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Abstract : This paper describes the study of frost formation on the precooler tube surfaces. Frosting

rates are quantitatively shown by experimental and numerical methods, which depends on the

temperature and humidity of the air flow as well as the cooling wall temperature.  The effectiveness

of a method to improve the precooler performance under frosting condition was investigated by

experiments using a sub-scale heat exchanger model. Addition of a methanol proved to be most

effective compared with other possible substances in both cases of lower and higher cooling wall

temperature. Then the effectiveness of the methanol addition was ascertained for the practical

condition that means the same tube configuration and flow velocity as the precooler designed for the

ATREX engine firing test model. The result showed that the addition of the same quantity as the

water vapor could restrain the frost layer from choking the flow in the duration of 300 seconds,

which is sufficient time for precooler operation. The required methanol mass along the ATREX

engine flight path was estimated to be less than 3 % of fuel hydrogen on board. Accordingly, the

method came to be promising candidate for practical application.

序

将来の宇宙輸送システムを担うであろう，再使用型宇宙輸送システムとして，初段ブースターを空気吸い込み式

エンジンで推進する二段式スペースプレーンは，コスト，安全性，信頼性，運用性に優れたシステムであると考え

られる．宇宙科学研究所では，初段推進システムとして，性能，安全性に優れたATREXエンジンを提案し，研究開
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発を進めている．ATREXエンジンは，地上静止状態からマッハ数６までの飛行領域を単一のエンジンでカバーす

るため，空気予冷却システム（プリクーラ）を用いている．第１報［１］で述べたように，これまでの研究の結果，

プリクーラに関しては性能面においてはほぼ設計要求を満たしている．しかしながら，プリクーラを小型軽量化す

るためには，冷却チューブ配列を密にする必要があり，チューブ表面における着霜が問題となった．

プリクーラにおける着霜の特徴としては，極低温冷却面を持つこと，強制対流であること，空間的，時間的に各

種状態量（主流温度，冷却面温度，水蒸気量等）が分布を持つことがあげられる．特に，極低温冷却面における着

霜に関する研究は極めて少なく，着霜速度および霜層の物性を把握することは重要である．本論文では，これまで

に行った解析，基礎試験，地上燃焼試験によって得られた成果に基づき，プリクーラでの着霜特性，着霜低減手法

の提案と実証について報告する．

なお，空気予冷却の原理，ATREXエンジン用プリクーラの研究開発の履歴，プリクーラの設計と感度解析，地

上燃焼試験の結果に関しては，第１報に示し，本報では，着霜に関する研究のみを取り出して示す．

ATREXエンジンにおける着霜問題

宇宙科学研究所では，プリクーラの開発，実証を目的として，１９９６年よりサブスケールエンジンを用いた地上

燃焼試験を進めている．これまでに，図１に示すようにType-I～Type-IIIまでの３基のプリクーラが設計，試作，

試験された．

１９９６年には，Type-Iプリクーラを装着した燃焼試験によってほぼ目標を達成し，その後，軽量化を最重要課題

としてType-IIIプリクーラを設計・製作した．

図２に各プリクーラについて，圧力損失係数の時間推移を示す．圧力損失係数は，プリクーラを通過するときに

失われる全圧をプリクーラ入口における動圧で除したものとして定義した．Type-I，Type-IIにおいては，プリクー

ラに液体水素を流さない場合（無冷却時）も流した場合（冷却時）も時間的な変化が小さく，着霜による影響はほ

 

図1 プリクーラ（左：断面図，右上：設計諸元，右下：Type-IIIの１/４ユニット）
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とんど見られなかった．一方，Type-IIIでは無冷却時には他と同様の圧力損失レベルであったが，冷却時には着霜

の影響で損失が増加し，実験開始後６０秒でプリクーラによる全損失はエンジン入口全圧の１５％を越えた．着霜

の影響が大きかった原因としては，図３に示されるように，Type-IIIのチューブ配列が外周部で密になっているこ

とが考えられる．小型ビデオによる着霜の様子（図４）から判断すると，外周側は冷却開始から約２０秒後にチュ

ーブ表面温度が氷点を下回ることで着霜が開始し，時間の経過とともに着霜量は増加し，冷却開始後約５０秒後に

は流路の殆どが閉塞した．一方，内周側は冷却開始後すぐに空気温度が氷点を下回り，空気中に含まれる水蒸気は

ミストと呼ばれる固体（または液体）の粒子となり画像は霧状に濁る．しかし，このようにミスト化した場合には

霜の成長がほとんど進まず，５０秒後にもチューブに薄く霜が付着するだけに留まった．画面上では，上流側で剥

離した霜層の欠片が見える．即ち，プリクーラにおいてアイシングと呼ばれる着霜の殆どは水蒸気量が多く比較的

主流空気温度の高い部分（外周部）で生じ，水蒸気がミスト化するような部分（内周部）での着霜量はほとんどな

い．このため，外周部で間隔の狭いType-IIIが着霜によって流路閉塞を起こしたと考えられる．

プリクーラにおける着霜

プリクーラ冷却面における着霜の特徴

空気中の水蒸気が，その露点および凝固点よりも低温の物体表面上で，昇華，凝結して析出した固体相を霜層と

呼び，その生成過程を着霜という．プリクーラ表面における着霜の特徴としては，冷却面温度が非常に低いために

霜層結晶成長の駆動力が大きく，昇華，凝結の速度が速いことがあげられる．その結果，極めて低密度で，厚みの

成長速度が大きく，熱伝導率が低い霜層が形成される．また，プリクーラは運転時間が短く，冷却面および主流の

図2 プリクーラによる空気側圧力損失 図3 プリクーラのチューブ配列

20.9 sec

30mm

50.0 sec 29.9 sec 50.0 sec

図14 チューブ表面への着霜の様子（左２つ：外周側，右２つ：内周側）
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条件が，時間によって大きく変化する．

