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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
流体の流れと境界をなす物体表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制
し、該流体の温度変化に応じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータであっ
て、
前記物体表面に配設される、少なくとも一部が形状記憶合金よりなる本体を備え、
前記流体の昇・降温に応じて、前記形状記憶合金が高温側で安定な高温側安定相と低温
側で安定な低温側安定相とに相変態することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制し
うる第１形体と乱流を抑制しうる第２形体とに、前記本体の形体が変化するように構成さ
れていることを特徴とするスマートボルテックスジェネレータ。
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【請求項２】
前記形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有し、
前記本体に対して所定の関係で配設され、前記多方向性特性の発揮に必要なバイアス力
の少なくとも一部としての、所定の助力を前記形状記憶合金に付与する助力付与手段をさ
らに備え、
使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の
変態開始温度に前記流体の温度が降温過程で到達した時に、該形状記憶合金が前記高温側
安定相から前記低温側安定相に変態し始め、かつ、該外部荷重を受けた状態における該形
状記憶合金の逆変態開始温度に該流体の温度が昇温過程で到達した時に、該形状記憶合金
が該低温側安定相から該高温側安定相に逆変態し始めるように構成されていることを特徴
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とする請求項１記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項３】
前記流体の温度が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の逆変態終了温
度以上であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が前記外部
荷重を受けた状態における該形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに、該本体が前
記第２形体を維持するように構成されていることを特徴とする請求項２記載のスマートボ
ルテックスジェネレータ。
【請求項４】
前記流体の温度が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度
以下であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が前記外部荷
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重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、該本体が前
記第２形体を維持するように構成されていることを特徴とする請求項２記載のスマートボ
ルテックスジェネレータ。
【請求項５】
前記助力付与手段が前記助力としての弾力を前記形状記憶合金に付与する弾性体を備え
ていることを特徴とする請求項２、３又は４記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項６】
前記弾性体が板ばねよりなることを特徴とする請求項５記載のスマートボルテックスジ
ェネレータ。
【請求項７】
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前記形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有し、
前記多方向性特性の発揮に必要なバイアス力としての、前記流体の流体力が前記形状記
憶合金に所定の方向から付与されるように、前記本体が構成され、
使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の
変態開始温度に前記流体の温度が降温過程で到達した時に、該形状記憶合金が前記高温側
安定相から前記低温側安定相に変態し始め、かつ、該外部荷重を受けた状態における該形
状記憶合金の逆変態開始温度に該流体の温度が昇温過程で到達した時に、該形状記憶合金
が該低温側安定相から該高温側安定相に逆変態し始めるように構成されていることを特徴
とする請求項１又は２記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項８】
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前記流体の温度が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の逆変態終了温
度以上であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が該外部荷
重を受けた状態における該形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに、該本体が前記
第２形体を維持するように構成されていることを特徴とする請求項７記載のスマートボル
テックスジェネレータ。
【請求項９】
前記流体の温度が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度
以下であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が該外部荷重
を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、該本体が前記
第２形体を維持するように構成されていることを特徴とする請求項７記載のスマートボル
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テックスジェネレータ。
【請求項１０】
前記形状記憶合金が多方向性形状記憶効果を有し、少なくとも該多方向性形状記憶効果
により、前記本体の形体が前記第１形体と前記第２形体とに変化するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項１１】
前記流体の温度が使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における
該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、前記本体が高温側記憶形状たる第１
形体を維持し、かつ、該流体の温度が該外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の
変態終了温度以下であるときに、該本体が低温側記憶形状たる第２形体を維持するように
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構成されていることを特徴とする請求項１０記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項１２】
前記流体の温度が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度
以下であるときに、前記本体が低温側記憶形状たる第１形体を維持し、かつ、該流体の温
度が前記外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるとき
に、該本体が高温側記憶形状たる第２形体を維持するように構成されていることを特徴と
する請求項１０記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項１３】
流体の流れと境界をなす物体表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制
し、該流体の流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータで
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あって、
前記流体力が所定の方向から付与されるように前記物体表面に配設される、少なくとも
一部が形状記憶合金よりなる本体を備え、
前記流体力の増・減に応じて、前記形状記憶合金が低負荷側で安定な低負荷側安定相と
高負荷側で安定な高負荷側安定相とに相変態しながら超弾性変形することにより、渦の発
生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流を抑制しうる第２形体とに、前記本体の
形体が変化するように構成されていることを特徴とするスマートボルテックスジェネレー
タ。
【請求項１４】
流体の流れと境界をなす物体表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制
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し、該流体の流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータで
あって、
前記流体力が所定の方向から付与されるように前記物体表面に配設される、少なくとも
一部が超弾性合金よりなる本体を備え、
前記流体力の増・減に応じて、前記超弾性合金が相変態を伴わずに超弾性変形すること
により、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流を抑制しうる第２形体と
に、前記本体の形体が変化するように構成されていることを特徴とするスマートボルテッ
クスジェネレータ。
【請求項１５】
前記本体は、前記物体表面に固定される台座部と、該本体が前記第１形体にあるときに
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該台座部に対して所定の起立姿勢で起立して流れの剥離抑制機能を発揮するとともに、該
本体が前記第２形体にあるときに該台座部に対して所定の傾倒姿勢となって乱流抑制機能
を発揮する渦発生部とを有していることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか一つに
記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項１６】
前記本体は、前記台座部と、該台座部の端縁から湾曲又は屈曲することで該台座部に対
して所定の起立角度で起立する前記渦発生部とが一体的に形成された板状体よりなり、少
なくとも該台座部と該渦発生部との境界部たる湾曲部又は屈曲部が前記形状記憶合金より
なることを特徴とする請求項１５記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項１７】
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前記本体は、前記物体表面に固定される台座部と、該本体が前記第１形体にあるときに
該台座部に対して所定の起立姿勢で起立して流れの剥離抑制機能を発揮するとともに、該
本体が前記第２形体にあるときに該台座部に対して所定の傾倒姿勢となって乱流抑制機能
を発揮する渦発生部とを有していることを特徴とする請求項１４に記載のスマートボルテ
ックスジェネレータ。
【請求項１８】
前記本体は、前記台座部と、該台座部の端縁から湾曲又は屈曲することで該台座部に対
して所定の起立角度で起立する前記渦発生部とが一体的に形成された板状体よりなり、少
なくとも該台座部と該渦発生部との境界部たる湾曲部又は屈曲部が前記超弾性合金よりな
ることを特徴とする請求項１７記載のスマートボルテックスジェネレータ。
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【請求項１９】
前記形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有し、
前記渦発生部が前記台座部から湾曲又は屈曲することで該台座部に対して所定の起立角
度で起立するように、前記形状記憶合金が形状記憶処理されていることを特徴とする請求
項１５又は１６記載のスマートボルテックスジェネレータ。
【請求項２０】
前記形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有し、
前記渦発生部が前記台座部に対して起立角度を小さくする方向に傾倒した所定の傾倒姿
勢となるように、前記形状記憶合金が形状記憶処理されていることを特徴とする請求項１
５又は１６記載のスマートボルテックスジェネレータ。
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【請求項２１】
前記形状記憶合金が多方向性形状記憶効果を有し、
前記渦発生部が前記台座部から湾曲又は屈曲することで該台座部に対して所定の起立角
度で起立するように前記形状記憶合金が形状記憶処理され、かつ、該渦発生部が該起立角
度を小さくする方向に傾倒した所定の傾倒姿勢となるように該形状記憶合金が形状記憶処
理されていることを特徴とする請求項１５又は１６記載のスマートボルテックスジェネレ
ータ。
【請求項２２】
請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが翼表面
に設けられた航空機であって、
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前記本体は、離着陸中の少なくとも一部で前記第１形体を維持し、かつ、巡航中に前記
第２形体を維持するように構成されていることを特徴とする航空機。
【請求項２３】
請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが船体表
面又は船体に取り付けられた翼の表面に設けられていることを特徴とする船舶。
【請求項２４】
請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが翼表面
に設けられていることを特徴とする回転機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、流体の流れと境界をなす物体表面、例えば、航空機の翼表面、船舶の船体表
面又は船体に取り付けられた翼の表面や回転機械の翼表面等に設置されて、該物体表面で
発生する流れの剥離を抑制するスマートボルテックスジェネレータ及びそれを備えた航空
機、船舶、回転機械に関し、より詳しくは少なくとも一部に形状記憶合金又は超弾性合金
を含み、流体の温度変化又は流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボル
テックスジェネレータ及びそれを備えた航空機、船舶、回転機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
航空機の翼は、飛行経路中で最も時間の長い巡航時に、翼形状が最適となるように設計
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されている。すなわち、巡航時に、高速で重量分の揚力を得ることができ、かつ、できる
だけ抗力が小さくなるように、翼が設計されている。
【０００３】
一方、揚力は、対気速度、迎角又は翼の曲がりが大きくなるに連れて大きくなる。この
ため、離着陸時の低速飛行時や旋回時には、高い揚力を得るために、翼の迎角を大きくし
たり、翼に設けられたヒンジ部分で翼形状を大きく曲げたりしている。しかしながら、翼
の迎角が限度を越えて増したり、翼の曲げが大きくなりすぎると、流れが翼表面から剥が
れて、抗力が大きくなるとともに、十分な揚力が得られなくなり、操縦性が低下するおそ
れがある。
【０００４】

50

(5)

JP 4940434 B2 2012.5.30

そこで、翼の迎角や曲がりが大きくなる離着陸時に翼表面で発生する、流れの剥離を抑
制すべく、航空機の翼表面にボルテックスジェネレータが設置されている。ボルテックス
ジェネレータは、翼面上のある位置から縦渦を発生させ、運動量の大きい境界層の外側の
流れを翼表面の遅い流れと混ぜることにより、翼表面の流れの運動量を増加させて剥離の
発生を抑制する。
【０００５】
航空機に使用されている通常のボルテックスジェネレータは、長方形や台形等の板状体
よりなり、板面に流れが当たるように流れ方向に対して板面が斜めを向くとともに、翼面
に対して板面が略垂直に起立した状態で設置される。なお、大型機用では、起立した板状
体の長さは約５５〜７５ｍｍ、高さは約２０〜２３ｍｍ、厚さは約２ｍｍであり、これら
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の板状体が、操縦翼の前方に、横方向（翼の長手方向）に間隔をおいて複数配置される。
【０００６】
ところで、ボルテックスジェネレータは、翼の迎角や曲がりが大きくなる離着陸時に翼
面からの流れの剥離を抑制するという機能を発揮する一方で、翼の迎角や曲がりが小さく
なる巡航時には、ボルテックスジェネレータにより発生する渦により、翼表面の流れを乱
し、乱流により抗力を増大させるという欠点がある。飛行経路中で最も時間の長い巡航時
に、ボルテックスジェネレータにより抗力が増大することは、航空機の運動性能や燃費の
観点より大きな問題となる。
【０００７】
そこで、飛行状況に応じて、ボルテックスジェネレータの態様を調整する技術が知られ
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ている。
【０００８】
例えば、特許文献１（特開平５−１６８９２号公報）には、図１８に示されるように、
翼８０の翼表面８１における流体の流れの状態、流体の流速又は流体の流れの中に発生す
る渦を検知するセンサ８２と、センサ信号に基づいて剥離の状態を解析するとともに、剥
離の状態に応じた制御信号を発する、ＣＰＵ等よりなるデータ処理手段８３と、データ処
理手段８３からの制御信号により作動する圧電アクチュエータ等の駆動手段８４と、流れ
と境界をなす翼表面８１に対する先端位置８５が駆動手段８４により昇降可能とされたボ
ルテックスジェネレータ８６とを備えた剥離制御装置が開示されている。
【０００９】
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この剥離制御装置では、翼表面８１における流体の流れの状態等をセンサ８２で検知し
、センサ信号に基づく剥離の状態に応じたデータ処理手段８３からの制御信号により、駆
動手段８４を作動させて、翼表面８１に対するボルテックスジェネレータの先端位置８５
を移動調整する。これにより、翼表面８１に剥離が発生していない場合は、ボルテックス
ジェネレータ８６の先端位置８５が翼８０内に退いた状態にする一方、翼表面８１に剥離
が発生している場合は、ボルテックスジェネレータ８６の先端位置８５が翼表面８１から
所定量突出した状態にすることで、流れの剥離を最適に制御することができる。
【００１０】
また、特許文献２（ＵＳ６，４２７，９４８ Ｂ１）には、図１９に示されるように、
本体９０と、自然状態で弓形の板ばね９１と、電気抵抗による加熱要素９２とを備えたボ
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ルテックスジェネレータが開示されている。本体９０は、翼表面に固定される長方形状の
台座部９３と、台座部９３の一端（前端）側の一側面に一体に連結されるとともに、台座
部９３から垂直に起立した起立面を有する長方形状のフィン部９４とから構成されている
。そして、フィン部９４が形状記憶合金よりなり、この形状記憶合金の記憶処理された形
状は、弓形ではなく、フィン部９４の起立面が平坦となるように直状に伸びた形状である
。また、フィン部９４は、変態終了温度以下の温度で、板ばね９１の弓形状に追従するよ
うに弓形に変形可能とされている。このため、変態終了温度以下の温度で、フィン部９４
の前縁部９４ａ、後縁部９４ｂに、板ばね９１の係合クリップ部９１ａ、９１ｂが嵌め込
まれることで、板ばね９１のばね力により、フィン部９４は板ばね９１の弓形に追従する
ように弓形に変形した形状とされている。また、フィン部９４の起立面には、導線９５、
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９６を介して電気が供給されて電気抵抗によりフィン部９４を加熱する加熱要素９２が接
着されている。
【００１１】
このため、このボルテックスジェネレータでは、フィン部９４は、形状記憶合金の変態
終了温度以下のときは板ばね９１のばね力により弓形とされるので、翼表面に渦を発生さ
せて流れの剥離を抑制する。一方、フィン部９４は、加熱要素９２により逆変態終了温度
以上に加熱されると、板ばね９１のばね力に抗して、形状記憶された直状に伸びた形状と
なる。直状に伸びたフィン部９４は、流体の流れに沿って平行に延びるため、翼表面に渦
が発生せず、乱流による抗力増大を抑えることができる。したがって、このボルテックス
ジェネレータでは、加熱要素９２に対する電気の供給を制御することで、フィン部９４の
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形状を変化させて、流れの剥離を最適に制御することができる。
【００１２】
なお、このボルテックスジェネレータでは、電気系統の故障等により、加熱要素９２へ
の電気の供給が絶たれてフィン部９４の温度が変態終了温度を下回ると、フィン部９４は
板ばね９１のばね力により弓形に戻る。このため、このボルテックスジェネレータでは、
何らかの理由で加熱要素９２に電気を供給できなくなったとしても、板ばね９１によりフ
ィン部９４を弓形にして、フィン部９４の剥離抑制機能を発揮させることができるので、
フェールセーフ機構が働く。ただし、この場合、巡航時においてもフィン部９４が翼表面
に渦を発生させることになるため、抗力の増大を招く。
【００１３】
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しかしながら、上記特許文献１に記載の従来技術では、翼表面８１における流体の流れ
の状態等を検知するセンサ８２と、ＣＰＵ等よりなるデータ処理手段８３と、ボルテック
スジェネレータ８６を駆動させる圧電アクチュエータ等の駆動手段８４とを要する。
【００１４】
また、上記特許文献２に記載の従来技術では、加熱要素９２に対する電気の供給の制御
により、形状記憶合金よりなるフィン部９４の温度を調整して、フィン部９４の形体を変
化させている。さらに、この従来技術において、離着陸時と巡航時とでフィン部９４の形
体を確実に変化させようとすると、その変化時期を判断するためのセンサやデータ処理手
段が必要となる。
【００１５】
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このため、上記特許文献１及び２に記載の技術は、外部からのエネルギー供給が必要で
、装置構造が複雑であり、電気系統等の故障が発生し易く、また修理及びメンテナンスや
既存の翼に対する取り付けも面倒である、という問題がある。
【発明の開示】
【００１６】
本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、温度変化等に応じて多方向性特性を有
するボルテックスジェネレータであって、外部からのエネルギー供給が不要で、構造が簡
単であり、故障が発生し難く、かつ、修理及びメンテナンスや既存の翼等に対する取り付
けも容易なスマートボルテックスジェネレータ及びそれを備えた航空機、船舶、回転機械
を提供することを解決すべき技術課題とするものである。
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【００１７】
（請求項１〜１２に記載の発明）
上記課題を解決する本発明のスマートボルテックスジェネレータは、流体の流れと境界
をなす物体表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制し、該流体の温度変
化に応じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータであって、前記物体表面に
配設される、少なくとも一部が形状記憶合金よりなる本体を備え、前記流体の昇・降温に
応じて、前記形状記憶合金が高温側で安定な高温側安定相と低温側で安定な低温側安定相
とに相変態することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流を抑
制しうる第２形体とに、前記本体の形体が変化するように構成されていることを特徴とす
るものである。
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【００１８】
ここに、「形状記憶合金」とは、超弾性効果と形状記憶効果とを有する合金のことであ
り、この形状記憶効果には一方向性形状記憶効果と二方向性形状記憶効果等の多方向性形
状記憶効果とが含まれる。なお、ここでいう超弾性効果（形状記憶合金の超弾性効果）と
は、形状記憶合金の相変態を伴って大きく弾性変形する（１％以上の弾性歪み量で超弾性
変形する）ことをいう。
【００１９】
また、「流体の温度変化に応じて多方向性特性を発揮する」とは、流体の昇・降温に従
って複数の態様で自動的に繰り返し作動することをいい、形状記憶合金の一方向性形状記
憶効果とこの形状記憶合金に多方向性特性を発揮させるために必要不可欠なバイアス力と

