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日本樋械学会鶴文集(Ｂ縄）
５２巻474号(昭61-2）

流路内熱伝達促進におよぼす乱流促進体形伏の影響＊

親川兼勇*.，新里隆男.｡，馬渕幾夫…
E酢ctonHeatTransfmAugmentationbySomeGeometricShape8of
aTurbulencePromoterimaRectangularDuct
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ＫＥツリリb庇１８：ＣＯn噸ctiveHeatTransfer1HeatTransferAugmentation，Turbmlence・Promoter1
KannanVortex,ReattachmentDPTessureDropDDucｔＦｌｏｗ

1．緒首
伝熱促進を図ろため流路内に極々の形状の乱流促進

るであろう．

本実験は乱流促進体として垂直帯板,傾斜板および
支持平行部をもつ形状について，促進体と伝熱面との

体をそう入する方法がある‘著者らは流路内に円柱列

すき腹を種々変化させ，流路壁局所熱伝達率Ⅲ抵抗係

を千鳥状に瞳いた濁合の熱伝達促進に関する実験的研

数の測定を行い，熱的性能比の比較・検討を行った．

究(1)を行った．乱流促進体はその形状,および配置な
どパラメータが多く，最適な促進体の形状,配列を決
定し，実際の応用に資するためには基礎的資料の蓄積
が必要である．

