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論文ML95-l254

日本機械学会論文鰹(Ｂ綴）
６２巻598号(1996.6）

振動片挿入による平行平板流路内の伝熱促進＊
親川兼勇*１，１１１門義治*2,瀬名波出離【
屋我実*',馬渕幾夫*３
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度境界贈(速度境界闇)を振動片によってかき取ること

1．緒鴎

により熱伝達率を増大させようとするものである．ま

平滑管内熱伝逢の促進技術には,大別して二つの方

た振動片は主流を受けて可動させるばかりでなく，能

法がある．一つは伝熱促進体を管内に挿入する受動形

助的に外部lnIl力を用い擾鬮を変化させることにより機

(PassiveMethod)．ほかに音波の付与,電磁弁の開閉

種的に熱負荷をコントロールできると考えられる．た

制御などの振動流を利用するなどの能励形(Active

だしFernandezらの場合は円管内でのものであり，

Method)に分けられる.受動形の伝熱促進体としては，

円管径の大きさにより振動片の11Wきに制限を受ける．

極々の乱流促進体を用い,強制対流下の流体を乱すこ

しかし平行平板流路内では擾動片の形状にあまり制限

とで伝熱面にかく乱を与え，熟伝達率そのものをI尚]上

を受けなく’振動片の適用は容易であると考えられ

させることができる．その代表的なものが,ねじれテ

る．また機動片の片端を壁面に十分接近させることが

ープを挿入する方法であり有効な手段として知られて

でき，境界１Ｗのかき取り･再生の効果を大きくさせ，よ

いる(1)(ﾖ).また熱的M1能比の観点からみると，受uMjIWな

り熱伝遠辮の増大が厩'られよう．

方法が優れているといわれているが（３）,鍍近熱負荷を

本研究は振動片を平行平板流路内に挿入し，主流に

叙極的にコントロールしようとする試みがあり，伝熱
促進の能､b的方法も注目されてきた．FernandezらⅢ）

よって振mllさせた場合に熱伝達特性および流動損失に

は平滑管内に小さな擾動片を挿入した場合,熱伝達な

動片の大きさの影瀞,２枚,３枚と設圏した場合の振動

どのように影縛を与えるかを調べた．単一の場合の振

らびに流動特性に優れた結果が得られることを示し

片の間隔の影響について検討した．書らに壁面上の温

た．これは,流れのはく離･再付着(`〕,Vortexgenera、
toTなど(｡)による促進方法と異なり，発達している温

度分布の時空間的変化を赤外線放射映像装置を用いて
可視化した．

、1994年７月】４Ｅｌ九州支部沖縄地方鰯油会において脳波１
１獺CWi受付1995年７月2Ｍ２１．
*０正員,Ｈ【球大学工学部（⑥903-01沖縄H1西原町字千原l)．

車愈描貝,沖縄気蚊台（⑤900那W1iIi樋'111-15~15).
.p正貝`（自宅：⑤464名古慮市千樹区月ヶ.丘2~1~11)．

肥号

Ｃ：振動片と流路壁とのすきま＝(〃－ん)/２
Cp：圧力係数

－２９２－
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ノ:繊抗係数一`(…)ルU圏）
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握励片の流動損失は流路の上下面のアルミニウム板
に設けられた‘0.5ｍｍの静圧孔により流れ方向の圧

