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1. 緒言 

現代社会では，車や飛行機などの輸送機器が必要不可欠

となっている．これらは空気を押しのけて推進するため抗

力が生じる．近年，抗力低減のため効果的な取り組みであ

る，輸送機器の表面形状の変更による空力特性の改善は行

き詰まりを見せている．そこで，形状変更だけでは達成し

得なかった空力特性の改善を，プラズマアクチュエータを

用いることで達成する取り組みが注目されている (1)．すな

わち，プラズマアクチュエータは輸送機器形状に関係なく

空気の剥離を抑制できる可能性があるため，空力特性の制

約を受けずに自由に形状をデザインすることにつながるこ

とが期待される． 

本研究では，輸送機器表面の流れの剥離抑制に適した誘

電体バリア放電（DBD）プラズマアクチュエータの仕様に

ついて検討する．すなわち，DBD プラズマアクチュエータ

を試作して，最適な電極間距離および誘電体テープ枚数を

変更して，流速測定実験を行う．そして電極間距離および

誘電体テープ枚数について考察する．また，DBD プラズマ

アクチュエータの電極形状についても考察する． 

 

2. プラズマアクチュエータについて 

2.1 プラズマアクチュエータの概要 プラズマアクチュ

エータ (2), (3)とは，誘電体膜を挟んだ複数の電極間に高周

波・高電圧の交流を印加すると，上部電極から下部電極に

向けてプラズマが発生し，このプラズマの力で気流を発生

させる装置である． 

本実験では，図 1 に示すような，非常に単純な構造であ

り，かつ試作が容易である DBD プラズマアクチュエータ

（以下，PA と略記）を用いて研究を行う． 

 

 

図 1 DBD プラズマアクチュエータ 

2.2 製作した PA 形状 製作した PA を図 2 に示す．上部

電源（気流誘起側）には，長さ 70mm（下部電極との重複

部 55mm），幅 10mm，厚さ 105μm の銅箔テープ（銅箔厚さ

35μm＋粘着剤）を使用した． 

また，誘電体下側にも同様の銅箔テープを使用して下部

電極（接地側）とした．誘電体には，厚さ 90μm の PTFE

テープを使用した． 

 

 

図 2 製作した PA 

 

3. 実験装置および方法 

3.1 流速測定実験装置 図 3 に実験に使用した装置の全

体図を図 4 に二次元ノズル外観を示す．高周波・高電圧の

生成は，電圧，周波数を任意に設定できる高電圧高周波パ

ルス電源（ケーアイテック，PSI-PG1040F）を使用した．

電圧，周波数の波形測定には，オシロスコープ（ BK 

PRECISION，2190E）を用い，回路に直列接続した抵抗器

（1Ω）を介して電流波形を計測した．また，PA より誘起

される流速は，二次元ノズル出口部に熱線流速計（ testo 425）

を設置し測定した．なお，二次元ノズルは微小な PA にて

誘起される流速を大きくし，熱線流速の測定精度を確保す

るために PA 上面に設置し，ノズル入口断面（銅箔厚さ

35μm×銅箔長さ 55mm）と出口断面（5mm×2mm）の間の連

続の式より PA にて誘起される管路入口流速を求めた． 

 

3.2 パラメータの設定 流速測定実験にあたり，電圧 E，

周波数 F，電極間距離 L，電極幅 ℓ，誘電体テープ枚数 N，  
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図 3 実験装置 

 

 

図 4 二次元ノズル 

 

これら 5 つのパラメータを設定した．図 5 に PA における

各パラメータの対応を示す． 

なお，本研究ではまず電極間距離 Lを決定した後，誘電

体テープ枚数 Nを決定するという手順で，段階的に複数回

実験を行った．なお，各実験における流速測定実験は，誘

電体テープが溶融し短絡するまで行った．詳細な実験条件

については後述する． 

 

 

図 5 PA における各パラメータの対応 

 

4. 電極間距離の検討 

4.1 実験条件 まず，誘電体テープ枚数 N=3 のもとで，

電極間距離 Lを決定するための流速測定実験を行う．表 1

に実験条件を示す． 

表 1 実験条件（電極間距離） 

パラメータ 設定値 

電圧 E［kV］ 2～9（1kV 毎に変更） 

周波数 F［kHz］ 10～40（10kHz 毎に変更） 

電極間距離 L［mm］ －3，－1，0，1，3 

電極幅 ℓ［mm］ 10 

誘電体テープ枚数 N［-］ 3 

 

