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1. 緒言 

現代社会では，車両や飛行機などの輸送機器は必要不可

欠となっている．中でも車両の場合は表面形状の変更によ

る空力特性の改善が積極的に行われているが，形状変更に

よる空力特性の改善には限界があり，行き詰まりを見せて

いる．そこで，形状を変更せずに空力特性を改善する方法

として，輸送機器表面に取り付けることが可能であるプラ

ズマアクチュエータが注目されている．本研究では，輸送

機器表面の流れの剥離抑制に適する誘電体バリア放電

（DBD）プラズマアクチュエータの最適な仕様を検証し，

輸送機器表面に DBD プラズマアクチュエータを設置する

ことによる空力特性改善の可能性を検討することを最終的

な目標としている． (1) 

本報告では，製作した DBD プラズマアクチュエータの

電極部の仕様について，電極幅と厚さの変化が DBD プラ

ズマアクチュエータの誘起流速と印加した電力に対する

DBD プラズマアクチュエータによる誘起流速への変換効

率に及ぼす影響について検討する．さらに，DBD プラズマ

アクチュエータの性能向上として，複雑電極形状（今回，

鋸刃形状の一山を抽出した．）の DBD プラズマアクチュエ

ータの流速測定実験を行い，通常形状の DBD プラズマア

クチュエータの誘起流速と変換効率との比較，検討を行う． 

2. プラズマアクチュエータについて 

 PA 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ことで，上部電極から下部電極に向け

てプラズマを発生させ，このプラズマの力で気流を誘起さ

せる能動的な制御デバイスである． (2) 流れ制御用のプラ

ズマアクチュエータとしては，図 1 に示すような，2 枚の

電極と誘電体からなる誘電体バリア放電（DBD）プラズマ

アクチュエータや，プラズマ発生領域が大きくなるように

改良した SD プラズマアクチュエータなどが提案されてい

る．本実験では，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」と称

する．）を用いて研究を行う． 

3. 通常電極形状 PA の性能評価 

3.1 製作した通常電極形状 PA の概要 図 2 に製作した通

常電極形状 PA を示す．本実験では，基板を用いて PA を製

作し実験を行う．ここでは，電極厚さ t，電極幅 ℓを変化さ

せて流速測定実験を行い，最適な形状を検討することを目

的としている．気流誘起側の上部電極は長さ 55mm（下部 

 

図 1 PA の構造 

 

 

(a) 写真 

 
(b) 模式図 

図 2 製作した通常電極形状 PA 

 

電極との重複部）とし，電極幅 ℓ=5mm，10mm，15mm，電
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ついては，日本バルカー工業より購入した．銅箔が両面に

形成されている基板になっており，基板材（誘電体）には

PTFE が使用されている． 

 

3.2 実験装置 図 3 に使用する実験装置の概要を示す．

図 3 に示す通り，誘起流速測定洞下部に PA を取り付け，

高周波・高電圧交流の生成には，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．PA からの誘起流速は熱線流速

計（エムケー・サンティフィック，DT-8880）にて測定す

る．併せて電流プローブ（Tektronix，CT1），電圧プローブ

（KTEK， HVP-18HF）を用いてオシロスコープ（ BK 

PRECISION，2190E）により電流と電圧を測定し PA への入

力電力を算出する． 

図 4 に製作した測定洞を示す．測定洞内部の様子を確認

できるよう材料はアクリルを用いた．また，測定洞の上部

に熱線流速計および xyz 軸ステージを取り付けるために，

取付位置前方 100mm までの範囲は測定洞の天板を取り付

けなかった． 

実験では x，y，z 軸方向に熱線流速計を動かし，各点の

誘起流速を測定することで，PA の性能評価を行う．ここで，

PA に印加する周波数は重永 (3)らの実験結果から，誘起流速

の値が優れていた周波数 F=20kHz を使用する．また，印加

電圧は予備実験より PA への熱的負担が少なくプラズマの

発生する電圧 E=5kV を採用する． 

 

図 3 実験装置概要 

 

 

図 4 誘起流速測定洞の詳細 

 

 

3.3 実験結果および考察 通常電極形状 PA の誘起流速 u

の流速測定実験により得られた結果を示す．また，図 5 に

高電圧高周波パルス電源からの入力波形を示す． 

図 6 に，y 軸方向に平均した誘起流速 u と電極幅 ℓ の関

係を示す．図 6 から，電極厚さ t=18μm，70μm においては，

電極幅 ℓが変化することによる誘起流速 uの傾向に有意な

差は見られないため，電極幅 ℓ が PA の性能に及ぼす影響

は小さいといえる．しかし，電極厚さ t=18μm においては，

電極幅 ℓ=10mm の場合に誘起流速が下に凸になる傾向が見

られる．そのため，電極幅 ℓ=5mm 未満や ℓ=15 mm を上回

る場合の誘起流速 uを測定し，最適な電極幅 ℓを検討する

ことが望まれる． 

図 7 に，y軸方向に平均した誘起流速 uと電極厚さ tの関

係を示す．図 7 から，いずれの電極幅 ℓにおいても，電極

厚さ t=18μm の場合の誘起流速 uが最も大きい値を示すこ

とがわかる． 

以上から，本実験範囲において，電極厚さ t=18μm が最

適であると考えられる． 

  

 
図 5 PA への入力波形の一例 

 