熱交換器における着霜の研究はこれまでにも数多くなされているが，そのほとんどはフロン系の冷媒を用いる冷

凍用，空調用の熱交換器を対象とするものであり，比較的温度が高く長時間にわたる着霜を問題としている．この

ような，結晶成長の駆動力が小さい場合には，冷却面に凝結した過冷却液滴の凍結過程を介しており，プリクーラ

の着霜現象とは性質が異なる．

着霜過程は，（a）主流から霜層表面へ，水蒸気分子を供給するための対流拡散過程，（b）水蒸気分子が結晶に組

み込まれる過程，（c）結晶表面で発生する結晶化の潜熱を排除するための熱伝達過程の３つに分けて考えることが

できる．これらの過程のうち，空気熱交換器における着霜においては，大気中に含まれる水蒸気の濃度が希薄なた

め，（a）の対流拡散過程が律速過程となる．したがって，着霜速度は，主流から霜層表面までの水蒸気の輸送速度

として決定され，主流の蒸気濃度と冷却面での飽和蒸気濃度の差に比例する．

また，プリクーラチューブの冷却面温度は，時間的，空間的に著しく変化する．冷却面温度の霜層成長に及ぼす

影響としては，冷却面温度が低い場合には結晶の冷却面に垂直な方向に成長する速度が大きく粗い霜層を形成する

のに対して，冷却面温度が高い場合には，垂直方向よりも横方向への結晶成長が大きく均一で高い霜層を形成する．

この様なプリクーラにおける着霜による，熱交換量の低下および主流空気の全圧損失の増大を緩和するために，

以下のような着霜対策が提案され，要素試験ならびに，システム実証試験が行われた．

プリクーラにおける着霜特性解析［２］

極低温冷却面における熱・物質輸送特性を明らかにすることを目的として，二成分混合気体（微量の水蒸気を含

む空気）の圧縮性層流境界層流れを，（１）主流が未飽和の場合，（２）主流温度が低く主流中の水分がミストとし

て存在する場合について計算した．

主流が未飽和の場合

主流が未飽和の場合に対しては，表１に示す３つのモ

デルにより計算した．計算結果として，幾つかの冷却面

温度条件に対する水蒸気濃度分布を図５に示す．図中に

示す計算条件に対しては，冷却面温度が２５８K以下とな

るとき冷却面近傍に過飽和領域が生じる．平衡モデルに

よれば，このような過飽和領域はミスト発生による水蒸

気濃度の減少とミスト発生時の潜熱放出に伴う飽和水蒸

気濃度の増加とによって解消される．一方，非平衡モデ

ルによれば，通常の大気に含まれる凝結核は，このよう

な過飽和水蒸気を速やかに凝縮させるには不十分である

ために，この段階では未だ過飽和状態は緩和されない．

しかし，冷却面温度がさらに低くなって過飽和度が大き

くなると，均一核凝縮によって発生する多量の凝結核によりミストの生成速度が増大し，部分的に過飽和状態が緩

和される．図６（冷却面温度１００K）に示すように，その程度は流れ場の代表時間に依存する．

図７は物質伝達率に関する無次元数を，冷却面温度に対して示したものである．凍結モデルによればその値は冷

却面温度にほとんど依らないが，平衡モデルではミストが発生する条件において物質伝達率が急激に減少する．一

方，非平衡モデルの結果からは次のことがわかる．すなわち，ミスト発生にはある程度大きな過飽和度が必要であ

り，また，ミストが発生すると物質輸送速度が急激に減少する．これは， 熱泳動によるミスト輸送速度が，拡散

による水蒸気輸送速度に比べて小さいからであり，その値は流れ場の代表時間に依存する．図８は，鉛直平板（高

さ０.１０２m）上の自然対流場における着霜速度を冷却面温度に対して示したものであり，非平衡モデルによる計

算結果は，大久保らによる実験結果（図中●）を良く表している［２］．

•
•

表1 計算モデル（１）
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主流温度が低い場合

主流温度が低く, 主流中の水分がミストとして存在する

場合に対しては，表２に示す２つのモデルによって計算

した．平衡モデルは，主流に含まれるミストを核とする

不均一核凝縮によって境界層内に新たに生じる過飽和状

態が速やかに緩和されると仮定したモデルであり，ミス

トの運動については比較的小さな粒子に対する一定の熱

泳動速度（無次元係数）を与えた．物質伝達率に関する

無次元量を主流温度に対して図９に示す．この計算結果

より，主流温度が露点よりも低く主流中の水分がミスト

として含まれる場合，その輸送速度すなわち着霜速度は

拡散による水蒸気輸送速度に比べて著しく小さくなるこ

とが予想される．

まとめ

以上の解析により，冷却面温度または主流温度が低下

すると着霜速度が小さくなるという結果を得た．このよ

うな冷却面温度の影響については主に自然対流場に対し

図5 水蒸気濃度分布 図6 水蒸気濃度分布

図7 物質伝達率の冷却面温度依存性 図8 着霜速度の冷却面温度依存性

表2 計算モデル（２）

図9 物質伝達率の主流温度依存性
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て報告されているが，流れ場の代表時間が異なる熱交換器伝熱面において同様の傾向があらわれるという確証はな

い．また，主流温度の影響についても実験例が無く，その真偽を確認する必要がある．

着霜特性に関する基礎試験［２］

着霜速度に関する解析結果を検証し，加えて生成した霜層の性質と，その熱交換器性能すなわち圧力損失や伝熱

量に与える影響を明らかにするために，シェルチューブ熱交換器の要素を模擬した一列管群要素熱交換器を用いて，

広い範囲の冷却面温度および主流温度に対する着霜現象を実験的に調べた．

実験装置

実験装置全体および供試モデルの概略を図１０，図１１に示す．装置は，貯気槽，整流部，試験部およびブロア

よりなる吸い込み式風洞と，加湿窒素ガス供給部（A），低温窒素ガス供給部（B）および冷媒供給部（C）によっ

て構成されている．主流には，冷却面上における酸素の凝縮を避けるために，空気に代えて窒素ガスを用いた．主

流水蒸気濃度は，スプレーノズルにより貯気槽内に水を噴霧し，十分に蒸発した状態で所定の湿度になるように設

定した．主流温度は，液体窒素によって冷却された低温窒素ガスを適量混入することによって設定した．試験時間

中は，主流流速が一定となるようにブロア出力を制御した．伝熱部は二重管となっており，内管から供給される液

体窒素の沸騰または低温窒素ガスの強制対流によって外管を冷却した．

実験結果（１）～冷却面温度の影響

常温気流中における着霜現象について，冷却面温度の影響を調べるため，表３に示す条件で実験を行った．

a．着霜速度

円管前面および背面における霜層重量を図１２に示す．図中の実線および破線は，対流拡散による水蒸気輸送速

度を幾つかの境界面（冷却面または霜層表面）温度に対して求めた予測計算値である．円管背面の後流領域では，

冷却面温度の低下とともに着霜量が減少し，水蒸気の対流拡散から予測される値との差異が大きくなるという結果

が得られた．これは，前節に示した解析によって予測された現象と同じであり，冷却面近傍におけるミスト生成に

起因するものと考えられる．一方，円管前面の層流境界層域における着霜速度には，かような傾向が表れなかった．

これは，円管前面の大きな熱・物質伝達率に起因して霜層表面温度が僅か数十秒という短い時間に急激に増加する

ためと考えられる．

b．霜層厚さおよび密度

円管の前方淀み点位置および側方付近における霜層厚さの時間変化を図１３に示す．また図１４に，円管前面に

おける霜層が一様であると仮定し，その厚さ（２点の平均値）と重量から求めた霜層平均密度の時間変化を示す．

着霜初期における霜層密度は氷の３～４％と極めて低く，霜層厚さは急激に増加する．しかし，その後，着霜速度

Ø3 
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12
12 x 6 = 72

9
4

Ø8 

t1

COOLANT

図10 着霜基礎試験装置概略図 図11 一列管供試体
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が一定であるにもかかわらず，霜層厚さの成長は次第に緩慢になってゆく傾向が得られた．これは霜層表面まで輸

送されてきた水分の一部が霜層内部に浸入しているからであり，冷却面温度の影響はこの点に見ることができる．

すなわち，冷却面温度が低いほど内部に浸入する水分量が少ないため，着霜速度が同程度であっても霜層厚さが大

きくなる．

c．圧力損失

主流動圧で無次元化した主流圧力損失の時間変化を図１５に示す．冷却面温度が低いほど大きな圧力損失が生じ

ることがわかる．この結果は，霜層厚さと関連づけて評価することができる．霜層厚さと主流圧力損失との関係を，

無冷却（無着霜）条件下における管径と主流圧力損失との関係に重ねて図１６に示す．これらが互いに良く一致し

ていることから，着霜による主流圧力損失の増大要因は主に主流流路形状の変化（狭小）によるものであり，表面

粗さの影響は比較的小さいと考えられる．

d．伝熱性能

供試体全体での伝熱量を主流流速および供試体上流-下流間の主流温度差より求め，その時間変化を単位伝熱面

積あたりの値（熱流束）として図１７に示す．ただし，この値には着霜に伴う水蒸気の潜熱輸送量（着霜速度から

推算すると０.６～０.７kW/m２程度となる）は含まれていない．

いずれの冷却面温度に対しても，伝熱量の時間変化には同様の特徴を見ることができる．すなわち，着霜開始直

後より伝熱量は急激に減少するが，次第に一定の値に漸近する．これは，霜層厚さの増加による伝熱量の減少が，

（a）霜層密度の増加に伴う霜層熱伝導率の増加，（b）主流との境界面（霜層表面）面積の増加，（c）主流流路の狭

小による主流-霜層表面間熱伝達率の増加によって相殺されるためと考えられる．断熱層としての霜層特性に与え

 