〃：6,路高さ

力こう配より算出した.また，熱伝達率の測定は,流路

A：振励片iMiさ

上下両のベークライト板に厚さ301ｍのステンレス

ん：流れ方向局所熱伝達率

はくを接着し,直流電源により通電加熱された熱流束

腿：スパン方向局所熱伝達率

,ｿ一定の伝熱板で行った．壁面温度測定のために下面

し：振動片間の距離

のステンレスはく褒面にd70ILmの熱電対が流れ方向

１Ｗ：平均ヌツセルト数＝A'二・2fﾉＺｌ

とスパン方向に針77本はんだ付けされている.擾勤片

ｊＷ…：最大ヌッセルト数＝A､､1.2flZH

はスパン方向に可動自由な板の中央部に設置されてい

jP：圧力損失

て，板を微助させることによりスパン方向の測定点を

雄：レイノルズ数＝0.2日ル

増すようにした．なお各測定量の偏差によって生じる

Ｓ：振動数

熱伝達率の偏差は約3.4％となった．

Ｕ：流路内平均速度

座rnaIUdezらは薄い銅の剛板に－つのヒンジをつ

脚：流路中心高さの流れ方向速度

けた振動片を用いているが，それは通常は流体中で振

‘戸：乱れ強さ

動しない．本実験では図２に示すように実際のＦｌａｇ

ヮ：熱伝達率増加比

に似た挙動を行うものとして二露ヒンジをもつ、Cu‐

』：流体の熱伝導率

bleHingeTypeの振動片を用いた．片高さルー10,12,

〃：流体の動粘性係数

13,14ｍｍとし，流路壁面とのすきまＣを変化させ

Ｐ：流体の密度

た.また単一片の場合のほかに２枚,３枚をスパン方向
に間隔をＬ＝30,45,90,135ｍｍと離して股瞳した.な

2．実験装囲および実験方法
実験装置の概略を図１に示す．作動流体である空気
は，流路入口部に取付けられたノズルを経て流路高さ
〃＝15ｍｍ，スパン長さ300ｍｍで,助走部長さが
435ｍｍ,振動片取付部44.5ｍｍ，および測定部の長
さが568ｍｍの平行平板流路に流入する．振動片は厚
さ0.2ｍｍのりん青銅製で流路の入口よりＸ＝435

お振動片による壁面上の温度場の時空間的変化の様子
を二次元アレイ形インジウムアンチモン(InSb)の検

出器をもつ赤外線放射映像装圏(TVS-820qAvio)を

用い，可視化した．実験は流路内平均速度Ｕ＝5～２０

m/s,対応するレイノルズ数はＲｅ＝(Ｕ･２月ﾙ)＝9x
lO3～3.75×10`の範囲である．

ｍｍの位圃に内径0.5ｍｍのヒンジ用のステンレス

管にピアノ線をとおして設置した．その片の形状を図
TablelHeightofthinpIate

2に，寸法を表１に示す．
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るであろう主流の速度.乱れ挙動に注({した．振動片

３．実験結果および考察

が１枚および２枚設置された場合の時間平均速腫およ

３．１振動の槻子振動片の勘きを流路上面から

び乱れ分布を図４(ａ)，（ｂ)にそれぞれ示す.まず１枚

ピデオカメラで撮影した．低速の場合の根UMI数をピデ

の場合,速度分ｲｶﾞは物体後流における場合に対応して

オカメラリ商遡は熱線風速計を併用して測定した．振

おり振動片のすぐ下流で最小値をとり，幼ゾー±】～３
にかけて脚/Ｕ＞１となる微小の平均速旗墹加がみら

動片の第１ヒンジ部と第２ヒンジ部の長さの比が

Ｌ,：Ｌ２＝１：２，１：１，２：Ｉの３種に対して，流速ひ
と振動数Ｓの関係を図３に示す.なおプロットは代表

れ,ＺｿＨ＞3,〃〃＜－３では振勤片の影樽がみられな
い．讃た下流に葱ろにつれて，中心部の最小値は増大

的なもののみを示した．LML2の比によって図３に示

し，スパン方向への影響範囲が広がっていく．一方乱

す擾動の角度を表すα,βが異なり，振勘片によって

れ強さは片のすぐ下流で中心部がわずかに低いものの

掃気される領域に違いがある．撮楓はＬｌ/L2＝1/2が
最も大きくⅢム/L2＝1/1,Ｌ,/L2＝2/1の順となる．予
備実験によれば熱伝逮率増大は撮鯛が大きいほど増大

