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送風機の,性能が流量によって変化する原因の一つは

１．緒宮

このように舌部周辺の流れが変化することによって，

ポリュート出口および送風機出口部の流れが変化する
ことである．特に送風機出口部は多くの場合には直線
軸デイフューザを取付けてあり，この部分に流入する
流れの速度分布のひずみをできるだけ小さくしてディ

ポリュート(あるいはスクロール)を付加しない場合
の失速セルの発生および発達状態は，回転円盤または

羽根車の領域での,巻上げ渦のディフューザ流入後の
挙動に大曽<依存することを第１報(1)で示した．一方
ポリュート出口の流れの圧力回復や送風機性能との関
係では,舌部とディフューザ流れの干淑8)，したがっ

フューザ効率を高め，かつ広範囲の流通域にわたって

送風機性能を高めるためには,舌部周りの流れを改善
することが－つの方策である．

て舌部の形状が重要となる．

遠心送風機(以下,単に送風機と書く)が遠心ポンプ
の設計点付近の流れでは，ボリュート舌部周りの流れ
は通常ほぼ壁面に沿っているものと考えられる．しか
しながら流量が変化すると遠心ディプューザやポリュ
ートの流れが変化することによって舌部の周辺の流

れ,あるいは舌部周りの分岐点の位置も変化する．こ
のことは,特に低流量域ではポリユート出口あるいは
送風機出ロの速度分布,圧力変動および送風機性能等
に影轡を及ぼすことになる．

中平成４年４月３日第69期日本樋械学会通常総会購減会に
おし､て発表.原稿受付平成５年９月10日

本研究は遠心羽根なしディフューザ(以下,単にデ
ィフューザと書く）を有する送風機出口部の流れを変
化することにより，送風機効率を改善するために，ポ
リュート舌部の変形として案内翼を取付けて，流量の
広範囲において実験を行ったものである．用いた案内
翼は１種類であるが,実験の結果,案内風の取付角に
よっては流通の比較的広範囲にわたって設計効率に近
いか，あるいはそれ以上の高効率を期待できることが
わかった．また案内翼上やデイプューザ内の圧力変動
の周波数解析の結果により，低流量域で旋回失速セル
が存在することが示された．
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状で,ポリュート角γ＝2.6.である(γ１，は舌部先端から
とった角度０でのボリュート外周の半径)．ただし水．
流可視化装圏ではポリュート出口の半径方向幅を大き

Ｑ：圧力係数
風：全圧動力

〃：柚動力

くするためにポリュート角γ＝3.7.とした.ポリュート

〃：羽根車回転数

出口部は両者おのおの広がり角20.または15.の直線
デイブューザとしてあり，本報ではこの直線ディプュ

か圧力
Ｑ：流藪

ーザの出口を送風機出口として定義した．

γ：半径

なお可視化装置の概略は第１報(1)において示した．
流れの速度は可視化によって得られたトレーサの流跡
写真あるいはビデオ画像をディジタイザあるいは画像

、,α：周方向速度
Ⅳ：相対速度

｡：流通係数＝Ｃ､/Ｕａ

処理システムにより解析して求めた．

Ｗ：静圧上昇係数

図２は空気流実験用の案内翼の形状を示し，翼形は

り,：全圧効率

可視化用のも同じくNACA652-415を採用した.案内
翼の取付角は翼の弦線が後縁においてボリュート基礎
円の接線となす角Ｕ･として定義した.翼形の弦長は送
風機装邇では59ｍｍ(対基礎円半径比0.167)，可視化
水流装置では２９ｍｍ(同比0.187)である．また翼後縁
と舌部先端の間げきは，それぞれの装置で約３ｍｍ，