 ±

  ±

±

±

表3 実験条件（１）

図12 着層重量

図13 霜層厚さ 図14 霜層密度
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る冷却面温度の影響を比較評価するために単位伝熱面積あた

りの熱抵抗を求め，これを図１８に示す．冷却面温度が低いほ

ど霜層が大きな熱抵抗となること，そして，この冷却面温度

による霜層の影響の相違が，圧力損失に対する結果（図１５）

に比べてより顕著であることがわかる．これは，冷却面温度

が低い程より厚い霜層が成長する上に，その熱伝導率が密度

および温度に依存して小さくなるためであると考えられる．

実験結果（２）～主流温度の影響

主流温度が着霜特性に与える影響を調べるため，表４に示

す条件で実験を行った．

円管前面における着霜開始後１００秒間の平均着霜速度を，

主流温度に対して図１９に示す．着霜速度は主流温度に強く依

存し，主流温度が低くなると着霜速度は著しく減少すること

がわかる．図中の実線は，前節の平衡モデルによって主流中

の微細なミストの熱泳動による冷却面への輸送速度を推算し

た値である．実験時間内に主流との境界面（霜層表面）温度

が変化するために実験結果をこの計算結果と完全に対応づけ

て比較することはできないが，主流中にミストが発生する条

図16 圧力損失と霜層厚さの関係図15 圧力損失の時間推移

図17 熱流束の時間推移 図18 霜層の熱抵抗

 ±

 ±

±

±  

図19 霜層の熱抵抗

表4 実験条件（２）
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件下では着霜速度が著しく減少するという点において定性的一致をみることができる．

プリクーラにおける着霜対策手法と要素試験による実証

着霜対策手法

これまでの着霜研究より，着霜（Icing）が問題になるのは空気温度が０℃以上であり，なおかつ水蒸気分圧が

３重点圧力以上である場合に限られると言われていた［３］．これに基づいて，ATREXエンジンの飛行経路に沿っ

てどの範囲で着霜が問題になるかを検討した結果，最も着氷しやすい８月においても着氷が問題になるのは高度４

kmまでで，その時間は８０秒程度であることがわかった．

このような短時間であれば，チューブの間隔を広げることによって空気流の閉塞という最悪の事態は回避するこ

とができる．しかしながら，チューブ間隔を広げることは小型軽量化の妨げになる上，熱交換性能の低下につなが

るため，次のような着霜防止法を検討した．

（１）気流によって霜層を剥離させる

極低温冷却面上に生成する霜層は密度が低いため，主流によって剥離できる可能性がある．これまでに行ったエ

ンジン燃焼試験では，プリクーラの内周側に外周側で剥離した霜層が流れ飛ぶ様子が観察されている．また，着霜

は外周側で顕著であるため，２次流を間欠的にケーシングから噴射して吹き飛ばすことも考えられる．

（２）主流を冷却して水蒸気をミスト化することによって着霜量を低減する

３.２節，３.３節の結果からも分かるように，主流温度が露点以下になり，主流に含まれる水分がミストとして

存在するようになれば，境界層内におけるミストの発生により水蒸気濃度が低下するため，対流分子拡散による物

質輸送量が減少し，着霜量は急激に減少する．プリクーラに流入する主流空気を冷却するためには，熱交換器（プ

リプリクーラ）を用いる方法と冷媒を直接混入する方法がある．ターボポンプから送られる最も温度の低い液体水

素をプリプリクーラに供給し，伝熱面に液体空気の膜を作ることによって，この部分の着霜を防止できる可能性が

ある．しかし，液体空気が生じる条件下でも着霜する場合がある等，現時点で不明確な点が多い上，向流型運転時

に比べて全体の熱交換性能が低下するという欠点がある．プリクーラの上流より冷媒を直接混入することによって

主流空気の温度を下げるという方法は，冷媒として液体酸素を用いれば酸化剤として機能し，エンジン推力を向上

できるという利点がある．但し液体酸素を用いる場合，主流の１０％程度もの量を混入する必要があり，システム

重量の増加とエンジン比推力の低下につながる．

（３）メタノール等の凝縮性物質を主流空気中に混入して霜層の密度を増加させる

メタノール等，水に比べて融点が低い凝縮性物質を主流空気中に混入し，その濃度を伝熱面温度における飽和濃

度以上にすることによって，伝熱面上または既に成長した霜層内に凝縮または昇華凝結させる．図２０に手法の原

理図を示す．混入物質の液相または固相を含んで成長する複合霜層（図２０（b））は，水蒸気が単独で凝結して形

成される霜層（図２０（a））と比べて密度が大きくなるため，

厚さの成長がゆるやかになり熱伝導率も改善される．更に，

霜層表面温度が混入物質の融点に達すれば，混入物質が凝

縮液として霜層内部に浸入するために，より速やかに霜層

密度が増大し，霜層厚さの成長がより緩やかになる可能性

がある（図２０（c））．以上の効果によって，着霜量は減ら

ない（むしろ混入物質の着霜によって総量は増えることに

なる）にもかかわらず，着霜に伴う熱交換器性能の低下，

すなわち主流圧力損失の増大および伝熱量の減少を抑制で

きると期待される．以下に，その有効性を確認するための

要素実験の結果を示す．

図20 霜層成長の模式図
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エタノール混入による着霜特性改善の検証［２］

凝縮性物質を混入する方法の効果を，一列管群要素熱交換器を用いた基礎実験によって以下に検証した．すなわ

ち，主流に着霜物質としてエタノールを混入した場合について，着霜速度と形成される霜層の厚さ，その主流圧力

損失および伝熱量への影響を調べた．実験条件を表５に示す．な

お，実験装置および実験方法は，前節に述べたものと概ね同じで

ある．混入物質としての条件は，水蒸気と同程度の量が伝熱面上

若しくは成長した霜層内部に輸送される必要があり，また，融点

が低いほど望ましい（詳しくは，４.３節に記す）．ここでは，そ

の中でも取り扱いの容易なエタノールを選択し，試験を行った．

（１）着霜速度および霜層の組成

実験開始から１００秒間および２００秒間の円管前面における平均

着霜速度（総量および氷成分）を主流エタノール濃度に対して図

２１に示す．図中の実線は，対流分子拡散による水蒸気およびエタ

ノールの輸送速度を，幾つかの境界面（冷却面または霜層表面）

温度に対して求めた予測計算値である．主流エタノール濃度が水

蒸気濃度と同程度以下であるとき，実験値は水蒸気およびエタノ

ールの対流拡散から予測される値によく一致する．しかし，主流

エタノール濃度がより大きくなると，水蒸気着霜速度，エタノー

ル着霜速度ともに，対流拡散から予測される値に比べて小さくな

ることがわかる．これは，エタノール混入により霜層表面温度が

低下し，境界層内に水蒸気またはエタノールのミストが発生して

いるためと推考される．一方，実験開始後１００秒間および２００秒間の平均値に差が見られるが，この原因として

は，かような霜層表面温度の影響のほか，霜層の成長に伴う霜層表面形状の変化が考えられる．

（２）霜層厚さおよび密度

円管前方および側方に成長する霜層厚さについて，実験開始から１００秒後および２００秒後における値を図２２に

示す．また図２３には，円管前面における霜層が一様であると仮定し，その厚さ（２点の平均値）と重量から求め

た霜層平均密度を示す．エタノールを混入すると，着霜量が増大するにもかかわらず，霜層密度の著しい増大によ

って霜層厚さが減少することがわかる．

図21 着層速度

図22 霜層厚さ 図23 霜層密度
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表5 実験条件
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（３）主流圧力損失

