
                       総合研究所・都市減災研究センター（UDM）研究報告書（平成２２年度） 

テーマ 4 小課題番号 4.2-2 

 

噴流による半円柱に働く流体力の制御 
 

佐藤光太郎＊，横田和彦＊＊，松原智哉＊＊＊ 

Key Words: Jet, Circulation Control Wing, Circular Cylinder, Coanda Effect, Fluid Force, Ground effect.  

                    

１．はじめに  

フラップに代わる高揚力発生装置として近年，循

環制御翼（Circulation Control Wing : CCW）に関する

研究が進められている (1)- (3)．CCW とは，翼の負圧

面側に設けられたスロットから接線方向に吹き出し

を行い噴流のコアンダ効果を利用して，循環量が制

御できる翼である．CCW の最も大きな特徴は翼の幾

何形状を変えることなく揚力制御が可能であること

であり，構造の単純化が容易であることから小型化

や軽量化に適している．これまでの研究で CCW に

用いられる噴流噴射は失速制御 (1),(2)やフラッタ，流

力騒音の抑制 (3)にも有効であることが明らかにされ

ている．しかしながら，CCW の最適形状や流動特性，

なかでも地面効果と呼ばれ，翼に生じる流体力に及

ぼす剛体壁の影響については不明な点が多く残され

ている． 

本研究では高揚力装置開発のための基礎的研究と

して一様流中に置かれた吹き出しスロット付半円柱

周りの流れ並びに半円柱に働く流体力について検討

を行う．主として，フローパターンや流体力に及ぼ

す運動量係数の影響，剛体壁と流動特性との関係に

ついて可視化・圧力計測実験並びに数値シミュレー

ションにより解明を試みた． 

 

２．実験装置および方法  

 本実験で用いた実験装置概略と座標系および記

号の定義を図 1 に示す．作動流体は空気であり，実

験には 400mm×200mm の吹き出し口を有する開放

型低速風洞を使用した．図中に矢印 Uj が記されてい

る部分が吹き出しスロットである．試験片形状はス

ロット前方半径 R0＝50mm，後方半径 R1＝46.5mm で

あることからほぼ半円柱形状である．スパンは w＝

200mm であり，スロット幅は b＝1mm である．試験

片は風洞ノズルから 170mm の位置に設置され，試

験片両端はアクリル板で保持されている．一方，空

力特性に及ぼす剛体壁の影響に関する実験では試験

片から距離 H の位置に剛体壁を設置した．試験片表

面には φ＝0.3mm の圧力計測孔が設けられており，

圧力計測にはデジタルマノメーターDMP202N[(株)

岡野製作所]を用いた．一方，流れの可視化にはスモ

ークワイヤ法を適用した．ニクロム線は試験片前縁

を基準(図 1 参照)にして上流側 x＝-100mm，下流側

x＝130mm の位置に配し，煙粒子の挙動はデジタル

カメラ EXLIM Pro EX-F1[(株)カシオ計算機]を用い

てフレームレート 300fps で撮影された． 

本研究では主流速度 U∞，噴流速度 Uj の場合の運

動量係数を Cμ＝ (2Uj
2b)/(U∞

2C)と定義し，ここでは

主流速度 U∞と試験片コード長 C とに基づくレイノ

ルズ数 Re≒5.3×104(U∞≒8.3m/s)の条件下で得られ

た結果（数値計算結果も含む）について報告する．

ただし，可視化実験では Re≒1.7×104(U∞≒2.7m/s)

で得られた結果を示す． 

 

３．数値シミュレーション  

数値シミュレーションには，汎用工学シミュレー

ションソフト COMSOL Multiphysics[(株)計測エン

ジニアリングシステム]を用いた．本研究では層流，

二次元非圧縮粘性流れを仮定して解析を行った．境

界条件として計算領域入口境界及び噴流出口(スロ

ット)には流速を与え，計算領域出口境界では圧力一

定条件を与えた．また，上下の外部境界に対称境界

条件を用いた場合を便宜上無限遠における計算結果

とし，剛体壁が存在する場合には壁面上にすべり無

し条件を与えた．なお，本計算に用いたメッシュ数

は約 60 万であり，試験片表面及び固体壁面表面の境

界層は 20 層で表現した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Schematic of test section and coordinates  
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４．結果および考察  

