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日本機械学会鯖文鎮(Ｂ綱）
５４巻502号(昭63-6）

正弦状波形流路内の熱伝達促進におよぼす流路巾高の影響＊
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1．緒百

コンパクト熱交換器の高性能伝熱面の開発に関連

さて波形流路における基本的流れ檎造の特徴は波形

頂部におけるはく賎せん断閥の再付惣による時間平均
的再循環流れの挙動に支配される．この意味で折れ曲

し,流路を波形にしたモジュールの伝熱ならびに流動

がり角度０が小さい，あるいは大きい場合には興味は

損失の基礎研究が最近多くなされるようになった．例

小さい．上妃のSpar｢ｏｗらの０－３０゜はほぼ最適折れ
曲がり角度に近いものと推測される．本実験の正弦状

えば泉・山下らの一連の研究があるい》-(4)．最近乱流モ

デルによる数値解析が賊みられている(`)が十分な結果

波形は直接関連はないが，ピッチに対する全振幅比を

を与えるまでに至っていない.Ｓｐａｌｍｗらは実器を対

二次元くぼみのくぼみ下面の高い熱伝違率がくぼみ深

象に三角波形流路(`)ｍの折れ曲がり角度８が30゜の場

さのくぼみ幅に対する比が0.25で得られるという著

合について,波面頂部に丸みをつけた場合,圧力損失

者の－人の知見《'１に対応させた．これを三角状波形の

が著しく低減することを示している(7)．このことから

折れ曲がり角度（図１波形面の頂部と谷部を直線で結

基本的な波形流路とくに正弦状波形流路についての流

ぶ）で表せば８莞26.の場合に等しい．

動強らびに伝熱特性の検討が望まれる．最近千葉ら(8’

本研究は流路幅〃（あるいはＨｂ,図１参照)が再付

は代表的な正弦状波形の波長Ｐ（ピッチ)，全振幅〃

着点熱伝達率ならびに平均熱伝達率および流勤損失に

について平均ヌッセルト数の測定を行い，これは流路

どのような流力的．伝熱的関連をもつかを明らかにす

幅に主として影響されることを指摘している．しかし

ると同時に，伝熱性lMi比の評価から最適流路幅につい

流路レイノルズ数は15000以下であり，局所熱伝達率

て検肘を行ったものである．なお流路レイノルズ数は

と流動との関係，および圧力損失を考慮した伝熱促進

従来の研究より比較的高い10`オーダの翻合について

評(miについての考察もないなど一般的結鯰をうろまで

実験を行っている．

には至っていない．
●昭和63年３月１７日九州支部第41期聡会8,波会において

脚演,皿Wq受付昭和62年９月２９日．
｡'正目ﾛ琉球大学工学部（⑰OO3-Ol沖縄県西原町字千原l〉．
.z正月1岐血大学工学部（⑪501-1l岐阜市抑戸1-1)．

2．実験装置および実験方法

流路系は吹出し形で,測定部の前後に助走部および
後統部をもつ．これらは長方形断面の滑面流路で，そ

【F弦状波形流脇Iﾉﾘの熱伝遠促進におよぼす流路幅の影響

のスパン災は200ｍｍである．測定部は両醗面が全擾
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波面前面で極大値がえられる点が共通している．ただ

