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１．はじめに
燃焼現象は、物質移動、熱移動、相変化、さらに化学反応が競合する非線形複合現
象である。特に、常温から火炎温度に至る過程での化学反応速度の劇的な増加は他の
化学反応では見られない特徴であり、反応場を支配する燃料蒸気の拡散場と温度場が
現象の主な支配因子となっている。
このような燃焼現象に対し、重力は拡散場と温度場の形成・発達に自然対流を通し
て大きな影響を有している。誘起される微小な擾乱までを含め、自然対流が燃焼現象
に及ぼしている効果を解析的に解くことは、その強い非線形性ゆえに限界がある。実
際、これまで構築された理論の大半は自然対流の影響を無視したものとなっている。
一方、単純化のためのある合理的な近似に基づいた理論あるいは仮説（モデル）を検
証するためには、自然対流の存在が不都合となる。そこで、自然対流の影響を排除し、
モデルを検証するための理想的な拡散場の実現手段として、微小重力環境が利用され
ている。また、微小重力環境の利用には、燃料液滴などの計測対象を空中に浮遊させ、
高精度な計測を比較的長時間に渡って行うことが可能になる等のメリットもある。
微小重力環境を利用した燃焼現象の研究は、１９５０年代に世界に先駆けて我が国
で初めて行われた。それ以来、我が国では主に噴霧燃焼機構の解明を究極目標とした
多くの研究がこれまで行われている。それらの多くは噴霧の最小構成要素である単一
の燃料液滴に着目した研究であるが、液滴間の干渉効果に着目した研究も行われてお
り、いくつかの興味深い成果が得られている。しかしながら、従来の研究では特定の
条件（雰囲気、燃料種類など）における実験データの取得のみに終わるケースもあり、
燃焼現象の素過程を考慮したモデルの構築や、現象の本質の体系的な理解を行うより
一層の努力が必要不可欠である。
以上のような背景と認識に基づき、宇宙開発事業団宇宙環境利用研究システムでは、
宇宙環境利用の有効性を早期に示すための先導的研究の一つとして、「燃料分散系の
燃焼ダイナミクス解明研究」を行っている。本稿では、本研究の目的と概要について
紹介することにする。
２．研究目的
本研究は、噴霧を単純化した系と考えられる、複数燃料液滴群からなる燃料分散系
（図１参照）における燃焼メカニズム、特に火炎伝播メカニズムを解明し、モデルの
構築を行うことを目的としている。噴霧燃焼過程においては、気相中に分散した多数
の燃料液滴系を火炎が伝播することになる。そこでは、隣接する液滴が吸熱源となる
ことによって火炎伝播を妨げたり、燃料蒸気の供給源となることによって逆に火炎伝
播を促進したりする。このような液滴と火炎、あるいは複数の液滴間における干渉効
果を明らかにすることにより、噴霧燃焼機構の解明に大きく寄与するものと考えられ
る。実際の噴霧における火炎伝播では、液滴径ならびに液滴間隔の不均一性（ばらつ
き）が存在するが、そのような系における火炎伝播メカニズムを理解するための前提
として、均一径の液滴が規則的に配置された燃料分散系における火炎伝播メカニズム
を解明することが、合理的なアプローチである。図１に示すように、本研究において
想定する燃料分散系には、直線液滴列や多次元の液滴マトリクスがある。
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複数燃料液滴群の燃焼機構に関しては、これまで準定常燃焼過程の基礎的な理解に
留まっていた。このような燃料分散系における火炎伝播メカニズムを解明することに
よって、燃料分散系の時間・空間的に動的な燃焼挙動、言い換えれば燃焼ダイナミク
スに関する体系的な理解を世界に先駆けて図ることが可能となる。一方、単一液滴の
燃焼研究については、噴霧燃焼機構解明への相関が不十分であるとの批判を受けるこ
とも多かった。しかしながら、単一液滴燃焼に関する研究で得られた知見を基に複数
液滴群の燃焼にモデルを拡張して行く本研究の方法論によって、単一液滴と噴霧の燃
焼との間の大きなギャップを埋めることも可能になると考えられる。
さらに本研究の特徴として、実験的な検討に留まらず、理論検討や数値解析を組み
合わせた横断的な研究を行っていることがあげられる。現象の本質を解明するために
は、このような体系的な取り組みが必要不可欠である。そのため、本研究においては
それぞれのタスクに応じた研究メンバーから構成される研究チームを構成し、研究を
推進している。宇宙実験を目指す場合には言うまでもなく、地上実験を中心にする研
究であっても、体系的な成果の創出を行うためには、このようなチーム研究方式は極
めて有効な方法であり、積極的に採用されるべき研究推進手法と考える。本研究は平
成１２年度から本格的な研究を開始したが、平成１４年度における研究チームメンバ
ーは、ＮＡＳＤＡのほか５つの大学の研究者から構成されている。
以下に、理論検討、数値解析、地上実験に関する研究の概要を述べる。
３．理論検討
燃料分散系における従来の理論研究は、準定常仮説を適用可能な現象に限られ、液
滴間の火炎伝播のような過渡的過程は十分な研究が行われていなかった。そのため、
一般的な液滴配置における火炎伝播モデル構築の第一歩として、本研究では直線液滴
列における火炎伝播モデルの構築を進めている。モデルは、微視的スケールにおける
火炎伝播の過渡過程を記述するものである。単一液滴の準定常蒸発解に基づき、隣接
する２液滴間の火炎伝播過程を考察し、特徴的な形態（モード）を識別した。これら
のモードの概略図を図２に示す。
また、これらの火炎伝播モードがどのような条件で発現するかを予測する火炎伝播
モードマップを作成した（図３参照）。このモードマップにおける横軸は無次元化さ
れた雰囲気温度、縦軸は無次元化された液滴間隔を示している。本マップの導出過程
の詳細について本稿では省略するが、その考え方 1-3)に基づけば、マップは燃料種類
に関係なく、大気圧雰囲気下において適用可能である。これまでの液滴列火炎伝播に
関する研究においては、マクロなパラメータである火炎伝播速度に基づき論じられて
来たが、燃料種類を含む異なる実験条件での結果を体系的に比較して論じるには、こ
のような一般化されたモデルが必要不可欠である。
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火炎伝播モードの分類
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火炎伝播モードマップ

