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1. はじめに

　唐突ですが，タコニス振動ってご存じでしょうか？ 
名前はともかく，液体ヘリウムを操作したことのあ
る方はおそらくご存じだと思います．これは，液体
ヘリウムを入れたデュワーに，端の開いた長い管を
挿入し液面に近づけると，管の中の気体のヘリウム
が自然に振動し出す現象です．管のもう一端は室温
に保たれ栓がされていますが，代わりにゴムのダイ
アフラムを取り付けますと，指でかなり強い振動を
感じることができます．
　タコニス振動はいまから62年前の1949年，オラ
ンダ・ライデン大学のカマリン・オンネス（Kam-
erlingh Onnes）研究所のタコニス（Taconis）によ
って発見されました[1]．論文にはしかし詳しい説
明や議論はなく，簡単な記述があるだけです．では，
どうして振動が発生するのでしょうか？このメカニ
ズムの説明は簡単ではありません．ヘリウムや極低
温はこの現象にとって必ずしも本質的な要素でない
ことが分かってきました．普通の気体でも，また極
低温にしなくても同じような現象が発生します．こ
れがいまから紹介します熱音響現象＊＊です．
　振動による気体の運動エネルギーやポテンシャル
エネルギーは，周囲の熱源から供給されています．
熱エネルギーから力学エネルギーへの変換は，まさ

にプライムムーバ（原動機）の働きと見なすことが
できます．プライムムーバとは，熱エネルギーを運
動エネルギーに変換し，エネルギーの質を高める機
械を指します．タコニス振動は自然（自発的）に発
生するのですが，温度差のない閉じた管の中の空気
などをピストンで強制的に外から駆動しますと，管
の中央部の温度が僅かですが下がり両端の温度が上
昇します．外から与えた仕事によって熱が運ばれる
ことになり，これはプライムムーバとは逆のヒート
ポンプ（冷凍機）の働きです．いずれも気体は振動
によって周期的に圧縮・膨張し熱的なサイクルをう
けますので，これを熱機関と捉えることができます．
　熱音響現象を利用した新しい熱機関の研究が80
年代以降盛んに行われてきました [2,3]．この熱機
関の大きな特徴として，装置が簡単で可動部がない
ためシールや潤滑が不要で，空気などの環境に優し
い気体を用いることができ，また太陽熱，地熱，低
温廃熱等の利用も考えられ，特に熱効率がカルノー
効率に近いことがあげられます．良いことずくめで
すので関心が集まり，研究が大きく進展しました．
しかし，熱機関として実際に使うには出力や効率を
もっと向上させることが必要ですが，これを阻む壁
が現在立ちはだかっています．壁を突破するには現
象をより深く理解し，定量化することが不可欠です．
　現象の本質は，粘性や熱伝導性による拡散効果が
温度勾配下ではアクティブに作用し，気体を不安定
化させることに他なりません．これにより圧力変動
（音）が発生し，この成長とともに流れが誘起され，
最終的には熱と音と流れが複雑に絡まった非線形現
象が出現します．ちなみに，熱機関で発生する圧力
変動の大きさは普通の音に比べれば遙かに大きく，

技術解説

＊＊ 熱音響現象とは熱的な要因で音が発生する現象を一般に指
　しますが，ここでは温度勾配のある壁面に接した場合の現
　象に話を限ります．



図1：気体粒子の振動と壁の温度勾配が大きい場合の熱の流れ
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100万倍程度にもなりますので音と呼ぶと誤解を招
くかもしれません．
　熱機関の出力や効率の増加には装置の工夫もさる
ことながら，生じる現象を定量化し物理量の間の関
係式を導き出すことが不可欠です．これには本質を
突いた何らかのモデルが必要となるのですが，これ
ができていません．したがって現時点では熱流体力
学の方程式をそのまま無理矢理解くしか方法があり
ませんが，これでは実験とあまり違いがありません．
少々粗くても見通しのよい結果を与えるモデルを作
り上げることが先決です．この手がかりは，拡散層
の厚さと管径との大小関係です．拡散層が薄い場合
には，いわゆる境界層理論が非線形現象の記述も含
めて適用できることが最近分かってきました[4-6]．
また，厚い場合の拡散の作用についても詳細が明ら
かになってきました[7]．本解説では，熱音響現象
とこれを利用した熱機関についてできるだけ式を使
わずに紹介しましょう．