につれて中央部の最大値が減少し，スパン方向への彫
瀞噸鮒は広がる．２枚の場合は1枚の蝋合を110隅Ｌを

する結果を得た．振動数Ｓは流速Ｕに直線的に比例

離して合成したような分布形をしている．iiIijlIiulll片の

－２≦〃〃畠2域で極大となる分布を示す.下流になる

し，LML3＝l/2がより複動するようである．本実験で

中１１１１の乱れは瓦いの干渉で強められ,下流になるにつ

は上記のことよりＬ,/Z2＝1/２をⅢいた.２枚の場合の

れ，またIHI隅が小さいほどそれは顕著とぼる．Ｌ＝９０

振動の槻子は1M1鴎Ｌによって変わるがiiUi片の'１１１の流

ｍｍとなるとiilii機動片は互いに干渉せず,１枚を単独

動抵抗が小さくなるように擾勤片はスパンの同一方向

に徴いた燭台と同一となる．

に同時に動く．Ｌ＝45ｍｍでは両片にわずかな位相差

３．２壁面圧力分布単一の掻動片とＬ＝４５

があるものの同一方向に動き，Ｌ＝90ｍｍと十分に離

ｍｍ(L旧＝3)の２枚の振動片を設倣した場合の壁面

した燭台には両振動片はそれぞれ自由にuMjく．次に振

上のＣ，分布を図5(ａ)，（ｂ)に示す.ここでＣ,＝(必

動片の下流の流れ状態を知るために，流路高さ方向の

一凡)/(1/2ｐＵ`)でありＢは壁面静圧,几は大気圧

中央部に,擾勘片高さに平行に定温度形熱線風速計の

である．まず１枚の場合，Ｃ,分布は片の下流Ｘ/Ｈ－２

プロープを囮き，スパン方向の速度および乱れ分布の

で最小値をもつが,その最小値は増大し,ＸＺＨ＝10で

変化を測定した．基本的には熱伝逮率は壁面近傍の流

ほぼスパンにわたって一様となる．この最小値は振動

れ挙動に支配されるが，ここでは壁近傍に影鱒を与え

片が壁面上の流体をかき取ることにより起こり，下流
でもスパン方向への交番的な流れが存在することを示
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－－

iiMで二つの最小慨をもつ分布と厳る．分布の中間も低

大し，特にルー14ｍｍは下流でも滑面乱流の値より
23％増大している．すきまＣを小さくさせると，振動

い値を示し,idii振HMI片の干渉が大きいことを示してい

る．Ｘ７Ｈ＝３で蝋一片に比べると蝋小値は小さく，

片が壁面近傍の境界廟の下簡部をかき取る効果が大き

XIfr＝10でも９値はスパン方向に－－様となるもの

くなり，温度境界屑の除去・更新がくり返されること

の，単一の場合より小さく，流動抵抗が増したことが

により熱伝達率が向上する．流速を変えた場合の例を

わかる．

図８に示す．他の振動片高さの場合も同様であるが，

１枚の振動片の高さ，および２枚の間隔Ｌを変えた
場合の流動抵抗/を図６(ａ)，〈ｂ）にそれぞれ示す．

仏の分布値は流速とともに増大し,分布形状は流速
によらず相似分布となる．なお２枚の振動片の渦合で

いずれの場合も滑面の流動抵抗よりわずかに大きく，

も，その位圃の下流方向の分布形状は図７および図８

単一の場合には．他の増大につれてわずかながら減

と本質的に同じである．

少し,２枚の場合には陸によらずほぼ一定の値とな
る．振動片の高さが大きいほど‘抵抗は大きくなるが
片と壁の間のすきまの大小の彩鱒は小さいようであ
る．また２枚の鳩合には間隔がＬ＝45ｍｍの場合にほ
かより少し大きくなっている．摂動片は自由振動して
いるため形状抵抗はあまり大きくならず，また２枚の

次に撮勘によってスパン方向の局所値の増大域がど
のように庇がるかを知るために，スパン方向局所熱伝
達率A`の分布をルー１４ｍｍ,他＝3.75×10`を例にと
り，1枚および２枚の場合を図９に示す．図９(ａ)の１

枚の場合,ｈｇは銀動片挿入位圃であるスパン中心部
の下流Ｘ/ff＝２で般大値をとり，スパン方向に減少す

場合にも互いに流路を狭めるようには働かず，そのた

る釣鐘形の分布となる．下流になるにつれてＺ/Ｈ＝Ｏ

めに小さい抵抗係数となる．

でのA`は減少し，Aどの増大域がスパン方向に広がっ

３．３局所熱伝遼率高さAを変化させ,片の端

ていく．これは図４の乱れ強さ，図５のＣｐのスパン

と壁面とのすきまＣの熱伝達率に及ぼす影轡を図７

方向分布の特徴と類似している．またこの広がりの様

に示す．振動片の挿入位置直後よりＡＩ葱は急増するがⅢ

子は３．５節の壁面上温度分布の時空間的変化の可視化

各振動片によってんの増加の割合が異なる．すきま

からもわかる．

Ｃが小さいほど般大熱伝達率ル…Ｊ１および分布値が増

２枚の振動片を挿入した場合のＬの大きさによる

片と片との干渉の変化を示すため二つの片の間隔を
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方向のほぼ全域にわたる．‐|･分下流Ｘﾉﾉｨｰ２０におい
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hz(WﾉnfKl

て’１枚の振勘11.ではＺ/〃＝Oでわずかに山なりの分
布となっているが２枚の振動片の場合にはスパン方向
に一様でかつ１枚の駁大値よりも高い熱伝逮率が得ら
れた．また両片の間における熱伝達率の増大を考える
ならば,間隔Ｌを狭めたほうが爾片の干渉の影響を