10

の組み合わせを利用する場合、及び形状記憶合金の多方向性形状記憶効果を利用する場合
を含む意味である。なお、ここでいう「流体の温度」とは、本発明のスマートボルテック
スジェネレータが物体表面に設置されて使用に供された状態（使用中）における、本体周
りの流体温度、すなわち本体が曝される気体又は液体の温度（より具体的には気温や水温
等）のことをいう。また、ここでいう「繰り返し動作」とは、前記本体が複数の形体に繰
り返し変化すること、例えば、前記本体の形体が前記第１形体と前記第２形体とに繰り返
し変化することをいう。
【００２０】
また、「高温側安定相」には、例えば、高温時及び／又は低負荷時に安定なオーステナ
イト相が含まれ、「低温側安定相」には、例えば、低温時及び／又は高負荷時に安定なマ
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ルテンサイト相が含まれる。
【００２１】
さらに、「渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体」とは、前記物体表面に渦
を発生させることにより該物体表面から流れが剥離することを抑制しうるように設計され
た前記本体の形体を意味し、この「第１形体」には、設計上最適な一つの形体、設計上良
好な一つの形体及び設計上良好な複数の形体が含まれる。すなわち、この「第１形体」に
は、前記流体の昇・降温に応じて連続的又は段階的に変化する複数の形体が含まれる。同
様に、「乱流を抑制しうる第２形体」とは、前記物体表面に発生する乱流を抑制しうるよ
うに設計された前記本体の形体を意味し、この「第２形体」には、設計上最適な一つの形
体、設計上良好な一つの形体及び設計上良好な複数の形体が含まれる。すなわち、この「
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第２形体」には、前記流体の昇・降温に応じて連続的又は段階的に変化する複数の形体が
含まれる。
【００２２】
また、「乱流を抑制しうる」とは、本体が第１形体から第２形体に変化することで、第
１形体にある本体により発生する渦を減少又は無くすことができるという意味である。
【００２３】
加えて、「前記形状記憶合金が高温側で安定な高温側安定相と低温側で安定な低温側安
定相とに相変態することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流
を抑制しうる第２形体とに、前記本体の形体が変化する」における「形状記憶合金が高温
側安定相と低温側安定相とに相変態することにより、第１形体と第２形体とに本体の形体
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が変化する」とは、形状記憶合金が高温側安定相から低温側安定相に変態することで、本
体の形体が第１形体から第２形体に変化するとともに、形状記憶合金が低温側安定相から
高温側安定相に逆変態することで、本体の形体が第２形体から第１形体に変化したり（後
述する第１の態様に相応する）、あるいは形状記憶合金が低温側安定相から高温側安定相
に逆変態することで、本体の形体が第１形体から第２形体に変化するとともに、形状記憶
合金が高温側安定相から低温側安定相に変態することで、本体の形体が第２形体から第１
形体に変化したり（後述する第２の態様に相応する）することをいう。
【００２４】
このスマートボルテックスジェネレータでは、本体の少なくとも一部が形状記憶合金よ
りなり、この形状記憶合金が流体の昇・降温に応じて高温側安定相と低温側安定相とに相
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変態することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と、乱流を抑制し
うる第２形体とに、前記本体の形体が変化する。
形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有するものである場合において、流体の昇・降温
によりその形状記憶合金が高温側安定相と低温側安定相とに相変態することで、本体が第
１形体と第２形体とに変化する態様として、以下の２種を例示することができる。
【００２５】
すなわち、（１）本体周りの流体温度が、使用中に形状記憶合金に作用する外部荷重を
受けた状態における形状記憶合金の逆変態終了温度（例えばオーステナイト変態終了温度
）以上の温度であるときに、本体が第１形体をなすとともに、本体周りの流体温度が、前
記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の変態終了温度（例えばマルテンサイト変
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態終了温度）以下の温度であるときに、本体が第２形体をなし、流体の昇・降温に応じて
本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第１の態様、（２）本体周りの流体温度
が、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の変態終了温度（例えばマルテンサ
イト変態終了温度）以下の温度であるときに、本体が第１形体をなすとともに、本体周り
の流体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の逆変態終了温度（例え
ばオーステナイト変態終了温度）以上の温度であるときに、本体が第２形体をなし、流体
の昇・降温に応じて本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第２の態様である。
【００２６】
ここに、本明細書においては、「変態終了温度」とは、温度をそれ以下に下げても、形
状記憶合金の変態が進行しない温度、あるいは形状記憶合金が所定の形状の範囲に到達す
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る温度を意味し、また、「逆変態終了温度」とは、温度をそれ以上に上げても、形状記憶
合金の変態が進行しない温度、あるいは形状記憶合金が所定の形状の範囲に到達する温度
を意味する。
【００２７】
また、形状記憶合金が二方向性形状記憶効果を有するものである場合において、流体の
昇・降温によりその形状記憶合金が高温側安定相と低温側安定相とに相変態することで、
本体が第１形体と第２形体とに変化する態様として、以下の２種を例示することができる
。
【００２８】
すなわち、（１）本体周りの流体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶
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合金の逆変態終了温度（例えばオーステナイト変態終了温度）以上の温度であるときに、
本体が高温側記憶形状たる第１形体をなすとともに、本体周りの流体温度が、前記外部荷
重を受けた状態における形状記憶合金の変態終了温度（例えばマルテンサイト変態終了温
度）以下の温度であるときに、本体が低温側記憶形状たる第２形体をなし、流体の昇・降
温に応じて本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第１の態様、（２）本体周り
の流体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の変態終了温度（例えば
マルテンサイト変態終了温度）以下の温度であるときに、本体が低温側記憶形状たる第１
形体をなすとともに、本体周りの流体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状記
憶合金の逆変態終了温度（例えばオーステナイト変態終了温度）以上の温度であるときに
、本体が高温側記憶形状たる第２形体をなし、流体の昇・降温に応じて本体が第１形体と
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第２形体とに繰り返し変化する第２の態様である。
【００２９】
なお、本発明のスマートボルテックスジェネレータを航空機に適用する場合の好ましい
態様としては、前記第１の態様を挙げることができる。この場合、後述する実施形態で示
されるように、航空機の離着陸時に本体が第１形体をなすとともに、航空機の巡航時に本
体が第２形体をなすように、離着陸時における低空での想定温度（高温側の想定気温）が
前記逆変態終了温度以上になるとともに、巡航時における高空（巡航高度）での想定温度
（低温側の想定気温）が前記変態終了温度以下になるように、合金組成（成分や化合比）
や熱処理条件等を調整して得られた形状記憶合金を採用することができる。なお、この想
定温度としては、高温側及び低温側のそれぞれにおいて、ある一つの温度を設定すること
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もできるし、あるいはある温度範囲を設定することもできる。
【００３０】
このように、このスマートボルテックスジェネレータでは、本体周りにある流体の温度
変化を制御入力として、スマートボルテックスジェネレータの多方向性特性を発揮させて
いる。すなわち、このスマートボルテックスジェネレータは、自ら自分の置かれた環境を
検知し、自ら判断し、自ら最適な形体に変化する、所謂スマート構造となっている。また
、形状記憶合金の相変態を起こすべく外部からエネルギーを供給する必要がなく、エネル
ギー供給手段としての電気装置や、ボルテックスジェネレータの駆動手段が不要となる。
【００３１】
したがって、本発明のスマートボルテックスジェネレータは、構造が簡単であり、故障
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が発生し難く、かつ、修理及びメンテナンスや既存の翼等に対する取り付けも容易となる
。
【００３２】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が一方向性形状記憶効果を有し、前記本体に対して所定の関係で配設され、前記多方向
性特性の発揮に必要なバイアス力の少なくとも一部としての、所定の助力を前記形状記憶
合金に付与する助力付与手段をさらに備え、使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷
重を受けた状態における該形状記憶合金の変態開始温度に前記流体の温度が降温過程で到
達した時に、該形状記憶合金が前記高温側安定相から前記低温側安定相に変態し始め、か
つ、該外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態開始温度に該流体の温度が
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昇温過程で到達した時に、該形状記憶合金が該低温側安定相から該高温側安定相に逆変態
し始めるように構成されている。
【００３３】
ここに、「バイアス力」とは、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金を少なくと
も一部に含む前記本体に対して、多方向性特性を発揮させるために必要不可欠なものとし
て、該本体に外部から与えられる力を意味する。また、助力付与手段が形状記憶合金に付
与する「助力」には、例えば、ばね力等の弾力、重り等によって付与される力、ポンプ等
が発生する空気圧や水圧等の流体圧力が含まれる。なお、前記「バイアス力」には、前記
「助力」の他に、本発明のスマートボルテックスジェネレータの使用中に必然的に本体周
りの流体から形状記憶合金に負荷される流体力が含まれる。
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【００３４】
また、「使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重」とは、本発明のスマートボル
テックスジェネレータの使用中に本体を構成する形状記憶合金に外部から作用する全ての
荷重を意味し、この「外部荷重」には、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金の場
合における、前記助力及び使用中に必然的に本体周りの流体から負荷される流体力と、多
方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金の場合における、使用中に必然的に本体周りの
流体から負荷される流体力及び必要に応じて補助的に負荷される補助力（例えば、弾力、
流体圧力や重りより付与される力）が含まれる。
【００３５】
なお、本明細書で、「変態」というときは、高温側安定相から低温側安定相への相変態
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又は低負荷側安定相から高負荷側安定相への相変態を意味し、「逆変態」というときは、
低温側安定相から高温側安定相への相変態又は高負荷側安定相から低負荷側安定相への相
変態を意味する。
【００３６】
このスマートボルテックスジェネレータでは、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶
合金により少なくとも一部が構成された本体に対して、多方向性特性を付与するために必
要なバイアス力の少なくとも一部として、助力付与手段による助力を利用する。すなわち
、このスマートボルテックスジェネレータでは、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶
合金に助力付与手段からの助力がバイアス力の少なくとも一部として付与される。このた
め、流体温度に応じて変化する該形状記憶合金の応力−歪み特性と、少なくとも該助力を

50

(10)

JP 4940434 B2 2012.5.30

含むバイアス力とのバランスにより、流体の昇・降温に応じて該形状記憶合金が相変態し
て高温側安定相となったり低温側安定相となったりする。そして、流体温度が低下すれば
、それにより形状記憶合金の降伏応力（変態応力）が低下するので、該バイアス力の助け
を借りて、本体の形体が第１形体から第２形体に変化したりあるいは第２形体から第１形
体に変化したりする。また、本発明のスマートボルテックスジェネレータの使用中には必
然的に、本体周りの流体から形状記憶合金に流体力が負荷されている。このため、使用中
に必然的に負荷されるこの流体力を前記バイアス力（一方向性形状記憶効果を有する形状
記憶合金に多方向性特性を発揮させるために必要不可欠な力）の一部として利用する場合
はその力の大きさを考慮しつつ、助力付与手段から形状記憶合金に付与される助力と、一
方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金の応力−歪み特性とを適切に設定することによ

10

り、流体の昇・降温に応じて本体を確実に第１形体又は第２形体に維持することができる
。したがって、このスマートボルテックスジェネレータでは、本体が第１形体を維持して
いるときは、流れの剥離抑制機能を確実に発揮し、かつ、本体が第２形体を維持している
ときは乱流抑制機能を確実に発揮する。
【００３７】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記流体の温度
が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるとき
に、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が前記外部荷重を受けた状態
における該形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに、該本体が前記第２形体を維持
するように構成されている。
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【００３８】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記逆変態終了温度以上の
高温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流
体の温度が前記変態終了温度以下の低温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００３９】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記流体の温度
が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに
、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が前記外部荷重を受けた状態に
おける該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、該本体が前記第２形体を維持
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するように構成されている。
【００４０】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記変態終了温度以下の低
温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体
の温度が前記逆変態終了温度以上の高温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００４１】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記助力付与手
段が前記助力としての弾力を前記形状記憶合金に付与する弾性体を備えている。
【００４２】

40

ここに、「弾性体」には、例えば、金属ばね、弾性ゴムや熱可塑性エラストマー等のゴ
ム状弾性体が含まれる。
【００４３】
このスマートボルテックスジェネレータでは、弾性体の弾力が前記助力として前記形状
記憶合金に付与されるため、弾性体の弾力を適切に設定することにより、本体の形体を確
実に第１形体又は第２形体に維持することができる。
【００４４】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記弾性体が板
ばねよりなる。
【００４５】

50

(11)

JP 4940434 B2 2012.5.30

このスマートボルテックスジェネレータでは、板ばねのばね力が前記助力として前記形
状記憶合金に付与されるため、板ばねのばね力を適切に設定することにより、本体の形体
を第１形体又は第２形体に確実に維持することができる。また、板ばねであれば、その形
状、大きさ、厚さや材質を適切に設定することでばね力を容易に調整することができると
ともに、構造の簡素化やメンテナンスフリーにもより貢献する。
【００４６】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が一方向性形状記憶効果を有し、前記多方向性特性の発揮に必要なバイアス力としての
、前記流体の流体力が前記形状記憶合金に所定の方向から付与されるように、前記本体が
構成され、使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における該形状記

10

憶合金の変態開始温度に前記流体の温度が降温過程で到達した時に、該形状記憶合金が前
記高温側安定相から前記低温側安定相に変態し始め、かつ、該外部荷重を受けた状態にお
ける該形状記憶合金の逆変態開始温度に該流体の温度が昇温過程で到達した時に、該形状
記憶合金が該低温側安定相から該高温側安定相に逆変態し始めるように構成されている。
【００４７】
ここに、「流体の流体力」とは、本発明のスマートボルテックスジェネレータが物体表
面に設置されて使用に供された状態（使用中）における、該物体表面を流れる本体周りの
流体の流体力であって、本体に対して所定の方向から付与される流体力を意味し、別途設
けた助力付与手段が助力として流体圧力を発生する場合の該流体圧力を含まない。
【００４８】
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また、「流体の流体力が前記形状記憶合金に所定の方向から付与されるように」とは、
本体に所定の方向から作用する流体力をバイアス力として、流体の昇・降温に応じて、形
状記憶合金が高温側安定相と低温側安定相とに相変態することにより、本体の形体が第１
形体と第２形体とに変化しうるように、という趣意である。
【００４９】
このスマートボルテックスジェネレータでは、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶
合金により少なくとも一部が構成された本体に対して、多方向性特性を付与するために必
要なバイアス力として、前記物体表面を流れる流体の流体力を利用する。すなわち、この
スマートボルテックスジェネレータでは、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金に
前記流体力がバイアス力として所定の方向から付与される。このため、流体温度に応じて
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変化する該形状記憶合金の応力−歪み特性と、該形状記憶合金にバイアス力として付与さ
れる該流体力とのバランスにより、流体の昇・降温に応じて該形状記憶合金が相変態して
高温側安定相となったり低温側安定相となったりする。そして、流体温度が低下すれば、
それにより形状記憶合金の降伏応力（変態応力）が低下するので、該流体力の助けを借り
て、本体の形体が第１形体から第２形体に変化したりあるいは第２形体から第１形体に変
化したりする。このため、前記物体表面を流れる本体周りの流体から形状記憶合金に所定
の方向から付与される流体力と、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金の応力−歪
み特性とを適切に設定することにより、流体の昇・降温に応じて本体を確実に第１形体又
は第２形体に維持することができる。したがって、このスマートボルテックスジェネレー
タでは、本体が第１形体を維持しているときは、流れの剥離抑制機能を確実に発揮し、か
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つ、本体が第２形体を維持しているときは乱流抑制機能を確実に発揮する。また、このス
マートボルテックスジェネレータでは、前記バイアス力としての前記助力が必須ではない
ため、前記助力付与手段を別途設ける必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化
やメンテナンスフリーにより貢献する。
【００５０】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記流体の温度
が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるとき
に、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が該外部荷重を受けた状態に
おける該形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに、該本体が前記第２形体を維持す
るように構成されている。
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【００５１】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記逆変態終了温度以上の
高温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流
体の温度が前記変態終了温度以下の低温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００５２】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記流体の温度
が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに
、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が該外部荷重を受けた状態にお
ける該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、該本体が前記第２形体を維持す

