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のすきまを変えて実験を行い,熱伝逮機榊を詳細に横

１．緒旨

射している．藤田らは(｡),平板境界１W内に円柱を平板
とのすきまを作って鰯いた場合に，円柱直径による彫

円柱や角柱などの物体を乱流促進体として流路内流
れに垂直に置いたM9合,物体上端および物体と蝋iiiと
のすきまからの強いせん断流が,流れに垂直な渦心を

騨および正方形柱との比較を行い,正方形柱が,円柱
よりも背面に生ずる渦が大きくすきま流れの加速が強

もつ大きなスケールの渦を生成し,熱輸送を活発化さ
せることから，高性能の熱交換鵬の開発を目指した伝
熱促進法として，数多く研究がなされているⅢ)(2)．乱
流促進体は，その形状や位置，さらに配INHなどの熱伝

達率の増大に影鞠する因子が多いために極々の状魍に
ついての伝熱特tliの資料が必要となる．親川らは(9)，
平行平板流路内に円柱を鼠いた塀合の熱伝達の災験を

行い，カルマン渦に鶴引されて発生する側満が熱伝逮
率向上に寄与することを見いだした．鈴木らは(ｲ),jHi
柱を櫛入した平行平板問非対称流れの伝熱特性につい

て，実験結果と数値解析との検討を行い,渦や速度分

布について解析の妥当性を報告している．Ｙａｏら(,）
は流路内にプロッケージ比０．２の角柱を置き，壁面と
・原稲受付2003年３n20R
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いが,小さなすきま比においては円柱のほうが正方形
柱より伝熱促進には有効であると報告している．物体
を流路に腿〈場合,中心に置くと流動損失が著しく増
大するため,壁面側にずらして段腿する．そのように
千脇状に樋くことによって，ImnmMl損失の軽減が図られ，
さらに物体･ﾄﾞ流で生成される大きなスケールの鯛が壁
iii上に効果的なかく乱を与えるようである．

本研究は促進体を流路鮫而にどれほど近づけて股腫
できるかを伝熱促進の立場から議論しようとするもの

である．流路内に二次元の鈍頭物体を腿き壁面とのす
きまを変化させると，すきまが小さい場合には背面の
流れ場はすきまからの流れの影靭を受けず,再掴環流
れが形成される．すきまが大きくなるとすきま流れは
壁面に沿って下流に流れるが,背面の流れが減速する

際の圧力上昇に伴い壁面上ではく離渦を形成し,同時
に再燗環流れも存在する．さらにすきまが大きくなる

と，物体背後でカルマン渦が形成され,それに誘引さ

れる形で剛渦が形成される場合が考えられる．壁面締．
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(。）Ｃ/l形0.2

Fig.２BllmlbI】dｙ

圧の流れ方向分布,染料を用いた流れのようすの可視

に）ＣⅡｐ＝0.25

化,幻よび壁面熱伝逢率の流れ方向分布を測定するこ
とですきまの遮いによる熱伝達特性とその伝熱機榊を
調べた．実験はすきまＣと物体高さＤとの比α､＝
0.05～0.275の物体が壁面近くに侭かれた場合につい

て,平板境界鳳内ではＣ/Ｄのみを対醗としているが，
流路については流路商さが異なると同一のＣ７Ｄでも
現象が異なるものと思われるので流断商さも３種類に

(「）Ｃ/ｐ＝0.KＩ

FiR,３VisuaIi正ation()fll《lwpatternsmrwlriuDuscIcaI.・
ance:bclwどじ、ｂ《)dyandductwaⅡ（【Ｗノー0.4）