２．実験装圏および実験方法
流路系は吹出し形で,流路は高さ２日＝50ｍｍ,幅
300ｍｍの長方形断面で,全長4800ｍｍである.入口

本実験は既報(1)と同様促進体を千鳥状に配置し,対

から1800ｍｍの速度助走区間をとり，ついで１８００

向壁側の促進体からの効果を期待するものである．長

ｍｍの伝熱面，その下流に後続ダクトが設けられてい

谷川ら《z､’一宮ら(3'は平行平板流路面に設圃された

る．最初の促進体は加熱開始点から570ｍｍにそう入

極々の形状の突起が対向壁面の熱伝達向上に有効なこ

した．この断面で温度場はほぼ発逮している．本実験

とを示している．また藤田ら仏xs1は乱流境界厨内に二

では促進体間隔Ｐは80ｍｍで,個数は９本である．

次元物体を伝熱面から浮かせ，すきまを設けた場合に

促進体の高さＤは１１ｍｍとした．促進体の流路プロ

ついて系統的実験を行い，とくに傾斜角45.の帯板を

ヅケージ比、/2〃(2Ｈ：流路幅)は0.22である.実験

そう入した場合,圧力損失の点から熱伝逮向上に有効

であると述べている．しかし単一板であり，流路内に

は空気で行っており，流路レイノルズ数尺｡＝び゜4Ｈ／
ソ(Ｕ：平均速度，〃：空気の動粘性係数)は２×10`～２

そう入された複数列の場合とは局所熱伝逮特性が異な

×10`の範囲である．

・昭和60年11月１４日第934回餌演会に釘いて脚演,原稿
受付昭和60年４月２４日．
・・正且.琉球大学工学部(⑤GO3-O1沖縄県中頭郡西原町字千原
１)．

･･･正員.岐鼠大学工学部（⑪50ル１１岐｣､市抑戸1-1)．

促進体はアルミニウム板製で,その配置,幾何学的

形状,ならびに寸法を図１に示す．各形状の促進体に
対し，壁面と促進体とのすきまｃを１ｍｍ間隔で５

ｍｍまで変化させた．上壁側の促進体には奇数番号，

流路内熱伝逮促進におよぼす乱洲促進体形状の影騨

下壁側の促進体には偶数番号を付す．またェ座標は第
１促進体前縁を原点とする．促進体そう入による圧力
損失」Ｐは助走域,下流流路での水力圧力勾配線を求

’８６１

４〃で定義）は1.505で千鳥配列のほぼ３倍であり，
後述の熱的性能比の点から有利ではない．
つぎに対壁側の促進体がある場合（千鳥配置）とな

め，その圧力差から求めた．伝熱面は上下壁とも厚さ

い場合の比較を図３に示す．図３中○印の千鳥配置の

30Mｍのステンレスはく（300ｍｍ×1800ｍｍ)を接着

局所熱伝達率岻はない場合の促進体側の値（図中●

し，直流加熱による表面熱流束４画一定とした．壁面

印）より大きい．上下の両伝熱面については千鳥配歴

温度/"重の測定は下壁面で行い，流路スパン中心線上

とない場合(上面△印と下面●印の平均値)とでは,滑

に９１点ステンレスはく裏面にはんだ付けしたｄ７０

面流路の平均熱伝達率Jt-との比ｈ星/九・・はそれぞれ

ＩＩｍのCu-Co熱電対から求めた．流体のパルク温度

3.0,1.7である．なお図３中△印は促進体の対向壁の

Ｉ陣は流路入口温度を測定し，これに測定位圃までの

結果で処化-＝1.3であり，本実験のように低プロッ

伝熱面の総発熱愛に相当する温度上昇を加えて求め，

ケージ比（0.22）の場合有効とはいえ鞍い、以下千鳥

局所熱伝達率ルー'四八'“－t･曇)を求めた．なお(ルニ

配列について考える．図１に示す８＝30,60,90.の促

ーノ転)はほぼ3～15℃である．さらに流れの可視化を

進体（翼形促進体の基本形状）そう入の場合について，

フルオレセインをトレーサとして水路で行った．

第４促進体以降の局所熱伝達率分布の比較を図４

（ａ)，（ｂ)に示す．図４〈ａ)はＲｂ＝6.Ｚｘ１０`,Ｃ＝２

3．実験結果および考察

ｍｍの結果である．分布は促進体直下ですきま流れに

３．１局所熱伝達率まず千鳥配置の有効性を検

よるピーク①を,促進体後流の再付着効果と対壁側促

肘する．図２は千鳥配邇と両側に対に配置した場合の

進体の効果によるピーク②をもつ(1).ただ０＝30.では

局所熱伝達率分布の比較を示す．対配列の分布は第３

傾斜板の長さが長いため，ピーク①が下流にずれ,②

促進体以降各Ｐ間の繰返しとなり，千鳥配列では第

のピークは明確に現れない．８の増加とともにピーク

４促進体以降各2Ｐ間で同じ分布の繰返しとなる．第

①は増大し，かつ上流側に移行し，ピーク②と明碗に

４促進体から第８促進体までの局所熱伝運率分布の平

区別される．図４（ｂ)はＲｅ＝3.ｌｘ10`の結果でＲ･を

均値を平均熱伝達率歴とし，それぞれの妬を比較

変えても分布は相似である．

すると，尺.＝3.ｌｘ104の場合,対配列のルェは６２．９

つぎに０＝90.とし，平行部のない垂直帯板,平行

Ｗ/(ｍ２．Ｋ)で千鳥配置の1.18倍となる．しかし抵抗

部の位置が異なる促進体の局所熱伝達率分布を図５に

係数A(バー』円/((傘/`｡)[(1/2)pＵ２]),上＝Ｐｘ９,仇＝
｛×箔一男畠

縛鰯

０８６△２

g-貢

００００００

１

「一口、一一

リーェ何，１

CUr

:iii雲』|嚢,|鎮iｌ
0

１６０釦０４８０６△OXmm800

図３対壁側促進体の効果

【ＨＴｍ

図１促進体配囲．形状および諸寸法

鴎･ユルが

丁Ｅご矛・哀

Ｂ△■‐］■。（』

Ｃｐｚｎｍ
Ｄ●■3『
｡．百

Ｉ

！

□;汀

①

判

の

＄；＄プ
Ⅸ］田Hn-８m［

図２千鳥配ＩＨＩと両側に対配慨した場合の局所
熱伝逮率分布

．ｍ

Ｘ－６００

（ａ）（ｂ〕
（ｂ）

図４角度βを変化させた場合の局所熱伝逮率分布

流路内熱伝逮促進におよぼす乱流促進体形状の影響

862

示す.図５（ａ)はＣ＝２ｍｍ,図５（ｂ)はＣ＝5ｍｍの

場合で,ノPb＝6.2X104の結果である．前者は促進体下
流で再付輯がある場合,後者は促進体よワカルマン渦
が放出される場合の代表的分布(1)である．すなわちＩＭＩ
者ではピーク①およびピーク②が明噸である．後者で
はピーク①およびカルマン渦放出による壁面に柵う流
れの巻き上げに起因するピーク③１１)が出現し，再付紛
効果および対壁側促進体の効果が低減し，ピーク②が