10

るように構成されている。
【００５３】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記変態終了温度以下の低
温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体
の温度が前記逆変態終了温度以上の高温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００５４】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が多方向性形状記憶効果を有し、少なくとも該多方向性形状記憶効果により、前記本体
の形体が前記第１形体と前記第２形体とに変化するように構成されている。
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【００５５】
ここに前記「多方向性形状記憶効果」とは、形状記憶合金自体が有する特性であって、
外部からバイアス力を付与されることなく、温度変化に応じた相変態により、形状記憶合
金単独で複数の記憶処理された形状に自動的に繰り返し変化することを意味する。例えば
、二方向性形状記憶効果とは、外部からバイアス力を付与されることなく、逆変態終了温
度（例えば、オーステナイト変態終了温度）以上の高温側で記憶処理された形状と、変態
終了温度（例えば、マルテンサイト変態終了温度）以下の低温側で記憶処理された形状と
に、昇・降温に従って自動的に繰り返し変化することをいう。
【００５６】
また、「少なくとも該多方向性形状記憶効果により、前記本体の形体が前記第１形体と
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前記第２形体とに変化する」とは、形状記憶合金の多方向性形状記憶効果と、本体を構成
する形状記憶合金に使用中に必然的に負荷される本体周りの流体の流体力とにより、本体
の形態が第１形体と第２形体とに変化する場合の他、形状記憶合金の多方向性形状記憶効
果と、前記流体力と、本体の形体を変化させるのに必要に応じて補助的に負荷される補助
力（弾力、重り等によって付与される力や、別途設けた手段からの空気圧や水圧等の流体
圧力等）とにより、本体の形体が第１形体と第２形体とに変化する場合も含む趣意である
。すなわち、形状記憶合金として多方向性形状記憶効果を有するものを用いる場合は、本
体に対して所定の関係で配設された補助力（弾力、重り等によって付与される力や、空気
圧や水圧等の流体圧力等）付与手段を、必要に応じて設けてもよい。
【００５７】
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このスマートボルテックスジェネレータでは、多方向性形状記憶効果を有する形状記憶
合金により少なくとも一部が構成された本体が、少なくとも該多方向性形状記憶効果によ
り、流体の温度が前記逆変態終了温度以上であるときに第１形体及び第２形体の一方を維
持し、かつ、流体の温度が変態終了温度以下であるときに第１形体及び第２形体の他方を
維持する。このため、前記助力付与手段等のバイアス力付与手段を別途設ける必要がなく
、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーにより貢献する。
【００５８】
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記流体の温度が
使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆
変態終了温度以上であるときに、前記本体が高温側記憶形状たる第１形体を維持し、かつ
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、該流体の温度が該外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の変態終了温度以下で
あるときに、該本体が低温側記憶形状たる第２形体を維持するように構成されている。
【００５９】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記逆変態終了温度以上の
高温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流
体の温度が前記変態終了温度以下の低温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００６０】
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記流体の温度が
前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態終了温度以下であるときに、

10

前記本体が低温側記憶形状たる第１形体を維持し、かつ、該流体の温度が前記外部荷重を
受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときに、該本体が高温側
記憶形状たる第２形体を維持するように構成されている。
【００６１】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体の温度が前記変態終了温度以下の低
温側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体
の温度が前記逆変態終了温度以上の高温側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流
抑制機能を発揮する。
【００６２】
（請求項１３に記載の発明）
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ここに、本発明のスマートボルテックスジェネレータは、流体の流れと境界をなす物体
表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制し、該流体の流体力の変化に応
じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータであって、前記流体力が所定の方
向から付与されるように前記物体表面に配設される、少なくとも一部が形状記憶合金より
なる本体を備え、前記流体力の増・減に応じて、前記形状記憶合金が低負荷側で安定な低
負荷側安定相と高負荷側で安定な高負荷側安定相とに相変態しながら超弾性変形すること
により、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流を抑制しうる第２形体と
に、前記本体の形体が変化するように構成されているものも含む。
【００６３】
「流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮する」とは、流体力の方向及び増・減に従
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って複数の態様で自動的に繰り返し作動することをいう。なお、ここでいう「流体力」と
は、本発明のスマートボルテックスジェネレータが物体表面に設置されて使用に供された
状態（使用中）における、該物体表面を流れる本体周りの流体の流体力、すなわち本体が
曝される気体又は液体の流体力のことをいう。
【００６４】
また、「流体力が所定の方向から付与されるように」とは、本体に対して所定の方向か
ら作用する流体力の増・減に応じて、形状記憶合金が低負荷側安定相と高負荷側安定相と
に相変態しながら超弾性変形することにより、本体の形体が第１形体と第２形体とに変化
しうるように、という趣意である。ここでいう、形状記憶合金における「超弾性変形」と
は、形状記憶合金の相変態を伴う弾性変形であって、弾性歪み量が１％以上となる大きな
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弾性変形を意味する。
【００６５】
なお、「低負荷側安定相」には、例えば、高温時及び／又は低負荷時に安定なオーステ
ナイト相が含まれ、「高負荷側安定相」には、例えば、低温時及び／又は高負荷時に安定
なマルテンサイト相が含まれる。
【００６６】
また、「形状記憶合金」、「渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体」、「乱
流を抑制しうる第２形体」及び「乱流を抑制しうる」については、前述した流体の温度変
化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータについての定義と
同様であるため、その説明を援用することで記載を省略する。
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【００６７】
さらに、「前記形状記憶合金が低負荷側で安定な低負荷側安定相と高負荷側で安定な高
負荷側安定相とに相変態しながら超弾性変形することにより、渦の発生により流れの剥離
を抑制しうる第１形体と乱流を抑制しうる第２形体とに、前記本体の形体が変化する」に
おける「形状記憶合金が低負荷側安定相と高負荷側安定相とに相変態しながら超弾性変形
することにより、第１形体と第２形体とに本体の形体が変化する」とは、形状記憶合金が
低負荷側安定相から高負荷側安定相に変態しながら超弾性変形することで、本体の形体が
第１形体から第２形体に変化するとともに、形状記憶合金が高負荷側安定相から低負荷側
安定相に逆変態しながら超弾性変形することで、本体の形体が第２形体から第１形体に変
化したり（後述する第１の態様に相応する）、あるいは形状記憶合金が高負荷側安定相か
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ら低負荷側安定相に逆変態しながら超弾性変形することで、本体の形体が第１形体から第
２形体に変化するとともに、形状記憶合金が低負荷側安定相から高負荷側安定相に変態し
ながら超弾性変形することで、本体の形体が第２形体から第１形体に変化したり（後述す
る第２の態様に相応する）することをいう。
【００６８】
このスマートボルテックスジェネレータでは、本体の少なくとも一部が形状記憶合金よ
りなり、本体に所定の方向から作用する流体力の増・減に応じて形状記憶合金が低負荷側
安定相と高負荷側安定相とに相変態しながら超弾性変形することにより、渦の発生により
流れの剥離を抑制しうる第１形体と、乱流を抑制しうる第２形体とに、前記本体の形体が
変化する。
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【００６９】
形状記憶合金が一方向性形状記憶効果を有するものである場合において、流体力の増・
減によりその形状記憶合金が低負荷側安定相と高負荷側安定相とに相変態しながら超弾性
変形することで、本体が第１形体と第２形体とに変化する態様として、以下の２種を例示
することができる。
【００７０】
すなわち、（１）本体に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合金
の逆変態終了応力（例えばオーステナイト変態終了応力）以下であるときに、本体が第１
形体をなすとともに、本体に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合
金の変態終了応力（例えばマルテンサイト変態終了応力）以上であるときに、本体が第２
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形体をなし、流体力の増・減に応じて本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第
１の態様、（２）本体に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合金の
変態終了応力（例えばマルテンサイト変態終了応力）以上であるときに、本体が第１形体
をなすとともに、本体に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合金の
逆変態終了応力（例えばオーステナイト変態終了応力）以下であるときに、本体が第２形
体をなし、流体力の増・減に応じて本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第２
の態様である。
【００７１】
ここに、本明細書においては、「逆変態終了応力」とは、負荷により生じる形状記憶合
金の応力がそれ以下に減少しても、形状記憶合金の変態が進行しない応力、あるいは形状
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記憶合金が所定の形状の範囲に到達する応力を意味し、また、「変態終了応力」とは、負
荷により生じる形状記憶合金の応力がそれ以上に増加しても、形状記憶合金の変態が進行
しない応力、あるいは形状記憶合金が所定の形状の範囲に到達する応力を意味する。
【００７２】
また、形状記憶合金が二方向性形状記憶効果を有するものである場合において、流体力
の増・減によりその形状記憶合金が低負荷側安定相と高負荷側安定相とに相変態しながら
超弾性変形することで、本体が第１形体と第２形体とに変化する態様として、以下の２種
を例示することができる。
【００７３】
すなわち、（１）本体に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合金
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の逆変態終了応力（例えばオーステナイト変態終了応力）以下であるときに、本体が低負
荷側記憶形状たる第１形体をなすとともに、本体に対して所定の方向から作用する流体の
流体力が、形状記憶合金の変態終了応力（例えばマルテンサイト変態終了応力）以上であ
るときに、本体が高負荷側記憶形状たる第２形体をなし、流体力の増・減に応じて本体が
第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第１の態様、（２）本体に対して所定の方向か
ら作用する流体の流体力が、形状記憶合金の変態終了応力（例えばマルテンサイト変態終
了応力）以上であるときに、本体が高負荷側記憶形状たる第１形体をなすとともに、本体
に対して所定の方向から作用する流体の流体力が、形状記憶合金の逆変態終了応力（例え
ばオーステナイト変態終了応力）以下であるときに、本体が低負荷側記憶形状たる第２形
体をなし、流体力の増・減に応じて本体が第１形体と第２形体とに繰り返し変化する第２
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の態様である。
【００７４】
なお、このスマートボルテックスジェネレータを航空機に適用する場合の好ましい態様
としては、前記第１の態様を挙げることができる。この場合、後述する実施形態で示され
るように、航空機の離着陸時に本体が第１形体をなすとともに、航空機の巡航時に本体が
第２形体をなすように、例えば、離着陸時における低速での想定負荷（低負荷側の想定負
荷）が前記逆変態終了応力以下になるとともに、巡航時における高速（巡航速度）での想
定負荷（高負荷側の想定負荷）が前記変態終了応力以上になるように、合金組成（成分や
化合比）や熱処理条件等を調整して得られた形状記憶合金を採用することができる。なお
、この想定負荷としては、低負荷側及び高負荷側のそれぞれにおいて、ある一つの負荷を
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設定することもできるし、あるいはある負荷範囲を設定することもできる。
【００７５】
このように、このスマートボルテックスジェネレータでは、本体周りにある流体の流体
力の変化を制御入力として、スマートボルテックスジェネレータの多方向性特性を発揮さ
せている。すなわち、このスマートボルテックスジェネレータも、前述した流体の温度変
化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータと同様、自ら自分
の置かれた環境を検知し、自ら判断し、自ら最適な形体に変化する、所謂スマート構造と
なっており、形状記憶合金の相変態を起こすべく外部からエネルギーを供給する必要がな
く、エネルギー供給手段としての電気装置や、ボルテックスジェネレータの駆動手段が不
要となる。
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【００７６】
また、この流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネ
レータでは、前記バイアス力としての前記助力が必須ではないため、前記助力付与手段を
別途設ける必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーによ
り貢献する。
【００７７】
ここに、前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェ
ネレータは、好適な態様において、使用中に前記形状記憶合金に作用する外部荷重を受け
た状態における該形状記憶合金の変態開始応力に前記流体力が増大過程で到達した時に、
該形状記憶合金が前記低負荷側安定相から前記高負荷側安定相に変態し始め、かつ、該外
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部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態開始応力に前記流体力が減少過程で
到達した時に、該形状記憶合金が該高負荷側安定相から該低負荷側安定相に逆変態し始め
るように構成されている。
【００７８】
このスマートボルテックスジェネレータでは、形状記憶合金の応力−歪み特性（超弾性
特性）と、該形状記憶合金に付与される流体力とのバランスにより、流体力の増・減に応
じて該形状記憶合金が相変態して低負荷側安定相となったり高負荷側安定相となったりす
る。すなわち、流体力が形状記憶合金に対し逆変態終了応力以下となる場合には、該形状
記憶合金が低負荷側安定相となり、流体力が形状記憶合金に対し変態終了応力以上となる
場合には、該形状記憶合金が高負荷側安定相となる。このため、前記物体表面を流れる本
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体周りの流体から形状記憶合金に付与される流体力と、形状記憶合金の応力−歪み特性と
を適切に設定することにより、流体力の増・減に応じて本体を確実に第１形体又は第２形
体に維持することができる。
【００７９】
また、前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネ
レータは、好適な態様において、前記流体力が前記外部荷重を受けた状態における前記形
状記憶合金の逆変態終了応力以下であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ
、該流体力が該外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の変態終了応力以上である
ときに、該本体が前記第２形体を維持するように構成されている。
【００８０】

