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ジェットエンジン用ヒータレス無着氷型全温度センサ
Anti-Icing Total Temperature Sensor

氷雪環境下での飛行を前提とした航空機において，ガスタービンエンジンが吸入する空気の全温度を計測す

るセンサは，融雪用電熱ヒータによる着氷対策が実施されているのが一般的である。この方式のデメリットと

しては，（1）センサ筐体内の電熱ヒータによるセンサ自体の大型化，質量増加，（2）電熱ヒータ用電源ケーブル

および電源確保のためのエンジン質量増加，が挙げられる。これらのデメリットを克服すべく，今回，ヒータ

を使用せずに氷雪環境下で使用できる，温度センサを開発した。本センサは全温度の測定方式として，従来の

よどみ温度測定方式にかわる摩擦気流測温方式を新たに考案・採用することで，センサ筐体から空気取入口を

なくし，着氷しにくい翼型の筐体構造を可能にした。さらに，氷雪環境にさらされるセンサ測温部の翼形状を

最適化することで，規定値以上の大きさに着氷塊が成長することを防止すると共に，測温部付近での着氷を最

小限に抑え，氷雪環境下での全温度計測を可能にした。
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Aircrafts flying in the icing environment generally employ electric deicing heaters to the sensors that

measure a total temperature of inlet air taking into a gas turbine engine. However, these sensors have

two major disadvantages: (1) a sensor-itself enlargement in size and weight due to an electric heater in

the sensor, (2) an engine weight increase due to a generator and cables for the electric deicing heater.

To overcome those disadvantages, Yokogawa Denshikiki Co., Ltd. has developed a "heater-less"

temperature sensor available in the icing condition. Since this temperature sensor employs a new method

of "heat-by-air-friction" (heat is generated by air friction) in place of the conventional "stagnated air

temperature measurement" method, the sensor does not require an air intake inside the engines case,

and therefore the removal of the air intake can provide an airfoil design suitable to reduce buildup of

ice on the sensor. Moreover, the front edge of the airfoil sensor is designed so sharp (fin type) and

optimum to airflow that the growth of icing is restrained under a specified size and the buildup of ice on

the sensor can be minimized.

Thus, this unique "heater-less" sensor has been developed for the total temperature measurement

under the icing environment.

1. は  じ  め  に

航空機用ガスタービンエンジンは，温度，圧力，回転

数などの各種センサが検知した信号を基に，適切に運転

されるよう制御されている。これらのセンサは，航空機

が遭遇するあらゆる環境下でも適切に作動しなければな

らない。本稿では，氷雪環境下においても使用可能なエ

ンジン吸入空気の全温度センサについて述べる。従来の

全温度センサは，氷雪環境下での使用に対応するために

融雪用ヒータを用いていたが，ヒータを使用しない新た

な全温度センサを開発したので紹介する。なお，全温度

とは，流れが持っている全エネルギを温度で表した量で

あり，流れを堰き止め，流速がゼロとなるよどみ点での

気体の温度に等しい。

2. 氷  雪  環  境

航空機の運行上，着氷が問題となるのは，過冷却状態

の液体水分が存在する雲中などを飛行した場合である。

雲中では，液体水分が平均直径数μm～数10μmの水

滴状態で浮遊している。過冷却状態の液体水分は，機体

等への衝突をきっかけに，衝突した物体表面の凹凸等に

密着した状態で凝固する。そのため，着氷の固着力は，固

体状態である雪や雹が表面に付着した場合に比べて格段

に大きく，着氷が最終的に航空機の飛行に影響を及ぼす

大きさにまで成長する場合がある。本稿では，氷点以下

の空気中に過冷却状態の液体水分が水滴として浮遊して
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いる状態を，氷雪環境と呼ぶものとする。