主流動圧で無次元化した主流圧力損失（圧力損失係数）の時間変化を図２４に示す．エタノール混入の影響は，

その濃度が主流水蒸気濃度と同程度以上となる条件において明確に現れる．この範囲では，主流エタノール濃度の

増加にしたがって圧力損失の上昇が緩やかになることがわかる．

（４）伝熱量

供試体全体での伝熱量を主流流速および供試体上流-下流間の主流温度差より求め，その時間変化を熱流束とし

て図２５に示す．これらの値には着霜に伴う潜熱輸送量（着霜速度から推算すると０.６～０.７kW/m２程度となる）

は含まれていない．伝熱量に関しても，エタノール混入の影響は，その濃度が主流水蒸気濃度と同程度以上となる

条件において明確に現れる．この範囲では，主流エタノール濃度の増加にしたがって，着霜による熱流束の減少が

抑制され，定常状態における熱流束が増大することがわかる．

凝縮性物質の種類による着霜低減効果の違いに関する基礎実験研究［４］

４.２節の試験結果から，エタノールによる着霜低減効果を確認する

ことができた．次に，凝縮性物質のいかなる性質が，着霜軽減効果に

結びつくかを調査し，着霜軽減効果の最も高い物質を選定することを

目的とした実験を行った．着霜によって，プリクーラ性能の低下を軽

減する効果（以降，この効果を着霜軽減効果と呼ぶ）をもつ物質は，

次の特性が必要である．図２０（b），（c）の様な複合霜層を形成するた

めには，各温度条件の下で，混入物質の着霜量が水蒸気の着霜量と同

程度であることが好ましい．従って，混入物質の飽和蒸気濃度曲線は，

水蒸気の飽和蒸気濃度曲線に類似していて，拡散係数は大きい方が良

い．また，冷却面において，混入物質が液体の状態であると霜層内部

に容易に浸透することができるため，融点は低い方が良い．上記の条

件を満たす凝縮性ガスを表６に，各々の飽和蒸気濃度曲線を図２６に示

す．また，冷却面の温度，主流流速，レイノルズ数によって，着霜軽

減効果がどの様に変化するかを定量的に調査し，ATREXエンジンに適

用した場合の成立性を検討した．実験装置は，基本的には６.３節で使用したものと同じであるが，供試体は，チ

ューブ外径が８mmのもの（図１１）とともに，実機と合わせて外径が２mmのもの（図２７）を用いた．

（１）冷却面温度が低い場合（Tw=９０K）

凝縮性ガスの混入による着霜軽減のメカニズムは，冷却温度によって異なる．低い冷却面温度（９０K）での実

図24 主流の圧力損失 図25 伝熱量

図27 供試体（２mmモデル）



宇 宙 科 学 研 究 所 報 告106 特集　第４６号

験結果を本節に，高い冷却面温度（２１５K）での結果を次に示す．

各種の凝縮性物質を混入したときの，主流の圧力損失係数および熱流束の時間履歴を図２８および図２９に示す．

圧力損失係数は，供試体の上流側と下流側の差圧を主流動圧で除した値で，熱流束は，上流側と下流側の温度より

求めたエンタルピの差と主流の流量との積を冷却面の面積で除した値として定義した．混入物質により着霜軽減効

果は様々で，メタノール，エタノール，２-プロパノールの順に効果が大きく，主流圧力損失の増大および熱流束

の低下が抑制された．特に，メタノールは，水蒸気単体時と比べ，圧力損失で８６％，熱流束においてはほぼ１００％

改善された．一方，他の凝縮性物質については全く効果が見られなかった（まとめて図に斜線で示す）．

図３０に，各種の凝縮性物質を混入した場合における，通風開始から１００秒間の霜層重量の平均成長速度（図左）

および密度（図右，複合霜層）を示す．図中，水と記されているのは，水蒸気単体の場合を示す．水溶性物質（ア

ルコール類とアセトン）に関しては，着霜速度を霜層に含まれる水蒸気と混入物質に分けて表した．さらに，主流

から水蒸気を排除し，凝縮性物質のみが含まれた条件で行った実験における着霜密度を併せて示す（図右，混入物

質単体の霜層）．着霜軽減効果のあったアルコール類においてさえ，霜層の成長速度即ち，霜層の質量増加率は，

水蒸気単体の場合よりも大きいことがわかる．それにも関わらず，着霜による熱交換器としての性能の低下が抑え

られているのは，霜層密度の飛躍的な増大に起因する．図３１に水蒸気単体のときとメタノールを混入したときの

チューブ表面における着霜の画像を示す．メタノールの混入により，霜層密度が増加し，着霜質量が増えたにもか

表6 使用した凝縮性物質一覧

a g n

b h

c i

d j

e k 1- 

f l

図26 凝縮性物質の飽和蒸気曲線

図28 圧力損失係数の時間推移（Tw=９０K） 図29 熱流束の時間変化（Tw=９０K）
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かわらず，霜層の厚さは減っている．さらに図３０より，複合霜層の密度は，その混入物質単体での霜層密度と強

い相関が見られ，単体での霜層密度が高い物質ほど，複合霜層の密度が高い．また，着霜軽減効果のあった物質は

全て水溶性である．

以上より，メタノールなどの効果のある物質は，親水性があることと，その物質自身で非常に高密度な結晶を生

成することという二つの特性を持つ．その特性によって，水との複合霜層を生成する際にも，水と結びつきやすく

高密度な霜層を生成することができると考えられる．

（２）冷却面温度が高い場合（Tw＝２１５K）

高い冷却面温度（２１５K）での，主流の圧力損失係数および熱流束の時間変化を図３２，図３３に示す．本実験

においては，低い冷却面温度で効果のあったアルコール類のみについて実験した．水蒸気単体での着霜による圧力

損失の増大は，低い冷却面温度のときに比べて約４０％低い．メタノール，エタノール，２－プロパノールの混入

によって，霜層の性質が極めて大きく変化し，いずれも圧力損失係数の増加を１０～１５％程度に抑制することが

できた．一方，１－プロパノールは，わずかな効果しか見られなかった．熱流束の変化は，物質ごとに差が顕著で

あり，メタノールが最も効果が大きかった．図３４に霜層の着霜成長速度（重量増加率）と密度を示す．水蒸気単

体での着霜成長速度は，凝縮性物質の混入時に比べて低いが，これは，水蒸気単体での低密度の霜層が大きな熱抵

抗になり，霜層の表面温度が上昇することによって，霜層表面に輸送される水蒸気量が減少したためである．

冷却面の霜層画像を図３５に示す．メタノール混入時の霜層は，冷却面表面が凝縮液に浸され，部分的に冷却面

からデンドライト状（針状）の固相が見られる．このデンドライトの高さを霜層の厚みとしているため，図３４に

示される霜層密度はエタノールよりも小さくなっているが，デンドライトのない凝縮液の部分の熱伝導率は大きい

ため，トータルの熱流束の低下は最も小さくなる．エタノールや２－プロパノールの混入時においても凝縮液は存

図32 圧力損失係数の時間推移（Tw=２１５K） 図33 熱流束の時間変化（Tw=２１５K）

図30 霜層の成長速度および密度（Tw=９０K）

図31 霜層性質の画像（Tw=９０K）
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在するが，その割合はメタノールよりも小さい．エタノール混入時には冷却管が透けて見え，２－プロパノール混