10

このスマートボルテックスジェネレータでは、流体力が前記逆変態終了応力以下の低負
荷側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体
力が前記変態終了応力以上の高負荷側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流抑制
機能を発揮する。
【００８１】
前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータ
は、好適な態様において、前記流体力が前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶
合金の変態終了応力以上であるときに、前記本体が前記第１形体を維持し、かつ、該流体
力が該外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了応力以下であるときに
、該本体が前記第２形体を維持するように構成されている。
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【００８２】
このスマートボルテックスジェネレータでは、流体力が前記変態終了応力以上の高負荷
側にあるときに、本体が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体力
が前記逆変態終了応力以下の低負荷側にあるときに、本体が第２形体を維持して乱流抑制
機能を発揮する。
【００８３】
なお、前述のとおり、前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボル
テックスジェネレータにおいても、形状記憶合金として、二方向性形状記憶効果等の多方
向性形状記憶効果を有するものを採用することは可能である。
【００８４】
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また、前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮する、形状記憶合金を用いたスマ
ートボルテックスジェネレータにおいても、本体に対して所定の関係で配設された補助力
（弾力、重り等によって付与される力や、空気圧や水圧等の流体圧力等）付与手段を、必
要に応じて設けてもよい。
【００８５】
（請求項１４に記載の発明）
さらに、本発明のスマートボルテックスジェネレータは、流体の流れと境界をなす物体
表面に設置されて該物体表面で発生する流れの剥離を抑制し、該流体の流体力の変化に応
じて多方向性特性を発揮するボルテックスジェネレータであって、前記流体力が所定の方
向から付与されるように前記物体表面に配設される、少なくとも一部が超弾性合金よりな
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る本体を備え、前記流体力の増・減に応じて、前記超弾性合金が相変態を伴わずに超弾性
変形することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と乱流を抑制しう
る第２形体とに、前記本体の形体が変化するように構成されているものも含む。
【００８６】
ここに、本明細書における「超弾性合金」とは、相変態を伴わずに１％以上の弾性歪み
量で超弾性変形し、かつ、形状記憶効果を有しない合金をいう。ここでいう、超弾性合金
における「超弾性変形」とは、超弾性合金の相変態を伴わない弾性変形であって、弾性歪
み量が１％以上となる大きな弾性変形を意味する。
【００８７】
また、「流体力が所定の方向から付与されるように」とは、本体に対して所定の方向か
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ら作用する流体力の増・減に応じて、超弾性合金が相変態を伴わずに超弾性変形すること
により、本体の形体が第１形体と第２形体とに変化しうるように、という趣意である。
【００８８】
なお、「流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮する」、「流体力」、「渦の発生に
より流れの剥離を抑制しうる第１形体」、「乱流を抑制しうる第２形体」及び「乱流を抑
制しうる」については、前述した流体の温度変化に応じて多方向性特性を発揮するスマー
トボルテックスジェネレータについての定義と同様であるため、その説明を援用すること
で記載を省略する。
【００８９】
このスマートボルテックスジェネレータでは、本体の少なくとも一部が超弾性合金より
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なり、本体に所定の方向から作用する流体力の増・減に応じて超弾性合金が相変態を伴わ
ずに超弾性変形することにより、渦の発生により流れの剥離を抑制しうる第１形体と、乱
流を抑制しうる第２形体とに、前記本体の形体が変化する。
【００９０】
このように、このスマートボルテックスジェネレータでは、本体周りにある流体の流体
力の変化を制御入力として、スマートボルテックスジェネレータの多方向性特性を発揮さ
せている。すなわち、このスマートボルテックスジェネレータも、前述した流体の温度変
化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータと同様、自ら自分
の置かれた環境を検知し、自ら判断し、自ら最適な形体に変化する、所謂スマート構造と
なっており、超弾性合金の超弾性変形を起こすべく外部からエネルギーを供給する必要が
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なく、エネルギー供給手段としての電気装置や、ボルテックスジェネレータの駆動手段が
不要となる。
【００９１】
また、この流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネ
レータでは、前記バイアス力としての前記助力が必須ではないため、前記助力付与手段を
別途設ける必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーによ
り貢献する。
【００９２】
なお、前記流体力の変化に応じて多方向性特性を発揮する、超弾性合金を用いたスマー
トボルテックスジェネレータにおいても、本体に対して所定の関係で配設された補助力（
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弾力、重り等によって付与される力や、空気圧や水圧等の流体圧力等）付与手段を、必要
に応じて設けてもよい。
【００９３】
（請求項１５〜２１に記載の発明）
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記本体は、前記
物体表面に固定される台座部と、該本体が前記第１形体にあるときに該台座部に対して所
定の起立姿勢で起立して流れの剥離抑制機能を発揮するとともに、該本体が前記第２形体
にあるときに該台座部に対して所定の傾倒姿勢となって乱流抑制機能を発揮する渦発生部
とを有している。
【００９４】
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このスマートボルテックスジェネレータでは、渦発生部が台座部に対して所定の起立姿
勢で起立することで、本体が第１形体となって流れの剥離抑制機能を発揮し、また、渦発
生部が台座部に対して所定の傾倒姿勢となることで、本体が第２形体となって乱流抑制機
能を発揮する。このため、起立姿勢及び傾倒姿勢を適切に設定することで、本体の形体を
第１形体及び第２形体に確実に維持することができる。
【００９５】
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記本体は、前記
台座部と、該台座部の端縁から湾曲又は屈曲することで該台座部に対して所定の起立角度
で起立する前記渦発生部とが一体的に形成された板状体よりなり、少なくとも該台座部と
該渦発生部との境界部たる湾曲部又は屈曲部が前記形状記憶合金又は前記超弾性合金より
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なる。
【００９６】
このスマートボルテックスジェネレータにおける本体は、台座部と渦発生部とが一体に
形成された板状体よりなるので、その製造が容易であるとともに軽量となり、かつ、本体
の耐久性を向上させる上でも有利となる。また、台座部と渦発生部との境界部（湾曲部又
は屈曲部）のみに形状記憶合金又は超弾性合金を採用する場合は、本体の他の部位を例え
ば合成樹脂製とすることにより、軽量化を図ることもできる。
【００９７】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が一方向性形状記憶効果を有し、前記渦発生部が前記台座部から湾曲又は屈曲すること
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で該台座部に対して所定の起立角度で起立するように、前記形状記憶合金が形状記憶処理
されている。
【００９８】
ここに、形状記憶合金が前記形状記憶処理された形状にあるときの本体と、前記第１形
体にある本体とは、姿勢や形状が同一であっても、あるいは異なっていてもよい。
【００９９】
このスマートボルテックスジェネレータでは、渦発生部が台座部に対して所定の起立角
度で起立するように、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金が形状記憶処理されて
いるので、該形状記憶合金が高温側安定相又は低負荷側安定相にあるときに、渦発生部が
台座部に対して所定の起立角度で起立する。
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【０１００】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が一方向性形状記憶効果を有し、前記渦発生部が前記台座部に対して起立角度を小さく
する方向に傾倒した所定の傾倒姿勢となるように、前記形状記憶合金が形状記憶処理され
ている。
【０１０１】
ここに、形状記憶合金が前記形状記憶処理された形状にあるときの本体と、前記第２形
体にある本体とは、姿勢や形状が同一であっても、あるいは異なっていてもよい。
【０１０２】
このスマートボルテックスジェネレータでは、渦発生部が台座部に対して所定の傾倒姿
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勢となるように、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金が形状記憶処理されている
ので、該形状記憶合金が高温側安定相又は低負荷側安定相にあるときに、渦発生部が台座
部に対して所定の傾倒姿勢となる。
【０１０３】
本発明のスマートボルテックスジェネレータは、好適な態様において、前記形状記憶合
金が多方向性形状記憶効果を有し、前記渦発生部が前記台座部から湾曲又は屈曲すること
で該台座部に対して所定の起立角度で起立するように前記形状記憶合金が形状記憶処理さ
れ、かつ、該渦発生部が該起立角度を小さくする方向に傾倒した所定の傾倒姿勢となるよ
うに該形状記憶合金が形状記憶処理されている。
【０１０４】
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ここに、渦発生部が台座部に対して所定の起立角度で起立するように、形状記憶合金が
形状記憶処理された形状にあるときの本体と、前記第１形体にある本体とは、姿勢や形状
が同一であっても、あるいは異なっていてもよい。また、渦発生部が前記起立角度を小さ
くする方向に傾倒した所定の傾倒姿勢となるように、形状記憶合金が形状記憶処理された
形状にあるときの本体と、前記第２形体にある本体とは、姿勢や形状が同一であっても、
あるいは異なっていてもよい。
【０１０５】
このスマートボルテックスジェネレータでは、渦発生部が台座部に対して所定の起立角
度で起立し、かつ、渦発生部が所定の傾倒姿勢となるように、多方向性形状記憶効果を有
する形状記憶合金がそれぞれ形状記憶処理されているので、例えば、該形状記憶合金が高
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温側安定相又は低負荷側安定相にあるときに、渦発生部が台座部に対して所定の起立角度
で起立し、かつ、該形状記憶合金が低温側安定相又は高負荷側安定相にあるときに、渦発
生部が所定の傾倒姿勢となる。
【０１０６】
（請求項２２〜２４に記載の発明）
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記物体表面は航
空機の翼表面であり、前記本体は、該航空機の離着陸中の少なくとも一部で前記第１形体
を維持し、かつ、該航空機の巡航中に前記第２形体を維持するように構成されている。
【０１０７】
すなわち、本発明のスマートボルテックスジェネレータは航空機に好適に用いることが
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できる。本発明のスマートボルテックスジェネレータを備えた請求項２２に記載の航空機
は、請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが翼表
面に設けられた航空機であって、前記本体は、離着陸中の少なくとも一部で前記第１形体
を維持し、かつ、巡航中に前記第２形体を維持するように構成されていることを特徴とす
るものである。
【０１０８】
ここに、「航空機の離着陸中の少なくとも一部」とは、航空機が離陸している間（航空
機の高度又は／及び速度が増大している間）の少なくとも一部、又は航空機が着陸してい
る間（航空機の高度又は／及び速度が減少している間）の少なくとも一部を意味する。
【０１０９】
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この航空機の翼表面に設けられたスマートボルテックスジェネレータでは、航空機の離
着陸中の少なくとも一部で本体が前記第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、
かつ、航空機の巡航中に本体が前記第２形体を維持して乱流抑制機能を発揮する。このた
め、航空機の離着陸時に流れが翼表面から剥離することを抑制することができ、失速の抑
制や不安定現象の改善を図ることが可能となる。また、航空機の巡航時には、渦の発生を
減少又は無くして、渦による乱流を抑制することができるので、乱流による抗力増大を抑
えることが可能となる。
【０１１０】
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記物体表面は、
船舶の船体表面（船体のうち浸水する部分における船体表面）又は船体に取り付けられた
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翼の表面である。
【０１１１】
すなわち、本発明のスマートボルテックスジェネレータは船舶に好適に用いることがで
きる。本発明のスマートボルテックスジェネレータを備えた請求項２３に記載の船舶は、
請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが船体表面
又は船体に取り付けられた翼の表面に設けられていることを特徴とするものである。
【０１１２】
この船舶の船体表面又は船体に取り付けられた翼の表面に設けられたスマートボルテッ
クスジェネレータでは、船舶の航行中の一部たる、流体の温度が高温側の想定温度以上と
なる温度範囲又は流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となる負荷範囲で、例えば、高
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温側安定相又は低負荷側安定相としてのオーステナイト相となって、本体の形体が第１形
体（又は第２形体）となり、船舶の航行中の他の一部たる、流体の温度が低温側の想定温
度以下となる温度範囲又は流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上となる負荷範囲で、例
えば、低温側安定相又は高負荷側安定相としてのマルテンサイト相（応力誘起マルテンサ
イト相）となって、本体の形体が第２形体（又は第１形体）となる。このため、航行中の
前記一部で、剥離抑制機能（又は乱流抑制機能）を発揮して船体表面又は翼表面から流れ
が剥離することを抑制でき（又は、渦の発生を減少若しくは無くして、渦による乱流を抑
制でき）、また、航行中の前記他の一部で、乱流抑制機能（又は剥離抑制機能）を発揮し
て渦の発生を減少又は無くして、渦による乱流を抑制できる（又は、流れが剥離すること
を抑制できる）。
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【０１１３】
本発明のスマートボルテックスジェネレータの好適な態様において、前記物体表面は回
転機械の翼表面である。
【０１１４】
すなわち、本発明のスマートボルテックスジェネレータは回転機械に好適に用いること
ができる。本発明のスマートボルテックスジェネレータを備えた請求項２４に記載の回転
機械は、請求項１乃至２１のいずれか一つに記載のスマートボルテックスジェネレータが
翼表面に設けられていることを特徴とするものである。
【０１１５】
ここに、「回転機械」には、タービン、圧縮機、ターボポンプ等のポンプや送風機等が
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含まれ、この回転機械の「翼」にはタービン翼（ブレード）、回転翼、や羽根等が含まれ
る。
【０１１６】
この回転機械の翼表面に設けられたスマートボルテックスジェネレータでは、回転機械
の運転中の一部たる、流体の温度が高温側の想定温度以上となる温度範囲又は流体の流体
力が低負荷側の想定負荷以下となる負荷範囲で、例えば、高温側安定相又は低負荷側安定
相としてのオーステナイト相となって、本体の形体が第１形体（又は第２形体）となり、
回転機械の運転中の他の一部たる、流体の温度が低温側の想定温度以下となる温度範囲又
は流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上となる負荷範囲で、例えば、低温側安定相又は
高負荷側安定相としてのマルテンサイト相（応力誘起マルテンサイト相）となって、本体
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の形体が第２形体（又は第１形体）となる。このため、運転中の前記一部で、剥離抑制機
能（又は乱流抑制機能）を発揮して翼表面から流れが剥離することを抑制でき（又は、渦
の発生を減少若しくは無くして、渦による乱流を抑制でき）、また、運転中の前記他の一
部で、乱流抑制機能（又は剥離抑制機能）を発揮して渦の発生を減少又は無くして、渦に
よる乱流を抑制できる（又は、流れが剥離することを抑制できる）。したがって、例えば
作動中に温度変化があり、その温度変化により作動流体の性質（粘性等）が大きく変化し
、その結果、流れが羽根等から剥離してしまうような回転機械に、好適に利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
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図１は、実施形態１に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレータ
の斜視図である。
【０１１８】
図２は、実施形態１に係り、本体が第２形体にあるスマートボルテックスジェネレータ
の斜視図である。
【０１１９】
図３は、実施形態１に係り、スマートボルテックスジェネレータの組み立て分解斜視図
である。
【０１２０】
図４は、実施形態１に係り、スマートボルテックスジェネレータが主翼に設置された飛
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行機を模式的に示す斜視図である。
【０１２１】
図５は、実施形態１に係り、スマートボルテックスジェネレータを航空機の主翼に設置
した状態を模式的に示す平面図である。
【０１２２】
図６は、実施形態１に係り、各温度における、スマートボルテックスジェネレータの本
体を構成する形状記憶合金の応力−歪み特性を示す図である。
【０１２３】
図７は、飛行機の翼表面における流れを模式的に示すものであり、図７（ａ）は、ボル
テックスジェネレータが設けられた翼表面において、翼表面からの流れの剥離が抑制され
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る様子を説明する図であり、図７（ｂ）は、ボルテックスジェネレータが設けられていな
い翼表面において、翼表面から流れが剥離する様子を説明する図である。
【０１２４】
図８は、実施形態２に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレータ
の斜視図である。
【０１２５】
図９は、実施形態３に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレータ
の斜視図である。
【０１２６】
図１０は、実施形態４に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレー
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タの斜視図である。
【０１２７】
図１１は、実施形態５に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレー
タの斜視図である。
【０１２８】
図１２は、実施形態６に係り、本体が第１形体にあるスマートボルテックスジェネレー
タの斜視図である。
【０１２９】
図１３は、実施形態７に係り、スマートボルテックスジェネレータが船体に設置された
船舶を模式的に示す斜視図である。
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【０１３０】
図１４は、船舶の船体表面における流れを模式的に示すものであり、図１４（ａ）は、
ボルテックスジェネレータが設けられた船体表面において、船体表面からの流れの剥離が
抑制される様子を説明する図であり、図１４（ｂ）は、ボルテックスジェネレータが設け
られていない船体表面において、船体表面から流れが剥離する様子を説明する図である。
【０１３１】
図１５は、実施形態８に係り、スマートボルテックスジェネレータが羽根に設置された
ターボポンプを模式的に示す斜視図である。
【０１３２】
図１６は、ターボポンプの羽根表面における流れを模式的に示すものであり、図１６（
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ａ）は、ボルテックスジェネレータが設けられた羽根表面において、羽根表面からの流れ
の剥離が抑制される様子を説明する図であり、図１６（ｂ）は、ボルテックスジェネレー
タが設けられていない羽根表面において、羽根表面から流れが剥離する様子を説明する図
である。
【０１３３】
図１７は、実施形態９〜１１に係り、流体の流れ方向に対してスマートボルテックスジ
ェネレータの設置方向を変更した例を示す斜視図である。
【０１３４】
図１８は、従来のボルテックスジェネレータを示す断面図である。
【０１３５】
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図１９は、他の従来のボルテックスジェネレータを示す分解斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３６】
以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ具体的に説明する。
［第１実施形態］
この第１実施形態は、流体の温度変化に応じて二方向性特性を発揮するスマートボルテ
ックスジェネレータに関するものである。
【０１３７】
（実施形態１）
この実施形態１は、形状記憶合金の一方向性形状記憶効果とばね力及び流体力よりなる
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バイアス力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネ
レータに関するものである。また、この実施形態は、本発明のスマートボルテックスジェ
ネレータを航空機たる飛行機、より具体的には高空飛行する飛行機（例えば、ジェット機
）に適用したものである。
【０１３８】
図１〜図３に示される本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、航空機の
翼表面、より具体的には図４及び図５に示されるように、飛行機２の操縦翼をもつ主翼２
ａの上面の前縁側に、横方向（主翼２ａの長手方向）に間隔をおいて複数設置されて、使
用に供されるものである。このスマートボルテックスジェネレータ１は、流体の流れと境
界をなす主翼２ａの表面で発生する流れの剥離を抑制し、また、流体の温度変化に応じて
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二方向性特性を発揮する。なお、スマートボルテックスジェネレータ１の設置数は特に限
定はなく、数個〜数十個程度の範囲で適宜設定される。また、スマートボルテックスジェ
ネレータ１の設置場所も特に限定されず、例えば、操縦翼の前方で、かつ、流れが剥離す
る部位よりも前方側であれば、主翼２ａの中程でもよい。また、各スマートボルテックス
ジェネレータ１は、図１に示される第１形体にある本体の渦発生部（後述する）の板面（
本体の屈曲凹側又は湾曲凹側たる表側の面）に飛行時の流体の流れが当たるように、流れ
方向（図１及び図５のＡ矢印方向）に対して該渦発生部の板面が斜めを向くように設置さ
れる。
【０１３９】
すなわち、この飛行機２は、流体の流れと境界をなす主翼２ａ表面に設置されて主翼２