図３によれば、液滴間隔が小さく、雰囲気温度が比較的高い場合には、液滴列の周
囲に可燃混合気層が連続的に形成されるため、可燃混合気層の中を予混合火炎が伝播
する連続的予混合火炎伝播が起こることになる。一方、液滴間隔は小さいものの雰囲
気温度が比較的低い場合には、液滴周囲に十分な燃料蒸気層が形成されないため、拡
大してきた拡散火炎が未燃液滴をそのまま飲み込む形態で火炎伝播が進行すること
になる（モード１）。拡散火炎に取り囲まれた後に未燃液滴の蒸発は活発になり、新
たな燃料供給源として寄与するようになる。その結果、この液滴周囲に自立的な拡散
火炎が形成・維持され、新たな火炎先端として同様のプロセスを繰り返すことになる。
液滴間隔が広くなると、未燃液滴周囲に形成された可燃混合気層に、拡大してきた拡
散火炎が触れることによって着火が起こるようになる。着火した後、液滴周囲の可燃
混合気層の中を予混合火炎が伝播し、その後に自立的な拡散火炎が形成される（モー
ド２）。さらに液滴間隔が広くなると、未燃液滴周囲に形成された可燃混合気が、隣
接する火炎からの熱供給によって自着火し、飛び火のような形態で火炎が伝播するよ
うになる（モード３）。液滴間隔が大きく、雰囲気温度も低いような場合には、火炎
が伝播せず、液滴の蒸発のみが進むことが予測される。
４．数値解析
理論検討における予測を検証するためには、数値解析と実験による方法がある。し
かし、微小重力実験の回数は限定されたものであることを考えると、数値解析が非常
に強力な手段となる。特に、ある特定のパラメータに着目して現象の詳細な観察を繰
り返し行うことは、数値解析によってのみ可能となる。しかしながら、従来の微小重
力利用燃焼研究において、数値解析が十分に活用されていたとは言い難い。液滴列に
関しても、無限に続く液滴列の高温雰囲気における着火解析を行った例 4)はあるが、
有限個の液滴から構成される液滴列における非定常火炎伝播解析を行った例はない。
そこで本研究では、液滴列火炎伝播解析を行うための数値解析コードの開発を進め
てきた。解析の詳細な内容については、他の文献 5)を参照されたい。数値解析では、
図４に示すように、気相中に配置された任意の数の液滴から構成される液滴列を扱う。
列の左端の液滴近傍に設置した熱源により、液滴を着火させる。熱源は、着火後に除
去し、隣接する未燃液滴への火炎伝播過程を調べた。解析領域は、液滴列の中心を貫
く線を中心軸（Z 軸）にとり、２次元軸対称領域とした。図５に計算格子の構成を示
す。液滴の内部及び近傍の気相領域では球座標系に基づく格子とし、その他の気相部