通常，航空機の機体では着氷を防止するために，翼前

縁などにエンジン抽気熱や電熱ヒータなどを利用した着

氷防止機構を用いて対処している。（1）また，横河電子機

器（株）では，これまでに機体表面構造材に電磁力による

衝撃を加え，防除氷を行う研究も行ってきた。（2）

本稿に述べる実証試験では，MIL規格（3）が規定する氷

雪環境を模擬できる氷雪風洞を用いて，十数種類の氷雪

条件下における評価を実施した。MIL規格では，液体水

分の含有量，平均水滴直径，空気温度，暴露時間等が規

定されている。

3. 従来の全温度センサ

図1に示すように，全温度センサはエンジン空気吸い込

み口付近，1段部ファン前方に設置されるため，直接氷雪

環境下にさらされる。全温度センサ筐体に着氷が発生した

場合，測温機能が損なわれるだけでなく，着氷した氷雪の

塊が脱落し，その着氷塊がエンジンに吸い込まれ，エンジ

ンに重大な損傷をもたらす可能性がある。このため，セン

サ筐体への着氷に対する充分な対策が必要である。氷雪環

境下で使用する全温度センサへの要求事項を，次に示す。

①センサ筐体への着氷塊が脱落した場合を考慮して，セ

ンサへの最大着氷量は，エンジンの異物吸い込みの許

容限界値以下であること。

②氷雪環境下の使用においても，全温度測温機能が損な

われないこと。

従来の全温度センサでは，着氷対策として融雪用電熱

ヒータをセンサ筐体に内蔵する方法が一般的である。氷

雪環境下での使用時には，センサ筐体がヒータにより加

熱されるため着氷は発生せず，着氷塊の脱落もない。し

かし，電熱ヒータを用いるこの方法には，次に示すデメ

リットがある。

①センサ筐体内の内蔵電熱ヒータによる，センサ自体の

大型化，質量，コストの増加。

②内蔵電熱ヒータ用の電源ケーブルおよび電源確保のた

めに，エンジン質量，コストの増加。

本センサはこれらのデメリットを改善すべく，融雪用

電熱ヒータを使用せずに，氷雪条件下で使用できるエン

ジン用吸入空気温度センサを開発した。図2にセンサの

外観を，表1に仕様概要を示す。

4. 氷  雪  対  策

4.1 全温度測定方法

一般的に，全温度センサが設置されるエンジン空気吸

い込み口付近の1段部ファン直前での空気流速は，飛行

状態に関わらず，ファン1段部での空気圧縮が可能な流

速0.5 Mach前後になるよう，インテークダクトの形状等

が設定されている。（4）従って，本品では流速0.5 Mach以

下での使用を前提とした。一般的な全温度測定方法であ

るよどみ温度測温方式では，よどみ温度T0（K）と，空気

流速M（Mach），大気温度（静温）Ts（K）の関係は，（1）式

で示される。

図1　全温度センサ取り付け位置
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表１　本センサの仕様概要

質量�

サイズ�

測温素子�

最大着氷量�

最大測温誤差�

210 g�

約70 mm × 70 mm × 70 mm （最大エンベロープ）�
Pt100Ω�

20 g�

±2.2℃（0～0.5 Mach ; 回復係数補正時）�

図3　よどみ温度測定式全温度センサ構造図
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T0＝｛ 1+（γ－1）M2/2 ｝Ts ……………………（1）