Ｕ：舌部案内翼の取付角。
O：舌部からの角度
添字

１：ディフューザ出口での状態

。：設計点,あるいは羽根車外周での状態

あるいは約２ｍｍであった．案内翼は,透明アクリル

２．実験の整理式

本実験では便宜上,大気圧を基準として定義した圧
力係数を用いて送風機内の圧力分布を整理した．すな
わち,圧力係数ＣＤは送風機内の任意の点の圧力との
とすれば0

製で滑らかに仕上げてあり，その背面と腹面には翼幅

中心線上に２個ずつの圧力タップ(ｄｌｍｍ)を設けて，

半導体圧力変換器(±50ｍｍＨ20,±l0VFSDC･１０
kHz)を使用して圧力変動を測定した．

9-:論…………………………(1)

である．ただし比は大気圧，Ｕａは羽根車の周速度で
ある．送風機による静圧上昇係数は，次式で求めた．
Ｖ=<ルーp"昨U３．･…………･……………（２）
ただし,，.｡および燐は送風機の吐出し口(大気

圧)および吸込管内の基準位麗での静圧を表している．
送風機の全圧効率恥は次の式によって定義した．
刀!＝(E』｡－Ｅ")〃・……･…………………．（３）
ただし,Ｅ鰔は吸込管の基準断面で,Ｅ”は送風機吐出
しロでの全圧分布によってそれぞれ求めた全圧動力で
あり，〃は電動機の出力側での軸動力である．
S-absc』Ｓｐａ

３．実験装置と実験方法

図１実験装匝の概略

実験は可視化装置による水流と，送風機装置による
空気流について行った．両者ともポリュート付きディ
フニーザを有し，用いた羽根車は開放形である．図１
は送腫M懲装霞でのポリュート付きデイフューザの概略
を示している．ポリュート断面は両側急拡大の<形で，
ポリュートではステーパノフ(3)に従って，周方向流速

一定を仮定し，設計流型Ｑ`＝0.167ｍｙs(10ｍ`/min｝
とした．外周端面はγ１，＝γ,･exp[Otan7]のらせん形

-205-

図２舌鬮藻内翼の形状
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の直線ディフューザ内でもはく雌が見られない．

ディフューザ内の圧力は主として空気流実験におい
て測定した.圧力タップは‘1ｍｍで，デイプューザ部
およびポリュート部に設け，送風機効率を算出するた
めにピトー静圧管を用いて吸込管および送風機出口の
断面全体にわたって速度および静圧を測定した．なお
軸動力は駆動モータの消費電力として，ディジタル式
電力叶を用いて測定した(動力伝達はＶ形ベルトを用

このように設計流斌域では案内翼を付加しない場合
でも流れは舌部周りにおいてほとんどはく離していな
い．その理由は，ポリュート内ではディフューザ流れ
をポリュートの巻上げ角γ方向へ転換する，いわゆる
ポリュートの拘束効果による．この効果芒生ずるため

には,遠心力と釣り合うだけの半径方向の圧力こう配
が必要である．実際には壁面摩擦のためにポリュート

いた)．

空気流実験は羽根車回転数〃＝20,s(円盤レイノ

内の流れはスパイラル状に乱れ,二次流れを伴う．さ

ルズ数歴d-082XlOs)で,流趣と案内翼の取付角を
種々に変えて行った．また可視化実験は流駐と羽根車
の回転数を変化して行った[Ｒｅ`＝(0.12～0.48)×1０１．