では円筒座標系に基づく境界適合格子を用いた。これにより、複数の液滴を包含する
解析領域を扱うことを可能にした。液滴は蒸発とともに球形を保ちながら縮小するも
のとした。球座標系領域の内部では、時間ステップ毎に縮小する液滴表面位置に合わ
せて格子の修正を行った。
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解析モデル
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計算格子

解くべき未知量は、気相部の流れ場、温度場、化学種毎の濃度場及び液滴内の温度
場とした。輻射及び自然対流は無視した。本解析では液滴内部対流について扱うこと
も可能であるが、これまでの解析においては計算時間短縮のために省略している。化
学反応は総括一段反応とし、反応項にはアレニウスの式を用いた。デカンの反応パラ
メータは、妥当な値の入手が困難だったため、ヘプタンにおける値を基点として、初
期着火及び未燃液滴への火炎伝播ができるような値に調整し、活性化エネルギ E =
1.25×105 J/mol、頻度因子 f = 2.1×106 m/s/mol を与えた。気相の熱物性値は、温度
依存性を考慮した 0.1MPa における空気の物性値を用いた。拡散係数は、気相の化学
種組成および温度依存性を考慮した多成分気体への拡散係数を用いた。
液滴の初期直径を 1mm、初期温度を 300K とし、雰囲気温度 573K の静止空気中に置
かれた液滴列について、火炎伝播モードの液滴間隔への依存性を調べた。液滴間隔の
違いは、火炎からの熱伝導による未燃液滴周りの可燃混合気の加熱時間、及び可燃混
合気層の拡大に要する時間の違いとなって伝播モードを特徴付ける。
解析結果の一例を図６に示す。液滴間隔が狭い場合（S/d = 1.5）、火炎先端は、液
滴列の側面を一定距離を保ちながら直線状に進行する。可燃予混合気層は、常に火炎前方の未
燃液滴までつながり、そこを火炎が進行する伝播様式となる。火炎が未燃液滴に至るとき、
液滴間隔が狭いゆえ液滴間の気相区間は燃料蒸気で満たされ、かつ蒸発による冷却効
果ゆえに比較的低温に保たれる。液滴間隔が広がると（S/d = 6）
、未燃液滴との間の
気相区間が広いため、蒸発した燃料蒸気に満たされることなく酸素が残留し、また蒸
発による温度低下も液滴近傍に限られるため、火炎が回り込む余地が生じる。未燃液
滴の左側は加熱され蒸発が盛んになり、火炎から未燃液滴への連続した可燃混合気層
が形成される。次に火炎先端に接する領域で急激に反応速度が上昇する。これは、未
燃液滴の可燃混合気層に引火したことを示している。火炎は、未燃液滴周りに形成さ
れた可燃混合気層を液滴表面に沿って進行し、やがて液滴を取り囲む。液滴間隔がさ
らに広い場合（S/d = 10）、未燃液滴周りの可燃混合気層は、火炎先端に到達する前
に着火する。ただし直後に両者は合体する。液滴間隔がより広がった場合には、飛び
火する様式がより明確になる。これらの数値解析結果は、理論予測と良く一致してい

る。
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予混合火炎伝播
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図６ 数値解析結果
グレーの濃淡：温度分布
等値線（細）：反応速度
等値線（太）：当量比φ = 1.0（内側）、φ = 0.5（外側）