変えて,伝熱促進に及ぼす形瀞を鯛べた．
２．実験装置および方法

均流速Ｕを変化させたレイノルズ数化(＝Ｕ､/U)は
他＝6300～21800である．流れのパターンはフルオ

実験装慨の概略を図１に示す．流路はスパン長さ
300ｍｍで,高さが〃＝40,50ｍｍおよび60ｍｍの
３翻類で,１/4円弧絞りのノズルを介して空気が流入

レセインやローダミンＢの染料を用いてＨＩのWater
chanI1el駐用いて可視化した．

する．下面のみを伝熱仮としており，ベークライト板

に蝉さ3011ｍのステンレスばくを接斬し,直流電瀕を

通過し１－様熱流束の加熱をしている．はくの裏Uiiに
701A、の銅一コンスタンタン熱勉対を53本はんだ付け

しており，流れ方向の壁面温度を測定する．時間平均
局所熱伝達率力ｘは熱流束を壁面温度と流路入口温度
の震で除すことで算出した．乱流促進体は高さ、＝
２０ｍｍ,長さ３０ｍｍで,図２に示す鈍頭長方体をし
ており，流路入ロより250ｍｍに後端が位置するよう
にし，そこをＸ＝０とした．下面の伝熱而とのすきま
比CMD＝0.05,0.1,0.1510.2,0.25,および0.275に
股髄した．物体の高さ、を代表長さとし,流路の平

３．実験結果および考察

３．１染料による可視化流れの艦本パターンを
染料で可視化した．結采を図３に示す．府e＝2000で
あり，空笂流れに対して，低い値となっている．レイ
ノルズ数の大小によって生成される渦のスケール，そ

の発生位麗は多少異なると考えられ,結果としてＣＩＤ
に対するフローパターンは空気流と同一にならない可
能性もあるが，ここではおもにαＤによるフローパ
ターンの違いを識錨することとする．図３(ａ)，（ｂ）
のＣ/、＝0.05,0.1では，はく雛せん断闇で生成され
た糊は下流方向に進むにつれて成長し,大きなスケー
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蝋

ルの渦となり先行する澱に合体し、さらに大きな渦に
戒良し，壁iuiに付瀞する．物体と壁iliiのすきまから流

●６口、６６

出している染料はよどみ，下流にはあまり流れず.そ
のために太いﾋﾞlいうルオレセインの流脈がＩＬＭ1.る

dユ０

が，すき顎からの流れは下流へ彫瀞せず，そり)後渦は
0.15,().２では，Ｃｿ、＝Ｏ」と脇１じょうに物体l:端から

一

・１

けi壊して下流に流される．図３(ｃ)，（(1)の（ｿﾉﾙ：

・２

・1０６０５１０U8

のはく雌せん断１Wで生成された渦は下向きに巻き込み

jdD

ながら流れるが,それとは別にすきまからの流れも存

Filg.`lVariali《ｌｎ⑥ｆ蝶tre&lmwiSepressuredistriID10tio1u
wilhclearnnceIenglh（､ﾉﾉﾉｰ0.4,1Ve＝12500）

ｲI:し,蛾ihiに柵って下流に流れるが,lIi力上↓lLに伴い
確而からしだいにはく離していき，沙｣二がI)流れとな
り，下iiliにはく離11Mが生成ざｵしる．そのはく離渦はⅢ

８

●１１

￣－

●Ｉ

『

■Ｂｊ

辿凹■配》

●》

する．図3(ｅ)，（「)のＣｿか雲(125.1).３では鈍頭物

１日トー

‐↑….…..～

liilllfに上端からのせん'1！i牌流れに合体し蝋iiliにiIi付瀞

０

すき腹流ｵLに迎1ＭＩＩし‘ｆｌｉ１ｌＲと下流への秘１１Ｗを繰返し，

▲

ロ

台

。。

⑪》一

■

。中一

●▲■

図画、

｜⑥。

４４４

ｍ四四

》▲ロ

１１Ｊ

百八鋼

的■一。■』》畑一四四四『

“一郎０

－０－Ｉ

蛤 増

--声門

０ ､１

1０

もに示し，カルマン渦が放出されていることを示す．

ひ

いた糊合には《ｱI,熱線流速計の出力波形はオフセット
比Ｈ車＝1.3(C1D＝0.15)で規則的なNil返し分布をお

一印砠

乢Ｃ沖十床

ゲージ比0.6(この場合のＯｌｐ＝0.3:l)までカルマン糊

が形成されるといわれているが,円枕群を千脇状に|撒

字

臘

Ｂ》

入れた糊合,ｊｌｉ－ｌ１柱を中心部に入れると，プロック

△▲一□■一

ら

ルマン渦に同期して発化する．ｉｉｉ路内に１１桃やﾉﾘ柱を

３０一Ｊ■‐

←

▲

マン渦の巻上がりにより，はく離鯛のよう価0M渦がカ

▽０△■Ⅱ■ＸＤｆⅢ｛●ＯＩＥＢ００

体の後端iliiからカルマン渦が放出され`１ごi(Ii側のカル

４

已団■｡口Ｕ｡▽

Ｒ、

10‘

Fig.５Relati《DnbclweenAaI1d“varingclearanceand

Ｈ､＝1.4(C/､＝0.1)ではときたまカルマン渦が放出
されるが,おもに再循環流れとなる．本実験では鈍頭
物体の平行部から臘流境界Ｎｉが発逮するものとして，
すきま流れに対して算出すると，境界１Ｗ似ざが