入時には，霜層表面が凝縮液で反射しているのがわかる．このように，３つのケースも霜層の厚みは非常に小さく

なるため，圧力損失（図３２）はほぼ等しいが，熱流束（図３３）の面では差が明確になる．

この霜層の性質の差は，以下に示す融点降下によって説明することができる．図３６に，水と混入物質の質量比

を横軸にとったときの水溶液の融点を示す．水に各物質が混入すると融点は下がっていくが，その下がり方は着霜

軽減効果の大きさの順番と等しい．逆に，各物質の単体の融点は１－プロパノールが最も低く，着霜軽減の効果と

の相関は見られない．本実験では，水蒸気との質量比を１:１としており（混合物質濃度が５０％に相当），最も融

点の低いメタノールの場合には，２１８Kとほぼ冷却面の温度と等しいため，複合霜層内には凝縮液が多く含まれる．

メタノールの混合物質濃度を５４％に増加したところ，冷却面は全て凝縮液で覆われ，全く凝固しなかった．

以上の２種類の冷却面温度での実験結果をまとめ，着霜軽減効果をもたらす要因について以下のように評価する．

ａ．混入物質単独の融点は支配的ではないが，水蒸気と混合したときの融点降下は最も支配的な因子であり，混

合物の融点が低いほど，着霜軽減効果は大きい．

ｂ．分子量に関しては，メタノールについで分子量の小さいアセトアルデヒドは，全く効果がなかったことより，

図34 霜層の成長速度および密度（Tw=２１５K）

図36 混入物質の水溶液の融点

図35 着霜画像（Tw=２１５K）
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支配因子ではない．但し，分子構造が水に似ている（例えば水（H２O）の一つのHをCH３に入れ替えるとメ

タノール（CH３OH）になる）ことは，高い結晶密度を形成する面で有効であると考えられる．

ｃ．親水性に関しては必要条件であるが，アセトアルデヒドの様に効果のないものもあるため，絶対条件ではな

い．但し，親水性と融点降下とは密接な関係にある．

（３）チューブ外径が小さい（２mm）場合

ここでは，より実機型のプリクーラにより近い供試体形状

と主流条件で，前節で最も効果の大きかったメタノールとエ

タノールについて実験を行った．実験条件を，表７に示す．

供試体の変更によって単位面積当たりの着霜速度が大きく

なる．着霜速度は，主流から霜層表面までの対流拡散による

蒸気の輸送速度として決定される．レイノルズ数が一定のまま，冷却チューブ外径を１/４にすると，Sherwood数

は一定のままで，物質伝達率は４倍になり，単位面積当たりの着霜速度が４倍になる．更に，チューブ同士の間隔

も４mmから１mmに狭まることによって，短時間で主流流路が閉塞しやすくなる．

水蒸気単体，メタノール噴霧（メタノールが主流に含まれる水蒸気質量の０.８倍と１.１倍），エタノール噴霧

（主流水蒸気量の１.２倍）の４つのケースにおける，主流圧力損失の時間推移を図３７に示す．図中の記号×はチ

ューブ間の隙間が，霜層によって完全に閉塞し，ブロアで空気を供給することができなくなった点を示す．

水蒸気単体の場合には，流路は約２０秒で閉塞してしまった．エタノールを噴霧したとき，約６０秒まで閉塞が

延長された．流入水蒸気量の１.１倍のメタノールを噴霧したときは，３００秒以上経過しても閉塞は起こらなかっ

た．実際のスペースプレーンの軌道解析においては，次節に示すように着霜が問題となる時間は，高々２分程度で

あるため，十分に効果があることが実証された．但し，メタノールの流量を水蒸気量の０.８倍まで減らすと，約

７０秒間で流路が閉塞することより，メタノールの噴射量に関しては，大気中の水蒸気量をよく考慮に入れて，決

定する必要がある．メタノール混入時の霜層表面温度は，メタノール水溶液の融点にまで上昇したため，表面は完

全に融液で覆われている．熱交換器の全熱交換量の時間推移を図３８に示す．この熱交換量の中には，主流の温度

が供試体下流で露点以下になったとき凝縮する水蒸気の潜熱も含んでいる．全ての実験において，実験開始後約５

秒で急激に熱交換量が低下した．これは，前述のように８mmモデルの実験に比べて極めて着霜速度が大きく，熱

抵抗の大きい霜層が急成長するためと考えられる．それ以降は，熱抵抗が増加する以上に，霜層の厚みが増すこと

と表面が凸凹になることによって実質的な伝熱面積が増加するために，熱交換量は増加する．特に，メタノールを

表7 実験条件

図37 圧力損失係数の時間推移（２mmモデル） 図38 熱流束の時間変化（２mmモデル）
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混入した場合には，霜層の密度が高く，熱抵抗が小さいため，着霜がない場合の熱交換量とほぼ等しくなるまで回