2. 熱音響現象のメカニズム

2.1 定性的な説明

　振動が発生するメカニズムについてまず簡単に説
明します．レイリー（Rayleigh）の名著Theory of 
Sound[8] には，熱的要因で振動が発生し持続する
には，「気体が圧縮を受け温度が上がったときに熱
を与え，一方膨張し温度が下がったときに熱を奪う
ことが必要である」と文章で書かれています．これ
は，振動の位相と加熱・冷却の位相との相対関係が
重要であることを言っています．ブランコを揺らす
ことを連想しますと，正しいように思われます．
　ちなみに，Theory of Soundの発刊はタコニス振
動が発見される遙か以前のことであり，レイリーは
古くからガラス吹き職人の間で知られていた，長い
首をもつフラスコ状容器の球根部を加熱すると音が
する現象を説明するために上の条件に辿り着いたよ
うです．この容器は現在ヘルムホルツ（Helmholtz）
共鳴器として知られていますが，温度勾配を与えた
場合には，音の発生を詳しく調べた研究者に因みソ
ンドハウス（Sondhauss）管と呼ばれています．レ
イリーの条件は果たしてタコニス振動に適用できる
のか，については後で述べることにします．
　温度勾配のある壁面付近での気体の運動を考える
ために，温度が上昇する向きに x 軸をとり壁面温度

を Te (x )とします．気体が静止していれば，その温
度は壁の温度と等しいと考えられます．ある瞬間に
x = 0の位置にあった小さい体積の気体の塊が撹乱
によって変位をうけ，微小振幅 a で振動するとしま
しょう．図1で実線の丸は，元の位置と左右に最大
変位した位置での塊を示します（破線は元の位置で
の塊の体積を示します）．この塊を気体粒子（以後
簡単に粒子）と呼びますが，気体の分子に比べれば
遙かに大きな塊です．
　粒子が右に変位し圧縮を受けるとしましょう．気
体の粘性の効果は熱伝導性のそれに比べて無視でき
ると仮定します．粒子の速度が大きいうちは壁との
間で熱の交換をする時間的余裕がなく，粒子は断熱
的に変化します．しかし変位が最大になる付近で
は速度が遅くなりますので，熱のやりとりが起きま
す．粒子が右に最大変位した位置での粒子の温度
Te +δTと，その位置での壁面温度
+ (dTe /dx)a]との間には差が現れます．図1のよう
に壁面温度の方が高ければ，熱δQが壁から気体粒
子に流れ込むことになりますし，逆に低ければ壁に
向かって熱は流れ出ることになります．一方，粒子
が左に最大変位するときには膨張をうけ気体温度
は低下します．壁面温度の方が低ければ，熱は
気体粒子から壁に流れ出ることになります．もし
δT/a<dTe /dxであればレイリーの条件が満たされ
ます．この条件下で振動が繰り返されると振幅 aが
次第に大きくなり，不安定化すると考えられます．
これが発振メカニズムの簡単な説明です．

～Te(x+a ) [　Te(x)～



図2：コア領域と境界層
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 次にヒートポンプが起きるメカニズムを説明する
ため，熱の流れについて考えてみましょう．図1の
ようにレイリーの条件が満たされているときには，
粒子が高温側にあるとき壁から熱を受け取り，低温
側にあるときに壁に吐き出しますので，壁の中の熱
は気体を介して低温側に運ばれます．これは熱力学
で習うように，高温側から熱を受け取り低温側に吐
き出し，その差が外に仕事をするまさにプライムム
ーバです．一方，レイリーの条件が満たされていな
い場合には，熱の流れは逆になり低温側から高温側
に運ばれることになります．図1で考えた気体粒子
と左右に隣り合う粒子も想像しますと，これらも同
じように振る舞いますので，熱が振動する気体を介
して低温側から高温側へ次々とバケツリレーのよう
に運ばれていきます．こうして熱を汲み上げるヒー
トポンプ作用が起きます．