ductheight

均を求めた領域とは直接的には対応しないが,Ｃによ
るノを知るためにＰﾉﾉｿﾞｰ0.5,0.4,0.33と流路高さ

を変えて／を求めた．C1D＝0.1とＣ/､＝0`２の場合
を図５に示した．いずれも〃が小さくなると／は大
きく，、/Ｈ＝0.5は、/Jhl＝0.4の約２倍となる．
３．３流れ方向局所熱伝逮率分布特性流れ方向
局所熱伝逮率分布の流速による特性を見てみる．漣路

0.6～1.2ｍｍになるので,実質的にすきまが狭めら

れ,ＣＩＤ＝0.25でおもにカルマン渦の生成が見られる
ようである．

３．２流れ方向圧力分布物体の上流から下流に
おいての流れ方向の圧力分布を図４に示す．ｕ/〃＝
0.4で,CXD＝0.1,0.2,0.25と変化させているが,
0.1と0.2および0.25とは分布形状が災なる．

尚さ〃に対してα、を変えたときの局所熱伝逮率の

レイノルズ数に対する変化を図６(ａ)，（ｂ)および図

ｃ/、＝0.1では分布は物体背iliiの少し下流の極小値か
ら上昇し,x1D＝2～4で再徽環領域による一定圧力
となり，その後,漸次出口の大気圧へと回楓している．
ＣⅥ、＝0.2および0.25では背面すぐ下流から急激に
圧力は上昇し,大気圧に回復しており，はく離渦，ま
たは側渦等が形成される状況にあることが示唆され
る．物体の設置による流iMl抵抗がどのような値になる
かを物体が股題されていない澗面流路に対応させて，

管摩擦係数／の形で物体の上流と下流との圧力差よ
り求めた．後述される平均ヌッセルト数の領域は物体
後蝋部からであり，ここでの流励損失は熱伝逮率の平

6(ｃ)に氷す．分布は流路入｢1で1111走城の特性を示し
ながら下降しⅢ鈍頭物体の上流Ｘ１Ｄ＝－３で急上昇す
る．その後,すきまの大きさにより異なる分布モード
をとりⅡ下流で極大値をとる分布となる．旗ず,図
6(ａ)の、/ﾎﾟｨｰ0.4,Ｃ/､＝0.05の熱伝逮率は流路入
口より助走域における分布を示しSi頭物体直前で急激
に上昇し,すきま流れが減速することによって減少し，

物体前後の位腫で極小値をとる．その後,ＸⅥ､＝3～４
で殿大をとり，再び綴やかに減少する．最大値の位函
は鈍頭物体上端からはく離したせん断流の再付濁点で
起き，流れの柵IMIのため,分布は丸みを帯びた形状に
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なる．この流れのパターンは,後向きステップ流れの
熱伝逮特性と同様である．

Ｆｉｇ､７VariatkmofIocalheattransIbrcoefficientswith
clearancelengthW〃＝0.4,雄＝12500）

他＝6300～21800の範囲では，分布はほぼ同じ形

状をとっているが,最大値の位麗が流速とともにわず
かに下流にずれる．図6(ｂ)の、/Ｈ＝0.4ⅢＣｌ､＝0.1

においても，図６(ａ)の場合と同じような分布をたど
っている．物体直前で急激な蝋伝達率の上昇を伴い，

物体下流で極小値をとった後,ｊＵＤ＝4～5で般大と
なる．

図６(ａ）と比鮫すると分布形状は似通っているが，
最大熱伝達率は,低い値を示している．その最大値の
位圏はレイノルズ数とともにわずかに下流にずれる．
、図６(ｃ)のロメＨ＝0.4,ｃｍ〕＝0.275になるとⅡカル
マン渦が放出される．下面側のカルマン渦の巻上がり

