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1. 緒言 
現在，環境問題や化石燃料枯渇といった観点

から，自動車用火花点火機関の燃料消費および

有害排出物低減が急務である．その対策の一つ

として指向されている希薄燃焼では，火炎伝播

速度の減少を抑制するため，スワール，タンブ

ル流に伴う強い乱れを生成することが常道と

なっている．しかし，この強い乱れにより火炎

核の熱損失が増大し，失火に至る可能性が高ま

る．現状では火花エネルギーの増大によって失

火を回避しているが，点火系の早期劣化や電磁

波障害の問題が懸念される．以上のことから希

薄燃焼技術では，火花エネルギーを低減させ，

なおかつ確実に点火させることが，重要な課題

となる． 
既報において，定容燃焼容器内の静止混合気

場および旋回流動混合気場にフランジ付き電

極を設置して点火実験を行い，火花放電時に発

生する衝撃波に消費されるエネルギーを，フラ

ンジによって反射，回収すること，およびフラ

ンジにより主流を抑制することが，点火エネル

ギーの低減に有効であることが示された．1)2) 
本報は旋回流動混合気場に配置したフラン

ジ付き電極の点火特性改善機構の解明を目的

とし，点火実験および汎用熱流体解析ソフトを

用いてフランジがない電極（以降，通常電極），

円板形フランジ付き電極，円筒形フランジ付き

電極，および円筒円板組み合わせ形フランジ付

き電極（以降，組み合わせ形フランジ付き電極）

のフランジ周りの流動特性および伝熱特性の

比較，検討を行った． 
 

2. 実験装置および数値解析手法 
旋回流動燃焼容器を Fig.1 に示す．燃焼容器

は SUS303 製で，燃焼室直径 60 mm，燃焼室

幅 25 mm の円筒形である．側面にはシュリー

レン撮影用に合成石英ガラス製の観察窓を設

置し，旋回流を生成するためのノズルは燃焼室

円周面に沿うように設けてある．フランジ付き

電極の概略を Fig.2 に示す．通電部には直径 1 

mm のステンレス線，絶縁部には直径 10 mm 

の碍子を用いて，火花間隙は 1 mm とした．フ

ランジは黄銅製で直径 9 mm，厚さ 1.6 mm の

円板を 4 mm 間隔で対向させた円板形，直径 9 

mm（肉厚 0.5 mm），高さ 6 mm のパイプを用

いた円筒形，高さ 4 mm の円筒形フランジに円

板形フランジを組み合わせた組み合わせ形（隙

間 2 mm）の 3 種類とした．燃料にはプロパン

を用い，当量比は 0.75 とした． 
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数値解析には FLUENT Ver.6.3.26 を使用し

た．乱流モデルには k-εモデルを使用し，差分

法は一次精度風上差分法を用いた．Fig.3 に数

値解析における流れの概略と，フランジ周辺

部の流速測定範囲を示す．解析領域は旋回流

動燃焼容器の燃焼室と同寸法とした．燃焼容

器内旋回流動場を模擬し，解析領域内のノズ

ル中心軸延長線上に混合気流入口を配置し速

度場を与え，通常電極の火花間隙位置での流

速が 5 m/s，12 m/s，23 m/s となる条件におい

て解析を行った．この旋回流動場内に，実験

と同寸法，同配置で各フランジを配置し，フ

ランジ周辺部の流れを三次元で解析し検証し

た． 

フランジへの伝熱特性を調査するため，点

火時刻において火花間隙位置に火花エネルギ

ーに相当する熱を与えて燃焼反応を誘起し，

その後 4 ms 間における火炎核からフランジ

への損失熱流量を求め，比較，検討した． 

 

3. 実験結果および考察 
3.1  フランジ周辺部の速度分布 
 Fig.4 に組み合わせ形フランジの火花間隙

中心を含む平面内の速度分布を示す．Fig.4(a) 

に左断面図，Fig.4(b) に正面図を示した．フラ

ンジ外周面に衝突した旋回流は面に沿って流

れ，フランジ下部にて合流することがわかる．

フランジ内部での流れは旋回，滞留しており，

火花間隙位置であるフランジ中心部において

は相当に流速が低減されていることが確認で

きる． 

 

