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日本機械学会識文集(Ｂ鰹）
６１巻592号(1995-12）

スラットを用いた後向きステップ下流の
再付藩領域の熱伝達促進＊
親川兼勇*'，斉藤武史*２

照屋功*１，馬渕幾夫*３

HeatThangferEnhancementUsingS1atatReattachmentRegion
DownstreamofBackward-FacingStep
ＫｅｎｙｕＯＹＡＫＡＷＡ,TakeshiSAITOH，
ＩｓａｏＴＥＲＵＹＡａｎｄｌｋｕｏＭＡＢＵＣＨＩ

TheelfectsontheIocaIheattransferandpressurecoefficientsMasIatdown雛reamoIa
backwal｢d-facingstepwereinvestigated・TheinclinationsoflhesIatpIacedonthewalIoppositethe
stepwerevariedintherangeofO＝10～60゜ｆｏｒｂｏｔｈｓＩａｔＩｅｎｇｔｈｓｏｆ２０ｍｍａｎｄ３０ｍmwiththeaim
ofaugmentingandcontrollmgtheheattransfercharacteristics・ThereattachmentTegionofthemain
Howshiftedupstreamduetotheinc｢easeoftheamountofcircuIatingbubbIesk》rmedbehindthesIat
whentheincIinationanglewasinclPeased0whichenhancedtheheattransferintheTecircuIating
regionThesetendencieｓａにmaTkedwithalargeexpansionratio・IｔｗａｓａＩｓｏｆｏｕｎｄtha［the
performance｢atioワ（theratioofaveragedheattTansferwithaslattothatwithoutasIatunderthe
comditionofequivaIentpumpingpower）islaTgerthanu11ity・

雄，11'Ｄｒｕｇ：ForcedCmwectionⅢHeatTransferEnhancement､SeparatiDnShearF1(DwEXpatlsi(Dj1
Ratio,ReattachmentReRion，PressureLoss･PerfoImanceRati０

より，揺勘の振幅が小さくなることをｊｊｉしておI)．ｈｉ

１．緒首

熱制御が容易に行えることを示唆する．

はく離せん断層の壁面への再付蒲は高い熱伝達率が

著者らはステップ下流の再付着領域の伍熱特怖のIliII

得られることより，種々の視点から研究がなされてい

御の観点から，ステップ面に対向する面より噴流を噛

る．その中で後向きステップ流れは．はく離泡が大き

出させることにより，噴流下流に循環気泡を形成させ．

く，はく離位置が明確であること，またステップ高さ

それによって主流を大きく湾曲させ．再付新位概を｜：

が流れの再付着位置など流動特性をほぼ決めるという

流に移励させた．わずかな運HMI域の付加により岐人熱

ことより，再付着現象の把握が簡明となるために多く

伝達率の位樅およびその億が制御できた《恩１１．１．

の研究がなされてきた《')(2)．この流動場は実器におい

本研究はステップ面に対向するmjIこ二次うじのスラッ

ても多くみられ，伝熱促進,特に最近では伝熱制御の

トを主流に対して迎え角をもたせて殻侭することによ

観点から研究も進められている．例えばⅢ鈴木ら(，)は

り．主流をステップ面に押しやるようにする．スラッ

流れの非定常化を伝熱制御の－手段として，ステップ

トの背面に上記の噴流の場合と同様の循環気泡の形成

下流の再循環領域の伝熱促進の可能性を検討してい

により主流を湾曲させ．上流域で再付着させようとす

る．また森ら(4)は，ステップ下流に２種の導流板を挿

るものである．上流域での再付着は般大熱伝運率が上

入し，再付薇点揺動の振幅の制御を行い,揺動しない

流域に移行し，再循環領域内の局所伽が著しく噸大す

場合に相当する瞬間的伝熱特性を求め，それによワ再

ることを意味する…１．スラットは既搬'$'のfiil適咽流

付着点近傍の時間平均的熱伝達率分布を算出してい

の場合とlrilじ位樋に設撒し，良きオガよびj1uえﾉｲI雄没化

る．この導流板は再付着をより上流で行わせることに

させる．

、1994年５月２０日朔３１回11本伝熟シンポジウムにおいて
餌演,原稿受付1995年２月２０F1.