復した．

ATREXエンジンを用いた二段式スペースプレーンシステムにおけるメタノールの必要量に関する検討［４］

凝縮性物質の混入による着霜軽減方法の実用性を考えるために，TSTO用ATREXエンジンに必要なメタノール噴

霧量について検討を行った．図３９に本解析で用いたスペースプレーンの飛行軌道履歴（時間に対する高度とマッ

ハ数）を示す．本機は，離陸後１４４秒後には高度６kmまで到達するが，そこでの標準大気温度は２５０Kとなり，

飽和水蒸気濃度は空気１kgに対して１g以下となるため，着霜はほぼ停止する．そこで，離陸から１４４秒間，空気

中に含まれる水蒸気量（多めに見積もって基準大気温度に対する飽和水蒸気量とする）に対して，前節で効果が実

証された１.１倍のメタノールを噴射すると仮定する．

計算の結果，直径１.３mのファンを持つATREXエンジンに１４４秒間で噴霧される総メタノール量は２４０kgとな

るが，このエンジンが搭載している水素燃料９,０００kgに対して，２.７％に相当する．メタノールの噴射装置等の

重量も考慮する必要があるが，メタノール噴射システムの実機への適用は，大きな可能性がある．

液体水素を冷媒として熱交換器特性に関する基礎実験［５］

上記の基礎実験では，プリクーラの冷媒に液体窒素またはフロ

ン系の冷媒を用いている．実機においては，液体水素を冷媒とし

ているため冷却面温度は更に低く，冷却面においては空気の液化

現象が生じる．空気予冷却器内において空気の液化現象は次の２

つの点で重要である．第１に液化を伴う熱伝達率は極めて高く，

予冷却器の軽量・小型化に繋がる可能性がある．液体水素の入口

部分で局所的に生じた液体空気が予冷却器通過時に飛散，蒸発し，

その潜熱が空気を冷却することであたかも伝熱面積が拡大したよ

うな効果が得られる．第２に液体空気を利用して冷却面への着霜

を抑えられる．地上プラントのガスタービンは湿度の高い雰囲気

の中で長時間運転される．また航空宇宙機用エンジンにおいても

低高度では大気湿度が比較的高く，雲の中を飛行する可能性もあ

る．このような状況では取り込んだ空気中の水分が予冷却器の伝

熱面に氷や霜として付着する．氷や霜は熱抵抗となって予冷却器

の熱交換性能を劣化させるだけでなく，成長することで流路を塞

ぎ大きな圧力損失を招く．着霜を抑える方法として，主流中の水蒸気を凝固あるいはミスト化し冷却面で付着しに

くくさせる方法もあるが，ここでは壁温を空気飽和温度以下にして表面を液体空気で覆うことで氷核の付着を防ぎ，

霜層を成長させない方法を調査した．過去の文献より自然対流中においては冷却面上で液体空気が生じていれば着

霜しないことが分かっている．しかし，強制対流冷却であるATREXエンジンの予冷却器においては，実験開始時

に冷却面上が液体空気に覆われていても時間がたつにつれて霜に置き換わってしまう．これらの現象を解明するた

めに鉛直一列管群モデルに液体水素を冷媒とした熱交換器実験を行った．

実験装置の概略を図４０に示す．装置は液体水素供給系，空気供給系および予冷却器を模擬したテストセクショ

ンからなる．冷媒は主として液体水素を用い，空気液化の有無による熱伝達率を比較するために液体窒素を用いた．

冷媒は１.２m３のタンク①に充填し，超臨界圧力で加圧供給した．空気は２つの実験目的に合わせて乾燥空気（空

気の液化を伴う熱伝達特性実験）と湿り空気（空気液化時の着霜実験）を供給した．テストセクションは７５

mm×７５mmの矩形断面，長さ６６０mmの空気流路を有し，冷却モジュールが取り付けられる．側面には光学観察

用窓および計測ポートのついた計測板を持つ．５つの冷却モジュールは図４１に示されるように外径３mm，肉厚

０.１５mmのSUSチューブで構成される．熱交換前後の冷却材温度は白金コバルト抵抗測温体で，また管表面温度

図39 TSTOスペースプレーン軌道上で
着霜が生じる範囲
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は径０.２５mmのK型シース熱電対で計測した．５つのモジュールは上流側より順にモジュール１，２，‥，５と

呼ぶ．

図４２に実験結果の一例として空気の液化が空気側熱伝達率に与える影響を示す．空気の液化を伴う際の値は，

実験値とともに経験式およびその５０％の値を重ねた．実験では空気の液化を伴うときレイノルズ数がある程度以

上になると熱伝達率が頭打ちになる．これは空気流速の増加に伴い下流側のモジュールで空気温度が上昇し，理論

式に比べて空気側の熱伝達率が下がるためである．従って空気の温度にそれ程依存しないのであれば，空気の液化

を利用した熱伝達は空気温度の低い領域で用いる方が効果は高いことがわかる．本実験で明らかになったことを以

下に示す．（１）凝縮熱伝達率は飽和蒸気に関する経験式の１/２～１倍の範囲で見積もることができる．（２）空

気流速５m/s以上では空気の凝縮は重力の影響をあまり受けない．生じた液体空気は管の後縁部に多く溜まり，空

気流により後方へ飛散する．（３）凝縮熱伝達率は空気上流側の冷却管列の有無に影響され，上流に冷却管列がな

いとき減少する．（４）空気と冷却面間の熱伝達率は空気の液化を伴わない時の１.５～３倍に増大する．（５）空

気流の圧力損失には空気液化の影響は認められない．

これは熱流束あたりの圧力損失が小さくなることを意

味する．

空気側が液化を伴いこのような高い熱伝達率を持つ

場合，通常の熱伝達ではほとんど問題でなかった管内

を流れる冷却材側の熱伝達率の大小が全体の熱交換量

を左右する．冷却材側の熱伝達率が小さいと空気液膜

を通して流入する大量の熱量を冷却管内側で処理しき

れないため冷却面温度が上昇する．すると液表面と冷

却面との温度差が小さくなり，凝縮熱伝達率がいくら

高くても熱伝達率と温度差の積である熱交換量は大き

くならない．この時，表面に液体空気が生じても凝縮

量の少なさからその場で蒸発が起こるため液滴の飛散

による伝熱面積増大効果は期待できない．このように

空気の液化を伴う熱伝達率を有効に利用するためには

冷却材側の高い熱伝達率が欠かせないが，むしろこの

 

図40 実験装置概念図

 

図41 供試体写真

図42 空気の液化が熱伝達率に与える影響
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ように冷却面で空気の液化が起こるような温度条件では管内を流れる液体水素の熱伝達率は小さくなる傾向にあ

る．なぜなら，液体水素は温度４０～８０Kの範囲で粘性係数が小さくなるためレイノルズ数が大きくなりヌセルト

数を増加させるが，熱伝導率も小さくなるため結果として熱伝達率は減少する．従って冷却材側の熱伝達率を増加

させる工夫が必要である．具体的には，（１）冷却材の流速を大きくする，（２）管内に内部フィンをつける，（３）

冷却管として螺旋状など曲がり部の多い管を用いる等が考えられる．いずれも冷却材の圧損が増大することを犠牲

にしなければならないが，水素にとっては密度が大きく流速の小さい領域であるからその不利益は比較的軽く，ま

た液体水素の加圧は容易であるから空気流側の圧損ほど大きな問題ではない．以上の結果より，空気の液化を利用

すると空気側熱伝達率の大幅な増加が見込まれる．そこでこの高い熱伝達率に合わせて冷却材側の熱伝達率を高く

すれば，予冷却器を１０％程高負荷化できることがわかった．但し，一旦，着霜が始まると，液化空気が生じなく

なるという現象が見られているため，実際には，液体水素の流量をかなり増やす必要があると考えられ，実機への

適用には大きな課題となる．

エンジンシステム燃焼試験による着霜低減効果の実証

LOX噴射型着霜防止装置を装着したATREXエンジン地上燃焼試験

１９９９年１０月に能代ロケット実験場において，第１１回目の

地上燃焼試験（ATREX-１１）が実施された．本試験では，主流

に液体酸素（または液体窒素）を噴霧することによる着霜低減

効果の調査を主目的とした．液体酸素噴霧効果の原理を以下に

示す．着霜現象は主に水蒸気の対流分子拡散によると考えられ，

着霜速度は主流空気中に含まれる水蒸気と境界層中の水蒸気の

濃度勾配に支配される．そこで，液体酸素によって主流の温度

を下げ，水蒸気をミスト（水滴または氷の微粒子）に変えるこ

とで，主流中の水蒸気濃度を減少させることが，着霜低減に効

果的である．水の飽和曲線（図４３）に示されるように，温度２

９０K，湿度５０％の主流を２６０Kまで冷却することにより，水蒸

気量を約１/５に減らすことができる．尤も，ミストも熱泳動や

ブラウン運動等によって着霜するが，これは水蒸気の着霜速度

に比べて極めて遅い．小型の試験モデルを用いて，主流を２５５K

まで冷却したところ着霜速度は約１０％に低減された（図１９）．このシステムにおいて，噴霧した液体酸素はその

ままエンジン内で酸化剤として働くため，遷音速通過時の推力増強にも寄与する．但し，主流を２６０Kまで冷却す

るためには，主流空気の約１５％の液体酸素と複雑な噴霧システムが必要となり，重量増に繋がる．また，酸素噴

霧の不均一による温度ディストーションの増加，安全性の問題等，課題を有する．

試験装置は，第１報［１］に示したATREX-５００エンジンを用い，Type-IIIプリクーラの直上流に液体窒素（また

は酸素）噴射リングを装着した（図４４）．液体窒素（酸素）は，外側のケーシングに取り付けられた４０個のスプ

レーノズルから噴霧される（図４５）．試験結果の概要を表８に示す．試験は全部で５回行い，着霜防止装置に冷

媒を流さない場合，液体窒素を噴霧した場合，液体酸素を噴霧した場合を実施した．比較のためにプリクーラに液

体水素を流さない場合のデータも示した．液体酸素（窒素）供給系の圧力損失とマニホールドからの熱進入によっ

て，当初計画していた流量（１.５kg/s以上）を噴霧することができず，十分には着霜を防止することができなか

った．しかし，冷媒噴霧による着霜量の減少，エンジン推力，比推力の向上を確認することができた．また，液体

酸素を噴霧してもターボ系等エンジンに問題は生じなかった．図４６にプリクーラ入口における空気温度の時間変

化を示す．噴霧の無い場合にはエンジン回転数が定常になるとともに安定し，上流側から下流側までの温度ディス

図43 水蒸気飽和曲線
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トーションもなかった．一方，液体窒素を噴霧した場合，入口温度は低下するが，本試験では上流側に冷媒が集中

