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1. はじめに
2003年 2月のスペースシャトル・コロンビア号の
事故は地球大気圏への再突入時に起こった. コロン
ビア号事故調査委員会の報告 (1)によると,左翼前縁
に生じた亀裂から高温の空気が浸入し, それが引き
金となって機体が空中分解してしまったという. バ
ラバラになった機体が光を放ちながら落下していく
様子が地上から撮影されているが, このことからも
再突入時にスペースシャトルの機体が如何に過酷な
熱環境に曝されていたかを想像することができるだ
ろう. スペースシャトルのように,軌道上で任務を終
えた後再び地球に帰還する宇宙機の設計では, この
ような再突入時の過酷な熱環境から如何にして乗員
や機体を守るかということが最重要技術課題となっ
ている.

空気（あるいは他の気体）中を飛行する物体の周
りでは流れがせき止められ, 運動エネルギーの一部
が熱エネルギーへと変換されることで温度が上昇す
る. また,境界層内の粘性散逸 (いわゆる摩擦)によっ
ても加熱される. これらの空気力学的作用によって
高温となった空気から物体への伝熱現象を空気力学
的加熱（通常, 空力加熱と略称される）と呼んでい
る.(2) これは,コンコルドのような超音速機において
も問題となるもので,これらの機体に,通常航空機に
用いられるアルミニウム合金ではなく, 高温でも強
度を維持できるチタン合金が多く採用されているの
は,このためである.

ところで,コンコルドに代表される超音速機の形状
とスペースシャトルに代表される再突入機の形状と
を比較すると極めて対照的であることに気づくだろ
う. 前者は全体的に鋭い印象を受けるのに対し,後者
は丸みを帯びた鈍い印象を受ける. このような形状
の違いは,実は,両者が受ける空力加熱の程度の違い
を反映している. 機体形状にも影響を与えている再
突入時の空力加熱とは一体どのようなものなのだろ

うか. この論文では, まず, この点を明らかにするこ
とから始め, どのように予測すればよいのかという
ことについて述べる.

2. 再突入空力加熱とは

2.1大気圏再突入飛行
宇宙航行ミッションは以下のような 3つの主要な
飛行フェーズに分類される.(2)

• 地球大気圏からの脱出

• ミッション遂行のための軌道上での慣性飛行

• 惑星大気圏への突入

宇宙機によっては最後の飛行フェーズを経験するこ
となく深宇宙への旅を続けるものもあるが, 多くは
惑星大気圏への突入 (あるいは地球大気への再突入)

を経て,その任務を完了する.

よく知られているように,質量 Mの惑星を中心と
する半径 rの円軌道を飛行する物体の速さ V は次式
で与えられる.(3)

V =

√
GM

r

ただしGは万有引力の定数である (G = 6.67×10−11 m3/

kg s2). 地球の場合, M = 5.98 × 1024 kgであり,軌道
半径として地球の赤道半径 r = 6.4 × 106 mを代入す
ると,いわゆる第１宇宙速度 VIが得られる.

VI ≈ 7.9 × 103 m/s

つまり, 地球の周りの円軌道を飛行している人工衛
星や宇宙機は概ねこのような大きな速度を有してお
り,これらが大気圏に突入する場合には,これよりも
若干遅い程度の速度 (およそ 7 km/s)で飛行すること
になる. これはマッハ数 (速度を音速で割った無次元
量)に換算するとおよそ 25程度となり, コンコルド



等の超音速機の飛行マッハ数 2と比べ,はるかに大き
い値であることがわかる.

さらに,他の惑星に向かう宇宙機では,地球の重力
圏から脱出する必要があるが,このために必要な速度
の下限として,次の第 2宇宙速度 VIIが知られている.

VII =
√

2VI ≈ 11.2 × 103 m/s

これは, 地球を一つの焦点とする放物軌道上の物体
の速度

V =

√
2GM

r

に先に用いた地球の場合の定数を代入することで求
まる. 逆に,一旦地球の重力圏を脱出した宇宙機が再
び地球に帰還してくる場合には, この程度の速度で
大気圏に突入してくることになる.

これまで述べてきたように,宇宙機の再突入時の速
さは通常の乗物に比べてはるかに大きく,その 2乗に
比例する運動エネルギーはさらに大きくなる. これ
に地球からの引力によるポテンシャルエネルギーを
加えると, 再突入前に宇宙機が有する力学的エネル
ギーは甚大である. 例えば, 19 tの質量をもつスペー
スシャトルが地球半径の円軌道上を飛行している場
合,その力学的エネルギーは 0.6 TJにも達する. とこ
ろが,最終的に地上に帰還したとき,その力学的エネ
ルギーはほぼゼロとなっている. エネルギー保存の
原理から,それらは形を変え,どこかに存在するはず
である. では,一体どこへ行ってしまったのだろうか.