(ｂ）Ｉ)()uMeuIUinljI:8t鴎ilweTted〈1.＝30,1111）

ヱへＮ

Ｃ●●

６４２０２４６
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騨灘iｌ

より多く受けるし．しかしＸ/Ｈ＝20ではＬ＝45ｍｍと
Ｌ＝90ｍｍの182はほぼ同値であるが,Ｌ＝30ｍｍの

場合は若干低くなる傾向を示している．これらのこと

0１００１００１００１００100１００１００

より，般大熱伝達率の増大と下流までの熱伝達率の増

ｈｚ(ＷｍＵＫ）

大を考えるならば最適間隔はＬ＝45ｍｍ(L/Ｈ＝3>と

（ｃ）DoubIethininserに。(Ｌ＝45ｍｍ）
８４

なろう．なお３枚の振動片を設置した場合の実験も行
った．３枚の両側の振動片による熱伝達への影響は２

X'Ｈ■２ＸﾉＨ■６Ｘ/Ｈ■ＯＸ/Ｈ■１ｌｘﾉＨ■1４ＷＨ■１７ＸﾉＨ■２０

エ一Ｎ

２０

鐘量《《1１

枚片の場合と同程度であるが,中心の振勵片による最
大熱伝達率は両側の振動片に比べると低い値となる．
これは中心の振動片に両側が対向する動きとなり！あ

ｉｉＬｊ三三ＺＺＬＬｕ

たかも単一振動片と同じような挙動をし，そのために

Ｏ１００１００１００１００１００１００ＩＤＯ

最大値は単一片のみの場合とほぼ同じとなる．

ｈｚ(MmnIO

（。）ｐ【lLIbIethinplatesinserted（Ｌ＝90ｍｍ）

Fig.９SpanWisedisLributionsofheattransにｒ
ｃ(》efnciemtsdownstreamfromp1ate

Ｌ＝30,45,90ｍｍとした場合の雌分布を図9(ｂ）
～(。)に示す．各図のスパン方向の局所分布は振動片
の下流で最大となり，さらに下流に鞍ると１枚と同様
にスパン方向に広がった分布となる．Ｌ＝45ｍｍでは，

振動片挿入位圏の下流Ｘ/Ｈ＝2における力璽の最大値
は１枚片に比べ30％以上増大する．また両振動片間に
おいても両片の干渉で腿が増大し，Ｚ１Ｈ＝０の中央域
は,間隔Ｌが短いほど熱伝達率の増大がある．下流の
Ｘ/Ｈ＝5ではｈどの最大値は減少するものの仏の増大
域が振動片間やスパン方向へと広がっている様子がわ

かる.ｘ/Ｈ＝11では,鵬の広がりはさらに進みスパン

３．４最大および平均ヌッセルト数振励片によ
る流路内熱伝達率の増大の目安として，最大熱伝達率
阯I､鮒より最大ヌッセルト数MJimx(＝ん…髄・2HZA)を
求めた．単一片の場合の結果を図10に示す．図１０中
には比較のためにⅢ滑面流路において十分に発達した
乱流熱伝達の値jVb化＝O019RcMを示す．jVi《､.xはす
きまＣの減少とともに増大し,滑面に比べて最大で

８０％以上増大している．またjVij…は姥0.8に依存し
ており，通常のはく離・再付着による熱伝達の促進機

櫛が｣Vi3…･cReQ6~･ｱであるのと異なる．すなわち境
界層の下層部のかき取りに加えて,振動片両端からの
交番的な渦は,縦渦等と同様に散逸エネルギーが小さ
く十分下流まで持続すると推察される．それゆえに
Ｒｅのｑ８乗に依存しよう．また通常の伝熱促進体が

レイノルズ数とともにその熱的性能比を急激に減ずる

－２９６－．

遜勅片繊入による平行平板流路内の伝熱促進
２

Ｘ

2389

０

コヱ

００６４

１

農l欝醗製……識１，騨鬮'Ⅱ
GnB
ｏ３０ｍｍ

２

△４５ｍｍ
ロ９０ｍｍ
1０

BIOマ２

４８ＢＩＯ

５

Ｒｅ

ＦｉＲ.l1RelatiDnbetweenaveTagedNusselt

numberandReynoIdsnumberfor
doubleplates

(ａ）SinglePlateinSeI･ted（Ｕ－１５Ｉｌｌ/H）

のに比べて，この場合には高レイノルズ域においても
伝熱促進が図れる可能性が示唆される．

次に振動片の設繊による熱伝達率の増大比をスパン
方向および流れ方向の局所熱伝達率分布より求めてみ

よう．振動片どうしの干渉も含めて議論したいためにⅢ
単一振動片,複数枚を設置したがⅢ配幽によってはス
パン全面が影欝を受けてなく，平均熱伝達率はそれを
求める範囲によって遮ってくる．最終的にはスパン方

