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〔特集〕乱流を測る －乱流理解に貢献する計測技術の最前線・課題・展望－
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1 はじめに
気体や液体中で乱流運動により物質が拡散・混合す
る問題は自然界に数多くみられ，その特性の解明は流
体力学の重要な課題となっている．しかしながら，自
然界には拡散物質は多くの種類があり，そのすべてを
扱うことは困難である．そこで，本稿では，気体の場
合，取扱やすいものとして二酸化炭素（以下CO2と略記
する）を例として取り上げ，熱線プローブを用いた乱流
中のCO2ガスの瞬時濃度・速度の同時測定法1)の基礎を
解説する．一方，液体については，二次の化学反応場を
対象にして，反応物質および生成物質の瞬時濃度の測定
に吸光スペクトル法2, 3)に基づく光ファイバプローブを，
流れ方向瞬時速度の測定にはI型熱膜プローブを用いた
濃度・速度同時測定技術について紹介する．また，乱流
理論で重要なエネルギー散逸率の実験的算出式につい
て纏めることにする．
2 熱線による気体の濃度・速度同時測定
2.1 熱線流速計出力電圧の予測
電流 𝐼で加熱されている熱線プローブが流速 𝑈の定常
な流れの中で熱平衡状態にあれば，次式が成りたつこと
が知られている．
𝐼 𝑅
𝜋𝑙𝜆 𝑇
𝑇 Nu
(1)
ここで，𝑅 は熱線の抵抗，𝑙 は熱線の長さ，λは気体の熱伝
導率，𝑇 と𝑇 はそれぞれ熱線と気流の温度，Nu ℎ𝑑/𝜆

（ℎ：熱伝達率，𝑑：熱線の直径）はヌッセルト数である．
ヌッセルト数は様々な無次元数（例えば，レイノルズ数
Re  Ud  ，プラントル数Pr 𝐶 𝜇⁄𝜆 ，温度加熱比
𝜀
𝑇
𝑇 ⁄𝑇 など）の関数である．（ここで，νは
動粘性係数，𝜇は通常の粘性係数，𝐶 は定圧比熱である．）
現在のところ，すべてのガス-空気混合気に対して有効
な Nu の表現は見出されていないが，ここでは，一つの
試みとして， Simpson & Wyatt (1973) 4)による次式を基
礎にして議論を進めることにする．
.
Nu
𝑇 ⁄𝑇 . 0.24 Pr⁄ Pr
.
.
0.56 Pr⁄ Pr
Re
(2)
⁄
ここで，𝑇
𝑇
𝑇 2は熱膜平均温度と呼ばれてい
る．また，Pr，Pr は温度が𝑇 のガスと空気のプラン
トル数を表している．なお，熱線の抵抗𝑅 も温度の関
数であり，次式で与えられる．
𝑅
𝑅 1 𝑏 𝑇
𝑇
ここで𝑏 の値は，タングステンに対し𝑏

(3)
5.2

10
K ，白金に対して𝑏 3.5 10 K であり，
𝑅 は気流温度𝑇 における加熱されていない熱線の抵抗
である．加熱電圧を𝐸とすると，式(1),(2),(3)から次式
が得られる．
𝐸
𝜋𝑙𝜆 𝑇
𝑇 𝑅 1 𝑏 𝑇
𝑇
.
.
0.56 Pr⁄ Pr
Re .
0.24 Pr⁄ Pr
(4)
この式(4)を用いることで，空気および CO2 ガス流にお
ける熱線の出力を予想することができる.
図１は𝑇
288 Kとして，𝑇
400, 500, 600 Kの
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図 1 熱線流速計の出力電圧予想結果
図 3 加熱比および気種による熱線出力の変化

受感部長さ約1 mm）を用いた．なお，２本の熱線の間
隔はおよそ0.5 mmである．白金線を用いた出力電圧の
二乗値 𝐸 と流速𝑈の関係の加熱比による変化を調べた
結果を図 3 に示す．ただし，図中の𝜀 は抵抗に基づいた
加熱比𝜀

𝑅

𝑅 ⁄𝑅 であることに注意されたい．

容易にわかるように，𝜀 と𝜀 の間には𝜀

関係がある．前節で予想した図 1 と比較すると，電圧は

図 2 2 本式熱線プローブ

回路によって増幅されているので全体的に大きい値にな

場合の熱線流速計出力電圧 𝐸の二乗値 𝐸 と流速 𝑈の関
係を式 (4)より計算した結果を示す．ただし，必要な物
性値（𝜆 と Pr）は，熱膜平均温度 𝑇 における値を用い