に誘引され,側渦が発生する．熱伝逮率分布は,側渦
の発生箇所と思われるｘ/､＝1～2の位置で最大を示

しており，殿大値を表す分布の形状は,図６(ａ)や図
６(ｂ）とは違い，丸みを帯びておらず,かつ彫の増加
に伴い鋭くなる．餓大値を示す位置は雄が増加して

も変化しない．次にすきまを変えた場合の局所熱伝達
率分布の変化のようすを図７に示す．流路商さ
､/ｈ｢＝0.4においてすきまをＣ/､＝0.0510.1,0.15Ⅲ

0.2,025それに0.275と順次大きくした場合,分布

は鈍頭物体の先端付近で急激に上昇しⅡ後端で減少し
再び下流で大きな弧を描いた鍛大値を示した後に緩や
かに減少する．少しすきまが大きくなると，すきま内

にわずかなピークが現れ,さらに後端部より下流で最

小値をとり，再び般大値をとり，前述の分布と本質的
に変わらない．すきまが大きくなると,後端部で極大
値をとり，その後’極小となり，下流で緩やかな分布
を示す．すきまがそれより大きくなると，後端部での

極大値は下流に少しずれ,値が大きくなる．さらにす
きまを大きくしたら，先の後端部直後での極大値はさ
らに下流に移動し,鍛大値となり，その後単純に減少
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の流れ方向局所熱伝達率分布を図8(ａＭｂ)に示す．

(1)）〔抑〕毒(l2

α､＝0.1の分布は図６に示したように形状は再付着
による特徴を示し，〃によらず,ほぼ同じであり，

Fil9.8VariatiunoflocaIl1ealLLransfercoemciemts
wiLheduごtheighLURe＝12500）

、/Ｚｒ＝0.33,0.410.5と流路高さが狭まるにつれて，

熱伝達率は上昇する傾向にある．α､＝0.2の熱伝達
率分布は,鈍頭物体のすぐ下流jnD＝1で最大をと
り，その後はそれぞれ異なる分布形をたどりながら減
少している．その中でも特に、/Ｈ＝0.5,0.4は,最
大値を示した後に再び山抜ワの分布となる．、/Ｈ＝
0.33のときⅢ他と異なり，分布はXZD＜１で最大とな
り，その後単調に減少している．これは，カルマン渦
の誘引による側禍の発生に起因していると思われ,〃
が大きくなると，同一のＣ/Ｄでもカルマン渦が放出
される．先に,流路内に千鳥状に円柱を置いた場合に]

する．このようにすきまを順次大きくして分布の変化
を見てみると，すきまによって分布のパターンが大き
く三つに分けられる．まず,すきまの小さいCZD＝

0.05,0.1では,物体の後端で最小値ⅢＸわ＝4～5で
最大となり，その後なだらかに減少している．両者の
熱伝達率に震が見られるものの，この分布形状は，は
く離した後再付鞍する流れの場合に現れるものであ
りⅢすきま流れは物体背面の流れに影瀞を与えず,再
付着による伝熱がおもである．Ｃ/、＝ｑｌ５ｉｑ２では

中心部に置いた場合のすきまに比べて小さいすきまで
もカルマン渦が放出されることと同意である．すなわ

再付着による伝熱特性が残っているものの,物体後端
部で熱伝達率が上昇し,極大値を示しており，すきま

からの流れは背面に流入している．後端部で熱伝達率
が増大するのは,流れの可視化で考察したようにはく
離禍の生成，それの移動に伴うものであろう．特に
ｑ、＝0.2,では，ときどきカルマン渦が放出される可
能性もある．ＣＩＤ＝0.25ではＸⅥ､莞1で熱伝達率は
最大をとり，その後は他に比べて急に下降し1再付着
による極大値をもたない．この状態はほとんどカルマ

ン渦が放出されており，強い側渦による伝熱促進が図
られている．

股後に，流路高さによる熱伝達特性の影靭を考察し
よう．平板境界鬮内に円柱を腿<場合には,流れ場お
よび熱伝達特性は円柱径とすきまとの比のみのパラメ

ータで決まったが,流路内に麗いた場合にはその流路
高さがもう一つの因子となろう．流路高さ、眼＝

0.5,0.4,0.33の３穏類のそれぞれのＣｿ､＝0.1,0.2

ち流路高さが減少すると，ＣⅡ､＝0.1では全体的に熱
伝達率の上昇が見られたが分布形状は変わらず,一方，
Ｃ/､＝0.2では二つの流励パターンが混在し,熱伝達
率の上昇とともに再付着流れとはく離渦による分布形
状を示す．