図 2 に無限遠(H/C＝∞)でのフローパターンを示す．

迎角 α＝0 で，以降本報告では α＝0 の場合について

のみ議論する． (a)，(b)はそれぞれ Cμ＝0，Cμ＝

0.6 の場合であり，(ⅰ)，(ⅱ)はそれぞれスモーク

ワイヤ法で得られた観察例，数値計算による速度ベ

クトル図である．(a)では実験結果，計算結果のいず

れにおいても，前縁付近およびスロット近傍で流れ

が剥離し，試験片後流では剥離渦が形成されている

様子が確認できる．実験結果と計算結果は良好に一

致しており，本条件での流れ場は周期的に時間変化

（St≒0.4）しているが，ここでは紙面の都合でこの

条件での非定常特性に関する議論は省略する．(b)

は Cμ＝0.6 における結果である．噴流はコアンダ効

果により半円柱表面に付着して流れ，そのため(a)

で見られた前縁およびスロット近傍での剥離が抑制

されている．したがって，試験片後流での渦形成も

認められずほぼ定常状態の流れとなっている．また，

実験結果，計算結果のいずれからも試験片下流の流

れが大きく偏向している様子も伺え，両者は定性的

に一致していることがわかる．運動量理論から本条

件では試験片に大きな揚力が働いていることが推察

される． 

図 3 に試験片近傍に剛体壁が存在する場合 H/C＝

0.05 で Cμ＝0.6 の時のフローパターンの時間的変化

を示す．(a)は可視化観察例，(b)は数値計算による

速度ベクトル図であり，各時間の挙動を(ⅰ)～(ⅴ)

に示す．図中の無次元時間 t は CtUt / で定義さ

れる．ここで， t は有次元の時間である．(a)は静止

画であるため流れの方向並びに速度変動の様子が明

確ではないが，動画観察および(b)のベクトル図から

試験片と壁面の間で流れが上流側に向く（以降，逆

流と呼ぶ）が発生し，速度場が時間変化している様

子がわかる．すなわち，スロットからの吹き出し流

れはコアンダ効果により剥離することなく壁面に沿

って後縁付近まで流れ，その後，近傍の剛体壁に衝

突する．したがって，剛体壁面上にはよどみ点がで

き，その付近の圧力が増大する．一方，間隙比が小

さい場合には物体－壁面間を通過する流体の運動量

が小さくなるため噴流の運動量係数がある一定の値

に達すると物体－壁面間に逆流が発生するものと考

えられる．この逆流は前縁付近では主流と衝突し，

新たな渦形成をしながら試験片負圧面側を通って下

流に流れていく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡安 (4)らは壁面近傍におかれた接線方向吹き出し

円柱まわりの流れにおいて運動量係数がある値を超

えると円柱と壁面の間で脈動を伴う逆流が起こるこ

とを報告しており，本研究で得られた結果と対応し

ている．すなわち，物体－壁面間で発生する逆流お

よび脈動現象は形状に依らない接線方向吹き出しで

生じる本質的な現象であることが類推される． 

Fig.2 Flow patterns around a semi circular cylinder. (ⅰ ) : 

Flow visualization by Smoke wire method. (ⅱ) : 

Velocity vectors by CFD 
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Fig.3 Flow patterns around a semi circular cylinder.  (a) 

Flow visualization by smoke wire. (b) Velocity 

vectors by CFD 

(a)Smoke wire (b)Velocity vectors 
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図 4 に実験および計算によって得られた時間平均