放出のある場合の代表例で，ピーク①,②のほかピー
ク③の存在が特徴的である．この場合ピーク②はピー
ク③に比べてピーク値はあまり目立たなくなることが
知れる．ピーク③はＩ形が股も顕著で,ＴＩLuの噸に
なり，Ｔ,Ｔｕ形のピーク値は低い．このﾘﾙ合カルマン
渦強さの低下がγ想されるからである．以上はＣ＝２，

べる．ピーク①はＬｕ形(以下促進体形状を図１に示さ

５ｍｍを代表例にとったが，つぎにすきまＣを変化さ
せた場合の局所熱伝達率分布をＩ形(Ｔ,形も類似の性
状を示す）およびＴ形を代表例として図６（ａ)，（ｂ）
に示す．’形の場合〔図６（ａ)〕，Ｃ＝1,2,3ｍｍの分

れるME号I，TIj,Ｔ,ＴＩと呼ぶ）の珊合が殿大で，１，丁,，
Ｔ,Ｔ･形の順と鞍ろ．すなわら，』ilA行部位脇が畷而に
近くⅢ鰯nK部が７１鋼【に突lj)した鋤念がピーク①IIL鍬蒋

程ｲLろ．Ｔ形の賜介〔図0（ｂ)〕，Ｃ夢３ｍ【11のピーク

目立たなくなる分布である．まず図５（ａ）について述

に厳る．｜i]IIMPにピーク②についてい,ＴｈＴ,ＴＵ形の

１１側となり，；t1iMIlHIO`：突1｣}させたｊＭｉ行に後MIiWMiiji<，
対瞳側の似巡体の効果も大きくなることを示してい
る．Ｉ、形'よ譜1:性状を兇にし，ピーク①の墹人に比べ

て，ピーク②はあまり増大していない．この場合ピー
ク②の位圏は他の形状の促進体の燭合より上流0111に移

動し，かつ対幽側の効果も低下している．これは後流
渦域が他の形状の場合に比べて小さくばっているため

と考えられる．当然ながらＴｕはＬｕ形の特`性に近い．
つぎに図５（ｂ)について述べる．これはカルマン渦

布とＣ＝4,5ｍｍの分布とは明らかに異なりロカルマ

ン渦InlIM限界はピーク②の変化からＣ等４ｍｍと推測
②はじ芦4,5ｍｍとほぼ聯し<，渦lllIlilM(界IKC莞３
ｍｍにjjiい《）のと雌l“れろ．このカルマンilM11IiI1限
界U)すきまＣの鍵化は’形の後流WiiがＴ形に比べて

大きいためと埒えられる．つぎにすべての形状につい

てＣ＝1ｍｍのとき，ピーク①,②はＣの大きい場合
に比べて大きな値をとり，同時に極小値も顕著な分布
となっている．すなわち，流れ方向の壁面温度の変化
の掘稲がＣが小さい鰯合大きくなる．なお促進体直前
の極小値はＣによりあまり変化しない.そこで平均熱
伝達率ﾉｾヱに対する雌の比のェ方向変化に対するＣ
の影聯をＩ形を例にとり図７に示す．Ｃ＝１ｍｍの場
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合化二/庭の分布は0.7～1.3にまたがり，不均一性