っている．しかし，加熱比が小さい場合は空気中の方が
CO2 流中よりも電圧が高く，加熱比が大きくなるにつれ

た 5)．このとき，𝑇 は512, 712, 912 Kであり，加熱比
𝜀 はそれぞれ0.78, 1.47, 2.17に相当する．また，熱線
は長さ𝑙

1 mm，直径𝑑

5 μm，零抵抗𝑅

5.4 Ωの

白金線を仮定した．図１において加熱比𝜀 が小さい場
合，CO2 の流れでは空気よりも小さい電圧が予想されて
いる．しかし，加熱比𝜀 が大きくなるにつれて，電圧
の差が小さくなり，さらには逆転していることが分か
る．
2.2 熱線出⼒の検定実験
ここでは実際に行われた検定実験結果を示す．検定実
験は，CO2 が室内に充満しないように，専用の風洞内部
で行われた１）．風洞中に出口直径 4 mm の較正用ノズル
を固定し，これにゴムホースを繋いで空気とCO2 をこの
ノズルへと導いた．空気は小型の送風機から別の小型風
洞を介してノズルへ送った．CO2 ガスは 20，40，80，
100％の体積％濃度のボンベから，減圧弁，流量計を通
し，室温に近づくようホースを長くしてノズルに送った．
実験で用いた熱線プローブは自作したものであり，その
概略を図 2 に示す．熱線には，タングステン線と，高温
でも酸化しにくい白金線の二種類（ともに線径𝑑

𝜀 ⁄ 𝑏𝑇 の

5 𝜇m，

図 4 CO2-空気混合ガスでの較正結果
(a) 𝜀

0.3, (b) 𝜀

1.4
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て，その大小関係が逆転するという定性的な部分では予
想通りとなった．
図 4(a)，(b)は，CO2 と空気の混合気中での電圧の変化
を調べた結果である．(a)のグラフは加熱比𝜀 が 0.3 の場
合，(b)のグラフは加熱比𝜀 が 1.4 の場合である．これら
のグラフから分かるように，混合気中の出力電圧は空気
中とCO2 中の曲線の間にあり，濃度が上がるにつれて，
(a)のグラフでは徐々に下がり，(b)のグラフでは徐々に
上がることが確認できる．
図 5 濃度・速度測定の較正用の図

2.3 濃度・速度同時測定用較正図の作成
図 5 は，図 4(a)，(b)に描かれていたデータを，低加熱
比の熱線の電圧二乗値𝐸 を横軸に，高加熱比の電圧二
乗値𝐸 を縦軸としてまとめ直したものである．実線は
等濃度線である．また，破線は等速度線である．𝐸 , 𝐸
共に，速度が上がれば電圧が高くなるため，各等濃度線
は右上がりとなる．しかしながら，速度が同じままで
CO2 の濃度が上がった場合，𝐸 は下がるが，逆に𝐸 は上
がるため，等速度線は左上がりとなっている．これは空
気流中とCO2 流中の較正曲線の大小関係が逆になってい
るために起こることである．容易に分かるように，この
図上では，一つの電圧のペア(𝐸 , 𝐸 )に対して濃度と
速度が一意的に決定できる．したがって，実際に濃度・
速度測定を行おうとする際，予めこの図を求めておけば，
瞬時の電圧(𝐸 , 𝐸 )という座標における濃度と速度が
この図から求まる．これが，今回紹介する濃度・速度同
時測定法のアイデアである．図 5 は，濃度・速度測定の
較正用の図となるので，“Calibration Map (較正図)"と
呼ばれる．実際には，パラメトリックスプラインによる
曲面補間法 6)を用いて，瞬時電圧データ(𝐸 , 𝐸 )に対
応する濃度と速度を計算することが出来る.具体的な測
定例については，たとえば文献１)を参照されたい．
以上，CO2 と空気の混合気について濃度と速度の同時
測定法について紹介したが，ここで示された方法は CO2
以外の気体
（例えばアルゴン，ネオン，一酸化炭素など）
に対しても応用可能 7)と考えられ，今後の発展が期待さ
れる．

(Calibration Map)