20

ａ表面で発生する流れの剥離を抑制し、流体の温度変化に応じて多方向性特性を発揮する
スマートボルテックスジェネレータ１を備えている。
【０１４０】
スマートボルテックスジェネレータ１は、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金
よりなる本体３と、本体３に対して所定の関係で配設されて本体３に所定の助力としての
ばね力（弾性力）を付与する助力付与手段としての板ばね（弾性体）４とを備えている。
【０１４１】
図３に示されるように、本体３は、形状記憶合金よりなる長方形状等の板状体（平板）
を曲げ加工することにより一体に形成されたものである。本体３は、主翼２ａの上面にボ
ルト５、５により固定される略平板状の台座部６と、該本体３が後述する第１形体（図１
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参照）にあるときにこの台座部６の一側端縁から屈曲（又は湾曲）することで所定の起立
姿勢で起立して流れの剥離抑制機能を発揮する略平板状の渦発生部７とからなる。なお、
台座部６には、２個のボルト挿通孔８、８が貫設されている。
【０１４２】
すなわち、本体３は、渦発生部７が台座部６から屈曲して台座部６に対して所定の起立
角度（台座部６を含む水平面に対して傾斜して起立している渦発生部７の仰角（該水平面
と渦発生部７とがなす角）。図３に示す角度θ）で起立するように、無負荷時における前
記形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度（逆変態終了温度）以上の高温側で、前記
形状記憶合金が形状記憶処理されることにより形成されている。このため、この本体３は
、無負荷時における前記形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上の温度のときに
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、該形状記憶合金が高温側安定相たるオーステナイト相になって、外部からの荷重が負荷
されていない自然状態で、渦発生部７が台座部６に対して所定の前記起立角度θで起立す
る。
【０１４３】
なお、前記形状記憶合金が形状記憶処理された形状にあるときの本体（図３参照）３と
、後述する第１形体にある本体（図１参照）３とは、起立角度が異なる。すなわち、第１
形体にある本体３は、板ばね４のばね力及び本体３に対して図１のＡ矢印方向から作用す
る流体の流体力により、形状記憶処理された形状にあるときの本体３よりも起立角度が小
さくなる。
【０１４４】
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本体３を構成する形状記憶合金は、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１
の使用状態において、飛行機２の離着陸中の少なくとも一部でオーステナイト相になり、
飛行機２の巡航中にマルテンサイト相（応力誘起マルテンサイト相）になるものである。
すなわち、この形状記憶合金は、飛行機２の離着陸時における低空での想定気温（高温側
の想定気温で、ある一つの値）が、飛行中に形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状
態における該形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上となり、かつ、飛行機２の
巡航時における高空（巡航高度）での想定気温（低温側の想定気温で、ある一つの値）が
、前記外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金のマルテンサイト変態終了温度以下
となるように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０１４５】
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すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、飛行中に前記形状記
憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態開始温度に前記
流体の温度が降温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がオーステナイト相からマルテ
ンサイト相に変態し始め、かつ、前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の
逆変態開始温度に前記流体の温度が昇温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がマルテ
ンサイト相からオーステナイト相に逆変態し始めるように構成されている。
【０１４６】
ここに、本実施形態では、板ばね４のばね力及び飛行中の本体３周りの流体の流体力が
、使用中に形状記憶合金に作用する前記外部荷重となる。また、板ばね４のばね力及び飛
行中に本体３に対して図１のＡ矢印方向から作用する流体の流体力が、一方向性形状記憶
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効果を有する形状記憶合金に多方向性特性を発揮させるのに必要なバイアス力となる。
【０１４７】
また、航空機に適用する場合、高温側の想定気温は−３０〜４０℃程度の範囲内の所定
の値に設定することができ、低温側の想定気温は−６０〜−４０℃程度の範囲内の所定の
値に設定することができる。また、本体３を構成する形状記憶合金の無負荷時における変
態温度は、例えば、マルテンサイト変態温度を−４５〜−３５℃程度とし、オーステナイ
ト変態温度を−３５〜−２５℃程度とすることができる。
【０１４８】
また、本発明者は、飛行中のすべての時刻において、形状記憶合金の温度の流体温度に
対する追従時間の遅れは１秒未満であり、形状記憶合金の温度が飛行中の流体温度に極め
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て良好に追従して、両者がほぼ完全に一致することを確認している。
【０１４９】
本体３を構成する形状記憶合金としては、例えば、変態温度を調整すべくＣｕ、Ｆｅや
Ｃｏ等を必要に応じて添加したＮｉ−Ｔｉ系や、あるいはＣｕ−Ｚｎ−Ａｌ系等のものを
採用することができる。
【０１５０】
図３に示されるように、板ばね４は、所定のばね力を有する略長方形状の金属薄板より
なり、外部からの荷重が負荷されていない自然状態で、反るように湾曲した弓状の横断面
形状を有している。この板ばね４は、弓状に湾曲した凸曲面が本体３の裏面側（本体３の
屈曲凸側又は湾曲凸側）と向かい合うように配置されて、本体３に取り付けられるため、
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本体３が後述する第２形体にあるとき（図２参照）でも、板ばね４にはばね力が残ってい
る。板ばね４の長辺側の一側端付近には、２個のボルト挿通孔９、９が貫設されている。
また、板ばね４の長辺側の他側端には、本体３の渦発生部７の先端が嵌り込む溝部１０を
形成する、断面Ｌ字状のクリップ部１１が曲げ加工により設けられている。
【０１５１】
ここに、板ばね４のばね力は、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使
用状態において、流体の温度が離着陸時における高温側の想定温度以上であるときは、形
状記憶合金の応力−歪み特性と前記バイアス力との力関係により、スマートボルテックス
ジェネレータ１が後述する第１形体を維持することができ、かつ、流体の温度が巡航時に
おける低温側の想定温度以下であるときは、形状記憶合金の応力−歪み特性と前記バイア
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ス力との力関係により、スマートボルテックスジェネレータ１が後述する第２形体を維持
することができるように、設定されている。
【０１５２】
すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、このスマートボル
テックスジェネレータ１を主翼２ａ上面に取り付けた飛行機２が離着陸するときの少なく
とも一部（離着陸過程で、高度が低い側の一部）である、流体の温度が高温側の想定温度
以上であるときは、図１に示されるように本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢
となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制
機能を発揮し、かつ、同飛行機２の巡航中（流体の温度が低温側の想定温度以下であると
き）は、図２に示されるように本体３の渦発生部７が主翼２ａの表面に沿うように起立姿
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勢から傾倒して寝た状態の最適な傾倒姿勢となって（本体３の形体が最適な第２形体とな
って）、最適な乱流抑制機能を発揮しうるように、離着陸時及び巡航時における想定気温
や本体３に作用する流体の流体力等を総合勘案しつつ、板ばね４のばね力や、本体３を構
成する形状記憶合金の応力−歪み特性が設定されている。
【０１５３】
ここに、本体３の第１形体には、渦発生部７が最適又は良好な起立角度で起立した最適
又は良好な起立姿勢にある形体の他、この最適又は良好な起立姿勢から起立角度がある範
囲で連続的に減少した良好な複数の起立姿勢にある形体も含まれる。また、本体３の第２
形体は、渦発生部７の前記起立角度θが略０度となり、渦発生部７が台座部６と共に略平
板状をなして主翼２ａの表面に沿うように寝た、最適な傾倒姿勢である。
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【０１５４】
本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、板ばね４のクリップ部１１の溝
部１０に本体３の渦発生部７の先端を嵌め込み、板ばね４を本体３の形状に沿わせて弾性
変形させつつ、本体３のボルト挿通孔８、８及び板ばね４のボルト挿通孔９、９に通した
ボルト５、５により、板ばね４と共に本体３の台座部６を主翼２ａの上面に固定して、使
用に供される。
【０１５５】
なお、スマートボルテックスジェネレータ１の主翼２ａへの取り付け作業は、無負荷時
における前記形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上である地上で行われる。こ
のため、取り付け作業前においては、本体３は形状記憶処理された形状をなしており、本
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体３の渦発生部７は所定の前記起立角度で起立している（図３参照）。そして、取り付け
後では、板ばね４のばね力により、本体３の渦発生部７は前記起立角度θが若干小さくな
った姿勢で起立している。
【０１５６】
かかる構成を有する本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、以下に示す
ように、本体３を構成する形状記憶合金の一方向性形状記憶効果と、板ばね４のばね力及
び本体３に対して図１のＡ矢印方向から作用する流体の流体力よりなるバイアス力とを利
用して、本体３周りの流体温度の上下に従って自動的に繰り返し動作する二方向性特性を
発揮する。
【０１５７】
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ここに、以下の説明は、高温側の想定気温を−１０℃、低温側の想定気温を−５０℃と
し、また、本体３を構成する形状記憶合金の無負荷時における変態温度については、マル
テンサイト変態開始温度及びオーステナイト変態開始温度を共に−３５℃（すなわち、可
逆変態温度を−３５℃）にした場合のものである。なお、可逆変態温度とは、変態中に形
状記憶合金の内部でエネルギの損失がない理想的な場合の変態温度とする。
【０１５８】
飛行中においては、飛行機２の高度に応じて流体温度が変化するが、図６に示されるよ
うに、この温度変化に応じて本体３を構成する形状記憶合金の応力−歪み特性も変化する
。また、飛行中は、本体３を構成する形状記憶合金に、図６の点線で示されるバイアス力
が作用している。ただし、前記流体の流体力を考慮すると複雑になるため、図６の点線は
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板ばね４のばね力のみによるバイアス力を示す。このため、図６に示す各温度における形
状記憶合金の応力−歪み特性とバイアス力とが釣り合ったところが作動点となって、本体
３の形体が変化する。なお、図６中の△は降温時の作動点を示し、▼は昇温時の作動点を
示す。
【０１５９】
そして、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１が主翼２ａに設置された飛
行機２が離陸し始めるとき、及び離陸の前期段階では、本体３周りの流体温度は高温側の
想定気温（−１０℃）以上の温度である。このとき、例えば１０℃、−１０℃における前
記形状記憶合金の応力−歪み特性によれば、本体３を構成する前記形状記憶合金は、それ
ぞれ、約３４０ＭＰａ、約２２０ＭＰａの負荷でオーステナイト相から応力誘起マルテン
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サイト相に変態するが、このときこの形状記憶合金に付与されている前記バイアス力は６
０ＭＰａ程度である（図６参照）。このため、流体温度が高温側の想定気温たる−１０℃
以上であるときは、本体３を構成する前記形状記憶合金はオーステナイト相のままで、若
干弾性変形している。したがって、形状記憶合金の応力−歪み特性と前記バイアス力との
バランスにより、本体３の渦発生部７が最適〜良好な起立角度（９０度程度）で起立して
、本体３の形体が第１形体に維持される（図１の状態）。これにより、本体３の渦発生部
７は、主翼２ａの表面に渦を発生させて、主翼２ａの表面から流れが剥離することを効果
的に抑制する（図７（ａ）参照）。なお、図７（ａ）は、ボルテックスジェネレータが設
けられた翼表面において、翼表面からの流れの剥離が抑制される様子を説明する図であり
、図７（ｂ）は、ボルテックスジェネレータが設けられていない翼表面において、翼表面
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から流れが剥離する様子を説明する図である。
【０１６０】
そして、この飛行機２が上昇すると、それに伴い本体３周りの流体温度が低下する。そ
うすると、流体の降温に伴い、形状記憶合金の応力−歪み特性も変化する。例えば、流体
温度が−３０℃であるときは約７０ＭＰａの負荷で、オーステナイト相から応力誘起マル
テンサイト相に変態し、流体温度が−５０℃であるときには、無負荷状態で温度誘起マル
テンサイト相となっており、約３０ＭＰａの負荷で、応力誘起マルテンサイト相に変態す
る（図６参照）。また、図には示していないが、流体温度が−３０℃と−５０℃との間に
は、無負荷状態でオーステナイト相と温度誘起マルテンサイト相とが混合しており、３０
ＭＰａより低い負荷で応力誘起マルテンサイト相に変態する領域がある。このため、本体
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周りの流体温度が−３０℃以下になる、離陸の後期段階では、形状記憶合金の応力−歪み
特性と前記バイアス力とのバランスにより、本体３の渦発生部７が大きく傾倒する。なお
、この離陸の後期段階では、本体の渦発生部７は、完全には寝た状態（本体３の第２形体
）となっていないので、渦の発生による剥離抑制機能を多少は発揮している。
【０１６１】
そして、この飛行機２がさらに上昇して巡航時の高度に達すると、本体３周りの流体温
度が低温側の想定気温（−５０℃）以下になる。そうすると、本体３を構成する形状記憶
合金はその降温過程でバイアス力が付与された状態（前記外部荷重を受けた状態）で冷却
される結果、オーステナイト相から応力誘起マルテンサイト相に変態する。したがって、
形状記憶合金の応力−歪み特性と前記バイアス力とのバランスにより、本体３の渦発生部
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７は主翼２ａの表面に沿うように完全に寝た状態の最適な傾倒姿勢となって、本体３の形
体が第２形体に維持される（図２の状態）。これにより、本体３の渦発生部７による渦の
発生がなくなり、渦の発生による乱流を効果的に抑制する。
【０１６２】
その後、この飛行機２が着陸するときは、高度の下降に伴い本体３周りの流体温度が上
昇するので、形状記憶合金の応力−歪み特性と前記バイアス力とのバランスにより、本体
３の渦発生部７が寝た状態から起きあがる。そして、着陸の後期段階で、本体３周りの流
体温度が高温側の想定気温以上になれば、再び本体３が前記第１形体となって、流れが剥
離することを効果的に抑制する。
【０１６３】
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このようにこのスマートボルテックスジェネレータ１では、本体３周りの流体温度が前
記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上の高温
側にあるときに、本体３が第１形体を維持して流れの剥離抑制機能を発揮し、かつ、流体
の温度が前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金のマルテンサイト変態終了温度
以下の低温側にあるときに、本体３が第２形体を維持して乱流抑制機能を発揮する。
【０１６４】
こうして、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、本体３周りの流体
温度の変化に応じて、本体３を構成する形状記憶合金がオーステナイト相とマルテンサイ
ト相とに相変態することを介して、渦の発生により流れの剥離を抑制する第１形体と、乱
流を抑制する第２形体とに、本体３の形体が変化する。
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【０１６５】
このように、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、本体３周りにあ
る流体の温度変化を制御入力として、スマートボルテックスジェネレータ１の二方向性特
性を発揮させている。すなわち、このスマートボルテックスジェネレータ１は、自ら自分
の置かれた環境を検知し、自ら判断し、自ら最適な形体に変化する、所謂スマート構造と
なっている。また、形状記憶合金の相変態を起こすべく外部からエネルギーを供給する必
要がなく、エネルギー供給手段としての電気装置や、ボルテックスジェネレータの駆動手
段が不要となる。したがって、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、構
造が簡単であり、故障が発生し難く、かつ、修理及びメンテナンスや既存の翼に対する取
り付けも容易となる。
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【０１６６】
また、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、巡航時における抗力を低
下させることができるので、飛行機２の燃費向上に大きく貢献する。
【０１６７】
さらに、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、助力付与手段として
板ばね４を採用しているので、板ばね４の形状、大きさ、厚さや材質を適切に設定するこ
とで、助力としてのばね力を容易に調整することができるとともに、構造の簡素化やメン
テナンスフリーにもより貢献する。
【０１６８】
加えて、このスマートボルテックスジェネレータ１における本体３は、台座部６と渦発
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生部７とが一体に形成された板状体よりなるので、その製造が容易であるとともに軽量と
なり、かつ、本体３の耐久性を向上させる上でも有利となる。
【０１６９】
なお、この実施形態では、離陸中では前期段階で、着陸中では後期段階で、本体３が第
１形体を維持する態様について説明したが、本体３を構成する形状記憶合金の応力−歪み
特性及び板ばね４のばね力等を適切に設定することにより、離着陸中は常時、本体３が第
１形体を維持するように構成してもよい。
【０１７０】
また、この実施形態では、本体３が第１形体にあるときの渦発生部７の前記起立角度を
略９０度とする例について説明したが、この起立角度はこれに限らず、所望の剥離抑制機
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能を発揮しうる範囲内で適宜設定可能である。同様に、本体３が第２形体にあるときの渦
発生部７の前記起立角度も略０度に限られず、所望の乱流抑制機能を発揮しうる範囲内で
適宜設定可能である。
【０１７１】
（実施形態２）
図８に示す本実施形態は、前記実施形態１と同様、形状記憶合金の一方向性形状記憶効
果とばね力及び流体力よりなるバイアス力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮す
るスマートボルテックスジェネレータに関するものであり、前記実施形態１において、板
ばね４の形状を変更したものである。
【０１７２】
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すなわち、この実施形態における板ばね４は、長辺側の一側端に、本体３の渦発生部７
の先端が嵌り込む溝部を形成する、断面Ｌ字状のクリップ部１１が曲げ加工により形成さ
れるとともに、長辺側の他側端に、本体３の台座部６の先端が嵌り込む溝部を形成する、
断面Ｌ字状のクリップ部１１が曲げ加工により形成されている。
【０１７３】
この板ばね４によれば、本体３の両端部、すなわち台座部６の端部及び渦発生部７の端
部の双方を板ばね４のクリップ部１１に嵌め込むことができる。したがって、スマートボ
ルテックスジェネレータ１の設置がより容易となる。
【０１７４】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１と同様であるため、前記実施形態１の説明