Ｃ＝２ｍｍとＣ＝５ｍｍに配置した場合のフローパタ

が目立つ．またＣ＝４ｍｍと５ｍｍではＣ＝４ｍｍの

ーンを示す．促進体は４個で,図８中に〃この極大･極

場合がより均一である．殿も均一な分布が得られるの

小値の位腫が示されている,Ｃ＝２ｍｍの場合,促進体

はカルマン渦抑制限界すきまに近い場合（上述のよう

背面で停滞うず，その下流に再循環流れが形成されて

にＩ形ではＣ～4ｍｍ)であろうと推諭される．なお乱

いる.停滞うずの後端で処は極小となり，再循環流れ

流境界鬮内に垂直帯板をそう入した場合,渦抑制限界
のすきまが円柱のそれより大きいことがEveritt⑩)に

の後端は対壁側にある促進体の影轡をうけ,壁面上に

よって明らかにされている．したがってこの事実は流

再付若し，ハニは極大となっている．このようにすきま
流れは停滞うず後端で促進体下端からのはく離せん断

路内におかれた促進体の場合も本質的に変わりない｡こ

圏に巻き込まれ,下流まで壁面に沿って流れず促進体

とがわかる．

の主流側はく離せん断圏の再付着を妨げない．一方Ｃ

３．２流れの可視化図８は０＝90.の促進体を

＝５ｍｍの場合カルマン渦が放出され,図８中の△印
の位圃で渦の巻き込みに運動する壁面渦によるかく乱

【

庁

ＣＰ

１．鄙▼●

、

００、こ『ｊ△Ｑ←、》

腫頁二

Ｒｃｐ６ＺｘＩＯと

Ｆ』

1ｓ

2600で行っており，空気流のＲｂに比べて小さいが，
既報川において円柱列後流の可視化のフローパターン
､Ｏ

Ｇ･」

1.0

効果でん蜜の極大が出現する．なお可視化実験はＲ声

Ｉ

を熱線風速計による空気流の速度変動の出力波形から
検肘した結果，カルマン渦放出およびその抑制限界比
などよく対応することを確認している．

３．３平均ヌセルト数および抵抗係数第４促進
体から第８促進体までの〃灘が繰返し分布となる区間
０５

から平均熱伝逮率ﾉｪｪを求め,平均ヌセルト数ＪＷ＝

３２０

ＸｍｍＬ８ｏ

図７すぎまＣに対するん雪ノルの分布

阯・4flｿﾉｾ(Jb:空気の熱伝導率)をうる．図９は０＝30,
60,90.に対するⅣu,Ａの結果(Ｃ＝２ｍｍ)を示す.Ⅳ趣，
』の大きさは８＝90,60,30.の順となる．ＭはＲ・の

ほぼ０．７乗に比例し，滑面流路の０．８乗に近い値をと

e=909ｃ=２△▲△▲
Hqx･局inIHin・Ｐｏｉｎｔ

り，１V画/jV画一(Ⅳ…：滑面流路の平均ヌセルト数）は実
験のＲ・範囲で,約３倍である．一方ＡはＲ･によらず
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の変化により大きく変化する．しかし，妬は再付蒋流