３．４伝熱特性伝熱特性の特徴を表すものとし
て局所熱伝達率分布の鍛大値，および流れ方向平均の

値とレイノルズ数との関係を見てみる．図９に流路高
さＤ/Ｈ＝0.4でα、＝0.05～0.275の最大熱伝達率
力…と物体高さ、を代表長さとする最大ヌッセルト

数jWmMlx(＝〃…DWL）とレイノルズ数Ｒｅの関係を示

す・鞍お,分布は見やすくするために，Ｃ/､＝0.05Ⅲ
0.15および025をそれぞれの代表的なものとして示

した．0.0510110.15は再付着した場合の最大値，
0.2,0.25,およびｑ２７５は物体背後で最大となる値の
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澱大ヌッセルト数である．他に対するMUI､瓜は

C/､=0.05の勘合が大きく,Reのべき数は0.72で

あり，はく離・再付着領域での熱伝逮特性」vh4m瓜＝
c碇叩ｱに近い．ｑ、＝0.15は再付着と下壁面上のは

く離渦による熱伝達率の増大はほぼ同じであり，Ｒど
の増大とともに両効果が相殺された形となり，増大率
が減少している．さらに，ｑ、＝0.25ではＭ（…は
姥の増大とともに大きくなり，Ｒｅ＝20000では

Ｃ/､=0.05より大きな値となる．図６からも知られ
るように，彫とともにlvb4mxは増大する傾向にあり，
雄｡■となり，カルマン渦に同期する側渦のSweep

効果によると考える．これらのﾉＷ…とﾉ?ｅとの関

係をＭＵ…＝CRemとしてＣと、の値を表１にまと
めた．流路高さ〃〃＝0.5,0.4および0.33に対して

C/、＝0.1と0.2の場合のＭＪ…も図10に示した．
それらの/Ｗ…は〃が小さいほど大きい．αＤ＝
0.1とＣｿ、＝０．２ではレイノルズ数の依存性が異なり，
Ｃｌ、＝0.1ではＲｅｎｱであるのに対してαｐ＝0.2で
は.特に、/Ｈ＝0.4,0.33でＲｅｑｗと大きくなり，低

レイノルズ数ではＣ/、＝0.1のほうが大きなＭ《…

を示すものの，レイノルズ数が大きくなるとα、＝
0.2の場合が大ぎくなる傾向にある．次に下流の伝熱
促進量を知るために流れ方向局所熱伝達率を物体後端
のＸｍ＝O～10で平均した平均ヌッセルト数」Ｗ,｡を
求めた．、/Ｋｒ＝0.4に対して，Ｒｅに対するＭＵ１ｏを図

11に示した．Ｃ/､＝０．０５～0.275に変えているが

Ｍｇ１ｏはＣｿ、＝0.05,0.1および0.15が高く，Ｃ/､＝
0.2,0.25,0.275は低い．特に尺eが小さい場合にそ
の傾向は顔著となる．CZD＝0.05,0.1および0.15が
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再付埼点での熱伝達準特性がおもで，レイノルズ数の
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生成される側渦に依存している．

依存性が/化１A`ｱｰ,．γであるのに対して，Ｃｿ、＝0.2,

（３）ｑＤＨがそれぞれ小さいほど熱伝逮率は大

0.25’0.275はＲ(111.7B~`Ml9と大きくなっており，肝どの

きくなり，〃が小さいと,大きなＣＬＤに対応した伝

増大とともに,再付着の場合の特性に見られる物体後

熱現象を示す．

（４）低いレイノルズ数では流れの再付着の伝熱促

端部で熱伝達率が劣化する領域が軽減することが考え

進効果が'闘いレイノルズ数ではカルマン渦に濡引さ

られる．

〔M、＝0.15やＣ/、＝0.2は再付蒲またははく離ＩＭＩ

れる側渦の効果力纏れる傾向にある．

のいずれかに偏った場合の特性である．Ｈの影辮を
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