したため上流側と下流側で３０℃以上の温度差が生じた．また，３７秒以降は前述の理由から液体窒素のガス化に

よって供給量が減少し，定常状態に達しなかった．図４７にチューブ表面の着霜状態の写真を示す．写真は，エン

ジン起動から５０秒後にプリクーラ外周部の上流側を撮影したもので，噴霧なしの場合（ATREX１１-１：図左）と

液体窒素噴霧を行った場合（ATREX１１-３：図右）を示している．冷媒を噴霧しない場合には層状に霜が付着，成

長していくが，液体窒素を噴霧した場合には霜の付着と吹き飛びを繰り返し，表面に凹凸が生じた．映像より霜層

の厚みを測ったところ（図４８），冷媒を噴霧した方がチューブの表面温度が速く低下するために着霜開始の時間

は早くなるが，その後の成長速度は遅く総じて着霜量は減少する．但し今回の試験では，上記の温度ディストーシ

ョンの影響で，入口空気温度の低い上流側に関してのみ着霜量の減少が見られ，温度の高い下流側では噴霧の効果

がほとんど見られなかった．このディストーションは，噴霧した液体窒素の貫通力が低すぎたことに起因する．プ

リクーラによる圧力損失係数Cf（全圧損失を空気の動圧で割ったもの）を図４９に示す．プリクーラに液体水素を

流さず全く着霜のないときでもCf ＝４５程度の損失があるため，着霜の影響はこの値よりも上の部分と考えられる．

今回の液体窒素の噴霧によって，着霜による圧損は約４０％低減されていることがわかるが，冷媒の噴霧量を増や

すことでより一層の効果が期待できる．

図44 プリクーラに装着した液体窒素（酸素）噴霧装置

表8 試験結果概要
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図45 液体酸素噴霧状況 図46 プリクーラ入口空気温度の推移

図47 チューブ表面における着霜映像

図48 プリクーラ外周部における霜層の厚み 図49 圧力損失係数の推移
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メタノール噴射型着霜防止装置を装着したATREXエンジン地上燃焼試験

２００１年および２００２年に，要素試験で実証された

メタノールを噴射して着霜を低減する手法を実機型プ

リクーラに適用し，実証確認することを目的とした地

上燃焼試験を行った．実機試験では要素試験と異なり，

プリクーラ内部で主流の温度，湿度，水蒸気の状態お

よび冷却面の温度条件が多様である．すなわち，プリ

クーラの外周部（主流側の入口，水素側出口に相当）

では，主流温度が高く，水蒸気濃度が高いため最も着

霜が激しく，内周部（主流側出口，水素側入口に相当）

では水蒸気が凝縮（または凝固）し，ミストと呼ばれ

る液相（または固相）に変化するため，着霜量が少な

い．しかし，メタノールを混入した場合においては，

内周部の冷却面温度がメタノールの融点よりも低いた

め，メタノール自身の着霜も問題となる．また，噴射

弁の設計も重要な技術要素で，主流の流量，流速に応

じたメタノールの均一な混合噴射が要求される．

供試エンジンは，ATREX-５００エンジンを使用し，

Type-IIIプリクーラの上流側にメタノール噴射リング

を装着した．メタノールは窒素ガスによる加圧供給方

式で，常温，液体の状態で供給される．メタノールは，

図５０に示されるように，プリクーラの上流側２００

mmにある噴射リングの外周部に施された４８個（噴

射口は９６または１４４個）の壁面噴射型インジェクタ

より噴射される．噴射量および噴射速度は，タンクの

圧力とインジェクタを交換することによって調整され

る．均一な混合という観点から，流路内に棒状のイン

ジェクタを挿入することやスプレーノズルを用いるこ

とも考えたが，予備試験の結果と重量軽減，安全性の

確保の点から壁面噴射型を選定した．メタノールの流量および主流への貫通力を変えるために表９に示される５種

類のノズルブロックを製作した．

試験結果の一覧を表１０に示す．２００１年に実施したATREX-１２試験では，当初，メタノールの噴射量を変えて

４回の試験を行う予定であった．しかし，２回目の試験の途中で，セラミックスベアリングのひとつが故障したた

め，後の試験を続行することができなくなった．２００２年に実施したATREX-１３試験では，新規に「衝突噴流型ノ

ズル」を開発したのでその効果を検証した．「衝突噴流型ノズル」は噴射液体の微粒化と均一な散布が可能である．

また，この試験では，空気流量の変化による水蒸気量の変化に対し，対水蒸気量比が一定になるようにメタノール

流量の制御を行った．表中のデータは，運転中に定常状態を得ることができなかったため，４０～６０秒時の値の

平均をとって比較した．但し，ATREX１２-２およびATREX１３-２試験は，試験途中で緊急停止がかかったため，

この限りではない．

図５１にATREX１３-３，１３-４における，試験中の主流空気，水蒸気，水素およびメタノール流量の時間履歴を

示す．秒時０secで，エンジンに水素を供給し，約４sec時に着火，３０～４０秒時に定格回転数に至る運転方法は，
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図50 メタノール噴射ノズル

表9 メタノール噴射ノズル諸元
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これまでの試験と同様である．回転数が定格回転数に達した後は，その回転数を維持しているにも関わらず，プリ

