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（よポルテックスジェネレータの形状を種々変えた系統

１．緒倉

的な実験を行ったいⅡ`１．またEdwardsらは複数個の

ボルテックスジェネレータ下流で発生した縦渦は翼

ポルテックスジェネレータの配列や組合せを変えた実

面上の乱流はく離防止`車体等の抵抗低減,熱交換器

験を行い伝熱促進にはカウンタタイプの渦列を有する

の伝熱面性能向上など工学的に輔広く適用ざれ数多く

流れ場が鰻も有効であると報告した('１.これら多くの

の研究がなされている．特に伝熱促進を目的にポルテ

研究は平板上あるいは平行平板流路内においての場合

ックスジェネレータを管内へ識慨した場合,発生した

で,円管内への縦棡の導入例はディフューザ内流れの

縦渦は十分下流まで大きな圧力損失を伴うこと厳く管

はく離抑制の観点からの場合ｍを除いて極めて少な

内の温度境界肘を効果的にかく乱せしめ管内熱伝達促

い．円管内で縦渦を発生させた場合,半径方向への速

進の有効な手段となり得ることが期待される．このこ

腰成分をもつために旗１両｜流を引き起こし,縦渦が旋回

とは管内レイノルズ数の高い領域まで商い熱的性能比

流れに砿ね合わさった流れ場となり，それらの1:沙も

がi(lbられる可iil:Ｉ？';を派唆するものである．このよう欺

含めてjlX板におけるのと異なったものとなろう．特に

珊111によりjil近ポルテックスジェネレータとして流れ

伝熱促進を目的としたものについてはほとんど見あた

に対し傾けたiMをfi熱liniに彼慨し､縦ilMlを生成させた

らなく，縦渦の形成挙鋤,持統性,縦渦と旋回流との

鋤合の伝鱗促進を行う研究が多くなされてきた''１．

干渉などの伝熱促進効果については明らかにされてい

例えば鳥居らは刷流平板境界li11中に三角翼のポルテ

ない．

ックスジェネレータを殻慨し，主渦，コーナ渦,鱗起

そこで本研究では直角三角形形状の半翼形ポルナッ

渦などの発生とそれらの熱伝達促進のようすを詳細に

クスジェネレータ(以下Ｖ､Ｇと路記)を単一で円筒内

調べている(2)1ｺ１．ダクト内流れにおいてはFiebigら

へ設職した蝋合の縦渦の発生過程,HIZWlにおける縦
渦の挙勤とそれらに伴う流れ場Ⅲ温度場の変化を明ら

・匝檎受付1998年５Ⅱ２０｢１．

かにするため流れの可視化,壁面静圧,壁iIii局所熱伝

．１正風琉球大学よ[学部(⑭1103-01靭沖柵111111u噸郡WiMi町字

達率材よび憐内速度分布の測定を行い,縦渦導入によ

ＤＢ学生11.琉球大学大学院．

る管内熱伝達特性について議論した．

千原l)．

－２２２－

円僚|ﾉﾘに縦iiwlを発生させた場合の流路内仏熱促進に関する研究

４１５３

して股慨し熱魎対に対して相対位圃を変化させること

記号

でＶ,Ｇに対する周方向角β＝0～360.の分布を測定

Ｑ,：Ｈｉﾉﾉ係数＝(Ｂ－/：.)/(p(ﾉ2/2）

した．

流れ方向速度や壁面静圧などの流勘特性のilII定には

〃：彌内篠

／：抵抗係数＝jP･(、/L)/(/J(ノリ2）

別途黄鋼製の櫛内径50ｍｍ,長さ50,100,150ｍｍの

円符ユニットを複数個製作し，それらを組合せること

ｈ愚：発逮した柵iiiの乱流熱伝還辮
阯：局所熱伝達蝿

により全長１４００ｍｍとしたものを用いた．これらの

７房：平均熱伝逮準

円符ユニットには壁而圧力測定用として‘０．５ｍｍ

の孔を全体で計66個股けてある．流れ方向速度の測

し：管の参照距離＝ＩＯＤ

ノＷ：平均ヌッセルト数＝応･ロル１

定には外径０．６ｍｍのピトー全圧管を使用した．ま

Ｍ」劇：等ポンプmll力における滑而でのヌッセルト数

た縦渦の生成過程を染料を流して観察できるように，
透明アクリルの測定部を水槽にサプマージさせた

』Ｐ：圧力損失

watertabIeを用いて可視化実験を行った．

Ｑ：流政比＝況臼/他.