５．微小重力実験
理論検討と数値解析に加え、ＭＧＬＡＢの落下塔を利用する短時間微小重力実験を
平成１３年度末から開始した。図７に落下実験用装置の外観を示す。実験装置は燃焼
チャンバ、液滴列昇降装置、観察・計測用機器、制御機器などから構成されており、
３段のベースプレート上に各機器が配置されている。燃焼チャンバ内部には昇温用の
電熱線ヒータがあり、最高 500℃程度までの高温雰囲気を形成することが可能である。
また、観察用窓を上面に１個、側面に２個有するほか、下面には液滴列を挿入するた
めの開閉用シャッタがある。液滴列の燃焼チャンバへの移動はステッピングモータと
ギアを用いた昇降機構により行われる。 実験時には、常温で生成した燃料液滴列を
高温の燃焼チャンバ内に移動させた後、液滴列の一端に電熱線により着火させて火炎
伝播現象の直接観察及び光学計測を行う。
本研究では、新たな手法に基づく液滴列の生成技術も開発している 6)。液滴列生成
装置の概略を図８に示す。この装置は、同一径の複数液滴を同時に形成することによ
って、短時間のうちに液滴列を生成するものである。従来、複数本の石英線上に１つ
ずつ液滴を形成・付着させる方法が利用されてきたが、そのような方法では液滴列生
成時における蒸発の進行が無視できないため、使用できる燃料が揮発性の低いものに
限定されていた。本研究において開発したこの新しい手法により、揮発性の高い燃料
を用いることも可能になると考えられる。
液滴列の生成は、外形 40μm に引き伸ばしたガラス管の先端から燃料を押し出すこ
とにより行われる。液滴生成部分にはテフロンチューブを介して燃料供給用マイクロ
シリンジが接続されており、シリンジ後部のプランジャをステッピングモータ制御の
移動ステージで押すことによって燃料を押し出す。液滴の生成個数に対応して複数の
ガラス管が直線上に配置してあり、複数液滴を同時に生成することが可能である。液
滴直径はステッピングモータの駆動パルス数によって制御され、そのばらつき誤差は
規定直径の 5%以内である。
本装置では、液滴の支持を図８に示すような極めて細い 14 μm 径の SiC ファイバ

を X 字に交差させ、その交点に燃料の表面張力を利用して液滴を付着させている。図
９は本液滴列生成機構によって SiC ファイバ交点上に作られた n‑デカン(C10H22)液滴
の形状である。従来用いられてきたφ125μm 石英フィラメント上に作られた液滴画像
（右図）では、液滴径に比較して支持線径が大きく、液滴も回転楕円体形状をしてい
る。一方で SiC ファイバ交点上の液滴（左図）は表面張力の働きによってほぼ真球形
状が保たれている。これにより微小重力環境中での現象の対称性が担保されると同時
に、蒸発・燃焼時に支持材が与える熱的・物理的影響を最小限に抑えている。
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落下実験用装置外観
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Glass tube

図８

液滴列生成装置と支持方法の概略

理論解析による予測に対して、落下実験での実際の現象観察によって実証を行った。
実験パラメータは液滴間隔 S と液滴直径 d、雰囲気温度 T であり、これらを変えるこ
とによってモードマップ上での実験点を変化させている。図１０に示す直接可視画像
は微小重力実験結果の一例であり、上段の図に対して 1/30 秒経過後の画像を下段に並
べている。これらは微小重力環境を利用することで各モードに対応づけられた、世界
で初めての火炎伝播画像であり、見事に異なるモードの火炎伝播の様子を捉えること

ができた。

図９ φ14μm SiC ファイバ（左）およびφ125μm
石英フィラメント上（右）の生成液滴形状

(a) Mode１
図１０

(b) Mode 2
(c) Mode 3
微小重力実験における火炎伝播映像

(a)は、図の左側から拡大する拡散火炎に、短い間隔で並べられた液滴が次々に取り
込まれてゆくモード１の火炎伝播過程である。取り込まれた後に液滴が蒸発を活発化
させて火炎拡大の駆動力となる。(ｂ)、(ｃ)はそれぞれモード２と３に対応した時系
列画像である。ともに、既燃液滴周りの拡散火炎の接近に伴い未燃液滴の蒸発が活性
化、周囲の可燃混合気が着火したのちに拡散火炎を形成する点は共通であるが、その
火炎が干渉効果等によって群燃焼形態に入るかどうかがモード２、３の最大の違いで
ある。実際、(ｃ)のモード３は完全に独立な球形火炎が並ぶ形を取る。現在、OH ラ
ジカルの高速度撮影画像等、複数の観察手段によって得られた燃焼画像データを組み
合わせ、より詳細な現象解析を進めているところである。
６．まとめ
理論検討、数値解析、微小重力実験による横断的研究により、液滴列の火炎伝播現
象について、多くの成果が得られつつある。今後、火炎伝播モデルの高度化、数値解
析の精緻化、本格的な実験データの取得と解析などを進めると共に、多次元液滴マト
リクスへの展開にも着手し、燃料分散系の燃焼ダイナミクスの体系的な解明を図って
ゆきたい。
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