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Abstract : This paper proposes a unified model that can be applied to the premixed and diffusion flames based on the
author's premixed combustion model [1-8]. The proposed model has the following features. 1) It includes the laminar flame
speed and the gradient of the mixture fraction as parameters. When the gradient of the mixture fraction is close to zero, the
model is also close to the previous premixed combustion model as an asymptotic form. 2) It considers the effects of pressure
in the combustor, unburned gas temperature, and flame stretch on combustion based on the laminar flame speed. 3) The
effect of turbulence is considered through the turbulent eddy viscosity of all turbulence models. To verify the accuracy of
the model, the turbulent opposed diffusion flame presented by Mastorakos [9] was numerically simulated, as an example of
a turbulent diffusion flame. The overall thickness of temperature and mass fraction profiles were in good agreement with
experimental data. These comparisons with the experimental data and this agreement confirmed the proposed unified model
was able to accurately simulate diffusion flame under the certain flame stretch.
Key Words : United combustion model, Premixed flame, Diffusion flame, Numerical simulation, Turbulence

での拡散火炎に対する解析精度を検証したものである．乱

1. 緒言

流対向流拡散火炎の実験的な研究としては，Mastorakos [9]

既報[1-4]において，著者らが提案してきた予混合燃焼モ

や Geyer ら[10]による例を挙げる事ができる．Mastorakos

デル[5-8]をベースに，拡散燃焼に対しても適用可能なよう

は，乱流場での対向流予混合火炎及びメタン・空気系の対

に拡張した燃焼モデルを構築した．提案モデルには燃焼速

向流拡散火炎内の火炎構造を系統的に評価している．また，

度及び燃料の質量分率である混合分率の勾配が含まれてお

Geyer らは，LDV を用いて，メタン・空気の予混合気 (当

り，混合分率の勾配がゼロとなる予混合燃焼の場合は，従

量比：2.0) と空気の乱流拡散火炎の内部構造を評価してい

来の予混合燃焼モデルに漸近することが特徴である．また，

る．これらの事例を解析することにより，強い火炎伸張下

燃焼速度を通じて，燃焼器内圧力，空気予熱温度及び火炎

での乱流拡散火炎に対する検証が期待できる．

伸張による消炎効果を考慮できることも，大きな特徴の一
つである．著者らは，提案モデルを検証する目的で，辻及

2. 統一燃焼モデルの特徴

び山岡の層流対向流拡散火炎の実験及び Barlow，Frank の
パイロット火炎にサポートされた乱流拡散火炎へ適用し

火炎内の各種成分の質量分率は，混合分率 (燃料の質量

た．実験値との比較により，実用的な数値解析として，拡

分率) f と反応進行度 c を導入する事により評価できる．著

散火炎に対する精度を検証した[4]．本報告では，提案燃

者らが以前導出した，反応進行度 c による層流及び乱流予

焼モデルを乱流対向流拡散火炎に適用し，強い火炎伸張下

混合燃焼モデル[3-6]を以下に示す．反応は総括反応を仮定
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層流燃焼モデルとして，

している．反応進行度 c の輸送式の反応項を ω とすると，

(63)
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(1)
を得ている．ここに，r u は未燃焼ガスの密度，Su は層流

d は層流火炎の厚みであり，次の関係が成立する．
燃焼速度，
(2)
ここに，l i は熱伝導率，Cpi は定圧比熱であり，i は未燃焼
ガス温度と断熱火炎温度の平均温度での物理量である．ま

た，時間或いは空間平均の反応進行度 C 式の反応項を w t
とすると，乱流予混合燃焼モデル w t としては，

Fig.1

Concept of opposed premixed flame

(3)
(6)
を得ている．ここに，St は乱流燃焼速度，d t は乱流火炎帯

ここに，Su は火炎伸張作用下での層流燃焼速度である．x

の厚み，C は時間或いは空間平均の c である．St と d t の間

= −L 及び淀み点 x = 0 では，反応進行度の勾配はゼロであ

にも，(2) と類似の以下の関係が成立する．

るから，(6) は以下となる．
(4)
(7)
ここに，l t は乱流熱伝導率である．Wrinkled laminar flame

のように乱れが比較的小さい場合には，(3) において，
(St/d t)

