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１．緒　　　　　言
　噴流は混合・拡散・化学反応などの工業的な場面で多
用されており，省エネルギー化・地球温暖化防止の観点
から効率的な利用が求められている．このため，噴流の
制御に関する研究が数多く行われ1）─5），制御の効果や制
御時の噴流場に関して考察が進められている．しかし，
噴流中における混合・拡散・反応の効率の評価に必要な
物理量であるスカラ量（物質の濃度や温度など）と速度
場の同時測定による結合統計量の評価はこれまでほとん
ど行われておらず，より効率的な制御手法の構築や制御
効果の高精度な評価・予測に向け，スカラ量と速度の同
時測定結果を用いた結合統計量の評価や各種乱流モデル
との比較が求められている．
　そこで本研究では，噴流中の速度と温度の同時測定を
行うに先立ち，まず定電流回路を利用した温度計を製作
し，温度検知に使用する細金属線（タングステン線）の
線径や線径と細線長さの比，すなわちアスペクト比が温
度の測定結果に及ぼす影響を調べた．次に，その結果に
基づき，噴流中の瞬間速度と瞬間温度の同時測定による
結合統計量の評価を目的に，速度測定用の熱線と温度測

2012年 2月 1日　受理
*豊田理化学研究所研究嘱託（名古屋大学大学院機械理工学専攻）

**名古屋大学大学院機械理工学専攻
*1《Department of Mechanical Science and Engineering, Nagoya 
*1《Uni versity》

軸対称噴流熱拡散場での瞬間速度・瞬間温度計測のための
複合プローブ開発に関する研究

長　田　孝　二*，酒　井　康　彦**

On the development of a composite probe for simultaneous measurement of instantaneous velocity  
and temperature for measurements of heat transfer in an axisymmetric thermal jet

Kouji Nagata*, Yasuhiko SaKai**

 the composite probe for simultaneous measurement of instantaneous velocity and temperature in an 
axisymmetric turbulent jet is designed and its measurement accuracy is evaluated. the probe consists of a 
hot-wire and a cold-wire probes which measure the instantaneous velocity and temperature, respectively. 
the cold-wire probe is placed upstream of the hot-wire probe, and the cold-wire and the hot-wire are 
connected to a constant-current circuit and a constant-temperature anemometer, respec ti ve ly. the influence 
of the aspect ratio (i.e., the ratio of the diameter and the length) of the cold-wire and the streamwise gap 
between the wires on the measurement accuracy is evaluated. the results show that thinner cold-wire and 
larger aspect ratio makes a frequency response of temperature measurement by the cold-wire better in high- 
and low-frequency range, respectively. Furthermore, the simultaneous measurement of the velocity and 
temperature is realized when the streamwise gap between the two wires is 1.5 mm.

定用の冷線で構成された速度・温度同時測定用複合プ
ローブを製作し，熱線プローブ，冷線プローブ単独での
測定結果と比較することにより，同時測定の精度を評価
した．なお，熱線と冷線を近接配置した場合，熱線や冷
線で誘起される速度擾乱や温度擾乱により測定精度が低
下し，同時測定が実現しない恐れがあるため，熱線と冷
線の配置の適正化も合わせて検討した．

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40mm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８mm下流のポテンシャルコア領域に
直径d=30mmの真鍮製のスキマー（排除部）を設置し
た．噴流と周囲流体との間に温度差を作り，温度拡散場
を形成するため，送風機の空気取込口にヒーター（発熱
量：1kW）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500mm×500mm，中心軸方向の長さが800mm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．
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2.2	 測定装置
　本研究では定電流回路を利用した冷線温度計を自作し
計測を行った．これは，冷線温度計は比較的時定数が小
さく，軸対称噴流中の温度分布のように温度の時間変化
が激しい場における測定に適しているためである．冷線
温度計の回路は定電圧回路，ホイートストンブリッジ回
路，インスツルメンテーションアンプ回路から構成され
ており，定電圧回路でホイートストンブリッジ回路に一
定微小電流を印加し，インスツルメンテーションアンプ
回路で増幅を行った．このとき，ホイートストンブリッ
ジの一辺を細金属線（タングステン線）とすると，タン
グステン線の抵抗が流体の温度に応じて変化し，温度検
知部とすることができる．速度の測定には自作の定温型
熱線流速計を用いた．回路は流速の検知部となる金属細
線（タングステン線）を一辺にもつホイートストンブ
リッジと差動増幅器を組合せて構成されており，加熱電
流により金属細線の温度が一定に保たれるようになって
いる．
　図２に速度・温度同時測定用複合プローブの概略を示
す．複合プローブは速度測定用の熱線プローブと温度測
定用の冷線プローブで構成されており，熱線プローブは
冷線プローブに対して下流側に設置されている．

