（ξ＝６.５）
（左：流れ方向圧力分布，右：表面圧力分布）

度から２００１年度に宇宙研に在籍中に行われた研究
をまとめたものである．実質的な主たる研究者は彼
らであることを記しておく．

⻢ㄉ㩷
⻢ㄉ㩷

㩷
㩷

図21

ボートテールドラッグの比較（ξ＝６.５）
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