(Su/d ) が成立し，(1) の反応速度にて層流〜乱流の

この対向流予混合火炎に関しても，反応進行度分布が以下
の Hyperbolic tangent で近似できるものとする．

予混合燃焼に適用可能となる．その場合，陽に乱流の効

果は含まれないが，乱流の効果は，反応進行度 C の輸送

(8)

式中の乱流拡散係数により考慮される．これから，(1) は，

Wrinkled laminar flame では乱流モデルに依存せず，乱流拡

ここに，d は火炎伸張作用下での層流予混合火炎の厚みで

散係数が，k-e モデルのような時間平均，LES のような空

ある．勿論，(8) は，x = −L 及び 0 にて，境界条件 dc/dx =

間平均，更に直接シミュレーションのいずれの場合に対し

0 を満足しないが，(7) の積分に対する寄与は小さいと仮定

ても適用可能である．(1) で層流燃焼速度 Su を評価する必

する．(8) の一般的性質である，

要があるが，Su は理論式で与えても，実験値を用いても良
い．なお，燃焼場の圧力及び未燃焼ガスの温度及び予混合

(9)

気の燃料の質量分率が決まれば，Su は一義的に決定され，
を用いると，(7) は以下のように変形される．

燃焼に対する圧力，温度，燃空比の影響を全て包含したモ
デルである．
本論文は，火炎伸張が顕著に作用する乱流対向流火炎を

(10)

対象にしているので，本モデルにおける火炎伸張効果のモ
こ こ に，c1 は 淀 み 点 で の 反 応 進 行 度 で あ る．(10) に

デル化の概念について説明する．図 1 に示す層流の対向流

Karlovitz 数 Ka = (gd /Su) を導入すると，

予混合火炎を考える．対向ノズルの中心線上に x 軸を設け
る，流れ場としてポテンシャル流れを仮定すると，中心軸
上の反応進行度の輸送式は，以下で与えられる．

(11)
を得る．更に，(1) を直接に c = 0 〜 c1 で積分すると，以下

(5)

の関係を得る．
ここに，g は速度勾配 (= U/L)，D は拡散係数である．図 1
に示した体系の左側，すなわち [−L, 0] の領域を考える．
その領域において，(5) を積分すれば，領域内に一つの予
混合火炎が形成されるので，

(12)

(64)
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r u：解析条件での未燃焼気体の密度である．I0 = 1 は火炎
伸張が全く無い状態を表し，I0 = 0.7153 が火炎伸張による
消炎限界点を表す．I0 < 0.7153 で燃焼モデルはゼロ値とな
るが，これは火炎伸張による消炎を表現している．すなわ
ち，上式は，数学的な操作としてモデルをスイッチングし
ているのではなく，図 2 に示す物理現象としての消炎を反
映したものである．
以上の結果を用いて，著者らは予混合燃焼モデル (1) を，
層流拡散燃焼に適用可能なように拡張した[1,2]．

Fig.2

Relationship of c1 and Ka0

(I0 > 0.7153)
ここに，Su0 は火炎伸張無しでの層流燃焼速度，d 0 は火炎
伸張無しでの層流火炎の厚みである．(11) に (12) を適用す

(I0

0.7153)

(17)

ると，Su0 及び d 0 で定義した Karlovitz 数 Ka0 = (gd 0/Su0) を
用いて，

ここに，
(13)
(18)

を得る．これは，Karlovitz 数と淀み点での反応進行度の値
との関係を示している．その関係を図 2 に示す．これは，

Fendell 曲線の Upper ブランチに相当するものである．図

f は拡散火炎中に分布する燃料の混合分率である．上記 (16)