接続部で流路幅の急激な変化があるM拾にはポリュー

らに本実験装腫のようにディフューザとポリュートの

ト内で流れがはく離して逆流域が形成される．この逆
流域の規模はポリュート内における流れの周方向の運

４．実験結果と考察

ＩＭＩ蝋，あるいは流麺が増加するにつれて見掛け上減少
する．この逆流域の規模の減少には流れがスパイラル

まず可視化実験で得たディフューザおよびポリュー
ト出口部の全体にわたる流れの様子について述べる．

状になることが必要であり，それによって周方向の運

図３（ａ)，（ｂ)は舌部案内翼を付加しない場合の流

動iit供給が可能になるものと考えられる．しかしなが

れの写真であり，図４（ａ)，（ｂ)はそれらの解析によ
り，極座標格子点上について速度ベクトルを求めたも

では壁面摩擦を減少させるために前述のように周方向
速度を一定にすることにより圧力均衡を確保する(`)．

のである．

図３（ａ）あるいは図４（ａ）はほぼ識計流並の流れで
ある．デイフューザ内ではほぼ対称ならせん状をなし，
ポリュート断面内で周方向にほぼ一定の速度となって

いる．舌部の腹面と背面で流れはほぼ壁面に沿い出口

ら速度の増加は壁面摩擦の増加となるので,設計流域

図３（ｂ)あるいは図４（ｂ)はほぼ締切状態での流れ
であり’失速セルが２個存在し，そのうち１個は舌部
へ接近している状態である．図３（ｂ)，４（ｂ)より流
れはディフューザ入ロから出口へかけて急激に減衰

し，ポリュート内では失速セルに随伴する流体部分の
みが流動していて,全体的には速度は非常に小さい．
また舌部背後(あるいはポリュート出□)で流れははく
離して大きな逆流域を形成しており，舌部内側でもボ
リュート部では逆流域が存在している．

次に低流量域での舌部付近周辺の流れについて述べ
る．図５は流れの写真であり，図６(a-1)，（b-1)，に－

(ａ）⑳－０．１２

(ａ）の＝０１２

１)，（d-1)は任意の点での速度を図６(a-2)，（b-2)，
（c-2)，（d-2)は格子点ベクトルである．
図５（ａ)および図６（ａ）は案内翼を付加しない場合
のもので,失速セルが舌部に接近しつつあるときの状

態を示している.図５（ａ)，６（ａ）より，流れは舌部先
端ではく離し，背後においては逆流領域を形成してい

る．このように失速セルが存在している状態では,流
れは舌部でほとんど常にはく離しており，はく離しな
い状態は複数個の失速セルが舌部に対して,同位相ず
つ離れて位置している瞬間か.あるいは流量が相当に
大きいときである．

図５（ｂ)～(。)，あるいは図６（ｂ)～(。)は舌部に

（ｂ）の＝0.002

図３流れの様子

（ｂ）の-0.002

図４速度ベクトル

案内翼を付加した場合のものである．図５（ｂ)および
図６（ｂ)は取付角｡＝０．で，この場合失速セルの位置
にかかわらず流れは案内翼前縁からはく離し，翼の背

－２０６－
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(3-2）

夢雲言鷲
'露

－－NＭ

(ｂ）ぴ＝0.,の＝0.012

(b-1）

(b毎2）

に-1）

に-2）

:鐘蕊

(ｃ）、-50.,の＝0009

』凸已ＩＱ。。ｔ

感庁
（。）ワー５０．，の＝012

餌愚

r7列

<d-1）（d-2）

図５舌部周辺流れ(釦＝L58rps）

図６舌部周辺速度ベクトル(冗一L58rps）

面倒で大きな逆流域が形成されている．図５に)およ

を有することがわかる．図５（。)あるいは図６（。)は

び図６に）は□＝50.の場合で,失速セルが案内翼に衝

同じくひ＝50.で,流量がほぼ設計流避での状態であ

突したときの状態である．失速セルの分裂により腹面

り，比較のために示してある.図５（。)，６（。）より流

側で失速領域が見られるが,背面側やポリュート出□

れは舌部の周辺および出口の直線ディフューザ内にお

部の逆流域がかなり縮小している．このように取付角

いてわずかに逆流域を伴っている．特に舌部背後の逆

が0.＜びく50.の範囲ではひが大きくなるにつれて背

流域は図５（ａ）および図５（ｂ)のときと比較してかな

面側の逆流域は次第に縮小することが確認された．す

り縮小している．

なわち取付角が適当な大きさでは案内翼はノズル効果

－２０７－

ここでは案内翼の取付角ひと迎え角αとの関係は
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曇二三＝三三二