幅Ｗ＝20ｍｍ,波長（ピッチ）Ｐ＝80ｍｍの正弦波形

し局所的には〃＝20ｍｍの場合単調な繰返し分布で

状でⅢ１２．５波長の流路長をもつ．なお波形壁面は垂直

あるのに対し，〃＝40,60ｍｍでは頂部下流の波面後

に設徹された.その形状および代表寸法を図１に示す．

部から谷部にわたり圧力の平たん部が存在し,極大圧

本実験の流路幅の変化範囲で周期的な熱的発達流は加

力は鋭いピークを示す．また,極大値も〃＝20ｍｍに

熱開始点より４波長下流でえられ，その点を流れ方向

比して著しく大きい．これは凹部に形成される再循環

距離ェの原点とした．圧力損失は流路上面（側壁）の

流れが強いためである．

中心側に‘0.5ｍｍの静圧孔をl/８ピッチ間隔に設け，

３．２摩禰係数１ピッチ当たりの圧力降下４，

１ピッチ間隔での静圧を連ねた圧力こう配線から求め

から求まる工方向の圧力こう配(－.ｸﾉﾛ６F)＝”/Ｐを

た．また波形面の静圧分布はスパン中心線上に同様の

用いて摩擦係数／を次式で定義する．

静圧孔を設け測定した．伝熱面は両波形壁面にスパン

方向に３分割された厚さ３０Ｐｍのステンレスはく患

接着し，直流により通飽加熱され,表面熱流束‘蝿は
一定である．流路側面は非加熱で断熱されている．波

ﾉｰ(`，/P)､‘/;pが………………(1)

、内は水力直径である．本実験の波形流路は〃が増加
すると断面アスペクト比は小さくなり，上下面のぬれ

面の壁面温度/唾はステンレスはくの中心線上にはん
ロ取十エユ

だ付けされたｄ７０ＩＬｍのＣ－Ｃ熱鬮対により求めた．流

－－

体パルク温度牡は入口温度に虹までの伝熱面の総発
熱量に相当する温度上昇を加え求めた．局所熱伝達率
ﾙzはカー‘"/(Ｉ嘩一！陣)より求めた．流れの可視化は

,ア

～鼬‘

カーボンブラックと適当な粘度の油との混合液を波面

ミ軒Ｐ

に塗布する油膜法によった．

３．実験結果および考察

〆

へ

図l波形形状および代表的寸法

３．１壁面静圧分布側壁中心線上の流れ方向圧
力分布(図２の黒丸印)について考える．ｐは壁面圧力，

＝20ｍｍの場合より減少するのは両波面の影欝が小
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さくなるためで，コア部の流れの蛇行の振幅も小さく
なることを示す．さらに〃＝60ｍｍの場合〔図

ＨＢ６Ｏ ｍｍ
ゴロ

□

(ｂ）

一八

２(Ｃ)〕，両波面の影響をほとんど受けず主流コア部は
（Ｕ『

ＩＤＩ

PS=へ ’ﾗﾐ冒ヘニニ
』

ほとんど蛇行せず流れていることを示し，圧力はほぼ

一定こう配で下降している．このように流路幅〃は主
流コア部の流れと波面形状との間の位相差の有無，ま

●

(ａ〉

『翅

るが,極小値は波面の中央やや下流にずれ,ひずんだ
正弦波分布と広る．これは主流コア部が波面と位相差
をもって流れていることを示す．同時に圧力振幅が〃

層:ﾔｱﾜ

ず－１１－旱

Ｃ

コア部が波面に沿って蛇行していることを示す．〃＝

40ｍｍの場合〔図２(ｂ)〕，極大値は頂部と谷部で生ず

｛ｍＣＬ－》一一．ＯＬ）

－，０)/(1/2”Ｕ２で示した．Ｕは助走部平均速度であ
り，ＩＤは空気の密度である．〃＝20ｍｍの場合〔図
２(ａ)〕，極大値は頂部と谷部に，極小値は波形中央に
あり,１/２ピッチでほぼ正弦状分布である.これは主流

２１ＯＩ

，bは毎＝０の圧力である．図２の縦軸の圧力係数(ｐ

Ｖ

Ｕ

た波面の影騨の有無に関係する因子で,以上のことか

溢”E5ZDS堅，ヴワZ易姪 ｚﾉﾘDB～”

ら流れ挙動が三つに大別されることが示唆される．そ

０１００２００ｘｍｍ３００

れは波面の圧力分布(図２中白丸印)が基本的に〃に

より変わらないからである．すなわち頂部で極小値を，

（ｃ）

図２壁面静圧分布（Ｕ-19.8ｍ/s）

】
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１４０２‐LL巫瓠ﾊ四s'レヅ'し函｢g~ｸﾞ、『Iへ