10

を援用することで、その説明を省略する。
【０１７５】
（実施形態３）
図９に示す本実施形態は、前記実施形態１と同様、形状記憶合金の一方向性形状記憶効
果とばね力及び流体力よりなるバイアス力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮す
るスマートボルテックスジェネレータに関するものであり、前記実施形態１において、本
体３及び板ばね４の形状を変更するとともに、主翼２ａに対するスマートボルテックスジ
ェネレータ１の設置方向を変更したものである。
【０１７６】
すなわち、この実施形態における本体３は、形状記憶合金よりなる帯状の板状体（平板
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）を曲げ加工することにより一体に形成されたものであり、形状記憶合金の記憶処理され
た形状において、帯状の一端側に設けられた、主翼２ａ上面にボルト５、５により固定さ
れる略平板状の台座部６と、帯状の他端側に設けられた、台座部６の一側端から連続して
一体に立ち上がるように起立した略平板状の渦発生部７とからなる。なお、台座部６には
、２個のボルト挿通孔（図示せず）が貫設されている。
【０１７７】
この本体３においては、前記実施形態１と同様、渦発生部７が台座部６から屈曲又は湾
曲することで該台座部６に対して所定の起立角度（台座部６を含む水平面に対して傾斜し
て起立している渦発生部７の仰角（該水平面と渦発生部７とがなす角））で起立した起立
姿勢となるように、形状記憶合金の形状が記憶処理されている。
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【０１７８】
また、板ばね４は、外部からの荷重が負荷されていない自然状態で、反るように湾曲し
た弓状の横断面形状を有しており、前記実施形態１と同様、弓状に湾曲した凸曲面が本体
３の裏面側（本体３の屈曲凸側又は湾曲凸側）と向かい合うように配置されて、本体３に
取り付けられる。そして、帯状の板ばね４の一側端付近には、２個のボルト挿通孔（図示
せず）が貫設されている。また、帯状の板ばね４の他側には、本体３の渦発生部７の先端
が嵌り込む溝部を形成する、断面Ｌ字状のクリップ部１１が曲げ加工により設けられてい
る。
【０１７９】
かかる構成を有する本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、板ばね４の
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クリップ部１１の溝部に本体３の渦発生部７の先端を嵌め込み、板ばね４を本体３の形状
に沿わせて弾性変形させつつ、本体３及び板ばね４のボルト挿通孔に通したボルト５、５
により、板ばね４と共に本体３の台座部６を飛行機２の主翼２ａ上面に固定して、使用に
供される。このとき、この実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、帯状の本
体３及び板ばね４が飛行時の流体の流れ方向（図９のＡ矢印方向）に対して略平行に延び
、かつ、図９に示される第１形体にある本体３の渦発生部７の板面（本体３の屈曲凹側又
は湾曲凹側たる表側の面）に飛行時の流体の流れが当たるように、飛行機２の主翼２ａ上
面に設置される。なお、飛行機２の主翼２ａに設置された状態において、飛行時の流体の
流れ方向と逆方向の退向側（飛行機２の前方側）が前記帯状の一端側となり、該流れ方向
の進向側（飛行機２の後方側）が前記帯状の他端側となる。
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【０１８０】
このスマートボルテックスジェネレータ１では、飛行機２の離着陸時に流れの剥離抑制
機能を発揮するときに、本体３の渦発生部７が台座部６から屈曲又は湾曲して該台座部６
に対して所定の起立角度で起立した、良好又は最適な起立姿勢となって、本体３の形体が
第１形体に維持される（図９の状態）。また、飛行機２の巡航時に乱流抑制機能を発揮す
るときは、本体３の渦発生部７が前記起立姿勢から傾倒し、渦発生部７が主翼２ａの表面
に沿うように寝た状態の最適な傾倒姿勢となって、本体３の形体が第２形体に維持される
。
【０１８１】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１と同様であるため、前記実施形態１の説明
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を援用することで、その説明を省略する。
【０１８２】
（実施形態４）
図１０に示す本実施形態は、前記実施形態１と同様、形状記憶合金の一方向性形状記憶
効果とばね力及び流体力よりなるバイアス力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮
するスマートボルテックスジェネレータに関するものであり、前記実施形態１において、
本体３及び板ばね４の形状等を変更するとともに、主翼２ａに対するスマートボルテック
スジェネレータ１の設置方向を変更したものである。
【０１８３】
すなわち、この実施形態における本体３は、帯状で略平板状の軽合金よりなる台座部６
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と、帯状の台座部６の一端側の一側端に、自己の一端側の一側端が固着されて、台座部６
に対して略９０度の角度で起立した帯状の渦発生部７とからなる。なお、台座部６には、
２個のボルト挿通孔（図示せず）が貫設されている。
【０１８４】
そして、本体３のうち渦発生部７は、形状記憶合金よりなる帯状の板状体（平板）を曲
げ加工することにより形成されたものである。この渦発生部７は、形状記憶合金の記憶処
理された形状において、台座部６に固着された帯状の一端側が平坦状をなし、自由端たる
帯状の他端側が台座部６の一側端から離れるように屈曲又は湾曲した形状をなしている。
すなわち、渦発生部７は、帯状の渦発生部７の一端側が固着された台座部６に対して略９
０度の起立角度で起立するとともに、帯状の渦発生部７の他端側たる自由端側が台座部６
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の一側端から離れるように屈曲又は湾曲した形状となるように、形状記憶合金の形状が記
憶処理されている。
【０１８５】
また、板ばね４は、外部からの荷重が負荷されていない自然状態で、帯状の略平板状（
後述するクリップ部を除く）をなしている。そして、帯状の板ばね４の両端には、帯状の
渦発生部７の両端がそれぞれ嵌り込む溝部を形成する、断面Ｌ字状のクリップ部１１、１
１が曲げ加工により設けられている。
【０１８６】
かかる構成を有する本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、板ばね４の
クリップ部１１、１１の溝部に本体３の渦発生部７の両端を嵌め込んで、板ばね４を本体
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３の渦発生部７の形状に沿わせて弾性変形させ、本体３の台座部６のボルト挿通孔に通し
たボルト５、５により、本体３の台座部６を飛行機２の主翼２ａ上面に固定して、使用に
供される。このとき、この実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、本体３の
帯状の台座部６等が飛行時の流体の流れ方向（図１０のＡ矢印方向）に対して略平行に延
び、かつ、図１０に示される第１形体にある本体３の渦発生部７の板面（本体３の屈曲凹
側又は湾曲凹側たる表側の面）に飛行時の流体の流れが当たるように、飛行機２の主翼２
ａ上面に設置される。なお、飛行機２の主翼２ａに設置された状態において、飛行時の流
体の流れ方向と逆方向の退向側（飛行機２の前方側）が前記帯状の一端側となり、該流れ
方向の進向側（飛行機２の後方側）が前記帯状の他端側となる。
【０１８７】
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このスマートボルテックスジェネレータ１では、飛行機２の離着陸時に流れの剥離抑制
機能を発揮するときに、本体３の渦発生部７が台座部６に対して略９０度の起立角度で起
立しつつ、渦発生部７の自由端側が台座部６の一側端から離れるように屈曲又は湾曲した
形状となって、本体３の形体が第１形体に維持される（図１０の状態）。また、飛行機２
の巡航時に乱流抑制機能を発揮するときは、本体３の渦発生部７は、板ばね４のばね力及
び巡航時の流体力により、自由端側が台座部６の一側端に沿うように変形し、台座部６に
対して略９０度の起立角度で起立しつつ流体の流れに沿って平行に延びた姿勢となって、
本体３の形体が第２形体に維持される。
【０１８８】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１と同様であるため、前記実施形態１の説明
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を援用することで、その説明を省略する。
【０１８９】
（実施形態５）
図１１に示す本実施形態は、形状記憶合金の一方向性形状記憶効果と流体力よりなるバ
イアス力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレ
ータに関するものであり、前記実施形態１において、本体３の形状等を変更するとともに
、主翼２ａに対するスマートボルテックスジェネレータ１の設置方向を変更し、かつ、助
力付与手段としての板ばね４を無くしたものである。
【０１９０】
すなわち、この実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、前記実施形態３と
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同様、本体３が飛行時の流体の流れ方向（図１１のＡ矢印方向）に対して略平行に延び、
かつ、図１１に示される第１形体にある本体３の渦発生部７の板面（本体３の屈曲凹側又
は湾曲凹側たる表側の面）に飛行時の流体の流れが当たるように、飛行機２の主翼２ａ上
面に設置される。
【０１９１】
また、この実施形態における本体３は、前記実施形態３と同様、形状記憶合金よりなる
帯状の板状体（平板）を曲げ加工することにより一体に形成されたものであり、形状記憶
合金の記憶処理された形状において、帯状の一端側に設けられた、主翼２ａの上面にボル
ト５、５により固定される略平板状の台座部６と、帯状の他端側に設けられた、台座部６
の一側端から連続して一体に立ち上がるように起立した略平板状の渦発生部７とからなる
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。なお、台座部６には、２個のボルト挿通孔（図示せず）が貫設されている。
【０１９２】
この本体３においては、前記実施形態１と同様、渦発生部７が台座部６から屈曲又は湾
曲することで該台座部６に対して所定の起立角度（台座部６を含む水平面に対して傾斜し
て起立している渦発生部７の仰角（該水平面と渦発生部７とがなす角））で起立した起立
姿勢となるように、形状記憶合金の形状が記憶処理されている。
【０１９３】
この本体３を構成する形状記憶合金は、本実施形態のスマートボルテックスジェネレー
タ１の使用状態において、飛行機２の離着陸中の少なくとも一部でオーステナイト相にな
り、飛行機２の巡航中にマルテンサイト相（応力誘起マルテンサイト相）になるものであ
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る。すなわち、この形状記憶合金は、飛行機２の離着陸時における低空での想定気温（高
温側の想定気温で、ある一つの値）が、飛行中に形状記憶合金に作用する外部荷重を受け
た状態における該形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上となり、かつ、飛行機
２の巡航時における高空（巡航高度）での想定気温（低温側の想定気温で、ある一つの値
）が、同外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金のマルテンサイト変態終了温度以
下となるように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０１９４】
すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、飛行中に前記形状記
憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態開始温度に前記
流体の温度が降温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がオーステナイト相からマルテ
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ンサイト相に変態し始め、かつ、前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の
逆変態開始温度に前記流体の温度が昇温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がマルテ
ンサイト相からオーステナイト相に逆変態し始めるように構成されている。
【０１９５】
ここに、本実施形態では、飛行中の本体３周りの流体の流体力が、使用中に形状記憶合
金に作用する前記外部荷重となる。また、飛行中に本体３に対して図１１のＡ矢印方向か
ら作用する流体の流体力が、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金に多方向性特性
を発揮させるのに必要なバイアス力となる。
【０１９６】
そして、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、このスマートボルテ
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ックスジェネレータ１を主翼２ａ上面に取り付けた飛行機２が離着陸するときの少なくと
も一部（離着陸過程で、高度が低い側の一部）である、流体の温度が高温側の想定温度以
上であるときは、図１１に示されるように本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢
となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制
機能を発揮し、かつ、同飛行機２の巡航中（流体の温度が低温側の想定温度以下であると
き）は、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して主翼２ａの表面に沿うように寝た状
態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿勢となって（本体３の
形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑制機能を発揮しうるよ
うに、離着陸時及び巡航時における想定気温や本体３に作用する流体の流体力等を総合勘
案しつつ、本体３を構成する形状記憶合金の応力−歪み特性が設定されている。
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【０１９７】
このスマートボルテックスジェネレータ１では、一方向性形状記憶効果を有する形状記
憶合金により構成された本体３に対して、多方向性特性を付与するために必要なバイアス
力として、飛行中に主翼２ａ表面を流れる流体の流体力を利用する。すなわち、このスマ
ートボルテックスジェネレータ１では、一方向性形状記憶効果を有する形状記憶合金に、
飛行中に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体力がバイアス力として付与される
。このため、流体温度に応じて変化する該形状記憶合金の応力−歪み特性と、該形状記憶
合金にバイアス力として付与される該流体力とのバランスにより、流体の昇・降温に応じ
て形状記憶合金が相変態してオーステナイト相となったり、マルテンサイト相となったり
して、本体３の形体が第１形体になったり、第２形体になったりする。
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【０１９８】
このため、飛行中に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体力に応じて、一方向
性形状記憶効果を有する形状記憶合金の応力−歪み特性を適切に設定することにより、流
体の昇・降温に応じて本体３を確実に第１形体又は第２形体に維持することができる。な
お、飛行中に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体力は、飛行機の速度や迎角等
により変化するため、このことを加味して、形状記憶合金の応力−歪み特性を適切に設定
する必要がある。
【０１９９】
そして、このスマートボルテックスジェネレータ１における本体３は、本体３周りの流
体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の逆変態終了温度以上である

40

ときは、渦発生部７が台座部６に対して所定の起立角度（台座部６を含む水平面に対して
傾斜して起立している渦発生部７の仰角（該水平面と渦発生部７とがなす角））で起立し
て前記第１形体となり、かつ、本体３周りの流体温度が、前記外部荷重を受けた状態にお
ける形状記憶合金の変態終了温度以下であるときは、渦発生部７が所定の傾倒姿勢となっ
て前記第２形体となる。
【０２００】
したがって、このスマートボルテックスジェネレータ１では、助力付与手段を別途設け
る必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーにより貢献す
る。
【０２０１】
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その他の構成及び作用効果は前記実施形態１と同様であるため、前記実施形態１の説明
を援用することで、その説明を省略する。
【０２０２】
（実施形態６）
図１２に示す本実施形態は、形状記憶合金の二方向性形状記憶効果と必然的に負荷され
る本体３周りの流体力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮するスマートボルテッ
クスジェネレータに関するものであり、前記実施形態１において、本体３を構成する形状
記憶合金の種類を二方向性形状記憶効果を有するものに変更するとともに、バイアス力付
与手段としての板ばね４を無くしたものである。
【０２０３】