より，Ka0 の増大と共に，淀み点での反応進行度の値は 1

〜 (18) を用いて，反応進行度の輸送式を解けば，予混合〜

より小さくなり，1/Ka0 = 0.6138，c1 = 0.7153 の点で数学的

拡散燃焼場を統一的に解析可能である．しかし，予混合燃

な解がなくなり，物理的には火炎伸張による消炎が生じる

焼場において定義された反応進行度を拡散燃焼場に適用す

事を意味する．これより，c1 > 0.7153 の場合にのみ，予混

ると，反応進行度の輸送式は f の勾配を含み，c 単独の方

合火炎は形成され，その際の Su/d は，(12) より，

程式として閉じない．そこで，拡散燃焼場にも適用できる
ように，以下の様に反応進行度を再定義した．

(14)
fst : 燃料希薄側)

(19)

(f > fst : 燃料過濃側)

(20)

(f
で与えられる．
これから，著者は，予混合燃焼モデル (1) に火炎伸張の
効果を考慮して，最終的に以下のモデルを提案した[3]．

ここに，fTmax は f が分布する中で，最大断熱火炎温度とな

(I0 > 0.7153)

る混合分率を意味する．通常，空気・メタン系の拡散燃焼
であれば，fTmax = fst である．本研究では，例えば，空気と

(15)
(I0

予混合気体の拡散燃焼のような場合も想定しているので，

0.7153)

一般には fTmax = fst とは限らないために，fTmax を定義してい

ここに，I0 は火炎伸張度で，0 〜 1 の値を取り，火炎伸張

る．この定義を用いると，ĉ の輸送方程式は以下のように，

の度合いを示す．なお，火炎伸張度 I0 は，(11) を元にした，

ĉ に対して閉じた式となる．

次の補助方程式により評価される．
燃料希薄側 (f

fst):

(16)
(21)
なお，Su，d は伸張無しの値であり，添え字 0 は省略した．

r 0：常温・常圧における未燃焼気体の密度 (

3

1.17 kg/m )，

(65)

燃料過濃側 (f > fst):
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数である．
(22)
2) 各ガス成分の質量分率 :
この定義によれば，予混合〜拡散燃焼の範囲で同一の混合
分率及び反応進行度の輸送式を用いる事ができる．以下で

(34)

は，(21)，(22) を統一モデルにおける反応進行度の輸送式
とする．反応進行度と混合分率により，火炎帯中の各ガス

以下，一般化反応進行度の輸送式 (21)，(22) を元に，各成

成分の質量分率は以下のように，代数的に評価できる．

分の質量分率輸送式 (34) に対する反応項 w x の表現を検討

(f

fst : 燃料希薄側)

する．まず，希薄燃料側，すなわち，f < fst の場合を考える．
(21) の両辺に fTmax を掛けると，fTmax は座標に依存しないの
で，

(23)
(24)

(35)
ここに，

(25)
(36)
(33) から (35) を差し引くと，

(26)
(27)

(37)
(f > fst : 燃料過濃側)
(37) は，YCH4 の輸送式そのものであり，

(28)
(29)

(38)
よって，YCH4 の反応項 w CH4 は，反応進行度の反応モデル

(30)

w に fTmax を乗じて，負値としたものである．更に，w 中

に含まれる c を YCH4 で書き直すことにする．(17) で，I0 >
0.7153 の場合を次のように書き直す．

(31)

(I0 ＞ 0.7153)

(32)
ここに，AO2 は空気中の酸素の質量分率，M は分子量，添

(39)

ここに，

え字 st は量論当量比の値，CH4，O2，CO2，H2O は CH4，O2，
CO2 及び H2O に関する物理量を示す．

(40)
まず，(20) を用いて，

3. 各ガス成分の質量分率輸送式でのモデルの表現
本解析では，反応進行度の輸送式を解く代わりに，各ガ

(41)

ス成分の質量分率の輸送式を解いた．その場合の各質量分
(39) に用いて，

率輸送式におけるモデル (17)，(18) の表現を，層流を元に
考察する．燃焼解析には，以下の式が必要である．
1) 混合分率 f の輸送式 :
(33)

(I0 > 0.7153)