ここで，γ；流体の比熱比（空気；≒1.4）

よどみ温度測定方式では，空気取入口，およびよどみ

点を作るための空気流速をほぼゼロにするための構造・

形状が不可欠である（図3参照）。よどみ温度測定方式の

全温度センサにおいて，融雪ヒータを使用しない状態で

氷雪試験を実施した状況を，図4に示す。

融雪ヒータ無しの状態では，時間の経過と共に空気取

り入れ口前縁に着氷塊が堆積する。最終的には，図4に

示すように空気取入口が閉塞してしまい，測温が不可能

な状態になる。よどみ温度測定方式は空気取入口から氷

雪を含んだ外気を取り込む構造である以上，融雪用ヒー

タ等による氷雪対策は必要不可欠である。

そこで，横河電子機器（株）では摩擦気流測温方式を新

たに考案し，エンジン用全温度測定センサに適用した。

一般的に，壁面に平行に流れる流速Mの空気流は，流

れの境界層内において壁面に近づくに従い流速が0に近

づき，壁面直近では，流速が0となる（図5参照）。流速

の変化が著しいこの部分では，主に摩擦熱により空気温

度が上昇する。壁面直近での摩擦により，加熱された気

流の温度T1（K）は，（2）式で近似することができる。

T1＝｛ 1+r（γ－1）M2/2 ｝Ts ……………………（2）

　　r；回復係数

　　回復係数は層流，乱流等流れの状態により

　　r≒Pr1/3～Pr1/2の値となる。

　　Pr；流体（空気）のプランドル数

摩擦気流温度を示す上記（2）式とよどみ温度を示す（1）

式を比較した場合，回復係数r=1であれば，両式は同じ

結果を得るが，本センサにて想定される使用条件下にお

いて，回復係数の値は0.83～0.90の範囲で，流れの状態

により異なる。回復係数が流速によりこの範囲で変動す

ることで，最大で－3.1℃の測温誤差が発生することが予

想される。なお，最も大きな測温誤差が発生するのは，最

大流速，最大大気温度の条件下で使用する時である。た

だし，流速により回復係数の補正を行うことで，本セン

サの理論上の測温誤差は±1℃以内となる。

図6に，本センサの測温誤差測定結果の一例を示す。摩

擦気流温度の実測値は，流速の増加と共に測温誤差が増

加することが確認できる。また，補正後の測温誤差は

±0.5℃以下であった。

4.2 着  氷  対  策

翼型形状のセンサ筐体を氷雪環境の気流内に置いた場

図4　よどみ温度測定センサの着氷状況
（試験条件；0.5 Mach，全温度－10℃）

図5　壁面付近での流速分布
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図6　摩擦気流測温方式による全温度測温誤差
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図7　先端エッジ形状による着氷塊成長過程

気流�

着氷塊� 着氷塊�

気流�

着氷前�

着氷開始�

着氷成長�

気流に対する角度が直角に近い部分ほど着氷しやすい。�

前方の着氷塊に気流がさえぎられるため，�
この部分での着氷塊の成長はほとんどない。�

固着面積；大→強固；脱落しにくい�
� 固着面積；小→脆弱；脱落しやすい�

�

先端Rが大きい場合� 先端Rが小さい場合�



ジェットエンジン用ヒータレス無着氷型全温度センサ

22横河技報　Vol.46 No.3 (2002)98

合，着氷は先端エッジ部分から開始する。水滴を含む気

流はまず翼前縁の先端エッジ部分に衝突し，気流に含ま

れていた過冷却状態の液体水分が先端エッジ表面に付

着・凝固し着氷する。着氷初期段階で形成され，着氷塊

の固着部分となる着氷の形状，固着面積は，先端エッジ

形状の影響を大きく受ける。

さらに，気流に含まれる液体水分は，常に着氷塊の先

端で衝突・着氷するため，上記固着部分が形成された後

の着氷は，気流の流れの上流方向に向かって成長する。

着氷塊後方に流れる気流には，既に水分含有量が少ない

ことから，着氷塊先端より後方部位での着氷の成長は，

ほとんどない。このため，着氷塊固着部分での形状，固

着面積は，着氷発生初期段階からほとんど変化しない。

従って，着氷の固着強度は先端エッジ形状によるところ

が大きい。先端エッジ形状の違いによる着氷成長過程の

比較を，図7に示す。

エッジ先端の半径Rを小さくした場合，着氷塊固着部

の面積，および着氷塊固着強度は小さくなり，エンジン

が許容する異物吸い込み限度の大きさに成長する前に，

着氷塊を空気抵抗で脱落させることが可能である。

本センサの開発では，脱落が許容される着氷塊の大き

さ，着氷塊が受ける空気抵抗，着氷の固着強度等から，最

適な先端形状を決定し，氷雪風洞での実証試験を行った。

試験では脱落する直前の着氷塊の寸法，質量を測定する

と共に，着氷塊の生成・脱落が繰り返される状態での全

温度測定誤差についても確認した。図8に，氷雪風洞で

の着氷塊成長・脱落の過程を示す。図9に，全温度測定

誤差の測定結果を示す。着氷塊の生成・脱落時において

も，全温度測定誤差は±1℃以内であることが確認でき

た。

着氷塊の生成・脱落のタイミングに合わせて本品の全

温度測定値が変動するが，これは主に次の理由によるも

のと考えられる。

（1）着氷塊による空気流の状態の変化

（2）着氷塊発生初期段階での先端エッジ部分における液

体水分の凝固熱の影響

温度等の条件によっても異なるが，図９の例では，600

秒間の氷雪環境下への暴露期間中，約100秒毎に着氷塊

の脱落・生成が確認され，最も大きな氷雪塊の質量は20 g

であった。

5. お  わ  り  に

従来のよどみ温度測定方式にかわる摩擦気流測温方式

を採用したことで，センサ筐体の設計の自由度が増し，

融雪用ヒータを使用することなく，氷雪環境下で使用可

能な全温度センサを構築できた。エンジンシステムの単

純化によるエンジン全体での信頼性向上，軽量化および，

コストの面でヒータを使用しないメリットは大きい。
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図8　着氷塊成長・脱落の過程（－20℃，0.5 Mach）
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図9　氷雪環境下での全温度誤差計測結果
（0.5 Mach，液体水分含有量2 g/m3）
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