縁長さは長くなる．一方波形流路面では１２１性損失が著
しく増大し,損失におよぼす上下面の効果は薄れてく
るので,その両効果の相互補償を考え，実験値の整理
には、Aとして２〃を採用する．またレイノルズ数Ｒｅ
は

Ｒｅ＝Ｕ･2日ル………………..……･………（２）
で定義する.〃は空気の動粘性係数である.図３は／と

陸の関係を示す．/は彫とともに単調に減少する

が,雁が大きくなるとこう配はゆるやかになる傾向
をもつ．一方〃＝60ｍｍでは／は他によらず一定

値をとる．これはSpamrowらの折れ曲がり流路と同
じ結果(`)である．ただしノー128と本波形流路に比べ
て著しく高い．なお/の鼠大値は低レイノルズ数域を

⑦より大きくなると同時に〃≧35ｍｍではのは消滅
する．このような①①の発生・消滅の機櫛の説明には
恐らくはく離点の正確な情報が必要となろう．まず〃
≦20ｍｍにおける局所熱伝達率分布の最初の極小値

は頂点直後にみられる．一方Ｈ≧30ｍｍでは頂部で
生ずる．一般にはく離点の熱伝達率は極めて低い値を

示すことから恐らく〃≦20ｍｍでははく離点は頂部
直下流で,Ｈ≧30ｍｍでは頂部で発生するものと推
論される．したがって〃～25ｍｍは先に指摘したフ
ローパターン変化の一つの境界を示すものと考えられ

る．ただ〃＝25,30ｍｍで①⑪が同時に発生している
が,その機綱については現状では不明である．
つぎに最大熱伝達率は谷部下流すなわち波形前面で

を代表例として述べる．１ピッチ間の局所分布を図４

えられ,〃とともに増大し，〃＝４０ｍｍで最大とな
る．この値は波形槻路の伝熱促進を決定づけるもので，
はく離せん断層の再付着によるものである．最大熱伝
達率以降の分布は〃≦20ｍｍでは単調に減少するが，

に示す.頂部すぐ下流において極大値①,のが生ずる．
のはＨの小さい場合Ⅲ①は〃の大きい場合に出現す

ｍｍの最大熱伝達率ならびに局所値は〃＝50ｍｍよ

除き〃＝40～50ｍｍで得られる．

３．３局所熱伝遮率分布〃による局所熱伝達率
の差異について，その特徴が明確となるＵ＝19ｍ/ｓ

Ｈ＝35～45ｍｍでは再度極大値をもつ．またＨ＝６０

る．①はＨとともに増加し，〃＝20～３０ｍｍでほぼ

り減少している．これはノーRロ特性からもわかるよう

一定値をとる．一方〃＝25ｍｍで頂部直下流で新た

にフローパターンのもう一つの境界が〃＝50ｍｍと

な極大値①が出現しⅢＨ＝30ｍｍではその大きさは

60ｍｍの間にあることを示唆する．

￣

■●■

８６６

０００

0.2

Ｚ凸国

四

値①の顕在化ならびに波形前面における分布形状の変

霧

化しているようすがわかる．

３．４最大熱伝達率一般に再付着点熱伝達率の
整理には代表速度,代表長さとしてはく離速度,再付
鞍点距離が用いられる''０１．波面の最大圧力を与える位
憧(図２参照）および最大熱伝達率力…を与える位置
(図４１および図１２参照）はいずれもＨによりあまり
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以上の局所熱伝達率分布形状は基本的には〃によ

り変化するが!同時に流速の変化によっても変化す
る．一例としてＨ＝40ｍｍの結果を図５に示す.極大

２

0

0

0

りう，字ﾃﾞｸﾞﾄﾞ

>>-”

