
 

Fig. 1  Schematic of the 

experimental arrangement. 
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はじめに 

多くの内燃機関では、電極間ブレークダウンによ
って可燃性混合気に点火している。一方、気体中で
高強度レーザーを集光するとブレークダウンが起こ
ることは広く知られ、高強度レーザーが小型化され
るに従い、時間的・空間的自由度に優れた、高圧下
でも使える実用的内燃機関点火法としてのレーザー
点火が現実味を持って研究されるようになってきた。 

レーザー点火の物理過程は、「レーザーブレークダ
ウン」「レーザー生成プラズマによる初期火炎核の形
成」「自走的に伝播する燃焼波の形成」に分類でき[1]、
レーザー点火の特性を理解するためには、特にレー
ザー生成プラズマによって初期火炎核が如何に形成
されるかを理解することが重要であると考えられる。 

本研究では、水素・空気予混合気と空気を用い、
気体中でレーザーブレークダウンを起こさせ、シュ
リーレン法による流れの観察と OH 自発光結像法に
よる反応の観察を行い、レーザー生成プラズマによ
って初期火炎核が如何に形成されるかを調べた。 

実験配置 

実験で使用した空気は、酸素 21%、窒素 79%の合
成空気である。ただし、空気中のレーザーブレーク
ダウンをシュリーレン法で観察した実験に関しては、
空気として実験室内の大気を使用した。また、実験
で使用した水素・空気予混合気の混合モル比は水
素：空気＝3：7 で、混合気の当量比は約 1 である。
気体の初期条件は全ての実験で圧力 100 kPa、常温で
ある。使用したレーザーは Nd:YAG レーザーで、パ
ルス幅は 52 8 ps であり、焦点距離 80 mmのレンズ
で気体を封入した実験チェンバー内に集光した。 

実験では、高速度カメラとシュリーレン法を組み
合わせて流れを観察し、また、別ショットではある
が、1 コマのみのゲートカメラと OH 自発光結像法
を組み合わせて反応を観察した。シュリーレン法を
用いた流れ観察における実験配置を Fig. 1 に示す。
高速度カメラを使用し、毎秒 10 万コマ（露光時間は
10 s）の速度で撮影した。また、OH 自発光結像法
を用いた反応観察では、Fig. 1 における撮像光学系
を「干渉フィルター（中心波長：307.1 nm，半値全
幅：10 nm）＋ゲート CCD カメラ（露光時間：50 s，
1 コマ撮影）」に置き換え、OH ラジカルの化学発光
を観察した。 

結果及び考察 

Fig. 2 に、シュリー
レン法で可視化した
画像を示す。各画像
の視野は 17.1 mm×
17.1 mmで、レーザー
の入射方向は右から
左である。Figs. 2(a1), 

(b1), (c1), (d1)で強く
光っているのはレー
ザープラズマであり、
レーザープラズマが
写っている画像のタ
イミングを 0-10 sと
した。また、本実験
条件においてレーザ
ーブレークダウンが
起こる入射レーザー
エネルギーの閾値は 3-4 mJ であった。 

入射レーザーエネルギーがブレークダウン閾値を
大きく超えるときには、レーザービームを取り囲む
渦輪とレーザービームに沿ってレーザーとは逆方向
に進むジェットが見える。これはレーザー点火にお
いて見られる特徴的な流れであり、レーザービーム
に沿って生ずる上流・下流プラズマの非対称性に起
因している。一方、入射レーザーエネルギーがブレ
ークダウン閾値に近いときには、レーザービームに
沿って生ずる上流・下流プラズマの非対称性が生じ
にくく、ジェットが見られていない。 

水素・空気混合気の場合の結果：Figs. 2(b), 2(d)は、
初期には、各々同じ入射レーザーエネルギーにおけ
る空気の場合の結果：Figs. 2(a), 2(c)に現れている特
徴を持っているが、時間の経過とともに、空気の場
合とは異なった流れに変化している。シュリーレン
画像から読み取った高温（低密度）領域のレーザー
ビームに直交する方向の広がり速度に関し、同じ入
射レーザーエネルギーにおける水素・空気混合気の
場合と空気の場合を比較して、速度差が急激に大き
くなる時刻が燃焼し始めた時刻と解釈すると、着火
した時刻は、入射レーザーエネルギーが 30 mJ の場
合は35 5 s  、5 mJ の場合は 55 5 s  となった。こ
の違いは、入射レーザーエネルギーの違いによって
初期火炎核の温度が変化したためと考えられる。 

Fig. 3 に、観察された自発光像を示す。各画像の
視野は 17.1 mm×17.1 mmで、レーザーの入射方向
は右から左である。Fig. 3(a)は入射レーザーエネルギ



 
Fig. 2  Schlieren images. (a): Air, Ein = 30 mJ; (b): H2+Air, Ein = 30 mJ;  

(c): Air, Ein = 5 mJ; (d): H2+Air, Ein = 5 mJ. 

 

Fig. 3  Self-emission images at 307 nm.  

(a): Air, Ein = 30 mJ; (b): H2+Air, Ein = 30 mJ; (c): H2+Air, Ein = 5 mJ. 

ー30 mJ における空気の場合
の結果であり、空気プラズマ
の熱放射が最大で 100 s 近く
まで続くことがわかる。Fig. 

3(a3)では波長 307 nm の自発
光が観察されないので、この
タイミング以降における波長
307 nmの自発光は燃焼反応に
伴う OH ラジカルの化学発光
であると解釈できる。初期の
自発光プロファイルは中心近
傍で最も強度が高く、中心か
ら離れるにしたがって単調に
強度が低下している。これは、
光学的に薄い球全体が比較的
均一に発光している場合の特
徴である。一方、火炎が成長
して自走的に伝播し始めるよ
うになると、自発光像は中抜
け構造をとるように変化して
いる。これは、外縁部に近い
球殻が強く発光し、それ以外
の部分の発光が弱い場合の特
徴である。したがって、初期
火炎核では体積的に燃焼反応
が始まり、その
後、火炎が成長
するにしたが
って徐々に火
炎面が形成さ
れてくる、とい
うように解釈
できる。そして、
レーザー点火
の場合の初期
火炎核の大き
さは、入射レー
ザーエネルギ
ー30 mJ の場合
では 5 mm程に
もなっている。
このような大
きな初期火炎
核を容易に形
成できること
がレーザー点
火の長所と考
えられ、通常の火花点火では点火困難な燃料希薄混
合気でも容易に点火できる可能性を持っている。ま
た、Fig. 3(b3)を Fig. 2(b4)と比較すると、初期火炎核
の大きさがレーザープラズマの周りに形成される渦
輪の大きさにほぼ等しいことがわかる。したがって、
レーザープラズマの周りに形成される渦輪の大きさ
を支配している要因を明らかにすることが、今後の
研究では重要になるものと考えられる。 

おわりに 

レーザーブレークダウンを使って水素・空気予混
合気に点火し、初期火炎核および燃焼波の形成過程

を実験的に調べた。その結果、レーザー点火では、
入射レーザーエネルギー30 mJ において初期火炎核
の大きさが 5 mm程にも達し、初期火炎核では体積
的な着火が起こっていることがわかった。 
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