.0正員,琉球大学エ学部(■903-0Ｉ沖縄県中頭郡禰jI(町字千,1（
１）．

棹学生貝｡琉球大字大字屍
輕正尺，（自宅：ｍｕ６０名古屋市千種区月ヶ丘２－｝l】)．

後向きステップの流力および伝熱特性を決めるｊ:悶
子はステップ高さである．すなわちIAl部,外部流れ0）
いずれであろうと．はく酸せん断１１Ｗ)渦の放１１}・合体
など大規模渦の基本的現象は同一と将えられ､流れが
普週的な性質を有すると思われる．ここではスラット

－１９４－

スラットを用いた後向きステップ下流の再付着領域の熱伝運促進

による熱伝達率の増大と，一方では形状抵抗による圧
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ｐ：流体の密度

力損失の増大を考慮した熱的性能評価を念頭において

２．実験装種および実験方法

おり，内部流れの場合を取扱った．同一流路形状での
最適なスラットの設置を論ずるかわりに，２種類のス

流路は吹出し形で，ステップ高さＨ＝40ｍｍに対

ラット長さに対してステップ高さＨを一定とし,､入

して入口流路高さＣを60,50ｍｍおよび40ｍｍと

口流路高さを変化させ,流路拡大比の違いによる伝熱

した．対応する拡大比ＥＲはそれぞれ1.67,1.80,

促進の効果を知ることを目的とした．

2.00となる．ステップ面に対向する面にステップより

その２．１倍下流に！長さＬ＝20ｍｍまたはＬ＝３０

記号

ｍｍのスラットを設置した．主流に対する角度８は

Ｃ：入口流路高さ

10～60.の範囲で変化させた．主流速度を“＝10,15,

Ｃｐ：圧力係数＝(R暉一＆)/(IOU:/2）

20ｍ/Ｓと変化させたが，ステップ・レイノルズ数尺直〃

ＣＤ鱒：圧力回復係数

＝25ｘ10`～5.ｌｘ104である．なお主流乱れ強さは

Ｃ"：圧力回復効率＝Ｃ"/(1-1/ER2）

05％，および速度境界層の厚さは６＝5.6ｍｍであっ
た．実験装樋の概略,座標系および主要記号を図１に，

ＥＲ：流路拡大比＝(Ｃ＋Ｈ)/Ｃ
Ｈ：ステップ高さ

実験条件を表１に示す．流れ場および熱伝達特性に関

んｘ：局所熱伝達率

する実験方法の詳細は既報'５'と同じであるので省略

〃…：最大熱伝達率

する．

AlmQxo：スラットなしの場合の最大熱伝達率
カズ：ステップ入口から下流Ｘまでの平均熱伝逮
率
Ｌ：スラヅト長さ
Ｂｒ：ステップ底面の圧力

Ｐｂ：ステップ上流ＸＺＨ＝-1.15の静圧
彫Ⅲ'：ステップ・レイノルズ数＝【ﾉＷ”
Ｕｂ：入口主流速度

(ａ）Ｅ尺＝1.67.0＝０．

Ｘ：ステップ面から下流方向への距離

Xhu：最大熱伝達率の位圃
入1,：スラット位憧

Ｘｂ"：循環気泡の長さ
Ｘｈ：再付瀞点までの長さ

(ｂ）BUT-1.67,8＝45。

§：損失係数

風1W：理論損失係数

ヮ!：再循環領域内の熱伝達増加比
ヮ2：圧力回復域内の熱伝逢増加比
０：スラットの角度

に）ＥＲ＝1.80,0＝45゜

ハ：流体の熱伝導率

INI翌1111,1111

〃：流体の動粘性係数
TablelCondiLionsof

experimenｔ

Fig1Experimentalappa｢atusu
dimemgionsandsymboIs
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及ぼす０の影轡は著者ら(５１(`､の噴流を噴出させた場
合の噴流と主流の速度比による影瀞と現象論的には類
似しており，背面に生成される循環気泡の大きさの程
度，すなわち，気泡とステップ面との距離によって，