ｼ､,‐ｿﾞｸﾞｳﾞ２

図４流路幅〃による局所熱伝達率分布の変化

隣
跣：

0
0

図５瀞漣Ｉ こよる局所熱伝達率分布
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変化せずほぼｒ～0.6Ｐの波形前面で生ずる．一方は<
･離速度は測定して鞍いがＨに依存するであろうこと

は〃がプローパターン変化の主因子であることを述
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は直線平行流路の結果11'】(なお波形流路と同一のアス
ペクト比をもつ〃＝20,40,60ｍｍでえられた結果も
良い一致をした）も示した．

べた３．１節の考察から推測される.代表長さにＰをと

１Ｗの〃による変化は前述の／,｣Ｗｍｕｘと同様〃

り鰻大ヌッセルト数1Ｗ…とレイノルズ数児e鰄との

とともに増大し，〃＝40～50ｍｍで最大となり，Ｈ＝

相関を図６に示す．ここで，

60ｍｍでは減少する．低尺e域を除くと７V57＝

１Ｗ…＝Ａｌ…恥，Ｒ②面＝ひPル…………（３）
Aは空気の熱伝導率である．比較を簡明にするため代

Ｃｊ?ＣＯ･"，（〃＜50ｍｍ)で壁理できる.Ｍ《…の場合の
べき指数よりは大きい．またＨ≧50ｍｍでは〃とと

表的なＨをパラメータに選んだ.図６中に示したよう

もにべき指数は大きくなり，Ｈ＝60ｍｍでは０．７乗

に｣vb4m.x＝Ｏ蛭&Gで相関されることがわかる．これ

となる.いずれにしても平滑流路での０．８乗より低い．

より３５ｍｍ言〃量50ｍｍでは若干の差はあるものの

これは波形流路でははく離･再付着を伴うからである．

ほとんど一致しⅢかつ股も大きな値をとる．なお各〃

なお０．７乗はターピュレンスプロモータを壁面近傍に

に対するＣの値を図６中に示す．上述のことから３５

設臘した直線流路の著者らの結果('2)と同じである．図

ｍｍ≦〃≦50ｍｍ（2.29≦Ｅ/〃≦1.6〉ではく離速度は

７中には０＝30.の三角形波面(図１参照)のSparrow
らの整理式Ｉ`)(｣qﾉﾉｦb＝276の結果)を示す．またSpa『・

最大になるものと予想される．

３．５平均ヌツセルト数局所熱伝達率を波形面

rowらｍは頂部に丸みをつけた場合の結果も示してお

に沿って平均し，ｌピッチ当たりの平均熱伝遼率府を

り，１８％小さい値となる．これによればSparTowの

求めた．平均ヌヅセルト数を

結果は本実験の〃＝４０ｍｍ（My6＝2.22）にほぼ一致

７V57-"･2HMt………･…･…………･………（４）
で定接するＷ７７と舵の関係を図7に示す.図7中に

する．

さきに局所熱伝達率分布が流速により影響をうける
ことを述べた．そこで図７より代表的な｣?ｅをパラメ

ータにとり疵｢と〃2〃の関係を求めると図８とな

１０００

コ

４００

”、和、⑪ｍｍ

Ｈ

ｏｂの田▲■

:800
＝６００
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。▲の■
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×104,3.OxlO`の場合ＰＹ２Ｈ＝1.0(〃＝40ｍｍ)で,ま

:f:凌笘

た高硅の6.0×100,9.Ox10`の場合〃２月等0.8(〃＝

:髪雲霧:(

50ｍｍ)で最大となる．これはん塚分布が流速の増大に
つれ，より大きな〃における分布になる傾向と対応

。

している.ただ7V57の最大値近傍の〃2〃による変化
は頭箸なものではないので,彫に無関係に,７V1丁の

Ｈ－－弓司三ｹH扇‐；
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３．６熱的性能比３．５節で述べたように,７V57の