な性質が調べられている連続競争反応の第一反応であり，
次式で与えられる二次のオーダーの化学反応である．
A+B→R
(5)
ここで，物質Aは1-ナフトール，物質Bはジアゾベン
ゼンスルフォン酸，物質Rはモノアゾ染料(赤色) で
あり，今回紹介する実験条件ではこの反応速度定数は，
k = 12,000 m3/(mol･s) である．また，物質B を含む溶
液を主流とし，そこに物質Aを含む溶液を二次元噴流
として噴出する．ただし，式(5) で示した反応の反応
速度にはpHが影響する．そこでpH を一定（ここでは，
pH=10 に設定）に保つため，緩衝塩として炭酸ナトリ
ウムと炭酸水素ナトリウムを噴流中に加える．さら
に化学反応に影響を与えない保存スカラーと見なし
うる物質C (青色) を含ませる．ここで，物質C は
Acid Blue 9（C.I.42090）である．本手法では，物質R
と物質Cの濃度を次節で紹介する吸光スペクトル法2)
により同時測定し，保存スカラー理論9)を利用するこ
とにより，物質A，B，Rの全ての濃度を決定する.
3.2 吸光スペクトル法 2, 3) による濃度測定原理
今回は吸光物質である物質Rと物質Cの瞬時濃度を
吸光スペクトル法による多成分変動濃度計2)を用い，
同時測定する．単成分の吸光物質を含む溶液に波長
の光を入射したとき，光強度の変化はBeer-Lambert
の法則により次式で表される．

ln
3 液体中での速度／濃度同時測定
本節では，液体中で二つの物質を別々に含んだ二つの
流れが乱流運動により混合されながら化学反応する現象
を対象にして，液体の速度と液体に含まれる物質の濃度
を同時測定する手法と測定例について紹介する．

α 𝜆 𝑙𝛤

ここで，𝐼 𝜆 は検査部（長さ l）への入射光強度，𝐼は
検査部を通過した瞬時の透過光強度，𝛤 は検査部中
の物質の瞬時濃度，は比例定数での関数である．
ここで，吸光スペクトル𝑃 𝜆 と吸光係数𝑘 𝜆 を次式
のように定義する．
𝑃 𝜆

3.1 化学反応と流れ場
本稿で対象とする化学反応はBourneら8)により基本的

（6）

𝐼𝜆
0 𝜆

ln 𝐼

（7）

𝑘 𝜆
𝛼𝜆𝑙
（8）
式(7)，(8) を用いると，式(6) より，𝑃 𝜆 と𝑘 𝜆 の間
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に次式のような線形関係が成立する．
𝑃 𝜆

𝑘 𝜆 𝛤

（9）

溶液が多成分の物質を含む場合，その吸光スペクトル
値は，各成分が単独に存在するときの吸光スペクトル
値の和になる．今回の実験では二成分の濃度を同時測
定するので，二つの波長𝜆 , 𝜆 の光を用いる．その場
合，Beer- Lambert の法則より，波長𝜆 , 𝜆 に対する混合
溶液の吸光スペクトル値は次式で表すことができる．
𝐼 𝜆1
0 𝜆1

𝑘𝑅 𝜆1 𝛤𝑅

𝑘𝐶 𝜆1 𝛤𝐶 (10a)

𝐼 𝜆2
0 𝜆2

𝑘𝑅 𝜆2 𝛤𝑅

𝑘𝐶 𝜆2 𝛤𝐶 (10b)

𝑃 𝜆

ln 𝐼

𝑃 𝜆

ln 𝐼

ここで，添字𝑅と𝐶 は，各々物質𝑅と 𝐶に対する値を示
す．したがって，各波長𝜆 ，𝜆 に対する吸光係数𝑘 ，
𝑘 をあらかじめ検定により決めておけば，混合液の
瞬時吸光スペクトル値𝑃 𝜆 ， 𝑃 𝜆 を吸光濃度計で
測定し，式(10a，b)を解くことにより二成分瞬時濃度
を求めることができる．
図 6 に濃度測定システム全体図を示す．光源であるハ
ロゲンランプから出た光は光ファイバにより伝送され，
測定部に導入される．測定部で物質の濃度に応じて光が
吸収され，その後，再び別の光ファイバによって受光，
伝送され，分光器によって三つの波長に分光された後，
光電子増倍管により電圧に変換される．ただし，今回は
二成分測定なので，二つの波長𝜆
520 nm , 𝜆
600 nm のみ使用する．その後，電圧信号は AD コンバ
ーターによりデジタル信号に変換され，パーソナルコン
ピュータに記録される．今回使用した光ファイバのコア
径は 0.5 mm，光ファイバ間の距離（検査部の長さ l に対
応する）は 0.7 mm である．
3.3 保存スカラー理論
本測定法では，Bilger ら9)の方法に基づいて反応場に

図 6 濃度測定システム全体図

から次式で表される保存則を導くことができる．

1
ここで物質R の代表濃度 𝛤
𝛤

(14)