向に複数枚を並べることを考え，片の中間位鬮までを
平均する．また流れ方向には片の下流ｽﾉﾉﾂｰ１０まで

（ｂ）DoubIepIateinserted（Ｕ＝15ｍ/s）
Fig12Diagramsofisothermsofinfra｢eｄｉｍａｇｅ

とした．このようにして求めた平均熱伝達率を2Ｈを

代表長さとした平均ヌッセルト数１V2Jとして，２枚の

よって’壁面上の温度境界層がかき取られ,熱伝達率

間隔Ｌを変えた場合を図１１に示す．図示されてない

が増大する．振動片の鋤きによって変化する壁面温度

が,単一でカー14ｍｍの場合.平均ヌッセルト数は滑

の等温度線図を図１２に示す.流路内の観測が容易でな

面流路の乱流値に比べて３０％の増大であった．なお単
一片の場合は２枚の場合にならい－Ｌ/2～L/2の範囲

流れ場・熱伝達特性と直接の比較はできないが,境界

とした．この場合のＬは便宜的に２枚の場合の最小間

層をかき取る現象は上壁の有無によらず基本的には同

く，ここでは上壁の加熱板を取り除いており，前述の

隔Ｌ＝30ｍｍをとった．/ＷはＬが小さいほど大きな

じと考える.赤外線映像装置は検出器が320Ｘ240個の

値となる．Ｌ＝30ｍｍの場合に滑面流路に比べて60％

素子で構成されており，画像取込み速度1/100ｓのリ

の増大となる．これは片の中間領域の熱伝達率がＬが

アルタイムでの測定が可能である．図12(ａ)は単一の

狭まるほど高い値を示すことによる．ただし図９のス

片が最大に振れた状態である．加熱された下壁面上の

パン方向分布にみられるように十分下流では振動片の

温度境界層がかき取られ,振動片まわりが低温度域と

間隔が大きいＬ＝90ｍｍのほうがＬ＝30ｍｍより熱

なっている．また振動片の動きの方向に低温度域が延

伝達率が高い値を示す．これは振動片の振動の影響が

びている様子,下流方向およびスパン方向に影響範囲

スパン方向に広がるために，Ｌが大きいほどその影響

が広がる様子がわかる．これは図９の熱伝達率分布の

域が大きくなるためである．

スパン・流れ方向への広がりとよく対応している．ま

この平均熱伝達率を用いて熱的性能比としてポンプ

た図12(ｂ)はＬ＝４５ｍｍの２枚の振動片を震いた場

動力一定の条件での熱伝達率の増大比ヮを求めてみ

合である．人口近傍の両片の中央部は高い温度域が入

ると１枚の場合もワ≧ｌとなる．特にカー14ｍｍの場

り込んでおり，振動の影響を受けてないが,下流にな

合に７≧1.2である．また２枚は１枚の場合よりりは
高く，流れに並列に複数枚擬くことによって著しい熱
伝達の促進が図られると思われる．

いの干渉の様子がよくわかる．ｊ、ﾘ≧５の中央部で温
度分布はスパン方向に一様となっている．この域での

３．５温度場の可視化振動片が振動することに

熱伝達率をこの温度分布より求めると約カー6６

るにつれてスパン方向に低温度域が広がっており，互

－２９７－
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Ｗ/(ｍ２．Ｋ）となり，熱電対により測定した局所熱伝達
率とほぼ一致している．

に比べて８０％以｣曲,２枚の場合には130％以上と強る．
（４）２枚設畷した場合に，下流での影辮範囲に及
ぼす最適間隔が存在する．すぐ下流ではＬが騨いぼう

４．結鯰

がよく，十分下流ではＬ＝45ｍｍのほうがよいよう

流れを受けて振動する振動片力鍾面上の流体をかき

取り，伝熱面上の速度･温度境界層の除去･更新を繰返

に思われる．

（５）赤外線映像装概により潟度場の時空間的変化

すことによって熱伝達率の向上を図ろ実験を行った．

としてⅢ振勤片による流れ・スパン方向への影瀞およ

得られた結果は次のとおりである．

び２枚の場合の干渉の様子を可視化した．

（１）振動片と壁面とのすきまＣを減少させるこ

とにより壁面熱伝達率を増大させることができる．こ
れは壁面上の温度境界園をより下層部から除去するこ
とにより，熱移動効果を高めることによる．

（２）般大,平均ヌッセルト数ともレイノルズ数の

0.8乗に依存しⅡはく離･再付着による熱伝達促進機榊
と異なり，また影騨の範囲は十分下流まで持続され
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