本爽験に使用した渦発生体は,翼高さん＝15ｍｍ(ル

ノャB：レイノルズ数＝(ﾉ･りん
Ｒｃ"：等ポンプ､１１力における瀞iUiでのレイノルズ数

ー、/2),長さ３０ｍｍ(＝、)の半翼形Ｖ．Ｏ．で流れに対

ｒ：半径方向距離

して迎え角20.に設闘した．その概略を図２に示す．

〃：腎内平均速度

円管内に角度を有して股徴するためＶ､Ｇ,底辺は円管

Ｘ：流れ方向距離

内壁面の円弧に合せてカットしている．本実験におい

〃：熱的性能比＝ＭＭＭ（‘

てはＶ．Ｏ．翼後端を流れ方向距離Ｘ＝0ｍｍとし，Ｖ、

０：周方向速度

Ｇに対する周方向角０の向きは下流方向からＶ､Ｇ

A：流体の熱伝導率

を見て反時計回りとした．なお流動特性の測定の場合

，,：流体の動粘性係数

に使用したＭＧ・は熱伝逢測定用との管内径比に合せ

ｐ：流体の密度

て５/3倍としてある．

３．実験結果および考察

２．実験装置および実験方法

測定部の概略を図ｌに示す．作動流体の空気はノズ

３．１流れの可視化まずＶ､Ｇ､により生成した

ルを介して測定部へ流入させる．測定部である伝熱管

縦渦が円管内をどのように振る舞いながら流れていく

はベークライト製角柱を削子にし，それぞれ深さ１５

ｍｍの半円形の溝を掘ったものをはり合せることに

より内径30ｍｍの円管とした．円笹内壁には厚さ３０

Mｍのステンレスはくを接粉し,それを直流晦源によ
り熱流束一定の条件で加熱した．伝熱面温度はステン

二摩琿

レスはく製面にはんだ付けされたﾄﾞﾄﾄ76本の6701ｍ

の銅‐コンスタンタン熱電対により測定された．局所
熱伝達率は壁面温度と主流の入口温庇にilil定位鯉まで
の加熱戯と等価な温度上昇を加えたバルク温度を用い
て算出された．なおＭＧ・は十分発達した瞥内乱流熱
伝逮となっている加熱開始点より430ｍｍ下流に般
腫されている．またＭＧを周方向に１０．おきにずら
⑤■柚■唖ｎ回■剣ＦａＪＥ画迪ＴＷｎｍ凹包Ｔ

90.

】ｒ■

Fig.２Dimensiomsofvortexgenerator
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カュを明らかにする必嬰がある．他＝１８７０の場合の流

で剛み示す．この極小IMIはＶ､Ｇより発生した縦渦が

れの可視化写奨を図３に示す．作動流体として水を川

岐面に接する位倣において現れる．このＣｐ極小値の

い，上流より染料としてプルオレセインをＶ､Ｇ・先端
部，ローダミンＢをＭＧ斜辺中央部に流入させたも

現れる位侭が周方向角０を変えるとどのように変化
するかを調べると，ドZMIlj点線で示しているようにほ

のである．先端部に流入した染料がＶ､Ｇ先端を乗り
越えて，つる巻状にねじり込みながらＶ､Ｇ､背面(図３

悴内をらせん状に渦心を有しながら施'9'し流れていく

正面>に沿って流れⅢ渦心となり，その周囲を取り囲む

ことを示している．

ようにＶ．Ｏ．斜辺部を乗り越えた流れを巻き込みなが

ら主縦渦を形成する．その後渦'1ｺ心部の流れはＶ・〔;、

ぼ一定の１W合で下流に移行していく．これは蛎縦渦が

；B･３流動抵抗Ｖ・〔】・設賦による憐内流動損失
をＶ､0.-上流とスノ、＝10までの静座鑑より抵抗係数

後端部のＸ/､＝0.2近傍において局所的な逆圧力こう
配を生じ,染料が流れ方向に静止,わずかに逆流する

/の形で求めｒｅに対して蕊理した結果を図５に示

膨らんだ領域が見られた．流れは再びその領域から旋
回成分をもった状態で外側に流11'し主縦渦を形成しな

ではないが，その平均値は周方向の壁而静圧のW【均に

がら下流へと移行する．ＸＭＤ＝3近腕に麓いて主渦外
輪部は衙磯に術突気味に接し、その後縦搬は外輪部を

便川した．比較のため柵Uli流路における/;w＝03164

櫛壁に捜しながら|Ⅱ笹内を腱lljルト､【へ流れる．この
旋回準mllは問いレイノルズ数域ＮＣ＝I(１４の｣hM合にも
煙トレーサ流人によるiiJ視化(川で蝋魁されている．
３．２Ｃｐ分布Ｖ､Ｇ､を抓人した蝋合の衝内壁iiii
瀞圧が般も大きく変化する他＝62400のfli刀係数
Ｃｐ分布の流れ方向の変化を図４に示す．なお管周方
向における代表的な分布として８＝0,90180,270゜の
場合を示す．Ｃｂ分布はいずれの場合もＭＧ・設腫部
XZD＝－１～Ｏの位瞳でＶＣ・の形状抵抗による圧力
損失のため減少後,わずかに回復しその後壁面康擦の