10

すなわち、この実施形態における本体３は、本体３を構成する形状記憶合金に飛行中に
作用する外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の逆変態終了温度（例えば、オー
ステナイト変態終了温度）以上の高温側で、高温側記憶形状たる前記第１形体となり、か
つ、本体３を構成する形状記憶合金に飛行中に作用する外部荷重を受けた状態における該
形状記憶合金の変態終了温度（例えば、マルテンサイト変態終了温度）以下の低温側で、
低温側記憶形状たる前記第２形体となるように、それぞれ形状記憶処理されている。
【０２０４】
このように形状記憶処理する方法としては、特に限定されないが、例えば、強加工、拘
束加熱、トレーニングや拘束時効による方法を利用することができる。
【０２０５】
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例えば、強加工法により二方向性形状記憶効果を作り出す場合は、形状記憶効果又は超
弾性によって回復できる歪み量を越える領域まで、合金が適度に加工硬化する変形量で変
形すればよい。
【０２０６】
この本体３を構成する形状記憶合金は、本実施形態のスマートボルテックスジェネレー
タ１の使用状態において、飛行機２の離着陸中の少なくとも一部でオーステナイト相にな
り、飛行機２の巡航中にマルテンサイト相（応力誘起マルテンサイト相）になるものであ
る。すなわち、この形状記憶合金は、飛行機２の離着陸時における低空での想定気温（高
温側の想定気温で、ある一つの値）が、飛行中に形状記憶合金に作用する外部荷重を受け
た状態における該形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上となり、かつ、飛行機
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２の巡航時における高空（巡航高度）での想定気温（低温側の想定気温で、ある一つの値
）が、同外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金のマルテンサイト変態終了温度以
下となるように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０２０７】
すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、飛行中に前記形状記
憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の変態開始温度に前記
流体の温度が降温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がオーステナイト相からマルテ
ンサイト相に変態し始め、かつ、前記外部荷重を受けた状態における前記形状記憶合金の
逆変態開始温度に前記流体の温度が昇温過程で到達した時に、前記形状記憶合金がマルテ
ンサイト相からオーステナイト相に逆変態し始めるように構成されている。
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【０２０８】
ここに、本実施形態では、飛行中の本体３周りの流体の流体力が、使用中に形状記憶合
金に作用する前記外部荷重となる。また、飛行中には必然的に図１２のＡ矢印方向から本
体３に流体力が負荷される。
【０２０９】
そして、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、このスマートボルテ
ックスジェネレータ１を主翼２ａ上面に取り付けた飛行機２が離着陸するときの少なくと
も一部（離着陸過程で、高度が低い側の一部）である、流体の温度が高温側の想定温度以
上であるときは、図１２に示されるように本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢
となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制
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機能を発揮し、かつ、同飛行機２の巡航中（流体の温度が低温側の想定温度以下であると
き）は、本体３の渦発生部７が主翼２ａの表面に沿うように起立姿勢から傾倒して寝た状
態の最適な傾倒姿勢となって（本体３の形体が最適な第２形体となって）、最適な乱流抑
制機能を発揮しうるように、離着陸時及び巡航時における想定気温や本体３に作用する流
体の流体力等を総合勘案しつつ、本体３を構成する形状記憶合金の応力−歪み特性が設定
されている。
【０２１０】
本実施形態における本体３のその他の構成は、前記実施形態１と同様である。
【０２１１】
このスマートボルテックスジェネレータ１における本体３は、本体３周りの流体温度が
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、前記外部荷重を受けた状態における形状記憶合金の逆変態終了温度以上であるときは、
渦発生部７が台座部６に対して所定の起立角度（台座部６を含む水平面に対して傾斜して
起立している渦発生部７の仰角（該水平面と渦発生部７とがなす角））で起立して前記第
１形体となり、かつ、本体３周りの流体温度が、前記外部荷重を受けた状態における形状
記憶合金の変態終了温度以下であるときは、渦発生部７が所定の傾倒姿勢となって前記第
２形体となる。
【０２１２】
したがって、このスマートボルテックスジェネレータ１では、助力付与手段を別途設け
る必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーにより貢献す
る。

20

【０２１３】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１と同様であるため、前記実施形態１の説明
を援用することで、その説明を省略する。
【０２１４】
なお、この実施形態６においては、二方向性形状記憶合金の二方向性形状記憶効果と必
然的に負荷される流体力との組み合わせにより、本体３の形体が第１形体と第２形体とに
変化する例について説明したが、形状記憶合金の二方向性形状記憶効果と、本体３に必然
的に負荷される流体力と、補助力付与手段から補助的に負荷される補助力（弾力、流体圧
力や重り等による力）とにより、本体３の形体を第１形体と第２形体とに変化させること
もできる。例えば、板ばね４を備えた前記実施形態１乃至４に係るスマートボルテックス
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ジェネレータ１において、本体３を構成する形状記憶合金に二方向性形状記憶合金を採用
するとともに、板ばね４のばね力を適切に設定することにより、形状記憶合金の二方向性
形状記憶効果と、本体３に必然的に負荷される流体力と、補助的に負荷される補助力とし
てのばね力とにより、本体３の形体を第１形体と第２形体とに変化させることができる。
【０２１５】
また、この実施形態６に係るスマートボルテックスジェネレータ１において、図１２に
示される形状の本体３を構成する形状記憶合金に、前記一方向性形状記憶効果を有する一
方向性形状記憶合金を採用するとともに、多方向性特性を付与するために必要なバイアス
力として、飛行中に本体３に対して図１２のＡ矢印方向から作用する流体の流体力を利用
してもよい。
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【０２１６】
さらに、前記実施形態５に係るスマートボルテックスジェネレータ１において、図１１
に示される形状の本体３を構成する形状記憶合金に二方向性形状記憶合金を採用してもよ
い。
【０２１７】
（実施形態７）
図１３に示す本実施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを船舶に適用
したものである。
【０２１８】
すなわち、図１３に示される船舶１２は、流体の流れと境界をなす船体１３表面に設置
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されて船体１３表面で発生する流れの剥離を抑制し、流体の温度変化に応じて多方向性特
性を発揮するスマートボルテックスジェネレータ１を備えている。
【０２１９】
船舶１２の船体１３表面に設置するスマートボルテックスジェネレータ１の種類や設置
数は特に限定されない。例えば、前記実施形態１〜６で示したようなスマートボルテック
スジェネレータ１を数個〜数十個設置することができる。
【０２２０】
各スマートボルテックスジェネレータ１は、船体１３の表面のうち浸水する部分におけ
る船体１３の表面や、船体１３に取り付けられた翼（水中翼）の表面に設けることができ
る。図１３に示される船舶１２は、船体１３の船尾側の両側面であって、船体１３表面（
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船体１３表面のうち浸水する部分における船体１３の表面）に、複数のスマートボルテッ
クスジェネレータ１が設けられている。
【０２２１】
図１３に示される船舶１２においては、各スマートボルテックスジェネレータ１が、船
体１３表面に上下方向に間隔をおいて複数設置されている。各スマートボルテックスジェ
ネレータ１は、第１形体にある本体３の渦発生部７の板面に航行時の流体の流れが当たる
ように、流れ方向に対して渦発生部７の板面が斜めを向くように設置されている。また、
各スマートボルテックスジェネレータ１は、本体３の台座部６等が航行中の流体の流れ方
向に対して略平行に延び、かつ、第１形体にある本体３の渦発生部７の板面（本体３の屈
曲凹側又は湾曲凹側たる表側の面）に航行中の流体の流れが当たるように、船体１３表面
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に設置される。そして、このスマートボルテックスジェネレータ１は、流体の流れと境界
をなす船体１３の表面で発生する流れの剥離を抑制し、また、流体の温度変化に応じて二
方向性特性を発揮する。
【０２２２】
すなわち、このスマートボルテックスジェネレータ１において、本体３を構成する形状
記憶合金としては、実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において
、船舶１２の航行中の一部（流体の温度が高温側の想定温度以上となる温度範囲）で高温
側安定相（例えば、オーステナイト相）になり、船舶１２の航行中の他の一部（流体の温
度が低温側の想定温度以下となる温度範囲）で低温側安定相（例えば、マルテンサイト相
（応力誘起マルテンサイト相））になるものを採用することができる。例えば、この形状
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記憶合金は、船舶１２の航行中の一部での想定温度（高温側の想定水温で、ある一つの値
）が、航行中に形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状態における該形状記憶合金の
オーステナイト変態終了温度以上となり、かつ、船舶１２の航行中の他の一部での想定温
度（低温側の想定水温で、ある一つの値）が、同外部荷重を受けた状態における該形状記
憶合金のマルテンサイト変態終了温度以下となるように、合金組成（成分や化合比）や熱
処理条件等を調整することができる。
【０２２３】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が船体１３表面に設けられた船舶１２
は、船舶１２の航行中の一部（例えば、流体の温度が高温側の想定温度以上となる温度範
囲）では、本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢となって（本体３の形体が最適
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又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制機能を発揮する。これにより、
本体３の渦発生部７は、船体１３の表面に渦を発生させて、船体１３の表面から流れが剥
離することを効果的に抑制する（図１４（ａ）参照）。なお、図１４（ａ）は、ボルテッ
クスジェネレータが設けられた船体１３表面において、船体１３表面からの流れの剥離が
抑制される様子を説明する図であり、図１４（ｂ）は、ボルテックスジェネレータが設け
られていない船体表面において、船体表面から流れが剥離する様子を説明する図である。
【０２２４】
そして、船舶１２の航行中の他の一部（例えば、流体の温度が低温側の想定温度以下と
なる温度範囲）では、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して船体１３の表面に沿う
ように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿勢となっ
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て（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑制機能を
発揮する。
【０２２５】
なお、この実施形態７においては、流体の温度が高温側の想定温度以上となるときに本
体３が第１形体を維持し、かつ、流体の温度が低温側の想定温度以下となるときに本体３
が第２形体を維持する例について説明したが、これとは逆に、流体の温度が低温側の想定
温度以下となるときに本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の温度が高温側の想定温度
以上となるときに本体３が第２形体を維持するようにしてもよい。
【０２２６】
（実施形態８）

10

図１５に示す本実施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを回転機械た
るターボポンプに適用したものである。
【０２２７】
すなわち、図１５に示されるターボポンプ１４は、羽根１５と、流体の流れと境界をな
す羽根１５表面に設置されて、羽根１５表面で発生する流れの剥離を抑制し、流体の温度
変化に応じて多方向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータ１とを備えてい
る。
【０２２８】
ターボポンプ１４の羽根１５表面に設置するスマートボルテックスジェネレータ１の種
類や設置数は特に限定されない。例えば、前記実施形態１〜６で示したようなスマートボ
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ルテックスジェネレータ１を数個〜数十個設置することができる。
【０２２９】
各スマートボルテックスジェネレータ１は、羽根１５の根元側付近に、第１形体にある
本体３の渦発生部７の板面に流体の流れが当たるように、流れ方向に対して渦発生部７の
板面が斜めを向くようにそれぞれ設置されている。また、各スマートボルテックスジェネ
レータ１は、本体３の台座部６等が運転中の流体の流れ方向に対して略平行に延び、かつ
、第１形体にある本体３の渦発生部７の板面（本体３の屈曲凹側又は湾曲凹側たる表側の
面）に運転中の流体の流れが当たるように、羽根１５表面に設置される。そして、このス
マートボルテックスジェネレータ１は、流体の流れと境界をなす羽根１５の表面で発生す
る流れの剥離を抑制し、また、流体の温度変化に応じて二方向性特性を発揮する。
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【０２３０】
すなわち、このスマートボルテックスジェネレータ１において、本体３を構成する形状
記憶合金としては、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態におい
て、ターボポンプ１４の運転中の一部（流体の温度が高温側の想定温度以上となる温度範
囲）で高温側安定相（例えば、オーステナイト相）になり、ターボポンプ１４の運転中の
他の一部（流体の温度が低温側の想定温度以下となる温度範囲）で低温側安定相（例えば
、マルテンサイト相（応力誘起マルテンサイト相））になるものを採用することができる
。例えば、この形状記憶合金は、ターボポンプ１４の運転中の一部での想定温度（高温側
の想定温度で、ある一つの値）が、作動中に形状記憶合金に作用する外部荷重を受けた状
態における該形状記憶合金のオーステナイト変態終了温度以上となり、かつ、ターボポン
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プ１４の運転中の他の一部での想定温度（低温側の想定温度で、ある一つの値）が、同外
部荷重を受けた状態における該形状記憶合金のマルテンサイト変態終了温度以下となるよ
うに、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等を調整することができる。
【０２３１】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が羽根１５表面に設けられたターボポ
ンプ１４は、ターボポンプ１４の運転中の一部（例えば、流体の温度が高温側の想定温度
以上となる温度範囲）では、本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢となって（本
体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制機能を発揮す
る。これにより、本体３の渦発生部７は、羽根１５の表面に渦を発生させて、羽根１５の
表面から流れが剥離することを効果的に抑制する（図１６（ａ）参照）。なお、図１６（
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ａ）は、ボルテックスジェネレータが設けられた羽根１５表面において、羽根１５表面か
らの流れの剥離が抑制される様子を説明する図であり、図１６（ｂ）は、ボルテックスジ
ェネレータが設けられていない羽根表面において、羽根表面から流れが剥離する様子を説
明する図である。
【０２３２】
そして、ターボポンプ１４の運転中の他の一部（例えば、流体の温度が低温側の想定温
度以下となる温度範囲）では、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して羽根１５の表
面に沿うように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿
勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑
制機能を発揮する。

10

【０２３３】
なお、この実施形態８においては、流体の温度が高温側の想定温度以上となるときに本
体３が第１形体を維持し、かつ、流体の温度が低温側の想定温度以下となるときに本体３
が第２形体を維持する例について説明したが、これとは逆に、流体の温度が低温側の想定
温度以下となるときに本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の温度が高温側の想定温度
以上となるときに本体３が第２形体を維持するようにしてもよい。
【０２３４】
［第２実施形態］
この第２実施形態は、流体の流体力に応じて二方向性特性を発揮するスマートボルテッ
クスジェネレータに関するものである。
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【０２３５】
（実施形態９）
この実施形態９は、形状記憶合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方向
性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この実
施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを航空機たる飛行機、より具体的
には低空飛行する飛行機（例えば、プロペラ機）に適用したものである。
【０２３６】
すなわち、この実施形態は、前記実施形態５において、図１１に示されるスマートボル
テックスジェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金の種類を変更したもので
ある。
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【０２３７】
この実施形態における本体３を構成する形状記憶合金は、所定の超弾性効果を有するも
のであり、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において、飛行
機２の離着陸中の少なくとも一部でオーステナイト相になり、飛行機２の巡航中にマルテ
ンサイト相（応力誘起マルテンサイト相）になるものであり、飛行機２の離着陸時におけ
る想定流体力（低負荷側の想定負荷で、ある一つの値）が、該形状記憶合金のオーステナ
イト変態終了応力以下となり、かつ、飛行機２の巡航時における想定流体力（高負荷側の
想定負荷で、ある一つの値）が、該形状記憶合金のマルテンサイト変態終了応力以上とな
るように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０２３８】