ここに，uj は j 方向の流速，Sc は Schmidt 数，m は粘性係

(66)

(42)
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(23) より，
(43)

(52)

これを (42) に適用すると，

ただし，
(I0 > 0.7153)

(44)

これから，最終的な拡散燃焼モデルとしては，次のように

(I0

0.7153)

表現できる．

(53)

(I0 ＞ 0.7153)
である．
燃料過濃側では，(20) を用いて，
(54)
(39) に適用すると，I0 > 0.7153 では，
(I0 0.7153)
(45)
同様に，YO2，YCO2，YH2O について考えると，

(46)

(55)
(28) より，
(56)
(55) に用いて，最終的に I0 > 0.7153 では，

(47)

(48)
(57)
以上を纏めると，
(49) 〜 (52) 同様に纏めると，
(49)
(58)
(50)
(59)
(51)

(60)

(67)
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(61)
以上から，混合分率 f 及び各ガス成分の輸送式により，燃
焼場を解くことができる．本論文では，混合分率 f を窒素
の値から以下のように評価した．
(62)
乱流の場合は，物理量を Favre 平均量に変更し，上記粘
性係数を，渦粘性係数に変更すれば良い．また，本モデル
では，各混合分率における Su/d を平均反応速度として与え
る必要がある．本論文では，既報同様に CHEMKIN を用い

Fig.3

Calculation domain and conditions

て，常温・常圧下の Su/d と混合分率 f との関係式を作成し
たものをデータベースとして用いた[4]．使用した素反応メ

Table.1

カニズムは GRI-Mech Ver.3.0 であり，53 化学種 325 素反応

Boundary conditions by Mastorakos

が考慮できる．

4. 乱流対向流拡散火炎への適用及び検証
本研究では Mastorakos らによる実験結果[9]を解析した．
解析には，以下の軸対称二次元を仮定した円筒座標系の

Favre 平均の各輸送式を用いた．
・連続式 :

(63)
・運動量輸送式 :

Fig.4 Temperature distribution around burner

(64)

・状態方程式 :
(68)
乱流モデルには，Favre 平均の標準 k-e モデルを用いた．な

(65)

お，輻射の影響は小さいものとし，無視した．既報にて
・エンタルピー輸送式 :

確立したモデルの計算アルゴリズム[4]を，市販コードの

STAR-CD (ver. 3.26.059) に導入し，以下を解析した．計算機
には，SR-11000 (16 ノード (POWER5 + 2.1GHz)，理論ピー
ク性能 : 1TFLOPS) を使用した．
実験体系は，対向流乱流拡散燃焼場であり，その概略を
図 3 に示す．Mastorakos は，空気及びメタンをそれぞれ上

(66)

下ノズルから供給することにより安定な拡散燃焼場を形成
・各ガス成分の質量分率輸送式

し，物理量を計測している．これらを比較することにより，
火炎伸張を受ける乱流拡散燃焼場の予測精度を検証できる
ものと考える．Mastorakos の実験条件を表 1 に示す．実験，
解析とも常温・常圧である．まず，表中のケース 1 の結果
を以下に示す．解析結果の温度分布を図 4 に示す．図より，

(67)

