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稼動式ボルテックスジェネレータによる軸対称乱流噴流の 
能動制御に関する研究

*長　田　孝　二*,*1　　酒　井　康　彦*1

On Active Control of an Axisymmetric Turbulent Jet Using Moving Vortex Generators

Kouji Nagata*,*1, Yasuhiko SaKai*1

 For the development of an active control of a turbulent jet, measurements are performed in 
axisymmetric turbulent jets with six computer-controlled vortex generators (Vgs) installed at the 
skimmer. three moving-modes are tested as well as the stationary mode; in the first mode, the Vgs are 
oscillated in phase (axisymmetric mode); in the second mode, single Vg is inserted by turns along the 
circumferential direction (rotational mode); and in the third mode, three adjacent Vgs are inserted 
alternately (alternate mode). the Reynolds number ReJ based on the skimmer diameter d and the exit 
velocity UJ is ReJ = 10,000 for all cases. instantaneous axial velocities are measured using hot wire 
anemometry with an i-type probe. the results show the significant influence of moving Vgs on 
turbulent jet field.

1．緒　　言
　軸対称乱流噴流は流体力学における基本的な流れ場の
ひとつであり，様々な工業分野において広く利用されて
いる．したがって，受動的あるいは能動的に噴流を制御す
ることにより，噴流に関わる各種機器の制御，騒音低減，
伝熱・拡散制御，反応制御等が可能となることが期待さ
れる．
　噴流の特性は初期せん断層の状態に強く依存すること
が知られている．したがって，噴流出口部に突起を設け
る受動制御に関する研究がこれまでに数多く行われてき
た1）～4）．これに対して，本研究では，噴流の能動制御手
法として，スライドアクチュエータを用いてボルテック
スジェネレータ（Vg）を稼動させることによる軸対称
乱流噴流の能動制御を試みた．動作モードとして，軸対
称モード，回転モード，交互モードの三種類を選び，全
ての動作モードにおいて単位時間当たりのVgの突出時
間が等しくなるような制御を用いて実験を行った．測定
結果より，稼動Vgによる軸対称乱流噴流の制御効果に
ついて考察を行った．

2．実　　験
2.1	 実験装置
　実験装置の概略を図1に示す．風洞は送風機（昭和電

気U75-2-M313），ディフューザ，整流部，縮流部によ
り構成され，噴出口は一辺が40 mmの正方形断面をも
つ．出口流速が均一な軸対称乱流噴流を形成させるた
め，風洞出口から8 mm下流のポテンシャルコア領域に
直径d = 30 mmの真鍮製のスキマー（排除部）を設置し
た．測定部は周囲からの外乱を防ぐためにアクリル製の
板で覆われており，その寸法は断面が500 mm×500 

mm，中心軸方向の長さが800 mmである．座標系はス
キマー出口の中心を原点とし，噴流の中心軸方向をx，
鉛直方向をy，スパン方向を zとした．
2.2	 ボルテックスジェネレータ（VG）
　実験に用いたVgの概略を図2に示す．直角三角形の
突起を流れの方向に対して30°傾けて設置した．Vgの
最大突き出し量を3.75 mmとした．このVgをスライド
アクチュエータ（日本トムソンtU-25S13a）のスライ
ドテーブルに取り付け，スキマーに等間隔に6つ設置し
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Fig.	1		Schematic of the experimental apparatus
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出口流速，n：動粘度）を約10,000とした．断面分布の
測定はx/d = 2の位置で行われた．過去の実験5）と同様，
全ての突起を同位相で稼動させる場合（軸対称モード：
axisymmetric mode），突出させる突起を周方向に変化さ
せる場合（回転モード：rotational mode），および隣接
する左右の三つの突起を交互に突出させる場合（交互
モード：alternate mode）について測定を行った（図3）．
稼動周波数を f = 3 Hzとし，全てのモードにおいて単位
時間当たりのVgの突出時間が等しくなるように制御し
た．比較のため，6つのVgを全て静止状態で突出させ
た場合についても実験を行った．

3．結果および考察
3.1	 時間平均流速分布（断面図）
　時間平均流速の断面分布を図4に示す．図の縦軸およ
び横軸はスキマー直径dで無次元化された鉛直およびス
パン方向距離であり，等高線は出口流速UJで無次元化
された平均流速U/UJの分布を示す．6つのVgを全て静
止状態で突出させた場合（紙面の都合上図は省略する）

た．Vgの駆動にはステッピングモータ（オリエンタル
モータPMM33B2）を用いた．このモータの励磁最大静
止トルクは3.3×10–2 Nm，立ち上がりおよび立ち下がり
の時間精度は2 μs以内である．コントローラにはオリエ
ンタルモータ社製のEPM2002を用いた．6つのスライ
ドアクチュエータを同期させるためのトリガースイッチ
には自作の回路を用いた．
2.3	 測定システム
　瞬間速度場の測定には熱線流速計（DaNtEC Stream 