露
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最大値はＲﾉ〃＝2.0～1.6（〃＝40～50ｍｍ）として良
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図８平均ヌツセルト数におよぼす〃2Ｈの影響
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最大値はＨＩＨ＝2.0～1.6でえられた．これは直線平行
流路の値に比べ,例えばＲｅ＝4×104でほぼ３倍の値
である（図７参照)．しかし波形流路では”も増加し
ている．また波形流路における最適幅の検肘にあたっ
ても熱的性鮨W12価を行う必要がある．ここではポンプ
動力を等しくする条件から行う．

流路単位スパンあたり，流れ方向１ピッチについて
のポンプ動力ＰＰ・は,代表長2〃を用いると

ＰＰ－榊､ﾂ(2")｡………………(5)
で表される．

いま同一流路幅〃に対して直線流路の平均熱伝達
率鳳,と波形滅路のパとの増加比

ヮ!＝ﾉﾜﾘ、…･……………･………………･……（６）

の比較を行う.図3,7よりﾜＩを求め,／Ⅳ:ｗｅに対して
整理した結果を図９に示す.一般に各〃に対して低い
ノ1'3」Ue域で蘭いり,の値(",弩1.5)がえられ,／MVVcの
増加とともにﾜ,の値が減少する傾向を示す.以上波形
流路は直線流路に比べ各〃に対して高いり,を示し，
その有効性が示されたがつぎに波形流路自体の般適幅
の検討を行う．

いま代表流路に対し添字起／をつけて表すとすれ
ばＰ.Ｐ・一定条件より

ノ''0R杉(〃ＭＨ)＝(/''3彫)河…･……..……(７）

一方代表流路幅に対する力を〃“として，熱伝達率
増加比ヮ,，

〃`1＝ﾉﾜﾉZ頃'.……………･……………………．（８）
の比較を行う．代表幅としてＨ-30ｍｍを選び，ワ１，

を(/''馴尺ＣＭに対して示したものが図10である．熱
的性能の相対評価の一般特性として低(/''３RＧＭ域

ではＨによる〃１１の変化には明らかな有意性が認め
られる.一方高(/''３彫)ｗ域では〃＝10,60ｍｍの場
合を除けば有意性はなくなる傾向にあることがわか
る．実験の対象臓囲（100≦/Il3Re≦7ｘｌＯ４）にわたり
ﾜI'の最大値を与える，いわゆる最適流路幅は〃＝35,

40ｍｍ（印?＝2.29～20）でえられ,さきの7V６７の最

大値を与える〃＝40Ⅲ50ｍｍＷｆｒ＝2.0～1.6）とは必
ずしも…致しないことが注目される．以上一般特性を

iil提とした熱的性能比!およびパパi『の両者に対し巌大
となる〃＝40ｍｍ,すなわち雛/-2.0が総合的にみ
て最適流路蝋といえよう．なお三角状波形流路につい

て.Ｓｐａｒｍｗら(`)は２樋類の〃Ｗ〃＝2.76,40)に対
する性能W平価から明確な優位を示すほどの差はないと

結論しているが]本研究の正弦状流路（1.33畠円/fr≦
8.0）では必ずしも妥当ではないようである．

３．７フローパターン定性的に波形流路内の流
れのようすを知るためにＲｅ＝zxlOs(空気流よりかな

り低い値）で，フルオレセインをトレーサとしてえら
れた水流脈写真を図１１に示す.これは主流コア部が波
形形状と位相差をもって蛇行している代表的パターン

１６

で,〃＝40ｍｍに対するものである．

億写
【〉

１Ａ

1２

つぎに波形面近傍の流れを知るため油膜法により可
視化した〃＝40ｍｍの場合の流跡パターン（Re＝
L25x108)を図12(ａ)に示す．油膜法では低速の場合，

明確なパターンがえられないので,局所熱伝達率分布

0０

図９勅-雁線図（直線沈路との比較〉
ｌ』

■借Ｆ
Ｍ

～

蟇
２グー

、

⑤局員ﾆロ

霊へ

p

ーユーヨ
。△ロ。

⑪、

」

踵壺司一転画

』

ｔ

０

Ｃ

－￣

〔図12(ｂ)〕との比較はこの高碓の場合にのみ行う．
流跡パターンは波形面が垂直であるため重力の影縛を
受けている．しかしこれが流跡の解釈に有利となる利
点もある．第１ははく離点直下流に油膜の集中が起こ
り流れを乱す恐れがない.図12(ａ)にみられる白い帯
は巣中した油が流下したことによるものである．はく
離点は明らかに頂部で生じている．第２に表面せん断