4.2 実験結果および考察 図 6 には，電極間距離 L=1mm

における，誘起流速 v1と印加電圧 Eの関係を示す．図 6 か

ら，周波数 F=20kHz において，誘起流速 v1 は印加電圧 E

の増加に対して比例的に増加している．また，周波数

F=30kHz において，印加電圧 Eの増加に対する誘起流速 v1

の立ち上がりが早く，かつ安定した流速が得られているこ

とがわかる．そして，周波数 F=40kHz においては，誘起流

速 v1は減少し，印加電圧 Eの増加に対して概ね一定値を示

していることがわかる．このことから，PA における最適な

周波数 Fは 30kHz 前後であると考えられる．  

ここで，各電極間距離 L において得られた誘起流速 v1

の最大値を抜き出し，電極間距離 Lとの関係を図 7 に示す．

図 7 から，電極間距離 L=1mm において，誘起流速 v1の最

大値が最も大きいことがわかる．これは，PA において，電

極間距離は近すぎても離れすぎても安定したプラズマを発

生することができず，このように電極間距離が不適である

場合には得られる流速の低下を招くのではないかと考えら

れ，電極間距離 L は 1mm 程度にするのが妥当であると考

えられる．各電極間距離 Lにおいて最大流速を示す印加電

圧は E=6～8kV，周波数は F=20～30kHz であり，概ね近い

値であるため，同条件下においても電極間距離 L は 1mm

が最適であると考えられる．  

 

図 6 誘起流速 v1と印加電圧 Eの関係（L=1mm） 

 

図 7 PA流速の最大値と電極間距離の関係 

 

5. 誘電体テープ枚数の検討 

5.1 実験条件  続いて，前章で決定した電極間距離

L=1mm のもとで，誘電体テープ枚数 N を決定するための

流速測定実験を行う．表 2 に実験条件を示す． 

表 2 実験条件（誘電体テープ枚数） 

パラメータ 設定値 

電圧 E［kV］ 2～9（1kV 毎に変更） 

周波数 F［kHz］ 10～40（10kHz 毎に変更） 

電極間距離 L［mm］ 1 

電極幅 ℓ［mm］ 10 

誘電体テープ枚数 N［-］ 1，2，3，4，5 
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5.2 実験結果および考察 図 8 には，誘電体テープ枚数

N=5 における，誘起流速 v1と印加電圧 Eの関係を示す．な

お，図中の各プロットは，3 回の流速測定実験で得られた

値の算術平均値であり，各プロットにおける最大値と最小

値の範囲も図示している．図 8 から，4.2 節の電極距離 L

の検討結果と同様に，F=20kHz において，誘起流速 v1は印

加電圧 Eの増加に対して比例的に増加するといった傾向や，

周波数 F=30kHz において，印加電圧 Eの増加に対する誘起

流速 v1の立ち上がりが早く，かつ安定した流速が得られる

といった傾向が得られた．また，周波数 F=40kHz において，

誘起流速 v1は減少し，印加電圧 Eの増加に対して概ね一定

値を示すといった傾向も同様である．この原因の考察につ

いては後述する． 

ここで，各誘電体テープ枚数 Nにおいて得られた誘起流

速 v1の最大値を抜き出し，誘電体テープ枚数 Nとの関係を

図 9 に示す．図 9 から，誘起流速 v1の最大値は誘電体テー

プ枚数 Nの増加に対して比例的に増加し，誘電体テープ枚

数 N＝5 において，誘起流速 v1の最大値が最も大きいこと

がわかる．これは，誘電体テープ枚数 Nが増加することに

より，見かけの誘電率が低下することや高周波・高圧の電

流に耐えることが可能であること等が要因であると考えら

れる．また，誘電体テープ枚数 Nを極端に大きくした場合

として，誘電体テープ枚数 N＝10 の流速測定実験も行った

が，誘起流速 v1 の最大値は誘電体テープ枚数 N＝5 の PA

より小さく，また印加電圧 E＝7kV 以上の条件ではプラズ

マが発生せず，気流も誘起されなかった．このことから，

誘電体テープ枚数 N＝5 と N＝10 の間に誘電体テープ枚数

Nの最適値があると考えられる． 

 

 

図 8 誘起流速 v1と印加電圧 Eの関係（N=5） 

 

図 9 各誘電体テープ枚数 Nにおける誘起流速 v1の最大値 

 

さて，周波数 F=40kHz において，誘起流速 v1 は減少す

る原因について考察する．本研究に際し調査した論文 (2)で

は，高周波・高電圧の交流を印加すると，PA から誘起され

る気流が逆流すると述べられていた．このため，本研究で

行った流速測定実験においても，周波数 F=40kHz の条件下

で気流の逆流が発生している可能性があると考えた． 

そこで，PA 周りの気流を可視化する手段として，粒子画

像流速測定法（Particle Image Velocimetry，以下，PIV）を

用いた．PIV(7)は，流れ場における多点の瞬時速度を非接触

で得ることができる流体計測法である．流体に追従する粒

子にレーザーシートを照射し可視化，これをカメラで撮影

し，フレーム間の微小時間 Δtにおける粒子の変位ベクトル

Δx を画像処理により求め，流体の局所速度ベクトル v≅

Δx/Δtを算出する．PIV により流れ場の空間的な構造を把握

することができる． 

図 10，11 には，PIV で得られた速度ベクトルの分布を示

す．図 10 は周波数 F=30kHz（印加電圧 E=5kV，電極間距

離 L=1mm，誘電体テープ枚数 N=5），図 11は周波数 F=40kHz

（印加電圧 E=5kV，電極間距離 L=1mm，誘電体テープ枚

数 N=5）の結果である．  

図 10，11 から，周波数 F=30kHz においては，PA の電極

間（プラズマ発生部）に上方から下方に引き込まれる気流，

および PA による気流発生方向の気流のみが発生している

が，周波数 F=40kHz においては，PA による気流発生方向

とは逆向きの流れが発生していることがわかる．これが

F=40kHzで誘起流速 v1が減少する一因であると考えられる． 

 