2.2 定量的な説明

　レイリーの条件だけでは，気体が局所的に不安定
化しても気柱全体が不安定化するかどうかは分かり
ませんし，ましてや気柱の不安定化と管の両端での
温度比との関係を導くことはできません．この説明
には流体力学の知識が必要になります．
　壁面に接している気体は粘性と熱伝導性による拡
散の影響を受けます．いま振動の角周波数をωと
しますと，粘性と熱伝導性が及ぶ壁からの距離は，
大体　　　，　　　　によってそれぞれ見積もられ
ます．ここで， νは気体の動粘性率であり，κは
温度拡散率で，共に温度が高くなると大きくなりま
す．壁からこの距離の5倍程度離れると拡散効果は
無視できます．この拡散層の厚さが管径に比べて十
分薄いとき，流体力学ではそれを境界層と呼んでい
ます．参考までに，室温の大気（空気）が周波数
100 Hz で振動する場合には，　　　　は 0.15mm， 
　　　は若干厚く0.18mmになります．
　境界層を考えると，管の中を境界層とその外部の
コア領域に分けて考えることができます．図2にこ
のイメージを示します．コア領域では，粘性や熱伝
導性は無視できますので粒子は断熱的に変化します．
このため粒子のエントロピーの値は変化しませんが，
温度勾配がありますのでその値は粒子ごとに異なる
ことに注意が必要です．
　コアと境界層の境目は，図2の破線で描いたほど

　

実際には鮮明ではありませんが，そこには壁面に垂
直な方向の速度成分が存在します．この速度をυb 
で表し，コア領域内向きを正にとります．撹乱の波
長が管径に比べて十分長いときには，コア領域の変
動は断面にわたってほぼ一様で平面的に見なすこと
ができます．気体の平均圧力からの超過圧力を p'

とし，軸方向の速度を u'としましょう．コア領域
と境界層とを分けて扱いますと，両者はお互いに相
手に対し仕事をする，またはされる関係にあります．
境界層はコアに対して，単位時間に単位面積当たり
p'υbの仕事をし，逆の場合には符号が変わります．
温度勾配が無ければこの仕事の時間平均値は負の値
をとりコアが境界層に仕事をし，エネルギーが境界
層に向かって流れ込みます．このためコアの撹乱は
エネルギーを失う一方，境界層に流れ込んだエネル
ギーはこの中を流れ最終的には熱となって壁から失
われ散逸します．温度勾配がなければ，撹乱はこう
して減衰していきます．
　この様子を定量化するにはυbの形が必要になり
ます．詳しい計算を省き結果のみ書きますと，υb

は以下のような時間 tに関する履歴積分で与えられ
ます[9,10]：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ここで，C , CT は，気体の比熱比とプラントル数
ν/κで表される正の定数であり，νeは位置 xでの
動粘性率です．なお Te (x )は位置 xでの壁の温度で
す．見慣れない「－1/2階の微分」は以下の積分で
定義されます[11]：

ν/ω κ/ω

ν/ω
κ/ω

υb =C CT Te

dTe

dxt x
u' u'

.
-1/2 -1/2

-1/2 t -1/2+νe

νe (1)
∂ ∂∂
∂ ∂∂

t

t－τ
u'(     )x,τdτ. (2)

√π
≡
1

t-1/2∂
u'-1/2

- 8

∂
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この積分が－1/2階の微分と呼ばれる理由の一つは，
u'としてexp(iωt)をとりますと値は(iω)-1/2exp(iωt)
となり，整数階の微分法を拡張した結果を与えるか
らです．もう一つ重要なことは，この積分は位相を
π/4だけ遅らせます．普通の微分や積分は位相を
π/2の整数倍しか変化させませんが，π/4位相を
遅らせるには(2)のような積分になります．
　温度勾配がなければ式(1)の 2項目がなく，p'υb

の時間平均値は負になりますが，温度勾配を適当に
与えるとこの値を正にできます．このとき境界層は
コアにエネルギーを注入し，アクティブに作用しま
す．管壁の至る所で境界層がこのように振る舞うわ
けではありませんが，全壁面にわたるその積分が正
であれば気柱全体が不安定化します．
　ここでレイリーの条件を再び考えてみましょう．
この条件は現在では，燃焼等の熱源による音の発生
を想定した場合には成り立つことが分かっており，
単位時間かつ単位体積当たりの発熱量を qとしたと
きに， p'qの時間平均の全空間積分が正であると表
されます[10]．いまの場合，qとして壁から流入す
る熱流Qを壁面全体 S にわたり積分した量を考え
ますと，条件は次のようになります[5]：