３．実験結果および考察

３．１スラットを置いた場合の拡大比の違いによる
流れの様子各拡大比に対してスラットを園き，入
口流路よりドライアイスを流出させた場合の主流の流
脈と速度分布還図２（ａ)～に)に示す．図２（ａ)は

主流の再付着位個が決まると思われる．

３．２流れ方向の壁面圧力分布および圧力回復係数
スラットによる上流での再付蒋は，伝熱促進の観点
から利点が多いものの，同時に流動担失を伴う．図４

ＥＲ＝1.67のスラヅトなしの場合であり,主流はステ

ップ面の対向壁に沿って流れており再循環領域が大き
い．図２（ｂ)～(。)は，スラットの背面に生成される
循環気泡のために，主流が大きく湾曲し，はく離せん
断鰯がステップ面に押しやられ,再付潤領域が著しく
縮小している．それはＥＲが大きいほど顕著である．
この主流の湾曲,それを引き起こす循潔気泡の大きさ

にスラットの長さＬ＝20ｍｍと３０ｍｍの場合のステ

ップ面およびスラット識臘而(対向面)の流れ方向の鍛

面圧力分布を示す．なお比較のためスラットなしの場
合も，＝０゜として示した．まずＬ＝20ｍｍについて，
スラット側の圧力係数ｑはステップ位微でのＣｸﾆ胃Ⅱ
より上外し，スラットの上流でせき｣こめ効果により繊

は，０とともに大きくなり，再付着位徽を上流側に移
勘させる．また，図２（ｅ)には，Ｅだ＝2.0のスラット
ありの場合のステップ人｢｣から1｣流の速度分布をむくし
ている．再付着点下流で壁噛流1杉の分ｲＩｉを型し，そり）
後流路内流れへと移行している．なお，図２１t'のステ
ップ面側の△印は再付讃点までの畏さＸｈ，ステップ
対向面倒の▽印は循環気泡長さＸ),魔を示す．このＸｂＩｖ
およびＸｈはリングの先に自由に勘くように取付けた

iHliではＸ/Ｈ＝２が再付輯領域の渦中心とみられ，ここ

では負の極大値をもつ．将付糖点で極大となり，以後
極小値を経て圧力回復する．両面における値はほぼ
Ｘ７ｌＶ＝１４より下流で一致する．Ｌ＝30ｍｍでは，スラ

ｘｐＮｔｚ１ＥＲでａＯＯ

＄

の後わずかずつ減少する．またＥＲが大きくなると

⑩０幻

Ｘｂ２，Ｘｂとも小さくなる傾向を示す．ＥＲ＝1.67の場
合にはＬ＝30ｍｍも示してあるが!Ｌ＝20ｍｍに比

００

タフトの動きにより求めたが,それらとスラット角０
の相関関係を図３に示す.０＝10.ですでに大きな気泡
が形成され,それにより再付着点は上流に移動してい
る．Ｘｂ輿は０＜30゜で０につれて急に増大しⅢその後
一定値に近づく．同様にＸｂもβとともに急減し，そ

大となる．背irIiの術興気泡のためＸｿ〃二2.5～5.5で
徽小をとり,のち上IILする．Ｘ/〃歪８でＣ,＝Ｏとなる
が．この位Wilは|劇３で示したＸ１Ｍｉと一致し徳環気泡
のlMilHl平均的な終端と対応している．一九ステップ

較して，よワ大きな０の範囲まで>､H'は増加してい
る．その反面Ｘｈはスラットが長くなったために主流
がより大きく湾曲させられ,８の増大とともに減少す

ＷＨ

るものの，その減少馴合は小さい．これらＸｂｍＸｈに

Ｆｉ解.４StrenmwisepresSuTedistribLIti〔、時ｐｎｗａＩｌｓ
ＤｆｓｔｅｐａｎｄＤｐｐ()siteslepvaryinRslatlenIXth