は次式で定義される．
(15)

3.4 二次元液相噴流中における二次の化学反応場での
濃度・速度同時測定
図 7(a)に本研究で対象とした二次元噴流の概略図を示
す．前述したように噴流溶液に物質 A，緩衝塩，保存ス
カラーである物質Cを，主流溶液に物質Bを含ませて行
った．各物質の初期濃度をそれぞれ，𝛤 = 0.4mol/m3，
𝛤 = 0.2mol/m3，𝛤 = 0.1 kg/m3 とした．このとき，
式(15) より計算できる物質 R の代表濃度 𝛤 は， 𝛤 =
0.133 mol/m3 となる．主流流速 UM と噴流出口流速 UJ
はそれぞれ，0.073 m/s，1.29 m/s とした．噴流出口流速
と主流流速の差に基づくレイノルズ数 Re = (UJ -UM)d/
は約 2,200，ダムケラー数 Da = k(𝛤 +𝛤 )d/ (UJ -UM)
は約 11.8 である．ここで，d は噴流出口のスリット幅
であり，d =2 mm である．座標軸は噴流出口断面の中
心を原点とし，流れ方向に x 軸，噴流の広がり方向に y 軸

をとった．今回の実験では，図 7(b)に示すように，光ファイ
バプローブと I 型熱膜プローブから構成される複合プロー
る全ての成分の濃度を測定する. 保存スカラー理論より，
ブを用いて，反応物質濃度と流れ方向速度の同時計測を
物質A，Bの濃度は次式により求められる.
保存スカラー理論を適用し，対象となる二次反応に関わ

𝛤

𝜉𝛤

𝛤

1

𝛤
𝜉 𝛤

(11)
𝛤

(12)

ここで，𝛤 ， 𝛤 はそれぞれ物質A，B の初期濃度で
ある．また，𝜉 は混合分率と呼ばれ，化学反応の影響を
受けない保存スカラーである．混合分率は物質Cの濃
度𝛤 と初期濃度𝛤 を用いて次式で定義される．
𝜉 𝛤 ⁄𝛤
（13）
吸光スペクトル法により測定した物質Cと物質Rの瞬
時濃度と式(11)，(12) より，直接測定できない物質A
と物質Bの瞬時濃度を算出する．さらに式(11)，(12)

図 7 (a)二次元噴流反応場,

(b) 濃度・速度同時測定用
複合プローブの概略図
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行った． I 型熱膜プローブはTSI 製MODEL 1210-20-W を
用いた．この熱膜プローブの受感部は白金製の円筒形で，
受感部の直径は 50.8 m，長さは 1.02 mm である．両プ
ローブ間の距離は = 0.4 mm である．
図8に流れ方向物質フラックスの中心線上における変
化を示す．図中には比較のため，保存スカラー理論9)よ
り導出できる無反応極限および瞬間反応極限の値が示さ
れている．縦軸は物質A，B の初期濃度あるいは物質R
の代表濃度と噴流出口流速と主流流速の差で無次元化し
てある．物質Aの物質フラックスは化学反応の影響によ
り，噴流出口付近では無反応極限の値に比べて大きい値
となり，下流では無反応極限の値に比べて小さい値とな
る．物質Bの物質フラックスは逆の傾向を示し，噴流出
口付近では無反応極限の値に比べて0に近い値となるが，
下流では無反応極限の値に比べて負に大きい値となる．
生成物質Rの物質フラックスは，噴流出口付近で負の値
となり，噴流の下流では正の値となる．このように化学
反応が物質フラックスに対して与える影響が噴流出口付
近と，噴流の下流の領域との間で異なっている理由につ
いては，噴流出口付近と噴流の下流や外縁部付近では反
応速度が大きくなる条件が異なることから説明できるが，
詳細は文献 3）を参照されたい．
以上，二次元液相噴流の二次の化学反応場について物
質の濃度と速度を同時測定する手法について紹介したが，
濃度測定の手法である吸光スペクトル法自体は，使用す
る波長の数を増やせば，三成分以上の物質の濃度測定 10)
にも可能であり，また光源に半導体レーザー等を用いれ
ばさらなる分解能の向上 11)が期待できる．
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議論が活発に行われている 12)．今回のテーマは乱流エネ
ルギー散逸そのものではないためその詳細については割
愛するが，ここで重要なのは，エネルギー散逸率εを直接
的に算出するためには，式(16)から明らかなように，3
方向速度の空間微分量(または Taylor の凍結乱流の仮定
を用いることを前提に時間微分量)が必要なことである．
ε