;:繭

→

６８１OＬ２６６８１０

１１１/｣Ｒｅｌｒ･Ｉ

図１０熱的性能比に対するＨの相対評価

図１１水流脈パターン（Re-2x10n）

￣
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行の位相のずれが小さい.すなわち〃が小さい場合あ
－

るいは大きい場合には③は発生しない．
４．結輪

F10W
-

熱的性能の高い観点にもとづく波形流路の最適値の
ための基礎研究として，三角形状波形流路の折れ曲が
り角度に相当する角度が０＝26.であるＷルー0.25の

■し

jm9Rear-Facin9Facet
U-ハ：Ｆｒｏｎｔ－Ｆａｃｌｎ９Ｆａｃｅｔ
Ｃ：Ｒｅａｔｔａｃｈｍｅｎｔ

）流lMiパターン（化幸ＬＺ５ｘｌｒ）

①ロ

１０

２三喧一蛋菖

⑳、ロ

正弦状波形流路について!比較的闘い１０４オーダの
陸の範囲で殿適流路幅の検討を行うと同時にその流
力ならびに伝熱機欄について考察を行った．えられた
結果を要約すればつぎのとおりである．

（１）〃は流力的には主流コア部の流れと波面形
状との閲の位相篭と関連し，フローパターンは三つに
大別される.その境界はほぼ〃〃～3.0,ＰｌｌＹ～1.5であ
る．

（２）再付着点はエー0.6Ｐで生じ，〃にはほぼ無
関係であり,〃は波面]Bi部におけるはく離せん断速

〃

度，したがって伝熱的には再付粧点におけるＡ…を
（ｂ）川}ﾘil1Mi迷率分hｊ（雌＝lOxlOs）

図１２油膜流跡パターンと局所熱伝達率分布
との比較Ｗ＝40ｍｍ）

規定する主因子であることが示唆された．
（３）万五の最大値を与えるＲｌＨ＝2.0～1.6とり,Ｉ

の般大値を与えるＰ/〃＝229～2.0とは必ずしも一致
しない．

（４）熱的性能の相対評価から／''3冊e＝10`～4×
応力の強弱の判別ができる．はく離点に向かって波形
前面で流跡はほぼ水平であるがⅢ波形後面での流跡は
左下方に湾曲している．そしてよどみ点近傍では分岐
して流出する油膜が重力の影瀞を受け杉あや模様のパ
ターンを示し,再付清点位麗を明確に識別できる．
つぎに図12(ｂ)との比較を行う．同じく〃＝４０

ｍｍの結果である．第１の極小値ははく離点に対応す
る．第２の極小値④は逆流の境界層が厚くなるためで
ある．一方極大値①は逆流の終端部近傍に位置する．
ここでは流跡は判然としないが,白い帯の直下流では
スパン方向にランダムなパターンがみられる．これら
をあわせ考えると恐らく流れは壁面に沿うのではな

く’はく離せん断闇と強い干渉を起こし,壁面から立

ち上がっているものと推測される．これが壁面からの

乱流輸送効率を商めているものと考えられる．極大値
②は再付着による．なお再付着線は軸方向距離Jr＝
０６Ｐの位置にある.極大値③は波形前面のはく離点直
前でえられる．これは主流コア部がこの近傍に最接す
るための加速効果による．したがって主流コア部の蛇

１０４の範囲にわたり，〃によるワ皿の変化には明らか

な有意性が認められ’結輪（３）と併せ考えると最適流
路幅はＭＹ＝２０である．
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