尺.｡＝尺.い/』｡)!ｐ………………･･………･…（１）
ACは滑面の庫擦抵抗係数で,入｡＝0.3164尺詞'`を上式

れとカルマン渦放出の場合とで差があるが，一般にＣ

に代入して

ほぼ一定値となる．さて前述のように，〃雪の分布はＣ

尺｡｡＝(八尺:/0.3164)''2.75

による変化はあまり大きくない．そこでＣ＝２ｍｍの

場合に限定し各形状によるjVuの比較を行う（図10)．

となる．このＲ・・に対するⅣ…を求め，熱伝達率増加

Ⅳ図は図５（ａ)で示されるピーク②の大きさの順にな

比

って狩り，この再付着形流れではピーク②が支配的で
あることがわかる.Ｒ･の依存性は形状により多少の差
はあるがあまり変化はない．なお凡のべき指数が滑

を算出した．

ワールノルーⅣu/Ⅳ礫一・・………･……･……･･（２）
まず千鳥配列と両側対配列の場合（図２）の比較を

行う．縦軸はり，横軸は棚沢ら(ｱ'にならいＶＴＲ･で表

面の値よりわずかに小さいのは,上述のように乱れ発
生が主として流れのはく離・再付潤によるためで,例

した結果を図１２に示す．０＝30.,Ｃ＝２ｍｍの結果で

えば多孔板形リブを用いた粗面に対する棚沢ら(，)の結

ある．千鳥配列（ｏ印）は対配置（●印)に比べてりは

果も同様の傾向にある．つぎに各形状に対するＡの結

大きい．〃のＶＴＲcによる変化の傾向に差異がみら

果を図１１に示す．図１１に明らかのように｣は一般に

Ｃにより蓬異が生ずる．とくにＴ形，Ｔｕ形はＣによ

れ,γ元R畷の小さい領域では両者の鑑は小さくなる
傾向を示す.つぎに８＝30.で傾斜板を主流に傾けた反

る依存性が強い．一般にすき虫の増加とともにＡは増

転促進体との比較を行う．反転形(△印)は標準形(ｏ

加する傾向を示す．ただしし形は例外で図11中点線

印)に比べて，ワは小さく有効でないことがわかる．さ

で示すようにＣにほとんどよらない．また平行部が壁

らに０の変化については，０＝60.のりが最も大きく,

面側にあるTMJ形が，主流側にあるＴＩ形より』は大

ついで８＝90.が大きく，０＝30.ではこれらに比べて

きく，Ｔ形はその中間の値をとる．このように平行部

りは小さい.すなわち最適角度力年Ｆ在する８＝60.の場

からの突出は流動抵抗に強く作用することが知れる．
Ｉ１１Ｌｑ

６４２０８

.…．’0.-､-1..Ｔ･’T￣￣Ｆ￣一・

Ｃ

なお』は本実験のＲ･範囲ではＲ･によらずほぼ一定

＆

値を示すが,TiJ形では低Ｒａ域で入の増加がみられ
る．

蜜=菫臺薑

●

３．４熟的性能比熱交換器の股計目的により
極々の熱的評価法(8)が考えられるが，ここではポンプ

動力,伝熱面積が一定という条件で,促進体そう入に
よる熱伝逮増加比を求める．促進体をそう入した場合
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図１２Ｗ?､線図（角度,配囲の影稗）

の尺．と滑面のＲｂoとの関係は，この拘束条件から
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図１３ﾜｰR・繍図（形状の影HP）
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一

合:/ﾌﾞｒＲｅ＝4×10`で〃＝1.2,Ｖ弓ＴＲＣ＝２ｘ10`でワー

のりは高く，前報い〕の円柱列に比べて著しいりの向上

１．４に達し，促進体として有効なことが明らかであ
る．これは前報､'で示した円柱千鳥配列の促進体に比

が実現された．

べてりの著しい向上が実現されている．

合,Ｃ＝3～4ｍｍ(α、＝027～ｑ36）を境として変化
する．熱伝達促進の支配的因子はＣ≦３ｍｍでは再付
着効果，Ｃ≧4ｍｍではカルマン渦放出効果である．

つぎにＬＴＩ,Ｔ１ＴｕおよびＬ形に対して同様の整理
を行ったものを図13(ａ)～(ｅ）に示す．まずすきまの
影響について述べる.図13に），（。〉ではＣの影響は
ほとんどみられない．これは入に対するＣの影響が大

きい促進体に対するものである（図11)．－方図
13(ａ)，（ｂ）はＣによる変化，すなわち流動パターン

の変化の影響がりに現れている．明らかにうず放出抑
制すきま以下のＣではりは高い値をとる．一般にＣ
≦３ｍｍに限ればＣによる〃の差はほとんどみられ

ない．したがって前述の仏の流れ方向変化の均一化

を考慮すると，最適すきまとしてカルマン渦抑制限界
よりわずかに小さいすきまを選ぶのが好ましい．無次

（２）局所熱伝達率分布はすきまを変化させた場

（３）Ｃ≦3ｍｍでは性能比りのＣによる差異は
小さい．Ｃ＝3～4ｍｍの場合,局所熱伝達率の流れ方
向の変化の振幅が鰻も小さくなる．この点からカルマ
ン渦抑制限界よりわずかに小さいすきまが最適すきま
と評価された．

（４）流路内にそう入された促進体のカノレマン渦抑

制はＣ=3~4ｍｍ(α､=027~O:36)で起こり,外部
流（乱流境界層にそう入）の場合と本質的}こ変わらな
い．
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