薑篝iii1驫讓i薑壽

（３）①＝0.002（ｂ）の-0.12

（ａ）の＝0.002（ｂ〉の＝0.12

図８半径方向速度分布［図４（ａ)，（ｂ)に対応］

図７円周方向速度分布［図４（ａ)，（ｂ)に対応］

田Ⅱ

図１を参照して次式(4)に示すようになる．

α＝j『/2＋６－(β＋ぴ)･….．……………………（４）
ただし６はポリュート舌部の位置からとった案内翼

〆

図９デイフューザ内の循環強さの変化

前縁までの中心角であり，ポリュート基礎円半径と翼
弦長および取付角によって決まる．βは翼前縁の位腿
での径線と流れのなす流入角である．すなわち案内翼
前縁での流れの迎え角は見掛け上６だけ増加するがⅢ
一方βとびの和に相当する分の減少があり，実質的

甲

Ｕ

▼､~~

ｏＵＤ３０「PS●・５０．

且ＵＭ

△一一一□一貫

にはＵ-50.付近で時間的平均のαはほぼ塀となる．

さて流れの観察によれば,舌部の背面側の分裂渦は

ｏＮｏｌ
●110ビ

出口部へ移動して,直線ディブューザの逆流域と混合
するときに崩壊するか,合体成長して流出する．他方
腹面では分裂渦が核となって再び失速セルを形成して
成長し,旋回を継続する．このような現象は案内翼の

⑪NOD
▲Ｎｏ４
ロ。▲

－０．４

０．１０，１５①

図１０舌部案内翼面上の圧力分布

ない場合でも同様に起こるが,失速セルの分裂はそれ

'よ羽根車領域内では半径とともに増ｶﾛし,明らかに強
制渦の特徴を示す．一方,デイプユーザ内では次第に
減少しており，流れの保有する角運動錘が壁面庫擬や
流れの混合等によって減少することがわかる．また設
計流通域と低流趣域とでは,後者のほうが減少の倒合

ほど顕著ではない．また流戯によってもその様相は異
なる．なおここで注意したいことは，既報い)で示した
ように,失速セルはボリュートを付加しない場合にも
発生し，すなわち失速セルの基本的な数はポリュート
の付加によって変わることはない．

はかなり大きくなっている．このことはデイプューザ

次に，図７（ａ)，（ｂ)は各円周上での円周方向の速

度分布を,図８（ａ)，（ｂ)は半径方向のものを，それ

内での角運動量の伝達が流量に大きく依存することを

ぞれ図４（ａ)，（ｂ)で示された速度場について示す．

意味している．

図７，８より，同一円周上での速度分布は設計流批域
ではほぼ一様であるが,低流量域ではある周期で大き
く変化していることがわかる．

図９は羽根車領域からデイフューザ出口付近に至る

任意の半径の円周上の循環強さを案内翼のない場合に

ついて,図７（ａ)，（ｂ)に基づき次式(5)により

Ｄ=ん.".｡`/､,､屡臺恩沙"･"･』8Ⅲ､､.`…(5)

求めたものである．ただしＤは半径”における無次
元循環強さ,瓜血は〃冠＝１での最大循環強さ，、“
は周方向の速度成分,また」8＝2鍬で,〃は分割数
である．図９中の○印は設計流通域,●印は極低流鼠
域での流れに対するものである．図９より循環強さ『

次に送風機実験で得られた圧力について述べる．こ
こで開放形羽根車を使用した場合の失速セルの発生条
件の一つは,低流鐡域で,羽根車の開放端と前方ケー
シング(あるいはディフューザ前方側壁)との間げきに
おけるディフューザ入口での流れの三次元性(特に旋
回せん断速度こう配)であるので｡)1本実験でも低流
麺域で失速セルが発生していることは十分に予想でき
る.図１０は｡＝50.について，案内翼の背面と腹面での
時間平均の圧力分布を流量の変化に対して示す.図１０