2.3　実験条件
2.3.1	 冷線の線径とアスペクト比の影響に関する検討

実験
　本研究では温度検知部として使用するタングステン線
の長さ lと線径dの比（アスペクト比）が測定結果に及

ぼす影響を調べるため表１に示す条件で測定を行い，結
果の比較を行った．噴流出口部におけるレイノルズ数
ReJ（= UJ d/ν , UJ：出口流速，ν：動粘度）を約10,000と
し，測定位置をx/d=7.5，y/d=0.0，z/d=0.0の位置とし
た．また，測定時のサンプリング周波数を20kHz，サン
プリング時間を約13.1秒とした．冷線温度計の出力電圧
はaD変換器（Ni, USB-9215）によりパソコンのハー
ドディスクに保存された．なお，温度場は噴流の出口温
度が噴流の周囲流体に対して7.5K高くなるように設定
された．このとき，温度差に起因する浮力の影響が無視
できることを予備実験により予め確認している．

2.3.2	 複合プローブの適正配置に関する検討実験
　熱線プローブと冷線プローブの流れ方向距離（図２中
のａ）が測定結果に及ぼす影響を調べるため，ａを0.5 

mm，1.0mm，1.5mmと変化させた場合における複合プ
ローブの測定精度を評価した．なお，熱線と冷線の垂直
（y）方向（流れに対して垂直な方向）距離は0.0mmで
ある．熱線は線径5.0μmのタングステン線，冷線は線径
3.0μmのタングステン線とし，それぞれの長さは
1.0mm，1.8mmとした．測定は噴流中心軸上，あるい
は噴流半値幅位置（y/b=1.0, z/b=0.0）において行った．
ここでbは半値幅である．レイノルズ数や温度条件，測
定時のサンプリング周波数などの条件は2.3.1節で述べ
たものと同一である．

３．結果および考察
3.1	 冷線の線径とアスペクト比の影響に関する検討

実験結果
　図３にx/d=7.5，y/d=0.0，z/d=0.0で測定した温度変
動のパワースペクトルを示す．各図の横軸は周波数
（Hz），縦軸はパワースペクトルを表している．また，
図中の直線は─5/3の傾きの直線を表している．図３
（ａ），（ｂ）より，100Hz以下の周波数帯域の測定結果に
相違が見られ，アスペクト比が300の場合（No.1および
No.4）の測定結果は，アスペクト比が400, 500の測定
結果（Nos.2,3,5,6）に比べて利得が小さくなっている
ことがわかる．図３（ｃ）より，同一のアスペクト比
（=500）で線径が異なる（３μm, ５μm）プローブを用い

Fig.	1		Schematic of the experimental apparatus

Fig.	2		Schematic of the composite probe

Table	1		Experiment conditions of cold wire

No.
Diameter

d （μm）
Length
l （mm）

Aspect ratio
l/d

1 5 1.5 300

2 5 2.0 400

3 5 2.5 500

4 3 0.9 300

5 3 1.2 400

6 3 1.5 500
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た場合，特に高周波数帯域（100Hz以上）の測定結果に
差異が見られる．すなわち，線径が３μmのプローブの
測定結果は５μmのプローブに比べてより高い周波数域
まで─5/3の直線に沿っており，乱流中の温度変動のパ
ワースペクトルの特徴である─5/3乗則を，より高い周波
数まで捉えられていることがわかる．これより，線径を
細くしアスペクト比を大きくすることで精度の高い温度
計測ができることが明らかとなった．