圧力分布の典型例を示す．(a)は図２(a)と同じ条件

であり，試験片表面から流れが剥離し，渦放出がな

されている場合，(b)は図２(b)に対応し，高揚力が

発生していると思われる場合， (c)は図 3 に対応し

て逆流並びに速度変動が発生している場合である．

実験結果と計算結果を比較すると定性的には一致し

ているものの定量的には(b)において差異が生じる．

後縁での流れ角の違いに依るものと思われ，計算領

域や二次元流れの仮定が原因として考えられる．

(a),(b),(c)の３者を比較すると明らかに(b)におい

て大きな揚力が発生していることがわかる．すなわ

ち，(b)，(c)で運動量係数が等しい場合でも壁面の

有無により流体力が変化することが明らかである． 

図 5 に無限遠および壁面近傍における半円柱に働

く流体力に関する実験結果を示す．（a）は運動量係

数 Cμ と揚力係数 Cl の関係，（b）は Cμ と抗力係数

Cd の関係を示したものである．パラメータは間隙比

H/C である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 に無限遠および壁面近傍における実験結果を

示す．（a）は間隙比 H/C をパラメータとした運動量

係数 Cμ と揚力係数 Cl の関係，（b）は Cμ と抗力係

数 Cd の関係を示したものである．揚力に関する（a）

の結果を見ると Cμ＝0 の場合，Cl の値は H/C によ

り異なっており，壁面が試験片に近いほど大きな Cl

値を示している．これは試験片―壁間の圧力場上昇

に伴い試験片に生じる揚力が増加するという地面効

果の影響であると考えられる．また，Cμ を増加させ

ていくと Cμ＝0.1 付近で不連続的に流体力の変化が

生じ，その後は定量的に Cl の上昇傾向が見られた．

これは Cμ を増加させたことで，スロット後方で剥

離していた流れが噴流のコアンダ効果により巻上が

りが抑制され，それに伴い主流を引き込むことで生

じると考えられる（以後，便宜上噴流付着と呼ぶ）．

なお，Cd の場合には噴流付着が生じると Cd は急激
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Fig 4 Pressure distribution of semi circular cylinder. 
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Fig.5 Influence of momentum coefficient on fluid force 

 

 

(a) Lift coefficient 

 

 

(b) Drag coefficient 
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に減少する．  

固体壁面の無い間隙比∞の結果では実験条件範囲

内では連続的に Cl が上昇していくのに対し，試験片

近傍に剛体壁を有する場合には上昇傾向が大きく変

わり，ある点から Cl 増加が微少になる．この現象は

接線方向吹き出し円柱において Lockwood(2)および

岡安ら (1)が指摘した円柱の失速と類似の現象が発

生していると考えられ，岡安らは試験片周りにて噴

流が循環すると指摘している．半円柱を扱う本研究

でも噴流の逆流は生じているものと推測できる．ま

た ,H/C 増大に伴い，傾向変化が生じる Cμ の値は増

加することがわかる．このことから，この現象は壁

面距離に依存すると考えられる．抗力に関する（b）

の図では Cμ を増加させると（a）でも見られた Cμ

＝0.1 付近での不連続的変化に伴い Cd の大幅な減少

が見られる．その後 H/C=∞の場合では Cμ=0.15 付近

で極小値をとり ,単調な抗力上昇がみられるのに対

し，固体壁面を有する場合は Cμ=0.2 付近で極小値

をとった後，Cd 増加は微小なものとなっている．ま

た , さらに Cμ を増加させると Cμ＝0.4～0.5 付近に

て不連続的に Cd の増加がみられ，その後は単調に

増加していく．これらのことから接線方向吹き出し

スロットを有する半円柱において Cd 特性は壁面の

有無及び壁面位置に大きく依存することがわかる．  

 

５．おわりに  

本研究では実験及び数値計算により接線方向吹き

出しを伴う半円柱周りの流れを調べた．主な結論を

以下に示す．  

１． 噴流を伴う半円柱周り流れに関して実験結果と

数値計算結果は定性的に一致することが示さ

れた．  

２． 噴流を利用することで半円柱周りの流れ場を制

御することが可能であり，剥離渦形成や振動を

抑制できることがわかった． 

３． 試験片近傍に剛体壁が存在する場合，試験片と

壁面の間で速度変動を伴う逆流が発生するこ

とが示された． 

４． 圧力分布の比較から噴流により物体に働く流体

力の制御が可能であることがわかり，さらに同

一運動量係数であっても壁面の有無により流

体力が変化することが示された． 

本研究を遂行するにあたり，試験片製作では工学

院大学 武沢英樹教授にご協力いただきました．こ

こに記し，謝意を表します． 
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