(68)
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Fig.8

Comparison of axial velocity profile

Comparison of temperature profile

Fig.9

Comparison of mole fraction profiles

Fig.10

Comparison of axial velocity profile

Comparison of temperature profile

Comparison of mole fraction profiles of CH4

上下ノズル間のほぼ中央に安定な拡散火炎が形成されてい

計算の方が過大評価する傾向となった．この要因について

ることがわかる．これは，実験においてメタン及び空気の

は，ケース 2 の解析と相俟って，後に議論する．ノズル間

運動量を合わせるように流速を決定しているためである．

隔の半分の距離 10 mm で無次元化した中心軸上の温度分

ノズルから下流の水平方向では，窒素との希釈により消炎

布を図 6 に示す．なお，図中，横軸は実験及び解析それぞ

している様子がわかる．ノズル間隔の半分の距離 10 mm で

れにおいて最大火炎温度となる位置を原点として比較し

無次元化した中心軸上の軸方向流速の分布を図 5 に示す．

た．これは，実験値の時間平均温度分布においても，ノズ

− 1.0 位置がメタン側である．また，流速は空気側のノズ

ル間距離 20 mm に対して± 1 mm 程度，最大温度位置が変

ル出口流速にて無次元化している．図より，解析では，火

動するので[10]，温度分布の全体的な傾向を評価するため

炎が形成される位置において密度変化に伴う凸部が認めら

である．量論当量比での断熱火炎温度は 2300 (K) 程度であ

れる．実験においても，それに近い傾向を示しているが，

るのに対し，実験では 1450 (K) 程度に低下している．これ
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は，火炎伸張の効果と乱流の平均化の効果と考える．解析

している．これは，ケース 2 に述べた平均火炎位置のバラ

は，実験より若干低めの値を与える．この要因として，図

ツキによる．図より，メタンの混合分率分布が実験を良く

5 の速度分布で火炎帯に該当する z/(H/2) = 0 〜 0.2 近傍で

再現していることがわかる．Demiraydin の結果は，温度分

速度勾配を実験より過大評価しているために，火炎伸張効

布同様に，火炎帯の厚みを僅かながら過小評価する傾向に

果を過大評価していることが考えられる．流れ場は，燃焼

ある．乱流拡散燃焼モデルとして提案された Flamelet モデ

モデルだけでなく，乱流モデルにも大きく依存することか

ルと比して，遜色ない結果を与えることから，著者が提案

ら，今後，乱流モデルを変更しての解析の検討が必要であ

して来た燃焼モデルは，予混合・拡散燃焼の統一モデルと

る．最大温度の過小評価が認められるものの，温度分布全

して，一定精度内で検証できたものと考える．特に，提案

体の厚み等は良く再現できていると考える．同様にノズル

したモデルは火炎伸張が働く乱流対向流拡散火炎に対して

間隔の半分の距離 10 mm で無次元化した中心軸上の化学

も有効であると考える．今回の解析では，輻射の影響，素

種のモル分率分布を図 7 に示す．図で，横軸は実験及び解

反応の影響に関しては無視した解析となっている．上述の

析それぞれにおいてメタンのモル分率が 0.5 となる位置を

課題と共に，更なる高精度のために，それらの影響も評価

原点として比較している．これは，先に述べた時間平均し

していく必要がある．

た後でも火炎位置のバラツキが生じることによる．図より，
メタン及び酸素のモル分率分布が実験を良く再現している

5. 結言

ことがわかる．これより，提案したモデルは火炎伸張が働

層流〜乱流場の予混合・拡散燃焼場に統一的に適用でき

く乱流対向流拡散火炎に対しても有効であると考える．

る燃焼モデルを提案した．提案モデルを，火炎伸張を伴う

次いで，表 1 中のケース 2 の解析結果について示す．な
お，このケースに関しては，Demiraydin が本研究と同様に

乱流対向流拡散火炎に適用し，火炎帯中の諸物理量分布を

標準 k-e モデルと代表的な乱流拡散燃焼モデルの一つであ

実験値と比較した．解析値は，一定の精度で軸方向流速，

る Transient Laminar Flamelet Model (TLFM) を用いた解析

温度及びモル分率の実験値を再現できたものと考える．特

例があるので，その比較も合わせて示す[11]．ノズル間隔

に火炎伸張及び乱流の平均化効果に伴う平均火炎温度の低

25 mm の半分の距離 (= 12.5 mm) で無次元化した中心軸上

下を良く再現できた．今後，LES 等を含む最適な乱流モデ

の軸方向流速の分布を図 8 に示す．流速は空気側のノズル

ルとの組み合わせを検討し，更なる検証を進める予定であ

出口流速にて無次元化した．− 1.0 位置がメタン側である．

る．

図より，火炎が形成される位置において，ケース 1 同様に
密度変化に伴う凸部が認められる．実験においても，若干
の凸部が観察されるが，計算が過大評価する傾向となった．
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