１

６５４３２

区、

■０■●■●

露

Ｏ１０２０３０４０５０６０
Ｂｏ

0１０２０３０４０５０６０
ＯＣ

reciTculatingregionwithslatangleO

〔叩］｜【叩》一〔皿〕〔一町》｜〔血》《⑪〕

：爵

９８７６５４３２

Rqo■ａＢｘｌＯｏ

Ｆi9.3changesofIerIgthofdrculaTbubbleand

鯰

Fig.５VariationofrecweryemCiencywithOnDr
varyingbothexpansitonTatiｏａｎｄｓｌａｔＩｅｎｇｔｈ
－１９６－
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ツト設臘面の分布は気泡が大きいために極小値の純囲
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が広く，かつその値も低くなっている．また圧力回復

Ｅ１７に対して適当なスラット角０，長さＬがあること
を示しており,抵抗が大きくても基本的にはスラット

後のＣＤ値の流動損失の増大によりＬ＝20ｍｍに比

股個に伴う損失を減じさせることが望ましいと考えら

べて小さいが,流れ方向の変化の様子には両者とも蕊

れる．

異はない．

３．３局所熱伝達特性拡大比丘R,スラツトの

次に各ＥＲに対して，流動損失の目安となる圧力回

角度０および長さＬによって循環気泡の大きさ，そ

復効率Ｑが’にどのように依存するかを図５に示

れによる再付漕領域の空間的スケールの大きさが変化

す．スラットなしのＣＲ＝0.55～０．６から,の墹大と

する．０による変化の例として，Ｅｌ?＝1.80,Ｌ＝２０

ともにＣ”は単調に減少する．Ｌ＝20ｍｍに比べて

ｍｍの場合について図６（ａ）に示す．,の増大に伴い，

Ｌ＝30ｍｍの場合は減少の割合が大きい．ここでＥＲ

熱伝達率分布はその局所値を増大させつつ,上流側に

に注目してみると．Ｌ＝20ｍｍに対してＣ"の大きさ

移動する．また，ＥＲに対しては図６（ｂ)にみられる

はβ＜40゜ではＥＲ＝1.67が鰻も大きく，2.0,1.8,0

ように,ＥＲが大きいほど.最大値がわずかに上流側

＞40.ではＥＲ＝2.0,1.67,1.8の順となる．またＬ＝

に位置するようにみられる．基本的には，Ｌ＝30ｍｍ

30ｍｍの場合にはβ＞40゜でＥＲ＝1.8,2.0,1.67の

も同じである．これらの最大値をスラットなしの場合

蝋となる．すなわち拡大比が小さい場合は流路拡大の

の値を基準にして示すと図７となる．８とともに

ための損失が小さく下流でも運動エネルギーが大きい

AlmMlm猛oは増大する．Ｌ＝20ｍｍでは駅＝1.80が

ために０が小さく流動抵抗の少ないスラットを設髄

大きな値をとっており，これは図５の圧力回復効率が

したほうがよく，一方Ｅ庇が大きいものは下流では遮

他に比べて小さい場合に対応する．このｈ…仏mxoと

動エネルギーが小さいので,大きい０で多少抵抗が大

ｑからみるとＥＲ＝2.0が伝熱促進効果が大きいと

きいように設置してもよいようである．このことは

推測される．Ｌ＝30ｍｍの場合も示してあるが

ｈ…/M1…・＝Ｌ６に漸近しており，この値は既報の結
果(`)(`)ともほぼ同じである．
XPnlo21EnpI,B0L20VT1m

一般にはく離・再付着流れ場での最大熱伝達率ﾑ…

層

はその得られる位置Ｘｈ．と大きく関係している．そこ
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スラットを用いた後向きステップ下沈の何付着領域の熱低逮促進