より腹面(No.１，２）と背面(No.３，４）との圧力差
は設計流量(6-127)付近で最小になる.流量一定での
実験によれば設計流董では，ｏを変化したときこの圧
力差は｡＝40.で最小となったが,その値は｡＝50.で
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のものとほぼ同じである．この最小圧力差を示す流通

から離脱する際には，案内翼腹面に沿う流れは逆流に

係数の値はぴが大きいほど大きくなる．また背面と腹

変わっている．このため腹面後半部では相対的に低圧

面との圧力差の最大値は｡＝50.のときが比較的小さ

部を形成することになる．この圧力変動は失速セルの

いことがわかった．すなわちこのことは舌部周辺で翼

旋回移動に伴って生じるので,少なくとも案内翼腹面

面負荷を低減する効果があるものと思われる．

全体にわたるものである．図１１(ｂ)は設計流風時にお

図１１はＵ＝50.での案内翼面上の圧力変動を無次元

けるもので,変動の強さは流遮零のときに比べて小さ

流祉がqQd＝０と１．０の場合について示す．ただし

く鞍っている．

Ｑ`は設計流量である．図11中の圧力波形No.１～４

図12は図11で示す圧力変動を周波数解析した結果

はそれぞれ舌部案内翼面上の圧力タップ(図２)での圧

である．ただし縦軸は圧力係数で示す．図１２より，低

力である・図11(ａ)は流趣零におけるもので,腹面側

流趣域では振幅の大きな低周波数の圧力変動があり，

の圧力は振幅の大きな周期的変動を伴い，背面側では

この変動の周波数は羽根車の回転数の約20～25％で

援輻はそれほど大きくない．また案内翼の前半部(Ｎｏ．

あり，失速セルの通過速度に対応している(')．

１およびNo.３）のほうが後半部(No.２およびＮｏ．

４)よりも振幅は比較的大きくなっている．

図１３は案内翼を付加しない場合のディフューザ外

周端面の圧力分布を流鐘をパラメータとして示す．図

このことは次のように考えられる．まず失速セル内

１３より圧力は流量によって大きく左右され,低流量域

の流れは羽根車の回転方向と逆向きの渦流れである．

では大気圧よりも低く，設計流量以上の高流量域では

したがって取付角がある大きさまでは,失速セルが案

大気圧以上となっている．一方設計流量域ではポリュ

内翼に近づくときの流れは,案内翼の腹面上で衝突し，
戸

○ヨズセリ０

分岐点を形成する．衝突流の一部は案内翼の前縁へ向

かい，よどみ点下流で流れは腹面に沿って後縁へ流れ

る．このときよどみ点は前半部に形成され，この部分
で一時的に高圧が発生する．これに伴いもしぴが小さ

㎡』豐垂謹襄ilJi菫i:i諄;L；

４

ければ流れは前縁付近ではく離し，逆流域を形成して

低圧変動を生じる．もしぴが適当であれば,背面側で

５１０砲

０

流れは翼面に沿って流れ,圧力変動が抑制される．さ
らに失速セルの旋回の位相が進み，失速セルが案内翼
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図１２案内翼面上の圧力変動のスペクトル
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－卜のほぼ全体にわたってわずかながら大気圧よりも