3.2  火花間隙位置における流速抑制効果 
 通常電極と円板形フランジ付き電極，円筒形

フランジ付き電極および組み合わせ形フラン

ジ付き電極を用いた，数値解析における火花間

隙位置とフランジ近傍の流速を Fig.5 に示す．

流速 12 m/s の条件において，横軸に燃焼容器

中心からの距離，縦軸に平均流速を示した．通

常電極において，燃焼容器壁面に近づくにつれ

て平均流速が大きくなっている．フランジを設

置した場合，通常電極と比べてフランジ間の平

均流速は小さく，いずれのフランジ形状におい

ても流れが抑制されている．これは旋回流の主

流がフランジ外壁面に対して垂直方向に流れ

るので，フランジ間への主流の流入を防ぎ，流

速が抑制されたと考えられる．組み合わせ形フ

ランジは，流速抑制効果が最も大きいものとな

ったが，開口部面積が小さいため，火炎核がフ

ランジ外へ成長することを妨げる，障壁として

作用する負の効果が大きいことが示唆される． 
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Fig.2 Flanged electrodes 
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3.3  火炎核からフランジへの熱損失 
 円筒形フランジ付き電極の，流速 12 m/s の

条件における火炎核成長形態を撮影したシュ

リーレン写真を Fig.6 に示す．火炎核がフラン

ジ間で成長していることから，フランジ間領域

において流速が低減されるという数値解析の

結果の裏付けとなる．組み合わせ形フランジ付

き電極においても同様と推察される．火炎核の

成長はフランジによって大きく抑制され，時間

経過に伴いフランジ面に接する面積が増加し

ていることから，火炎核からフランジへの熱損

失の影響を無視できないことが示唆される． 

 Fig.7 に数値解析により得られた，円筒形フ

ランジにおける火炎核成長過程の温度分布図

を示す．流速 12 m/s の条件において火花間隙

位置に熱を与えて燃焼反応を誘起した後の 4 

ms 間の火炎核成長の様子である．火炎核は成

長過程初期においてはフランジ間で成長し，時

間の経過とともにフランジ外へ流出していく

ことが確認できる．火炎核成長の様子が，定容

燃焼容器を用いた点火実験と定性的に同様の

傾向を示すことから，数値解析によって点火実

験の燃焼過程が模擬できていると確認できる． 

Fig.8(a), (b), (c) に流速 5~23 m/s の条件で，

火花間隙位置に熱を与えて燃焼反応を誘起し

た後の，火炎核から各フランジへの熱流量の時

間変化を示す．横軸は点火時刻からの経過時間，

縦軸は損失熱流量とした．Fig.8(d), (e), (f) に

Fig.8(a), (b), (c) の条件における損失熱流量を

時間積分した損失熱量を示す．Fig.8(a), (b), (c) 

において，円板形フランジは熱損失の立ち上り

が最も早く，次いで組み合わせ形フランジ，円

筒形フランジの順となる．これは火花間隙位置

からフランジまでの距離が，円筒形フランジは

4 mm であることに対し，円板形フランジは 2 

mm であることが影響していると考えられる．

円筒形フランジと組み合わせ形フランジは火

花間隙位置からフランジまでの距離が等しい

が，火炎に接する面積の違いから，損失の立ち
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Fig.5 Flow velocity control effect 
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上がりに差が生じたと考えられる．損失熱流量

の時間変化をみると，円板形と円筒形フランジ

の場合，いずれの流速でも 70 W 程度で頭打ち

となり，類似の変化傾向を示すが，組み合わせ

形フランジの場合は流速依存性が大きく見ら

れた．Fig.8(d), (e), (f) の損失熱量においても組

み合わせ形フランジが最も大きく，他のフラン

ジとの差は低速流ほど顕著になる傾向がみら

れた．組み合わせ形フランジの場合，低速流で

は火炎核がフランジ内部に長時間滞留して損

失熱量が増大するが，流速の増加に伴ってその

滞留時間が短くなるためと考えられる．円筒形

フランジが，Fig.8の範囲において最小の損失

熱量を示した．要するに損失熱流量および損失

熱量は，火炎核とフランジ面との接触面積と時

間に大きく依存するといえる． 

  

4. 結言 
 フランジ付き電極の点火特性改善機構解明

を目的として，フランジ周りの流動および伝熱

解析を実施した結果，以下の知見を得た． 
(1) 円板形フランジ付き電極，円筒形フランジ

付き電極および組み合わせ形フランジ付

き電極は，流速を抑制する効果がある．ま

た流速抑制効果はフランジ形状に影響さ

れる． 
(2) 組み合わせ形フランジ付き電極における

損失熱流量は，流速による影響が多大であ

り，低流速域において大きな損失熱量を示

した． 
(3) 損失熱流量および損失熱量は，火炎核とフ

ランジ面との接触面積と時間に大きく依

存する． 
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