ここで，ρe(x)は気体の各位置での平均密度，cp

は定圧比熱で，横線は時間平均を表します．Qを
ρecpTeで割った量は，実は速度の次元を有しており，
式 (1) と同じ形に表せることが分かりました [10]．
これより条件(3)と p'υbの壁面全体にわたる積分値
が正の条件は同じ形になりますが，υbとQnの式の
係数に若干の違いがあるため両者は近いものの厳密
には一致しません[5]．ただ，C = 2CT の特別な場
合には完全に一致しますので，レイリーの条件は概
ね適用できるということが明らかになりました．
　2.2節で述べた考え方は現象のモデル化への道を
開きます．気柱が不安定化すると周波数の一番低い
固有モードが普通励起され，その振幅が大きくなり
ますと非線形性によって高調波が発生するようにな
ります．高調波の周波数と線形の高次の固有モード
の周波数とが近ければ高次モードが次第に励起され，
エネルギーが周波数の低いモードから高いモードに
向かって輸送され，最終的には粘性によって熱に変

換されます．このため不安定化した最低次固有モー
ドの振幅が際限なく増加することはなくなり，ある
一定の値に飽和するようになります．このようにし
て自励的に発生する非線形振動が実験で観測される
タコニス振動です．
　タコニス振動は最近になってやっと境界層理論に
よって説明できるようになり，また定量化すること
ができるようになりました [4-6]．この理論は拡散
層が十分薄いと仮定していますが，厚さが管半径と
同程度になっても適用できそうです．ただ，これ以
上厚くなるとやはり違うモデルが必要になります．

3. 熱音響現象を利用した熱機関

3.1 定在波型の熱機関

　熱音響現象の説明はこれくらいにして，熱機関へ
の応用について紹介します．熱機関といっても基本
構造は極めて簡単で，要は振動が発生する管路ない
し容器です．タコニス振動が観測される一端が開い
た管や，端に閉じた空洞を取り付けたいわゆるヘル
ムホルツ共鳴器が用いられます．開口部があれば圧
力波が外部に漏れますので，不安定化はしにくくな
ります．開口端からの放射による減衰を除くために
両端を閉じた管や，さらには端のないループ管が普
通用いられます．
　一端が開口した管で発生する周波数の最も低い固
有振動モードは，開口部で圧力の節をもち閉端部で
圧力の腹をもちますので，このような管は1/4波長
管と呼ばれます．同様に，両端が閉じた管は半波長
管と呼ばれ，ループ管は一波長管になります．真っ
直ぐな半波長管をU字型に曲げた場合や，ループ
管の一部に直線部を設ける場合もあります．さらに
は断面を適宜絞ったりして一様ではありません．
　1/4波長管を空気で満たし，温度勾配を与えても
普通は発振しません．不安定化を促進させるために
薄い平板を僅かな隙間で積み重ねたものや，蓮根の
ように軸方向に貫通した小さな孔が多数開いたセラ
ミックを管の中に配置し，その両端に温度差を与え
ることが行われます．こうした物体は「積層した」
という意味からスタックと呼ばれています．隙間の
間隔や孔の直径は拡散層厚さ程度です．スタックを
用いますと，高温端を摂氏300度から400度程度に
加熱するだけで，室温の空気でも発振します．
　プライムムーバでヒートポンプを駆動する有名な

p'Q

ρecpTe

dS＞0. (3)



図4：ループ管路を用いた進行波型熱機関

図3：ヘルムホルツ共鳴器を用いた定在波型熱機関

実験を紹介しましょう[12]．図3のように，閉じた
管の一端に空洞を取り付け，管の内部に二つのスタ
ックを接して配置します．二つのスタックの間には
縦長の矩形で示した熱交換器を配置し，左右の端に
も熱交換器を取り付けます．スタックと熱交換器を
取り付けた箇所では管の断面積は他の箇所より小さ
くなりますが，気体は自由に移動できます．真ん中
に配置した熱交換器は，温度を周囲の室温に保つよ
う水冷し熱流Q Rを外部に取り出します．左の熱交
換器はヒータに接続され熱流Q Hを供給しスタック
に温度勾配を与えます．温度勾配が適当であると気
体が不安定化し定在振動が発生します．一方，右の
スタックには温度勾配を与えません．左のスタック
の作用で気体が振動すると右のスタック両端の間に
自然に温度差が生じ，右端では外部から熱流Q Cを
汲み上げ温度が下がります．気体には3気圧に加圧
したヘリウムを用い，空洞部を除く管の長さは37cm
です．高温部の温度を摂氏400度に上昇させますと
振動が発生し，周波数は580Hz,最大圧力振幅は0.2
気圧で，低温部は氷点下10度程度まで温度が下が
ったと報告されています[12]．しかし，効率はあま
りよくはありません．