 
図 6 誘起流速 u（y軸方向の平均値）と電極幅 ℓの関係 

 

 

図 7 誘起流速 u（y軸方向の平均値）と電極厚さ tの関係 
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4. 複雑電極形状 PA の性能評価 

4.1 製作した複雑電極形状 PAの概要 PAの性能向上とし

て，複雑電極形状（今回，鋸刃形状の一部を抽出した．）の

PA を製作した．鋸刃形状の谷部の角度（以下，電極部角度

と呼称する．）を変化させ，電極部角度の変化が誘起流速に

及ぼす影響について，流速測定実験と変換効率の面から，

性能評価を行う． 

図 8 に製作した複雑電極形状 PA の模式図を示す．ここ

では，電極厚さ t=18μm のもとで，電極部角度が誘起流速 u

に及ぼす影響を検討する．また，電極部角度 θ =60°，90°，

120°の PA を製作し，同条件下で流速測定実験を行った．

この際，電極の谷部において，電極間距離 L=1mm を保つ

ために谷部を R1 にした． 

 

図 8 製作した複雑電極形状 PA の模式図 

 

 

4.2 実験結果および考察 図 9 に，各電極部角度 θにおけ

る誘起流速 uの最大値 umaxを抽出し，電極部角度 θとの関

係を示す．なお，電極部角度 θ=180°は，前章で取り扱った

通常形状の PA を示している．図 9 から，電極部角度 θ=180°

の通常形状における最大誘起流速 umaxと比較して，電極部

角度 θ=60°，90°，120°の複雑電極形状において最大誘起流

速 umaxは大きな値を示している．そして，電極部角度 θ=90°

において最大誘起流速は最大値を示している．このことか

ら，電極部角度 θ=90°では，他の角度に比して流れ方向の

中心軸への誘起流の収約が最適であり，かつ流れ方向以外

への流れ発散が抑制されているのではないかと考えられる． 

5. PA の変換効率 

5.1 変換効率の定義 本研究では，PA の流速測定実験と

並行し，PA に接続したオシロスコープにより，印加電圧お

よび電流波形を測定した．実験により，得られた離散デー

タから，印加した電力に対する PA による誘起流速への変

換効率（以下，「変換効率」と称する．）の計算を行う．  

変換効率 ηは，式(1)で定義される．変換効率 ηは離散デ 

 

図 9 最大誘起流速 umaxと電極部角度 θの関係 

 

 

図 10 変換効率 ηと電極厚さ tの関係 

 

 

図 11 変換効率 ηと電極部角度 θの関係 

 

 

ータを用いて近似的に置き換えることが出来る． 
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ここで，Pout は誘起された気流の単位時間当たりの流動エ

ネルギー，Pinは PA の消費電力，�⃗�は流体力ベクトル， �⃗�は

流速ベクトル，T は波形の周期，E は印加電圧，I は電流，

A は測定高さと電極長さを辺々とする長方形面積

（4mm×55mm），ρ は空気の密度，umは誘起流速 u の平均

値，n は離散データの個数（電圧が正となる 1/2 周期分），

Δtは離散データの測定時間間隔（1×10－8s）である． 

 

5.2 結果および考察 図 10 に，通常電極形状 PA におけ

る変換効率 ηと電極厚さ tの関係を示す．図 10 から，いず

れの電極幅 ℓ においても，電極厚さ t=18μm の場合の変換

効率 ηが他に比して大きな値を示しており，この傾向は図

6 の誘起流速 uの結果と同様である． 

図 11 に，複雑電極形状 PA における変換効率 ηと電極部

角度 θの関係を示す．図 11 から，電極部角度 θ=90°におけ

る変換効率 ηは最大値を示しており，この傾向は図 9 の最

大誘起流速 umaxの結果と同様である． 

ここで，変換効率 η の値は非常に小さく，板倉 (4)らの結

果と同程度である．この理由として，投入されたエネルギ

ーのほとんどがプラズマの維持に使われ，熱として散逸す

るためといわれている(5)． 

6. 結言 

本研究では，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の最適な電極形状に

ついて，誘起流速測定実験と変換効率の面から，検討を行

った．その結果，本実験範囲において以下の結論を得た． 

(1) 電極幅 ℓが変化することによる誘起流速 uの傾向に有

意な差は見られないことから，電極幅 ℓ が PA の性能

に及ぼす影響は小さいといえる．また，いずれの電極

幅 ℓにおいても，電極厚さ t=18μm の場合の誘起流速

uが最も大きい値を示すことがわかる． 

(2) 電極部角度 θ=90°において最大誘起流速は最大値を示

している．このことから，電極部角度 θ=90°では，他

の角度に比して流れ方向の中心軸への誘起流の収約

が最適であり，かつ流れ方向以外への流れ発散が抑制

されていると考えられる． 

(3) いずれの電極幅 ℓ においても，電極厚さ t=18μm の場

合の変換効率 ηが他に比して大きな値を示しることか

ら，本実験範囲において，電極厚さ t=18μm が最適と

いえる． 

(4) 電極部角度 θ=90°における変換効率 ηは最大値を示し

ていることから，本実験範囲において，電極部角度

θ=90°が最適といえる． 

以上の結論が得られたが，PA の電極幅 ℓの検討，鋸刃形

状以外の複雑電極形状の検討等，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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