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The synchronized dynamic behavior of interacting adjacent two jet diffusion flames is studied
experimentally and numerically. By changing the distance between burners, the degree of interaction of hot
plume formed over the diffusion flame is varied and corresponding dynamic response of flickering flame is
identified. Flickering motion is characterized as the flickering frequency, measured by thermocouple(s) to
track the thermal field dynamics. In-phase and out-phase modes are both observed depending on the
distance, and the transition one phase to another occurs at 20 mm distance. 3-D numerical simulation is
performed in order to understand precisely the occurrence of the transition, and characteristic dynamic
behaviors via interaction of flames are successfully reproduced. Based on the numerical parametric study, it
is understood that the radiation shall not be the essential factor to have transition.

１．背景・目的
スケールの大きな炎（例えば，石油タンク火災等で起こるプール火災）においては，浮力による火炎の不安定現象の結
果として周期変動する「フリッカリング」が観察される．そのようなフリッカリングする炎が隣接した場合，互いに干渉
し合い，あるときには共鳴して大きな火炎に急成長するなど火災の被害を加速させる方向に働き得る．火炎干渉に関して，
Toong らは火炎の 2 つの拡散火炎を用いて火炎同士の距離によって同位相・逆位相が現れることを示した[1]．干渉によ
り変動周波数が変化する等の実験事実は示されているものの，その詳細な物理については言及・調査されていない．火炎
干渉がもたらす共鳴現象に関して物理的解明を試みた事例は著しく限られており，現状 2 例しか存在しない．そのうちの
一つである福田らは立体的に配置したプール火炎の相互干渉について実験的に調べて干渉には輻射の寄与が少ない可能
性を示した[2]．一方，Kitahara らは輻射熱輸送を含めた簡易的な数学モデルを構築し変動周波数の変化には輻射項が重
要な役割を果たし得ることを示した[3]．これらの主張は明らかに矛盾しており，この現象の理解に関して系統的な解釈
が必要であることを示唆している．その理由は，実験では詳細な非定常流れ場を正確に知ることは難しく，数学モデルを
立てる際には大胆な仮定を行うため，その過程で重要な物理が欠落する可能性があるからである．
以上を鑑み，本研究では火炎の同期振動を精密に観察する為の実験を設計・実施し，系統的に干渉する火炎における同
期挙動について精査した．また，相当する非定常 3 次元数値解析を実施し，上記現象に関する系統的な理解を試みる．

２．調査対象（実験方法および解析モデル）
本研究で用いた実験装置の概略図を図１に示す．2 本の独立
した内径 10.8mm（d）のバーナーを用い，バーナー間距離（L）
を 0.0 mm から 100.0 mm まで光学ステージにより任意に変更
することが可能である．燃料には工業用メタンガスを用い，
一定の流量（Q=500cc/min：1 本当り）で均等に両バーナーへ
と供給される．外部からの擾乱混入を排除するため，実験装
置外周部は網戸用の網で覆った．火炎の振動挙動は高速度カ
メラ（CASIO EX-F1：300fps）で記録した．K 型熱電対（接合
部径 0.25mm）を用いて振動する火炎近傍の温度変動を調べ，
熱電対からの電圧信号を高速フーリエ変換（Fast Fourier
図 １．実験装置の概要

Transform : FFT）することで得る．
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解析には NIST の開発した Fire Dynamics Simulator（v.6.3.0）を用いた．バーナーは実験と類似にすべく，内径 10 mm，
外径 12 mm 長さ 60 mm とした（解析の都合上，実験の数値と一部異なることに留意）
．バーナー出口端面から z 方向に 125
mm，x 方向および y 方向には，バーナーの外側 100 mm のところに数値境界を設けた．

３．結果および考察
図 2 にバーナー間距離に依存した振動モードの変化を変動周波数の変化としてまとめたものを示す．グラフより，バー
ナー間距離の増加と共に，
「同位相モード」⇒（遷移）⇒「逆位相モード」⇒「単独バーナーとして振動」と移り変わる
ことがわかる．変動周波数よりバーナー間距離 L=20mm のところで急激な遷移が起こり，同位相モードから逆位相へと変
化する．この変動挙動は数値計算からも再現されている．逆位相モードになると変動周波数は増加し，距離に依存して変
動周波数が変化する．このようなことは同位相モードではあまり顕著に観察されなかったが，精密に観測すると同位相モ
ードの際も（若干ではあるが）バーナー間距離に依存して変化する．その変化の様子は位相に関わらず類似していること
は興味深い．
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図 ２．バーナー間距離に依存した振動モードの遷移

図 ３．数値計算による遷移の非定常過程

いろいろな物理現象が複数観察される本現象のうち，最も特徴的なものは不連続的に起こる遷移にある．そのメカニズ
ムを探るべく，図 3 に数値計算結果から同じ位相角における温度分布のうち遷移前から遷移後までを並べて比較している．
これによれば，遷移前は左右のバーナー炎ともに相似であるが，時刻の経過と共に，同位相角において擾乱が下流の高音
部から下方に伝播してくることがわかる．一旦大きなフリッカリング変動をしてその擾乱を流しきることができずに系の
内部に残り，それが下流の炎の位置まで降りてくると逆位相へと遷移する．この遷移から，逆位相の方が安定であること
が示唆されており，そのきっかけとなる擾乱が下流から伝わってくることは興味深い．
なお，ここでは紙面の関係上図として示していないが，解析において輻射モデルを考慮した場合としない場合で結果を
比較した．その結果，輻射の有無に関わらず同位相から逆位相への遷移が起こることから，輻射が干渉による共鳴現象に
対して必須アイテムであるという解釈はそぐわないことがわかる．むしろこの共鳴現象は流体力学的なものであり，流体
現象としての不安定性（K-H 型，R-T 型など）が強く関わるものと考えられる．
また，面白い現象として同位相から逆位相に遷移するときに「変動しない」物理的な不安定状態を通過する．共鳴現象
は不安定モードの遷移をもたらすと共に，ある条件では「通常不安定化しているものを安定化できる」ことを示唆してお
り，浮力を強く受ける燃焼の安定化を検討する基礎問題としての活用も可能であろう．

４．まとめ
2 つのフリッカリング火炎の干渉による共鳴現象を実験的および解析的に調べた結果，変動現象は距離に依存して同位
相と逆位相の 2 種類の変動モードが存在すること，遷移時には下流に存在する擾乱の発達が要因となり得ることなどが示
された．本共鳴現象は本質的には流体力学的な問題として扱うべきことが示唆された．今後も現象の解明に努めたい．
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