3.2 進行波型の熱機関

　そこで登場したのが，図4に示す二つのスタック
を等間隔で配置したループ管です [13,14]．一つの
スタックに温度勾配を与えプライムムーバとして駆
動させ，もう一方のスタックではヒートポンプを作
動させます．このスタックの間隔は上の例とは違い
拡散層の厚さよりずっと狭く，気体と壁との熱交換
が起こりやすくしてあります．これはスターリング
エンジンで用いられる再生器に相当します [15]．
再生器とは，熱を一時的に蓄えまた必要なときに放
出する装置で，寒いときのマスクのような働きをし

ます．
　スタックの間隔が狭くなりますと粘性や熱伝導性
の効果が支配的になり，流れにくくなります．流速
の管断面にわたる分布は，非圧縮性流体が圧力勾配
により駆動されるポワズユ流れのようになりますが，
圧力勾配は時間と共に変化しますので流速も時々刻々
と変化します[7]．この場合，圧力変化と速度変化
との間には位相差がなくなります．これは進行波に
見られる位相関係です．このとき速度の時間積分
で与えられる粒子の変位は，圧力変化より位相が
π/2だけ遅れます．スタックの間隔がこれほど
狭くない場合の定在波では，流速の位相は圧力に
比べてπ/2進んでおり，変位と圧力とが同位相に
なります．スタック間隔の違いで位相差に違いが現
れます．
　もう一つ，狭い流路では気体と壁との間の熱交換
がよいために，気体の温度はいつもその場所での壁
の温度に等しくなります．壁から気体に流入する熱
流Qは，圧力の時間変化率に負号をつけた－∂p' /∂t

に比例します[7].これは熱力学の法則から，加えた
熱量はエンタルピーの変化量から圧力の変化量を引
いた差に等しいことから分かります．
　振動している粒子がある瞬間に平衡位置 x = 0 を
正の向きに通過するとし，壁の温度はその向きに上
昇しているとしましょう．速度はそのとき最大であ
り，圧力も最大になりますが，圧力振幅の空間勾配
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は進行方向に下がっています．この瞬間から粒子が
最大変位するまでの間は，速度と圧力は次第に下が
り熱が壁から流入します．粒子はこの間膨張し外に
仕事をします．一方，x = 0 を負の向きに通過する
ときには逆のことが起こります．気体の圧力は上が
り熱が壁に流出し，粒子は収縮し仕事をされます．
　粒子が x = 0 を通過する付近では圧力と密度の時
間変化は小さいですので，等積変化とみなすことが
できます．このプロセスを粗く見ますと，等積加熱，
等温（高温）膨張，等積冷却，等温（低温）冷却か
らなり，スターリングエンジンのサイクルになりま
す [15]．一周期について粒子が外に正味仕事をす
るかは温度勾配の大きさに依存します．もし正であ
れば気体は不安定化し，プライムムーバとして作動
する可能性があります．これから進行波を利用した
プライムムーバは熱音響スターリングエンジンと呼
ばれます．逆の場合はスターリング冷凍機です．
　ループ管路での動作について述べましょう．図4
のスタックＰの両端に適当な温度差を与えますと，
空気であっても摂氏300度程度で発振します．周波
数から一波長がループ管路（2.8m）に等しいこと
が分かります．スタックでは圧力が他の場所と比べ
て大きくなり，流速が最小となります．スタック内
部では，超過圧 p'と流速 u'の位相が同じですから，
その積である音響エネルギーフラックス（音の強度） 
I の時間平均は正となり，温度勾配の正の向きに流
れることになります．このフラックスはループを一
周する間に壁面摩擦で減衰してもとに戻り，スタッ
ク Pで再び増幅されます．
 もう一方のスタックRでも同じ向きに音響エネル
ギーフラックスは流れます．ここで狭い流路を流れ
るエネルギーフラックスについて考えてみましょう
[10]．エネルギーの流れの保存を時間平均量で考え
ると，流路方向のエンタルピーフラックスρe h'u'の
空間変化率が壁から入る熱流Qに等しくなければ
なりません．ここで，h'は比エンタルピーの超過
量であり，気体の運動エネルギーは無視しています．
熱力学の第一法則より，h'は各場所での超加圧と
超過エントロピー S'を用いて，h' = p'/ρe+ Te S'と書
くことができます．この関係を用いると，エンタル
ピーフラックスは二つの項の和で表すことができま
す．最初の項は，音響エネルギーフラックス p'u'に
他なりません．後の項ρeTe S'u'は，Te S'が単位質量