最終的にこの膨大なエネルギーのほとんど全ては大
気圏への再突入時に熱エネルギーに変わり, 大気中
に散逸していったのである.

2.2熱エネルギへの変換過程
再突入宇宙機の力学的エネルギーが熱エネルギー
へと変換される過程では衝撃波による断熱圧縮が極
めて重要となる. 前述したように,物体に対して相対
的に高速で運動する気体は物体壁でせき止められ,加
熱される. 再突入する宇宙機の飛行速度は空気の音
速を超えているため, 等エントロピー的にせき止め
られることはなく,機体前方に生じた衝撃波によって
不可逆な断熱圧縮を受ける.(4) その後,さらに壁近傍
で減速・圧縮され,境界層内では粘性散逸による加熱
も受けることになるが,再突入物体のように高いマッ
ハ数で飛行する物体の周りでは衝撃波による圧縮加
熱が支配的である.

気体の比熱比 γを一定と仮定すれば,マッハ数（速
さを音速で割った無次元量)M の一様流中に垂直衝
撃波が存在する場合 (図 1 (a)), 衝撃波前後の温度比
T2/T1は,次式によって与えられる.(4)

T2

T1
= 1 +

2(γ − 1)
(γ + 1)2

γM2 + 1
M2 (M2 − 1) (1)

ただし,衝撃波が存在するためには流れが超音速,す
なわち M ≥ 1でなければならない. 一様流に対して
角 βだけ傾いた衝撃波 (斜め衝撃波)の場合 (図 1 (b)),

上式のMを波面に垂直な方向の速度成分のマッハ数
M sin βで置き換えることで衝撃波前後の温度比が得
られ,

T2

T1
= 1+

2(γ − 1)
(γ + 1)2

γ(M sin β)2 + 1
(M sin β)2

{
(M sin β)2 − 1

}
(2)

となる. ただし,衝撃波が存在するための条件として,

βには
sin−1 1

M
≤ β ≤ π

2
という制約が課せられる.

図 2は,空気 (γ = 1.4)の場合の温度比と流れのマッ
ハ数との関係を, βをパラメータとして表したもので
ある. 前節で述べたように,地球周回軌道上の宇宙機
が大気圏再突入を行う場合,飛行マッハ数は 25程度
であるので, 機体前方に生じる垂直衝撃波 (β = π/2

の場合)前後の温度比は 100程度となる. 高度 80 km

で大気温度はおよそ 200 Kなので,(5)垂直衝撃波背後
の温度は 20000 Kに達することになる (実際には,後
述する理由によりこれ程までには温度は上昇しない
が). また,衝撃波が一様流に対して傾くと,温度上昇
は抑えられ,例えば上と同じ条件であっても, β = π/3

では T2/T1 ≈ 30となることもわかる.

Normal 
shock wave

M

T1 T2

(a)

Oblique 
shock wave
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M sinβ

β

Fig. 1 Normal and oblique shock waves.

2.3鈍頭物体コンセプト
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Fig. 2 T2/T1 vs. M (γ = 1.4).

ここで,再突入物体の空力加熱に関するH. Allenの
極めて興味深い発想に触れたい.(6)

1950年頃, 空気力学者は超音速飛行には細身で先
端の尖った機体が向いているということを認識して
いた. このような機体では前縁に発生する衝撃波が
弱くなり（傾き角が小さくなるため）,いわゆる造波
抵抗が減少するためである. 再突入宇宙機に対して
も同様の発想で設計を試みたが, 地上に帰還する前
に燃え尽きてしまうことがわかり,結局失敗に終わっ
ていた.

これまで述べてきたように,再突入時の空力加熱は,

宇宙機の力学的エネルギーが熱エネルギーに変換さ
れ, 機体壁へと伝わることによって生じる問題であ
る. しかし,全熱エネルギーが一度に機体側に流れ込
むことはなく,その一部が機体に流入し,残りは空気
中に蓄えられたまま流れ去っていることになる. し
たがって,できるだけ多くのエネルギーをできるだけ
壁から離れた場所で熱エネルギーに変え, 空気中に
捨て去ることで, 空力加熱量を軽減できるはずだと
Allenは考えた. このため,再突入機には鈍い (blunt)

先端形状の機体を用いて傾き角 (図 1 (b)中の β)の大
きな, 強い衝撃波を機体前方に発生させればよいと
いう, blunt body conceptを提案した. つまり,空力加
熱を抑えるためには,細身の機体ではなく,むしろず
んぐりとした機体を用いるべきだと考えたのである.