り，特に，０＝60.では下流方向へあまり減少しない．

で,Ｘｈを代表長さとした最大ヌッセルト数ＭＪ虞(＝

Ama風･ｘＭ,l)とレイノルズ数ＲＦ"(＝Ｕｂ･ｘｈ/',)で整理

３．５熱的性能比スラットを用いることにより

すると，ＥＲ，,およびＬによらず図８に示されるよ

上述のように平均熱伝達率の著しい増加が得られる

が,同時に流動損失も増大する．流路拡大の場合の熱

うに，次で関係づけられる．

的な評Imiについてはあまり示されていなく，ここでは

１Ｗ､＝0.187尺遭呼，……･･･……･……………．.（１）

これは内部・外部流れなど種々の流れ場における，は

ポンプ助力および伝熱面iillが一定とした場合の熱伝達

く離・再付越流れの鮫大熱伝達率を整理した太田ら(７１

率の墹力l此を検肘する．スラットのある場合の腿,,の

スラットなしの府e,,0の関係はスラットある，なし

の結果ともよく一致する．

３．４平均熱伝達率伝熱促進の観点からステッ

の圧力掴失係数をｒおよび畠とすると次のようにな

プ入口から任意のＸｿﾉｿﾞまでの平均熱伝達率Ａｌ派がＯ

る．

他"｡＝Re"(“)M，.……………･…･………（４）

によってどのように変化するか知る必要がある．
EliP＝2.0を例にとり，Ｌ＝20ｍｍおよびＬ＝30ｍｍ

“を求め,式（４）より対応するスラットなしの

の場合をそれぞれ図９（ａ)，（ｂ)に示す．スラットな

他卿｡に対する｣Ｗ,を式（２）または式(3)から求め．

しに比べて，再循環領域で著しく高い値を示し,かつ

スラットありの/Vi《との比,すなわち熱伝達率墹川此

０とともに地大する．例えばｘ"y＝４までのルポはス

ワールノル１，＝MWVWo,………………………（５）

ラットなしのほぼ1.5倍以上となる．はく離・獅付満

を脚ⅡＩする．なおここでの熱伝達率墹DII比は流路形状

熱伝達率が潟い値をもつのは再付着餌域であり，ステ

のＣを含まず,各Ｅｒに対して単独の流路として取

ップド流の再循環領域では壁面近傍流れは縫本的には

扱った．魁拡大の勘合には，入川部の連動エネルギー

臘流的で《｡'，それゆえに低熱伝達率域となるので，こ

が下流で圧力エネルギーに変換されるために，流動の

の領域の伝熱的な改善が必要となる．本報では再付着

損失は次のようになる，

点を上流に移動させることにより，この低熱伝運率域

APloss＝p(Ｕｉｌ－Ｕｉｌ)/2＋P１－月＝§･IOD『/２

の著しい改善ができることがわかった.〃ｘは再付着点

…………（６）

下流で極大をとり，その後jUHの増大とともにわず

ここで添字の１，２は入口および下流を示す.Pbを圧力

かながら減少する．スラットなしの場合の再付着点ま

回復を終えた位腫での圧力とすると

での平均ヌッセルト数JViz｡(＝7厩･Ｈ１Ｄは代表長さを

：＝<1-1/ER2)－･”………………………（７）

ステップ高さＨにとると

また,急拡大部の理鯰圧力損失は次となる．

JWOと0.1Ｍ･他》wER-…・…･…………･…（２）

自臓＝(1-1/ER)２…..…･………..………･…（８）

で表されるI`).ここでＲ②Ｉ｡}よスラットなしの場合のレ

この駐hは流路入口部の速度境界層が薄く，一様速度

イノルズ数を示す．この値は谷口ら⑭'の同様な実験お

分布を呈している場合に実際の流れと合致する．本実

よび数値解析の結果と合致する．また圧力回復がほぼ

験値はスラットなしでＥ尺＝1.67,1.8,2.0のときそ

終了したと思われるＸ/fノー１４までに対しては,式

れぞれ駒/風胸＝1.6,1.52,1.35となった．仇に実測値

（２）と同椴に次で表される．

ではなく理鎗値帥を使うと

MWO＝0.108.他辮ER-o“…………………（３）

蛸h＝[(1-1/ER2)－ＧJj/(1-1/ER)２…(９）

L＝30ｍｍの場合には下流域でも高い値を示してお

Ｂ」」し
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メフツト雀ノルた後向きステップ下流の再付着領域の熱伝達促進