40

すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１は、前記形状記憶合金の
変態開始応力に前記流体の流体力が増大過程で到達した時に、前記形状記憶合金がオース
テナイト相からマルテンサイト相に変態し始め、かつ、前記形状記憶合金の逆変態開始応
力に前記流体の流体力が減少過程で到達した時に、前記形状記憶合金がマルテンサイト相
からオーステナイト相に逆変態し始めるように構成されている。
【０２３９】
また、本実施形態では、飛行機２の離着陸時における流体温度と、飛行機２の巡航時に
おける流体温度とで大きな差がない場合を想定している。さらに、飛行機２の速度は、離
着陸時よりも巡航時の方が速く、飛行中に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体
の流体力は、離着陸時よりも巡航時の方が所定量大きい場合を想定している。
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【０２４０】
そして、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、このスマートボルテ
ックスジェネレータ１を主翼２ａ上面に取り付けた飛行機２が離着陸するときの少なくと
も一部（離着陸過程で、流体力が低い側の一部）である、流体の流体力が低負荷側の想定
負荷以下であるときは、図１１に示されるように本体３の渦発生部７が最適又は良好な起
立姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥
離抑制機能を発揮し、かつ、同飛行機２の巡航中（流体の流体力が高負荷側の想定負荷以
上であるとき）は、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して主翼２ａの表面に沿うよ
うに寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿勢となって
（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑制機能を発
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揮しうるように、離着陸時及び巡航時における想定負荷を勘案しつつ、本体３を構成する
形状記憶合金の応力−歪み特性が設定されている。なお、飛行中に図１１のＡ矢印方向か
ら本体３に作用する流体力は、飛行機の速度や迎角等により変化するため、このことを加
味して、形状記憶合金の応力−歪み特性を適切に設定する必要がある。
【０２４１】
例えば、この飛行機２の離着陸時及び巡航時における流体温度が略１０℃で一定である
場合を考えて、図６に示される、１０℃の温度における形状記憶合金の応力−歪み特性に
よれば、流体力が３５０ＭＰａ程度までは形状記憶合金の変形が小さく、流体力が３５０
ＭＰａ程度を超えると、形状記憶合金が大きく変形する。このことから、形状記憶合金の
変態応力を、離着陸時の低負荷側の想定負荷と、巡航時の高負荷側の想定負荷との間に設
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定することで、離着陸時には、形状記憶合金が低負荷側安定相たるオーステナイト相とな
って、本体３が形状記憶処理された形状たる第１形体となり、また巡航時には、形状記憶
合金が高負荷側安定相たるマルテンサイト相となって、本体３が第２形体となる。
【０２４２】
したがって、このスマートボルテックスジェネレータ１では、助力付与手段を別途設け
る必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーにより貢献す
る。
【０２４３】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１及び５と同様であるため、前記実施形態１
及び５の説明を援用することで、その説明を省略する。
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【０２４４】
（実施形態１０）
この実施形態１０は、形状記憶合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方
向性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この
実施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを船舶に適用したものである。
【０２４５】
この実施形態は、実施形態９と同様、前記実施形態５において、図１１に示されるスマ
ートボルテックスジェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金の種類を変更し
たものである。
【０２４６】
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この実施形態における本体３を構成する形状記憶合金は、所定の超弾性効果を有し、本
実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において、船体１２の航行中
の一部（流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となる負荷範囲）で低負荷側安定相（例
えば、オーステナイト相）になり、船舶１２の航行中の他の一部（流体の流体力が高負荷
側の想定負荷以上となる負荷範囲）で高負荷側安定相（例えば、マルテンサイト相（応力
誘起マルテンサイト相））になるものを採用することができる。例えば、この形状記憶合
金は、船舶１２の航行中の一部での想定負荷（低負荷側の想定負荷で、ある一つの値）が
、該形状記憶合金のオーステナイト変態終了応力以下となり、かつ、船舶１２の航行中の
他の一部での想定負荷（高負荷側の想定負荷で、ある一つの値）が、該形状記憶合金のマ
ルテンサイト変態終了応力以上となるように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等
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を調整することができる。
【０２４７】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が船体１３表面に設けられた船舶１２
は、船舶１２の航行中の一部（例えば、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となる負
荷範囲）では、本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢となって（本体３の形体が
最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制機能を発揮する。これによ
り、本体３の渦発生部７は、船体１３の表面に渦を発生させて、船体１３の表面から流れ
が剥離することを効果的に抑制する。
【０２４８】
そして、船舶１２の航行中の他の一部（例えば、流体の流体力が高負荷側の想定負荷以
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上となる負荷範囲）では、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して船体１３の表面に
沿うように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿勢と
なって（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑制機
能を発揮する。
【０２４９】
（実施形態１１）
この実施形態１１は、形状記憶合金の超弾性と流体力との組み金わせにより、二方向性
特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この実施
形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを回転機械たるターボポンプに適用
したものである。
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【０２５０】
この実施形態は、実施形態９と同様、前記実施形態５において、図１１に示されるスマ
ートボルテックスジェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金の種類を変更し
たものである。
【０２５１】
この実施形態における本体３を構成する形状記憶合金は、本実施形態のスマートボルテ
ックスジェネレータ１の使用状態において、ターボポンプ１４の運転中の一部（流体の流
体力が低負荷側の想定負荷以下となる負荷範囲）で低負荷側安定相（例えば、オーステナ
イト相）になり、ターボポンプ１４の運転中の他の一部（流体の流体力が高負荷側の想定
負荷以上となる負荷範囲）で高負荷側安定相（例えば、マルテンサイト相（応力誘起マル
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テンサイト相））になるものを採用することができる。例えば、この形状記憶合金は、タ
ーボポンプ１４の運転中の一部での想定負荷（低負荷側の想定負荷で、ある一つの値）が
、該形状記憶合金のオーステナイト変態終了応力以下となり、かつ、ターボポンプ１４の
運転中の他の一部での想定負荷（高負荷側の想定負荷で、ある一つの値）が、該形状記憶
合金のマルテンサイト変態終了応力以上となるように、合金組成（成分や化合比）や熱処
理条件等を調整することができる。
【０２５２】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が羽根１５の表面に設けられたターボ
ポンプ１４は、運転中の一部（例えば、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となる負
荷範囲）では、本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢となって（本体３の形体が
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最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制機能を発揮する。これによ
り、本体３の渦発生部７は、羽根１５の表面に渦を発生させて、羽根１５の表面から流れ
が剥離することを効果的に抑制する。
【０２５３】
そして、ターボポンプ１４の運転中の他の一部（例えば、流体の流体力が高負荷側の想
定負荷以上となる負荷範囲）では、本体３の渦発生部７が羽根１５の表面に沿うように起
立姿勢から傾倒して寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾
倒姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱
流抑制機能を発揮する。
【０２５４】
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なお、前記実施形態９〜１１においては、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下とな
るときに前記形状記憶合金がオーステナイト相となって本体３が第１形体を維持し、かつ
、流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上となるときに前記形状記憶合金がマルテンサイ
ト相となって本体３が第２形体を維持する例について説明したが、これとは逆に、流体の
流体力が高負荷側の想定負荷以上となるときに前記形状記憶合金がマルテンサイト相とな
って本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となると
きに前記形状記憶合金がオーステナイト相となって本体３が第２形体を維持するようにし
てもよい。
【０２５５】
また、前記実施形態９〜１１において、流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上となる
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ときに本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下となる
ときに本体３が第２形体を維持するように構成する場合は、図１７に示されるように、流
体の流れ方向（図１７のＡ矢印方向）に対して、本体３の台座部６等が流体の流れ方向に
対して略平行に延び、かつ、第１形体及び第２形体にある本体３の渦発生部７の板面（本
体３の屈曲凸側又は湾曲凸側たる裏側の面）に流体の流れが当たるように、ボルテックス
ジェネレータ１を設置することが好ましい。
【０２５６】
さらに、前記実施形態９〜１１においては、形状記憶合金の超弾性効果と流体力との組
み合わせにより、本体３の形体が第１形体と第２形体とに変化する例について説明したが
、形状記憶合金の超弾性効果と、流体力と、補助力付与手段から補助的に負荷される補助
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力（弾力、流体圧力や重り等による力）とにより、本体３の形体を第１形体と第２形体と
に変化させることもできる。例えば、板ばね４を備えた前記実施形態１乃至４に係るスマ
ートボルテックスジェネレータ１において、本体３を構成する形状記憶合金に所定の超弾
性効果を有するものを採用するとともに、板ばね４のばね力を適切に設定することにより
、形状記憶合金の超弾性効果と、流体力と、補助的に負荷される補助力としてのばね力と
により、本体３の形体を第１形体と第２形体とに変化させることができる。
【０２５７】
（実施形態１２）
この実施形態１２は、超弾性合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方向
性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この実
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施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを航空機たる飛行機に適用したも
のである。
【０２５８】
この実施形態は、前記実施形態５において、図１１に示されるスマートボルテックスジ
ェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金を超弾性合金（相変態を伴わずに、
１％以上（好ましくは２％以上）の弾性歪み量で超弾性変形する合金）に変更したもので
ある。
【０２５９】
この実施形態における本体３を構成する超弾性合金は、所定の超弾性効果を有するもの
であり、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において、飛行中
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に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流体力が、飛行機２の離着陸時におけ
る想定流体力（低負荷側の想定負荷で、ある一つの値）よりも小さいときに、本体３が前
記第１形体を維持し、かつ、飛行中に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流
体力が、飛行機２の巡航時における想定流体力（高負荷側の想定負荷で、ある一つの値）
よりも大きいときに、超弾性合金が超弾性変形して本体３が前記第２形体を維持するよう
に、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０２６０】
すなわち、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１では、このスマートボル
テックスジェネレータ１を主翼２ａ上面に取り付けた飛行機２が離着陸するときの少なく
とも一部（離着陸過程で、流体力が低い側の一部）である、流体の流体力が低負荷側の想
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定負荷以下であるときは、図１１に示されるように本体３の渦発生部７が最適又は良好な
起立姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な
剥離抑制機能を発揮し、かつ、同飛行機２の巡航中（流体の流体力が高負荷側の想定負荷
以上であるとき）は、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾倒して主翼２ａの表面に沿う
ように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾倒した良好な傾倒姿勢となっ
て（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最適又は良好な乱流抑制機能を
発揮しうるように、離着陸時及び巡航時における想定負荷を勘案しつつ、本体３を構成す
る超弾性合金の応力−歪み特性が設定されている。なお、飛行中に図１１のＡ矢印方向か
ら本体３に作用する流体力は、飛行機の速度や迎角等により変化するため、このことを加
味して、超弾性合金の応力−歪み特性を適切に設定する必要がある。

10

【０２６１】
なお、本実施形態では、飛行機２の速度は、離着陸時よりも巡航時の方が速く、飛行中
に図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流体力は、離着陸時よりも巡航時の方
が所定量大きい場合を想定している。
【０２６２】
また、超弾性合金は、温度によって応力−歪み特性が大きく変化することがない。この
ため、超弾性合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方向性特性を発揮する
スマートボルテックスジェネレータは、飛行機２の離着陸時における流体温度と、飛行機
２の巡航時における流体温度とで、大きな差がある場合及び大きな差がない場合の何れで
も適用できる。
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【０２６３】
したがって、このスマートボルテックスジェネレータ１では、助力付与手段を別途設け
る必要がなく、構成部品の削減により、構造の簡素化やメンテナンスフリーにより貢献す
る。
【０２６４】
その他の構成及び作用効果は前記実施形態１及び５と同様であるため、前記実施形態１
及び５の説明を援用することで、その説明を省略する。
【０２６５】
（実施形態１３）
この実施形態１３は、超弾性合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方向
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性特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この実
施形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを船舶に適用したものである。
【０２６６】
この実施形態は、実施形態１２と同様、前記実施形態５において、図１１に示されるス
マートボルテックスジェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金を超弾性合金
（相変態を伴わずに、１％以上（好ましくは２％以上）の弾性歪み量で超弾性変形する合
金）に変更したものである。
【０２６７】
この実施形態における本体３を構成する超弾性合金は、所定の超弾性効果を有するもの
であり、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において、船舶１
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２の航行中の一部（図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流体力が、低負荷側
の想定負荷以下となる負荷範囲）で、本体３が前記第１形体を維持し、かつ、船舶１２の
航行中の他の一部（図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流体力が、高負荷側
の想定負荷以上となる負荷範囲）で、超弾性合金が超弾性変形して本体３が前記第２形体
を維持するように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整されている。
【０２６８】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が船体１３表面に設けられた船舶１２
は、船舶１２の航行中の前記一部では、本体３の渦発生部７が最適又は良好な起立姿勢と
なって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は良好な剥離抑制機
能を発揮する。これにより、本体３の渦発生部７は、船体１３の表面に渦を発生させて、
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船体１３の表面から流れが剥離することを効果的に抑制する。
【０２６９】
そして、船舶１２の航行中の前記他の一部では、本体３の渦発生部７が起立姿勢から傾
倒して船体１３の表面に沿うように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から所定量傾
倒した良好な傾倒姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となって）、最
適又は良好な乱流抑制機能を発揮する。
【０２７０】
（実施形態１４）
この実施形態１４は、超弾性合金の超弾性効果と流体力との組み合わせにより、二方向性
特性を発揮するスマートボルテックスジェネレータに関するものである。また、この実施
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形態は、本発明のスマートボルテックスジェネレータを回転機械たるターボポンプに適用
したものである。
【０２７１】
この実施形態は、実施形態１２と同様、前記実施形態５において、図１１に示されるス
マートボルテックスジェネレータ１における本体３を構成する形状記憶合金を超弾性合金
（相変態を伴わずに、１％以上（好ましくは２％以上）の弾性歪み量で超弾性変形する合
金）に変更したものである。
【０２７２】
この実施形態における本体３を構成する超弾性合金は、所定の超弾性効果を有するもの
であり、本実施形態のスマートボルテックスジェネレータ１の使用状態において、ターボ
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ポンプ１４の運転中の一部（図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流体力が、
低負荷側の想定負荷以下となる負荷範囲）で、本体３が前記第１形体を維持し、かつ、タ
ーボポンプ１４の運転中の他の一部（図１１のＡ矢印方向から本体３に作用する流体の流
体力が、高負荷側の想定負荷以上となる負荷範囲）で、超弾性合金が超弾性変形して本体
３が前記第２形体を維持するように、合金組成（成分や化合比）や熱処理条件等が調整さ
れている。
【０２７３】
このため、スマートボルテックスジェネレータ１が羽根１５表面に設けられたターボポ
ンプ１４は、ターボポンプ１４の運転中の前記一部では、本体３の渦発生部７が最適又は
良好な起立姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第１形体となって）、最適又は

30

良好な剥離抑制機能を発揮する。これにより、本体３の渦発生部７は、羽根１５の表面に
渦を発生させて、羽根１５の表面から流れが剥離することを効果的に抑制する。
【０２７４】
そして、ターボポンプ１４の運転中の前記他の一部では、本体３の渦発生部７が起立姿
勢から傾倒して羽根１５の表面に沿うように寝た状態の最適な傾倒姿勢又は起立姿勢から
所定量傾倒した良好な傾倒姿勢となって（本体３の形体が最適又は良好な第２形体となっ
て）、最適又は良好な乱流抑制機能を発揮する。
【０２７５】
なお、前記実施形態１２〜１４においては、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下と
なるときに前記超弾性合金よりなる本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の流体力が高
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負荷側の想定負荷以上となるときに前記超弾性合金が超弾性変形して本体３が第２形体を
維持する例について説明したが、これとは逆に、流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上
となるときに前記超弾性合金が超弾性変形して本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の
流体力が低負荷側の想定負荷以下となるときに本体３が第２形体を維持するようにしても
よい。
【０２７６】
また、前記実施形態１２〜１４において、流体の流体力が高負荷側の想定負荷以上とな
るときに本体３が第１形体を維持し、かつ、流体の流体力が低負荷側の想定負荷以下とな
るときに本体３が第２形体を維持するように構成する場合は、図１７に示されるように、
流体の流れ方向（図１７のＡ矢印方向）に対して、本体３の台座部６等が流体の流れ方向
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に対して略平行に延び、かつ、第１形体及び第２形体にある本体３の渦発生部７の板面（
本体３の屈曲凸側又は湾曲凸側たる裏側の面）に流体の流れが当たるように、ボルテック
スジェネレータ１を設置することが好ましい。
【０２７７】
さらに、前記実施形態１２〜１４においては、超弾性合金の超弾性効果と流体力との組
み合わせにより、本体３の形体が第１形体と第２形体とに変化する例について説明したが
、超弾性合金の超弾性効果と、流体力と、補助力付与手段から補助的に負荷される補助力
（弾力、流体圧力や重り等による力）とにより、本体３の形体を第１形体と第２形体とに
変化させることもできる。例えば、板ばね４を備えた前記実施形態１乃至４に係るスマー
トボルテックスジェネレータ１において、本体３を構成する形状記憶合金の代わりに所定
の超弾性効果を有する超弾性合金を採用するとともに、板ばね４のばね力を適切に設定す
ることにより、超弾性合金の超弾性効果と、流体力と、補助的に負荷される補助力として
のばね力とにより、本体３の形体を第１形体と第２形体とに変化させることができる。
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