この Allenの発想は,様々な理論解析や実験によっ
て裏付けられ,アポロカプセル,スペースシャトル等
の様々な再突入機に採用されることになった. はじ
めに述べたコンコルドとスペースシャトルの形状の

違いも,このことによっている. 音速の 2倍程度の速
度で巡航するコンコルドが受ける空力加熱問題は機
体の材質を変えることで, つまり既存の概念の延長
線上にある発想で解決できたのであるが, はるかに
大きな速度で飛行する再突入宇宙機では, 機体を鈍
頭にするという,新たな発想が必要だったのである.

3. 再突入空力加熱の予測
以上のことから,再突入空力加熱の問題では,衝撃
波が重要な役割を果たしていることがわかった. こ
のため, 空力加熱の予測には衝撃波に関する気体力
学の知識が必要不可欠となる. 衝撃波は気体力学に
おいて最も重要な研究対象の一つであり, その解析
に式 (1), (2)のような理論関係式が利用できる. ただ
し,再突入空力加熱を考える場合には,それらをその
まま利用できるわけではない. まず,気体の温度上昇
に伴う特性の変化（高温効果）を考慮しなければな
らない. 例えば,式 (1)等を導出した際の,気体の比熱
比が一定であるという仮定はもはや数千度を超える
温度では成り立たない. また,再突入機が最大の空力
加熱を受ける飛行高度 (80 km程度)では大気密度が
地上の 10万分の 1であることが事態をさらに複雑に
する (低密度効果). 以降では,再突入空力加熱の予測
のために知らなければならない, 気体の特性の変化
について述べる.

3.1高温効果

3.1.1内部エネルギーモードの励起
鈍頭先端形状をもった再突入機の前方に生じる強
い衝撃波背後の高温気体では, 比熱を一定と仮定す
ることができない. これは,通常「眠っている」気体
分子の性質が顕在化し始めることによる. 分子の振
動エネルギーや電子励起エネルギーといった内部エ
ネルギーモードの励起が起こり,これによって比熱の
変化が起こるのである. では,温度変化に対して比熱
はどのように変化するのであろうか. これらの問い
に答えるためには, 量子力学と統計力学の助けが必
要となる. 前者は最も基本的な力学で,分子・原子が
取り得る微視的なエネルギー状態を知るために必要
となり,後者は,微視的な情報から巨視量を求める際
に必要となる. 両者を用いることで,平衡状態での気
体の熱力学的性質は, 分配関数の温度依存性から求
めることができるようになる.(7)

再突入空力加熱を考える上で最も重要な現象でも



ある 2原子分子の振動励起を例として取り上げてみ
る. 2原子分子を振動数 νの調和振動子と近似する
と,分子振動に対する Schrödinger方程式を解くこと
で,振動エネルギー準位

εv =

(
v +

1
2

)
hν

が与えられる. ただし, vは振動量子数 (v = 0, 1, 2, · · ·),
hはプランク定数である. 基底状態 (v = 0)であって
も振動エネルギーはゼロにならず,有限の値 (これを
零点エネルギーと呼んでいる)をもつことは,興味深
い量子力学的効果の１つである.

統計力学によると,分子振動エネルギー分布が温度
T で平衡状態となっている場合, 分子振動準位 εv を
占有する最も確からしい分子数 n∗vは次のBoltzmann

分布によって与えられる.

n∗v = N exp (−εv/kT ) /Qvib

ただし, Nは全分子数 (N =
∑

v n∗v), kは Boltzmann定
数, Qvibは次式で定義される振動分配関数である.

Qvib =
∑

v

exp (−εv/kT )

1分子当たりの振動エネルギー Evibはこれらを用い
て計算される平均値であり,次のようになる.