クーラの主流空気側の圧力損失に伴い，吸い込み空気流量は低下していく（推力も低下する）．ATREX１３-３試験

のときには，極力メタノールの対水蒸気量比を減らすことを考えており，さらに，試験時の空気中の湿度が低かっ

たために，Type-N４ノズルの噴射許容下限で噴射を行った．また，対水蒸気量比を常に一定になるように制御し

たため，図５１に示されるように，着霜による吸い込み空気流量（水蒸気量）の減少に伴ってさらにメタノール量

が減少し，主流に対する貫通力が弱まるという悪循環が生じた．その結果，プリクーラ外周部のエンジン前方側の

チューブ表面に着霜が見られた．その後試験においては，貫通力を増すために，メタノール噴射量を増やすととも

に，噴射のシーケンスを変更し，着霜によって吸い込み空気流量が減少しても，メタノール流量は減少させないよ

うにした．その他の試験における，メタノール噴射量の変化を図５２にまとめて示す．ATREX１２-２および１３-６

試験においては，プリクーラの外周部で着霜が開始するまで，メタノールの噴射を行わず，チューブ冷却面温度の

低い内周部でのメタノールの凍り付きを抑えている．

図５３に圧力損失係数の時間履歴を示す．圧力損失係数は，プリクーラを通過するときに失われる全圧をプリク

ーラ入口における動圧で除したものとして定義した．メタノールを全く噴射しない場合（ATREX１０-２）には，エ

ンジンが立ち上がってからすぐに着霜による圧力損失が増加していく．一方，メタノールを噴霧した場合には，全

てのケースにおいて，エンジンが定格回転数に達するまで（４０秒時）は，着霜による圧力損失はほぼ完全に抑え

ることができた．しかし，それ以降は，徐々に圧力損失が増加していく．メタノール噴射量が他に比べて極めて多

表10 メタノール噴射試験一覧



２００３年３月 空気予冷却システム（プリクーラ）の開発研究 117

いATREX１２-１においてはっきりと圧力損失係数が高いことから，メタノール単体の着霜も問題になることがわか

った．その他の試験については大きな差違は見られなかったが，４０-６０秒時の平均値で比較すると，水蒸気量お

よびメタノール量の増加に伴って，圧力損失が大きくなっている．但し，更に時間が経つと全ての場合において，

ほぼ同じレベルの圧力損失に達した．外周部の着霜映像において，全く着霜が見られなかったATREX１３-５試験と

着霜により流路がかなり塞がれてしまったATREX１３-６試験がほぼ同程度の性能を示していることより，圧力損失

の原因は別の場所にあると考えられる．図５４にエンジンに吸い込まれた水蒸気量の累積を横軸にとったときの圧

力損失係数を示す．主な傾向は，図５３で示したことと同様であるが，メタノール噴射量が少なくかつ効果的に噴

射したATREX１３-４が最も性能が良いことがわかる．一方，貫通力が小さかったにもかかわらず，図５３において

は最高性能を示したATREX１３-３は，吸い込んだ水蒸気が少なかったためと考えられる．

図51 空気，水素，水蒸気，メタノール流量の推移（左：ATREX１３-３，右，ATREX１３-４）

図52 メタノール流量
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図５５，図５６にプリクーラにおける熱交換性能を示す．但し，は空気流量，は対数平均温度差であり

（１）

で定義される．また，データは，結果が顕著なもの（ATREX１０-２：メタノール噴霧なし，ATREX１２-１：メタ

ノール噴霧量大，ATREX１３-４：今回の試験で最も良いと思われるもの）についてのみ示している．また，空気側

の熱交換量の中には，水蒸気やメタノールの潜熱，顕熱は考慮していない．図５５（空気側の熱流束）より，運転

開始後ある程度の秒時までは厚みが小さく，空気側の熱流束は，w^０.８５＊Δtに比例していることがわかる．その

後，霜層が厚くなることによって熱流束は低下するが，ATREX１３-４試験における熱流束の低下は他に比べて小さ

いことがわかる．一方，図５６（水素側の熱流束）においては，メタノールの噴射量が多いほど，熱流束の低下が

小さいことがわかる．すなわち，常温のメタノールを冷却することに液体水素が使われていると考えられる．表１０

にも熱流束を示しているが，（空気側の熱流束／水素側の熱流束）より，ATREX１３-４は他に比べて，冷媒水素か

ら奪った熱を効率よく空気側に伝えている．湿度が最も低いATREX１３-３を除くと，メタノールの噴射量の少ない

場合の性能が良いことがわかる．図５７にプリクーラチューブ表面の映像（外周側および内周側）を示す．メタノ

ールを噴霧しない場合（図４７）と比較して，メタノールを噴射した場合には，外周側のチューブ表面には全く霜

層は見られなかった．内周側においては，非常に薄い霜層が，冷却によって霧状になった主流中に見えるが，これ

はメタノール噴射を施さなかった場合と同様であった．但し，ATREX-１３の試験においては，秒時が進むと内周側

のミストが激しくなり，表面を見ることができなかった．以上の結果より，適量のメタノール噴射によって，極低

温冷却面における着霜の増加を伴うことなく，比較的高い冷却面における激しい着霜を抑える効果があることがわ

かった．

今回のメタノールの噴射によって，噴霧のない場合に比べて，圧力損失係数にしておよそ６０％改善され，伝熱

性能も改善が見られた．しかしながら，現状の着霜低減方法で，今のType-３プリクーラ（チューブ間隔が狭い場

合）においては，実用化に供せられる程度に着霜を抑えることはかなり困難であることもわかった．今後の検討方

針としては，以下の通りである．

（１）チューブ配列を再検討し，メタノール噴霧と組み合わせることで，着霜を低減する．

（２）メタノール噴霧量を極力減らし，かつ，均一に分布するために，メタノールをガス化させて噴霧する方法

t
Tair in T H 2 out Tair out T H2 in

ln
Tair in TH 2 out

Tair out T H 2 in

図53 圧力損失係数の時間履歴 図54 水蒸気量による圧力損失係数
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を検討する．ガス化の方法としては，スプレーノズルによる微粒化と噴射ノズルとプリクーラまでの距離を長

くする．もしくは，メタノールを熱交換器で加熱する（メタノールの冷却に低温エネルギを奪われる懸念はあ

るが）．

（３）運転方法（地上から着霜が問題になる飛行領域：５～６km以下では，プリクーラを作動させない）によっ

て，対処する．

まとめ

これまでに，宇宙科学研究所では，要素試験，地上燃焼試験，数値解析を通じて，プリクーラの着霜特性の把握

とその対策に関して研究を行い以下のような結論を得た．

・プリクーラチューブにおける着霜は，主流空気の温度，湿度，冷却面の温度に支配され，実際のプリクーラに

おいては，時間的，空間的に大きな分布を持つ．

・Barabanタイププリクーラにおいては，主流空気温度の高い外周側で着霜速度が大きく，内周側では，水蒸気

がミスト化することによって着霜速度は小さい．従って，外周側のチューブ間隔を広くとることによって，着

霜の影響を緩和することができる．

・着霜低減手法のうち，凝縮性物質を混入する方法が，今までのところ最も有望であり，最も効果的な物質は，

メタノールである．また，他のアルコール類にも着霜軽減効果が見られたが，それ以外の物質にはほとんど効

図55 空気側の熱流束 図56 水素側の熱流束

図57 メタノールを噴射した場合のチューブ表面の映像（左：外周部，右：内周部）
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果が見られなかった．

・冷却面の温度が水と混入凝縮性物質の混合物の融点よりもずっと低いときには，親水性があり，凝縮性物質自

身が，高密度な結晶を生成するという二つの特性を有することによって，複合霜層の密度を高めることができる．

・冷却面の温度が比較的高く，混合物の融点と近いときには，混合物の融点が最も支配的で，融点が低いほど複

合霜層の密度は高くなる．

・メタノール混入量の水蒸気に対する最適な割合はほぼ１：１で，ATREXエンジンを用いたTSTOスペースプレ

ーンを例に取ると，着霜軽減に必要とするメタノールの全重量は，搭載水素燃料の約３％程度である．

参　考　文　献

［１］ 佐藤哲也他：空気予冷却システム（プリクーラ）の開発研究（第１報：ATREXエンジン用プリクーラの実証），本論文集．

［２］ 原田賢哉：極低温冷媒を用いた空気熱交換器の着霜に関する研究，東京大学大学院博士論文（2000）．

［３］ Balepin, V.V. et. Al.: Deep-Cooled Turbojet Augumented with Oxygen - Cryojet for an SSTO Launch Vehicle, AIAA Paper 96-

3036（1996）.

［４］ 木村竜也：プリクーラへの着霜に関する研究，東京大学大学院修士論文（2001）．

［５］ 山内洋：液体水素を冷媒とした極超音速機用空気予冷却器の高負荷化に関する実験研究，東京大学大学院修士論文

（1998）．