一一斗．

4431

Ｘ"y＝１４の非常に広い領域にわたって熱伝遼率の増
進が図られていることがわかる．拡大比が大きい場合
に理総圧力損失も大きいので,スラットをより最適に
股適することによって，スラットによる圧力損失を小

＝￣￣
』唇、）【Ｕｎ》ｎＵ

￣＝且

I:１１１

さく抑えることが可能であり，熱的性能比からも望ま
しいものとなろう．なお実際には勘の値に実測値を入
れたほうが"駒は小さくなり，熱伝達率増加比はより
０．

紐

大きくなるとの結果を導けるが,拡大流路への一般的

り｡

び

F(】｢「CCirCulatmRreglDl]
Ｆ(DrrccirculatmRreglDl1（ｂ）rorprc鵠ur⑥rq』covery
●

な評価を考え息側の値を用いた．

liniRhcdreRioIo

４．鰭宮

Fig､１１Ｒｅｌａｔｉｏｎbetweenthermalperformance
rati⑥ａｎｄｓＩａｔａｎＲＩｅＯ

後向きステップ下流の再付着領域の熱伝逮の促進お
よび制御を目的として，ステップ面に対向する面にス

となる．この価を各ＥＲ,０，Ｌに対して算出した．な
お鰯hは各ＥＲ，βに関して，レイノルズ数によらず
おのおの一定値となる．ＥＲ，Ｌをパラメータとして，
鮒胸の０による変化を図１０に示す.リnmは０ととも
に増大する．またＥ】?が小さいほど大きくなる．これ
は分母の息hが，Ｅﾉ？とともに大きくなることに大き
く起因している．スラツトによるどの値はＥＲの小さ

ラットを設置した実験を行った．得られた結果は次の
とおりである．

（１）スラット背面に循環気泡が形成され，それに
より主流が湾曲し,再付着点が上流に移動する．再付

着点長さＸｈは０の増大につれて小さくなり，ＥＲが
大きいほどその効果は大きい．また最大熱伝達率は再
付着点で得られる．

いほうが小さいが，スラットが主流に対して設慨され

（２）平均熱伝達率は再循環領域でスラットなしの

ているためにＥ尺による差は小さく，特にＥＲ＝1.8
と２．０では０が大きい場合にほぼ等しくなるためで

1.5倍となり]低熱伝運率域での著しい伝熱促進が得
られた．

ある．この傾向はＬ＝20,30ｍｍのいずれの場合にも

（３）圧力損失係数"恥は０とともに増大し，

みられる．ただ８の影響は,Ｌ＝30ｍｍの場合に０の

Ｅﾉﾏが大きいほど小さい値となる．

増大に伴って急増する．まず再付着領域内の熱伝運率

（４）再循環領域内での熱的性能比加は１以上と

増加比耽は，スラットなしの再付着領域内の平均ヌ

なる．またＥＲが大きいほど大きな値となりワI≧1.2

ツセルト数ﾉＷｏを式（２）より，この領域のＭ４を図

となる．

９より算出し，恥＝ﾉVMVh4pを求めた．さて,実際には

ＥｌＰが大きい場合には流路拡大に伴う損失が大きい

聡胸は回復が完了した場合の値であり，再付着点下流
Ｘ/〃＝１４で成り立つ.式(3)の平均ヌッセルト数を用

が,適切にスラットなどを挿入し主流を沿わせること

いてＸﾉﾉｿｰo～１４の範囲における熱伝逮率増加比苑

あまり大きくならなく，伝熱促進としては効果的と思

を求めた．これらのワ,，碗が０によってどのように変

われる．

により挿入による損失は軽減し，そのためにダhhも

わるかをＥＲ，Ｌをパラメータとして図１１(ａ)，（ｂ）
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