Evib =
∑

v

n∗vεv/N = kT 2
(
∂ ln Qvib

∂T

)
分子振動エネルギーを基底状態から測ることにして
(零点エネルギーは定数なので,比熱の温度依存性に
は影響を与えない), 上式に代入し, 振動特性温度を
Θvib = hν/kで定義すると

Evib =
kΘvib

exp (Θvib/T ) − 1

が導かれる. さらに, 1分子当たりの振動比熱は

Cv vib = k
[
Θvib/(2T )

sinh (Θvib/(2T ))

]2

となる.(8) 図 3は無次元温度 T/Θvibに対する振動比
熱の変化を表したものである. この図からわかるよ
うに, T � Θvibの場合には振動比熱はほぼゼロで,分
子振動の寄与は無視できる. 例えば基底電子励起状
態の酸素分子の場合, Θvib = 2270 Kなので,(7) 日常
我々が体験する温度範囲はちょうどこの状況に相当

している. 温度が増加し, Θvibに近づくにつれて比熱
は大きくなり, kに漸近する. 実際, T → ∞とすると
上式は Cv vib → kとなることが容易に確かめられる
(この値は,古典力学の結果 (エネルギー等分配則)と
一致する).

Fig. 3 Temperature dependence of Cvvib.

気体の原子や分子は電子励起エネルギーという形
で内部エネルギーを保有することもできるが, これ
についても同様の取り扱いが可能である.

3.1.2化学反応
さらに温度が高くなると,解離等の化学反応が進行
し始める. このような反応に伴う気体の熱力学特性
の変化を知るためには, その組成を明らかにしなけ
ればならない.

系が平衡状態に達したとき,その組成は,質量作用
の法則 (9) に基づき, 2つの熱力学的状態量を指定す
ることで決まる. 組成が明らかになれば,混合気体の
様々な熱力学的特性量を計算することができるよう
になる. ここでは, 例として, 空気が O2, N2, O, NO,

N, NO+, e−, N+, O+, Ar, Ar+ から成る混合気体であ
るとし, 次の 7つの反応を考慮した場合の計算結果
を図 4に示す.

O2 ↔ 2O

N2 + O2 ↔ 2NO

N2 ↔ 2N

NO+ + e− ↔ NO

N+ + e− ↔ N

O+ + e− ↔ O

Ar+ + e− ↔ Ar



図では,化学種 iのモル-質量比σiを混合気体全体のモ
ル-質量比σ = ∑

i σiで割ったものを縦軸に,温度を横
軸にして両者の関係を示している. 計算には文献 (10)

の方法を用い,平衡定数も同文献中の値を使用した.

また,高度 80 kmでの大気の密度 (1.85× 10−5 kg/m3)

を使用した. この図から, 10000 K以上の温度では,常

Fig. 4 σi/σ as function of temperature, T . (Density:

1.85 × 10−5 kg/m3).

温の大気の主成分である窒素分子や酸素分子はほと
んど存在していないことがわかる. 一方,電離反応が
かなり進行し,多くのイオンや電子が発生している.

3.1.3まとめ
ここで取り扱った分子内部エネルギーモードの励
起や化学反応は,全て吸熱現象である. 再突入体前方
に生じた強い衝撃波背後でこれらの現象が進行する
と,気体の温度を減少させ,図 2に示したような温度
には実際には到達しない. したがって,空力加熱を低
減する効果がある.

また,気体の輸送特性等の,再突入時の空力加熱に
影響を与える物性値の変化が高温条件下では起こる.

これらも,気体分子運動論 (11),(12)を適用し,理論的に
求められている.(13)

3.2低密度効果

3.2.1非平衡流
前節で述べた高温効果は,微視的にみると,乱雑で,

かつ大きな運動エネルギーをもった気体分子同士の
衝突によって引き起こされるものである. したがっ
て, 本来的に, ある特性時間を持っている. 地上での

大気のように,気体密度が十分高く,分子間衝突が頻
繁に行われる状況では, これらの現象は流れ場の特
性時間と比べてはるかに短く, 流れ場の変化に対し
て瞬時にその場所での平衡状態 (局所平衡状態)に達
すると考えてよい. このような場合は,上述したよう
な方法で平衡状態の温度や密度を用いて, 内部エネ
ルギー励起の効果や成分組成の変化を求めることが
できる. このような流れを「平衡流」と呼んでいる.

ところが,再突入物体が飛行する高々度大気中では,

気体密度が非常に小さい. その結果,分子間衝突に要
する時間が長くなり, 物理化学的現象の進行速度は
遅くなる. しかも, 飛行速度は非常に大きいため, 流
れ場の特性時間は日常我々が体験するものと比べて,

はるかに短い. 例えば,高度 80 kmを速度 10 km/sで
飛行する前縁半径 1 m程度の再突入体のよどみ点流
線上の流れ場を考えると, 反応の特性時間は流れの
特性時間の 10分の 1程度になり,前者を後者に対し
て無視できなくなる. このような場合,流体要素では
移動しながら振動励起や解離反応などの現象が進行
し,互いに影響を与えあうことになる. このような流
れを「非平衡流」と呼んでいる. 非平衡流では,先に
述べたような方法で高温効果を扱うことができない.