当たりの熱量ですから，移流により運ばれるヒート
フラックス J を与えます．これは熱音響流とも呼ば
れます．
 これより，平均エネルギーフラックスと壁から入
る熱流Qとの間には，次の関係式が成立します：
dI /dx + dJ /dx = Q. ここで， xは流路に沿った座標
です．スタック全体への熱の出入りは両端の熱交換
器以外になく，また壁が薄く熱容量がないとします
と，Qはゼロになります．一方，粒子の温度は各
位置で壁の温度に等しいため超過温度はゼロとなり，
エンタルピーフラックス I + Jはゼロになります．
これから Iと Jとは符号が反対であることが分かり
ます．したがって，スタック内では音響エネルギー
フラックスと反対の向きにヒートフラックスが流れ
ることになり，このフラックスによって端から熱が
汲み上げられ，ヒートポンプ作用が発生します．実
際，50-60度ぐらいは温度が下がります[14]．効率
は定在波型より大きく改善されます．このアイデア
を拡張した装置が天然ガス液化用に試作されていま
す[2,3].

4. おわりに

 温度勾配のある気体の粘性や熱伝導性による拡散
効果によって生じる熱音響現象について説明しまし
た．理解のし易さは人により違うでしょうが，温度
勾配がありますと直感的な理解は難しくなります．
熱サイクルを考えるならば，気体粒子に着目して追
いかけるラグランジュ的な見方が相応しい反面，流
れの不安定を調べるなら，固定した位置での物理量
の変化を調べるオイラー的な見方が優れています．
定量化には後者の方が便利です．理解の難しさは，
色々な物理量の間の時間変化の位相差が半端である
ことにも起因しています．
 ここで説明しました内容は全て，気体の変位が十
分小さい場合の，いわゆる線形理論の範囲です．高
出力化に伴い振幅が大きくなりますと，様々な非線
形現象が現れます．例えば，振動によって気体粒子
が一周期後に元の位置に戻らずに少しずつずれる結
果，一様な流れが生じます．これは音響流と呼ばれ
ていますが，ループ管の場合には周回する流れが現
れスタックの性能の低下を招きます．振動が大きく
なりますと衝撃波が発生することも最近分かってき
ました．これも圧力振幅の増加を妨げますので好ま
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しくはありません．スタックの両端からは振動流に
伴う渦の放出が起こります．これが両端での熱伝達
にどう影響するのか，乱れた流れと固体壁との相互
作用の解明が必要です．スタック内部の気体ではレ
イノルズ数が低いいわゆる層流ですが，温度勾配の
大きい箇所では粘性率や熱伝導率が温度に依存して
大きくなりますので，この非線形効果がどのように
現れるのか興味のあるところです．熱機関の性能向
上には現象自体の定量化が不可欠であり，このため
には熱流体の本質である熱と音（波）と流れの非線
形相互作用の解明という難題をいかにクリアできる
かが今後の課題です．
　最後に，熱音響式熱機関が，他の現在技術的にほ
ぼ完成の域に達している様々な熱機関と太刀打ちで
きるとは思われません．かといっていまの熱機関が
未来永劫にわたって主役の座に居続けるというのも
ありえないでしょう．世の中，環境にやさしく効率
がよく簡単な機構のものに将来シフトしていくこと
は間違いなく，この点では熱音響式熱機関は優れて
おり有望ですので，大学として研究を進めておく必
要があると考えています．
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