3.2	 複合プローブの適正配置に関する検討実験結果
　図４（ａ）にx/d=7.5での噴流中心（y/b= z/b=0.0）にお
いて複合プローブで測定した速度変動のパワースペクト
ルを示す．実線は熱線プローブ単独で測定した結果を表

している．図より，aの値に関わらず測定結果が熱線プ
ローブ単独での測定結果とよく一致していることがわか
る．なお，このときの速度変動の rms値は，熱線プロー
ブ単独では0.68m/s，a=0.5mm，1.0mm，1.5mmでは
それぞれ0.64，0.65，0.68m/sであった．図４（ｂ）にx/d 

= 7.5での噴流半値幅位置（y/b=1.0, z/b=0.0）において
複合プローブで測定した速度変動のパワースペクトルを
示す．図より，aを1.5mmとすることで測定結果が熱線
プローブ単独の測定結果とよく一致していることがわか
る．なお，このときの速度変動の rms値は熱線プローブ
単独では0.78m/s，a=1.5mmでは0.79m/sであった．
　図５（ａ）にx/d = 7.5での噴流中心（y/b= z/b=0.0）にお
いて複合プローブで測定した温度変動のパワースペクト

  （ａ）No.1, No.2, and No.3 （ｂ）No.4, No.5, and No.6 （ｃ）No.3 and No.6

Fig.	3		Power spectra of temperature fluctuations

（ｂ）at x/d=7.5, y/b=1.0, z/b=0.0（ａ）at x/d=7.5, y/b= z/b=0.0

Fig.	4		Power spectra of velocity fluctuations

Fig.	5  Power spectra of temperature fluctuations

（ａ）at x/d=7.5, y/b= z/b=0.0 （ｂ）at x/d=7.5, y/b=1.0, z/b=0.0
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ルを示す．実線は冷線プローブ単独で測定した結果を表
している．図より，aの相違による測定結果の差異は非
常に小さいことがわかる．なお，このときの温度変動の
rms値は，冷線プローブ単独では0.71K，a=0.5mm，
1.0mm，1.5mmではいずれも0.70Kであった．図５（ｂ）
にx/d=7.5での噴流半値幅位置（y/b=1.0, z/b=0.0）にお
いて複合プローブで測定した温度変動のパワースペクト
ルを示す．図より，この場合もaの値に関係なく測定結
果が冷線プローブ単独の測定結果とほぼ一致しているこ
とがわかる．なお，このときの温度変動の rms値は冷線
プローブ単独では0.77K，a=1.5mmでは0.79Kであっ
た．
　紙面の都合上図を省略するが，噴流中の瞬間速度と瞬
間温度の同時測定を行い，得られた乱流統計量を速度及
び温度の単独測定結果と比較することにより測定精度の
妥当性について評価した．その結果，同時測定用プロー
ブの熱線プローブと冷線プローブの流れ方向距離を
1.5mmとすることで噴流中の瞬間速度と瞬間温度の同
時測定が実現できることが確認された．

４．結　　　　　論
　噴流中の瞬間速度と瞬間温度の同時測定を行うに先立
ち，定電流回路を利用した温度計を製作し，温度検知に
使用する細金属線（タングステン線）の線径や線径と細
線長さの比，すなわちアスペクト比が温度の測定結果に
及ぼす影響を調べた．その結果，アスペクト比は特にス
ペクトルの低周波数域の測定結果に影響を与え，線径は

特にスペクトルの高周波数域の測定結果に影響を与える
ことがわかった．これより，精度の高い温度測定を行う
ためには，線径を細くしアスペクト比を大きくする必要
があることが明らかとなった．続いて，得られた知見を
基に，速度─温度同時測定用のプローブを製作し，噴流
中の瞬間速度と瞬間温度の同時測定を行い，速度及び温
度の単独測定結果と比較することにより，測定精度の妥
当性について評価した．その結果，同時測定用プローブ
の熱線プローブと冷線プローブの流れ方向距離を1.5 

mmとすることで噴流中の瞬間速度と瞬間温度の同時測
定が実現できる可能性が示された．
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