混在が考えられる.この場合の流れは,流路幅による

高いが，ボリュート出口(８＝0.または０＝360.)ではほ

制限と，ディフューザの周方向の速度成分をもつこと

ぼ大気圧に等しい.図１３において舌部前後で圧力の周

から，単独の後方ステップ流れと比較して,再付着距

方向こう配は大きく変化しており，このことは岡村の

離や逆流領域の流れの構造がかなり相違する．

図１５は設計流量時での送風機出口断面の時間平均

実験(`)でも示されている．

図１４は，案内翼を付加しない場合のポリュート断

速度分布を,案内翼を付加しない場合［図15(ａ)］と

面の圧力分布を，一例として８＝180.について示す.横

付加した場合［図15(ｂ)］について示している．図

軸ｓは片方のポリュート側面の内側縁を始点とし，

15(ａ)では断面の縦中央部に低速域がありⅡディフュ

ボリュート壁面に沿って他方の側面の内側縁へとった

ーザの内側面(V＝O>近くにいくらか逆流が存在して

距離であり，Ｌはｓの最大値である．図１４より流量

いる.､案内翼をグー５０．で取付けた場合〔図15(ｂ)］に

が大きくなるほど圧力は高く，高流量域ではディプュ

は縦中央部での回復が見られ,逆流が消滅している．

ーザ出口直後においても大気圧以上となっている．ま

すなわち案内翼は適当な取付角により，流れが側面部

たいずれの流避でもポリュート中央面に関して圧力分
前述のようなスパイラル状の流れと後方ステップ流の

叩囹

布はほぼ対称で,両側面近くで低圧部が存在しており，
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(ａ）案内風砦付加しない場合

（ｂ〕案内翼を付加した場合

図１８送風機の全圧動力の変化

図１５送BH機出口断面内の速度分布

－２１０－

低流趣域での遠`G羽根なしデイプユーザ内の流れ（第２報）
Ⅲ運農沁

より案内翼を｡＝50.で取付けた場合には,案内翼を付
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囲にわたって全圧効率は最大8％程度高くなることが

Ａ

わかる．すなわち案内翼の取付角を種々に変化した流

れの観察結果〈図４）と図１９より，ほとんど全流量域
にわたって｡＝50.付近のほうが効率は最もよく改善

Ｂ

される．

５．鯖輪

ポリュートを有する遠心羽根なしディフューザにつ
いて，舌部に案内翼を付加した場合の流れの状態とそ

4．６、８１０１１１１Ａ
ＵＱｄ

の効果を明らかにするために,水流の可視化実験およ

図１９送風機の全圧効率

び送風機実験を行い,以下の結論を得た．すなわち，
（１）適当な角度(50.)で取付けた案内翼は失速セ

や外周部へ偏流する傾向を綴和し,速度の均一化を促

ルを分裂して，ポリュート出口部の流れを整流すると

進する効果をもつ．

ともに,案内翼を含めた舌部全体における翼面負荷あ

図１６は送風機における静圧上昇係数砂の流量係数

るいは円周方向抗力の減少効果を有するものと思われ

のに対する変化を］案内翼を付加し教い場合と付加し

る．

た場合について示す．案内翼の取付角はグー50.であ

（２）舌部の内側または案内翼の腹面倒にできる分

る．図１６より両者の場合のｐの値はほぼ同程度であ

裂渦は,移動するにつれて成長し,失速セルを形成す

る．図16中の鎖線は,比較のためにｐ＝－(｡/ｔａＭ２

る一方舌部または案内翼の背面の分裂渦は出口へ流出

－１)蝿を表す．ただしβzは羽根車の羽根の出口角(＝

するか,滞留して背面の逆流域に吸収される．

25')であり，遠心ポンプを仮定し，ステーパノフに従

って蝿＝0.69とした（３）．すなわち実験値の定性的な傾

（３）本実験の範囲内で,失速セルの旋回速度は羽

根車の回転速度の約20～25％程度である．

向は上式とよく一致している．

（４）ディプューザ内の循環強さは,低流量域では

図17は無次元流還Ｑ/Qdに対する送風機の軸勵力

設計流量域に比較して,半径方向に急激に減少する．

珊の変化を示す．図１７より設計流量点および締切点

（５）案内翼を適当な取付角(約50.)で付加すると，

付近以外の広い流量域において軸動力は案内翼付加に

広い流量域にわたってボリュート舌部周辺や送風機出

よりかなり低減している．ここで軸動力〃は電動機

口部の流れはよくなり，送風機の全圧効率を最大約

の出力側での測定値であり，羽根車の軸受やベルト・

8％改善することができる．

プーリ等による損失分をすべて含めた，いわゆる全軸
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