ν 2

𝜕𝑤
𝜕𝑦

𝜕𝑣
𝜕𝑥

𝜕𝑢
𝜕𝑧
𝜕𝑢 𝜕𝑣
2
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜕𝑤
𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑧
𝜕𝑢 𝜕𝑤
2
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝜕𝑢
𝜕𝑦

2

𝜕𝑤
𝜕𝑧
𝜕𝑣 𝜕𝑤
2
𝜕𝑧 𝜕𝑦

𝜕𝑣
𝜕𝑦

2

16

ここで，νは動粘性係数，𝑢, 𝑣, 𝑤はそれぞれ x, 𝑦, 𝑧方向に
対する速度変動成分であり，上付きバーは時間平均を表
す．実験において複数成分速度の空間こう配を同時に精
度よく計測するのは極めて困難であり 13, 14)，ほとんどの
場合で微分統計量の算出には何らかの仮定を適用せざる
を得ない．最も一般的なのは，局所等方性の仮定である
15)

．詳細は紙面の都合上省略するが，この仮定により，
15ν

ε

𝜕𝑢
𝜕𝑥

17

となる．この手法は，例えば I 型熱線流速計などから得
られた速度 1 成分の時系列データのみから散逸率を計算
できることから，
多くの研究で採用されている．
しかし，
局所等方性はよほど乱流レイノルズ数が高くない限り成
り立たないことが多くの研究で指摘されている 16, 17)．
そこで等方性ではなく一様性が近似できる場合を考え
る．またこれ以降，非圧縮性流体のみを対象とする．こ
のとき，

4. 乱流エネルギー散逸率の算出
乱流の減衰挙動やエネルギー散逸は，乱流研究の中で
最も古典的な課題の一つであり，実験・シミュレーショ
ンを問わず数多くの研究がなされてきた．
また近年では，
乱流レイノルズ数の比較的高い乱流でも乱流エネルギー
の散逸係数が一定とならない，すなわちエネルギー収支
がバランスしない非平衡的な性質を示す乱流についての

𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑤
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝜕𝑢
𝜕𝑥

18

などが成り立つため，結果として
ε

ν

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑤
𝜕𝑦

𝜕𝑤
𝜕𝑥
𝜕𝑢
𝜕𝑧

図 8 反応物質 A，B および生成物質 R の流れ方向物質フラックスの中心線上変化

𝜕𝑢
𝜕𝑦
𝜕𝑣
𝜕𝑧

𝜕𝑤
𝜕𝑧

19
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と表される．DNS による結果ではあるが，この近似は角
柱後流流れで成り立つことが示されている 18)．なお，か

6) 菅野敬佑，吉村和美，高山文雄： C によるスプラ

つて式(19)は等方性が満たされる場合に成り立つと考え
られていたが，実際に必要な条件は一様性である 19)．
さらに少し条件を緩和し，局所軸対称性を仮定できる
場合を考える．ここでは x 方向を軸として𝑦 𝑧断面上
で軸対称性が成り立つとする．この場合には

7) 酒井康彦，渡辺貴勇，蒲原覚，櫛田武広：気体の濃

𝜕𝑢
𝜕𝑦

𝜕𝑢
𝜕𝑧

,

𝜕𝑣
𝜕𝑥

𝜕𝑤
𝜕𝑥

20𝑎

𝜕𝑣
𝜕𝑧

𝜕𝑤
𝜕𝑦

,

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑤
𝜕𝑧

20𝑏

𝜕𝑢
𝜕𝑦

1 𝜕𝑢
3 𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑧

20𝑐

𝜕𝑣 𝜕𝑤
𝜕𝑧 𝜕𝑦

1 𝜕𝑢
6 𝜕𝑥

1 𝜕𝑣
3 𝜕𝑧

21𝑎

1 𝜕𝑢
2 𝜕𝑥

21𝑏

𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑤
𝜕𝑧 𝜕𝑥

とすることができるため，導出過程は省略するが
ε

ν

5 𝜕𝑢
3 𝜕𝑥

2

𝜕𝑢
𝜕𝑧

2

𝜕𝑣
𝜕𝑥

8 𝜕𝑣
3 𝜕𝑧

22

2

𝜕𝑢
𝜕𝑦

2

𝜕𝑣
𝜕𝑥

8

𝜕𝑣
𝜕𝑦

23

あるいは
ε

ν

𝜕𝑢
𝜕𝑥

となる 17)．上式は，二次元噴流場や軸対称噴流場，円柱
後流流れ，完全発達したチャネル流れに対して成り立つ
ことが報告されている 18)．
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