 

図 10 F＝30kHz における速度ベクトルの分布 

 

 

図 11 F＝40kHz における速度ベクトルの分布 

電極間（プラズマ発生部）
PAによる気流発生方向

電極間（プラズマ発生部）
PAによる気流発生方向

逆流発生
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6. PA の形状変更 

4，5 章において，最適な電極間距離 Lと誘電体テープ枚

数 Nの検討を行ったが，強力な流れを誘起させる方法につ

いても検討を行った． 

本研究に用いている実験装置の大きさの関係上，PA をさ

らに大型化することは困難であるため，電極の形状を変更

し，プラズマが発生する領域を増やし，より強力な気流の

発生を試みた． 

図 12 には，実際に試作した PA を示す．また，図 13 に

は，流速測定実験で得られた誘起流速 v1と印加電圧 Eの関

係の関係を示す．図中の実線は電極形状を変更した後，破

線は電極形状を変更する前の実験値である．なお，いずれ

の誘電体テープ枚数も N＝5 である． 

図 13 から，条件によっては形状変更前の PA と比較して

大きな流速が得られている．しかし，比較的低い印加電圧

で短絡を起こしていることがわかる．このことから，電極

形状の変更は PA から誘起される気流を増大させる方法と

して有効であるが，作製の困難さから，高い負荷を加えた

場合の耐久性を確保することが困難であると考えられる．

また，電極形状の変更によって，どのような流れが発生す

るのか，電極の角度，電極を増やした場合，それぞれの電

極の幅など，新たに複数のパラメータが出てくるため，今

後それらの検討が望まれる． 

 

 

図 12 電極形状を変更して試作した PA 

 

 

図 13 形状変更前後の誘起流速 v1と印加電圧 Eの関係 

 

7. 結言 

高電圧・高周波電源と PTFE テープを誘電体とした PA

により誘起される流速 v1を二次元ノズルの出口流速 v2を基

に求め，PA の最適な電極間距離 L，誘電体テープ枚数 N，

電極の形状といった PA の最適な条件の検討をした． 

本研究範囲において得られた結果を以下に示す． 

(1) いずれの電極間距離 Lおよび誘電体テープ枚数 Nにお

いても，周波数 F=20kHz において，誘起流速 v1は印

加電圧 Eの増加に対して比例的に増加した．また，周

波数 F=30kHz において，印加電圧 E の増加に対する

誘起流速 v1の立ち上がりが早く，かつ安定した流速が

得られていることがわかった．このことから，PA に

おける最適な周波数 Fは 30kHz前後であると考えられ

る． 

(2) 一般には印加電圧 Eおよび周波数 Fの増加に対して誘

起流速 v1は増加することが知られているが，いずれの

電極間距離 L においても，周波数 F=40kHz では誘起

流速 v1は減少し，印加電圧の増加に対して概ね一定値

を示した．PIV 計測により，周波数 F＝40kHz におい

ては，PA による気流発生方向とは逆向きの流れが発

生していることが確認され，これが F=40kHz で誘起

流速 v1が減少する一因であると考えられる． 

(3) PA において，電極間距離は近すぎても離れすぎても

安定的にプラズマを発生することができず，このよう

に電極間距離が不適である場合には得られる誘起流

速の低下を招くのではないかと考えられ，電極間距離

Lは 1mm 程度にするのが妥当であると考えられる． 

(4) 誘起流速 v1 の最大値は誘電体テープ枚数 N の増加に

対して比例的に増加し，誘電体テープ枚数 N＝5 にお

いて，誘起流速 v1の最大値が最も大きいことがわかっ

た．これは，誘電体テープ枚数 Nが増加することによ

り，見かけの誘電率が低下することや高周波・高圧の

電流に耐えることが可能であること等が要因である

と考えられる． 

(5) 電極形状の変更は，PA から誘起される気流を増大さ

せる方法として有効であるが，作製の困難さから，高

い負荷を加えた場合の耐久性を確保することが困難

であると考えられる． 

以上の結論が得られたが，最適な誘電体テープ枚数の詳

細な検討や PA 周りの気流の詳細な PIV 計測，十分な誘起

流速を確保するための電極形状変更等の各種方法の検討等，

課題も多く存在する．今後のさらなる検討が望まれる． 
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