例えば, 振動エネルギー等の内部エネルギーモード
の占有分布を温度 (分子の並進運動の温度)で特徴づ
けることができない (このような状況は特に「熱的非
平衡」と呼ばれている). 内部エネルギーモードは分
子間衝突によって徐々に並進温度に近づいていくが,

その特性時間 (緩和時間)を何らかの方法で与え, 流
れ場とともに解析することが, 一般にはよく行われ
ている.(14)また,局所的に平衡状態に達していないた
め,組成を質量作用の法則から求めることもできない
(この状況は「化学的非平衡」と呼ばれる). この場合
も,素反応毎の反応速度係数を何らかの方法で求め,

反応の進行と流れの変化とを同時に追跡していく必
要がある (14)

さらに大気密度が低くなり,物理化学現象の進行が
より遅くなると, 流体要素が移動する間に物理化学
現象がほとんど起こらない状況が実現する. このよ
うな流れは「凍結流」と呼ばれている. この場合は,

高温効果は全く考慮する必要がなく, 比熱比を一定
と仮定することができる.

以上のような流れの分類は, 再突入空力加熱を考
える上で有意であり, 物理化学現象の特性時間 τpc

に対する流れの特性時間 τf の比として与えられる



Damköhler数 (14) (Da = τf/τpc)を用いて,次のように
整理されている.

• Da � 1：平衡流

• Da � 1：凍結流

• 上記以外の Da ：非平衡流

高温効果は吸熱現象であるので空力加熱を低減させ
ると先に述べたが,凍結流や非平衡流では,十分な吸
熱現象が起こる前に, すなわち温度が十分に低下す
る前に高温気体が機体壁に達することになり, 空力
加熱低減の効果が期待できない.

3.2.2壁面の触媒性
ここで,再突入空力加熱に大きな影響を及ぼす,再
結合反応に対する壁面の触媒性の効果について触れ
ておこう. 非平衡流の場合,機体前方の強い衝撃波の
直後では内部エネルギーモードの励起や解離反応が
まだ進行していないので, 気体の (並進)温度はかな
り上昇するが, その後気体は下流へと流れながら反
応が進行していき, 熱エネルギーの多くが解離等の
吸熱反応によって消費され, 温度は低下するであろ
う. このため空力加熱の低減が期待できるのだが,壁
面が解離の逆反応である再結合反応に対して触媒性
をもつと,表面で再結合反応が急速に進行し,一旦吸
収されたエネルギーが再び熱エネルギーの形で放出
されてしまうことになる. 表面での再結合によって
原子密度が減少するので,濃度勾配が壁近傍に生じ,

原子は拡散によって次々に壁へと運ばれ,再結合反応
が継続的に進行する. そのため,壁面近傍の温度は上
昇し, 空力加熱が増大してしまう. 当然, 空力加熱か
ら機体を守るためには, 壁面が再結合反応に対して
触媒性を持たないことが望まれる.

3.3再突入空力加熱の数値予測
上述した高温効果や低密度効果を考慮し,再突入時
の空力加熱を数値流体力学 (Computational Fliud Dy-

namics, CFD)により予測する試みがなされている.

気体全体の流れを記述する質量・運動量・エネルギー
の保存方程式とともに, 化学的非平衡流では反応に
よって生じる各化学種の保存方程式を, 熱的非平衡
流では各内部モード毎のエネルギー保存方程式を数
値的に積分することで,流れ場を計算機内に再現し,

空力加熱量を推算しようとするものである (支配方
程式や物理モデルの詳細は, 文献 (15),(16)等を参照の

こと). 一例を紹介すると, 1994年に打ち上げられた
OREX(Orbital Reentry Experiment)実験機の飛行デー
タを用いて,機体周りの非平衡流を数値的に再現し,

よどみ点で最大 0.4 MJ/m2程度の加熱率が得られて
いる.(17) これは飛行データとほぼ一致する値である.

4. おわりに
再突入時の空力加熱問題に対しては日常の経験が
通用しないことが多い. この意味において,この研究
課題は極めて挑戦的である. また, 流体力学, 熱力学
等の古典力学だけでなく, 量子力学, 統計力学, さら
には物理化学といった幅広い知識が必要とされる,学
際的な課題でもある. 今後ますます盛んに研究が進
められることが期待されるが,方向としては「より基
本へ」と向かっているように思われる. それは,より
広範な対象への応用に結びつくことを約束するもの
である.
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