Line）を用いた．プローブにはⅠ型熱線プローブ
（DaNtEC 55P05）を用いた．プローブ受感部の直径は
5 μm，長さは1.25 mmである．熱線流速計により得られ
た電圧信号はaD変換器（Ni USB-9215）によりデジタ
ルデータに変換され，固定磁気ディスクに記録された．
各乱流統計量の計算はPCを用いて行われた．サンプリ
ング周波数を20 kHzとし，サンプリング時間を約13秒
とした．
2.4	 実験条件
　噴流出口部におけるレイノルズ数ReJ（= UJ d/n , UJ：
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Fig.	2		Schematic of the vortex generator (Vg)
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Fig.	3  Moving patterns of the vortex generators. the gray Vgs are in operation
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Fig.	4  Contours of mean velocity U/UJ, contour interval = 1/16: (a) axisymmetric mode, (b) rotational mode, and (c) alternate mode
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に比べると，いずれの動作モードにおいても平均流速分
布の歪みが小さくなった．これは，Vgを静止させた場
合に比べると，単位時当たりのVgの突出時間が短いた
めであると考えられる．したがって，噴流の平均流速分
布を大きく歪めたい場合には，Vgを静止した状態で常
に突出させる受動制御が有効であることがわかる．
3.2	 速度変動rms値の分布（断面図）
　速度変動の rms値の断面分布を図5に示す．図の縦軸
および横軸は図4と同様であり，等高線は出口流速UJで
無次元化された速度変動 rms値u’/UJの分布を示す．6つ
のVgを全て静止状態で突出させた場合（紙面の都合上
図は省略する）に比べると，いずれのモードにおいても
噴流内の乱れが大きく増加すると同時に，乱れが強い領
域が広がった．特に，軸対称モードの場合（図5（a））に
は，1つのVgから2対の渦が放出された結果，高い rms

値を示す場所が全体で12箇所存在することが確認でき
る．
3.3	 時間平均流速，速度変動のrms値，および歪度

と尖度の中心軸上変化
　時間平均流速U/UJの中心軸上変化を図6に示す．図6

の横軸はスキマー直径dで無次元化された中心軸方向距
離x/dを示す．図6より，静止状態でVgを設置した場合
に平均流速の中心軸上での減衰が最も小さいことがわか
る．一方，Vgを稼動させた場合には，Vgを用いない

場合と静止状態でVgを設置した場合の中間の値をと
る．また，稼動パターンによる差異はほとんど見られな
い．これらの結果は，断面分布と同様に，平均流速分布
の軸方向変化が単位時間当たりのVgの突出時間に大き
く依存することを示している．
　速度変動 rms値u’/UJの中心軸上変化を図7に示す．図
7より，静止状態でVgを設置した場合には速度変動
rms値の明確なピークがみられず，x/d = 6以降で下流方
向に一定に近い値をとることがわかる．これは，Vgか
ら放出される強い縦渦によるものであると推測される．
一方，Vgを稼動させた場合には，x/d ≤ 10の比較的スキ
マーに近い領域では，Vgを用いない場合と静止状態で
Vgを設置した場合の中間の値をとる．ただし，分布形
状はVgを用いない場合に近い．また，x/d  ≥ 10の下流
になると，回転モードおよび交互モードの場合の速度変
動 rms値がVgを用いない軸対称噴流の場合よりも大き
くなる傾向が見られる．
　速度変動uの歪度Sと尖度Kの中心軸上変化を図8に
示す．図8より，歪度Sと尖度KはVgを用いない場合
に比べると，より上流位置においてより大きな絶対値を
とることがわかる．稼動パターンによる差異はほとんど
見られない．なお，スキマー直径の10倍程度下流では，
いずれの場合もガウス分布に対応する値に近づくことが
わかる．
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Fig.	5  Contours of rms velocity u’/UJ, contour interval = 0.02: (a) axisymmetric mode, (b) rotational mode, and (c) alternate mode

Fig.	6  axial variation of mean velocity Fig.	7		axial variation of rms velocity Fig.	8		axial variations of skewness and 
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4．結　　論
　本研究では，稼動Vgを用いた軸対称乱流噴流の能動
制御を試みた．実験の結果，以下の結論が得られた．
１． Vgを稼動させた場合，Vgを全て静止状態で突出さ
せた場合に比べると，いずれの動作モードにおいて
も噴流出口近傍（x/d = 2）での平均流速分布の歪み
が小さくなる．この平均流速分布の歪みの程度は，
単位時間当たりのVgの突出時間に大きく依存する．

２． Vgを稼動させた場合，Vgを全て静止状態で突出さ
せた場合に比べると，いずれのモードにおいても噴
流出口近傍（x/d = 2）での噴流内の乱れが大きく増
加すると同時に，乱れが強い領域が広がる．

３． Vgを静止状態で設置した場合，中心軸上での平均
流速の減衰が小さくなり，速度変動の rms値が減少
する．Vgを稼動させた場合には，平均流速分布は
Vgを用いない場合とVgを静止させた場合の中間の
値をとる．速度変動 rms値については，x/d ≤ 10の比
較的スキマーに近い領域ではVgを用いない場合よ
りも値が減少するが，回転モードおよび交互モード
では，x/d ≥ 10の下流になるとVgを用いない場合よ
りも値が増加する．

４． Vgを静止状態で設置した場合と稼動させた場合の
両方について，歪度Sと尖度KはVgを用いない場合
に比べてより上流位置においてより大きな絶対値を
とる．このとき，稼動パターンによる差異はほとん
ど見られない．また，いずれの場合も，スキマー直
径の10倍程度下流ではガウス分布に対応する値に近
づく．
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