す．本実験の場合,管内断iHiにおいてililli分布は-槻
ほぼ等しくJhFそ．そこで流Hill槻失には腿iHi静Hiの価を

〃〔γ''１`を|刺５'1』に力Ⅱえておく．／の値は/Ｈｇによら

ず１J【ぱI).１１３４と一定lifiを》jくす．柵iliiに比べて約
1.;l～Ｌ８Ｉ綱Kliの大きさであり，例えば柵失の少ない
ひねりテープをⅢいて簡内にスワールを発生させた場

合[．'が２倍以上にjUi大することを瀞慮すればＶ､Ｇ､に
よる流勘捌失は極めて小さいといえる．

３．４流れ方向局所熱伝遼率縦渦の生成および
旋回流による熱伝達の増大を,極々の庇ｅに対して設
0.1
0.08

影懸を受けてほぼ直線的に下降していく．各Ｑ分布

0.08

にはわずかではあるが極小値が現れる．その部分を円

0.04
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と思われる．しかしながらその移行徴は例えばＶ､Ｇ、
翼高さの２倍以下程度の極めて小さいもので２１１１｡',本
実験での円周を－回転以上するような壁面に沿った渦
の大きな移勤現象は円管内特有のものと考える．
81.5流れ方向等速度線図，ＣＰとハエ分布図との対
応櫛内における縦渦槻造が壁面に与える影懸をよ

の分hiを例にとり図６に示す．A錘はどの峰につい

てもｖ､Ｇ先端位腫のｘ/、＝－１から急激にjW力Ⅱし，

ｘ/〃＝3近併で極大伽をとった後減少に転じ，極小，
iIiび櫨人を繰返す周期的な分ｲＩｉとなる．蛾初の極大値
をとる位概はIiil視化に猫いてlリー(1.ライン上で三上渦
が鱗lHiと衝突する位itMにほぼ合致している．本実験で
のﾉ惣蝿ＭＩＩにおいて蛾大悩は洲ihiでの発連した乱流熱

り明確にするため渦発生直後ＸⅡ、＝0.33,円管内上流
位櫨Ｘ/､＝1.0,リ1流位髄バノ､＝9.3そして十分下流

伝達に対して約1.6～1.9倍の墹加となる．またﾉﾋﾞ巴

の位畷Ｘ、＝21.3における管内断面の流れ方向等速

が蝋大すると主流の流れ方向成分が強まるためにＶ

度線図と壁面静圧分布,局所熱伝逮率増加比分布を図

(;・ｉ１ｌＩ後の極大隙が下流側にずれてくる傾向があるも

８に示し，その特徴的な位慨の関係について比べてみ

のの，これらの雌分布はＨｃによらずほぼ相似な分

よう．

利j形状となっている．これは雌'に対し智内に苑ｆｌＬ
た縦渦の構造および流れ挙勤,壁面に与える影瀞等も
ほぼ棚似的にjW加する結果と考えられる．

度線図では流れ方向の速度を管内平均速度で除した値

ＩＭＩ述のｃｐ分:､iの場合と同様に代表的なん分布を

0.25の近傍にだ円形にひずんだ低速度域をもつ．これ

まずＸ/Ｄ＝0.33での分布について比較する．等速

で示してあるが,V.O.背面である８＝340.,Ｍ､＝

図７に示す．いずれも０＝0.の場合と同械に極大・

は主渦の速度分布を表しており，渦中心部ほど速度は

極小を繰返す周期的な分布をとる．ノセヱの極小・極大

小さくなっていき逆流領域も見られた．このことは可

値もＱと同梯に流れ力向に一定の削合で移行してい

視化における主渦の逆流領域を伴う渦中心部に対応す

く．これらのiiIi極値が現れる壁面近傍の流れ場は渦か

る．また８＝10.,管壁近傍の小さな渦を示す分布は

らの影轡を最も強く受ける場所であり．縦渦が管内を

タフトによる予徽実験よりＭＧ上流面の根本部より

らせん状に流れていくことに対応している．また極大

発生するコーナ渦であることを確認している．ここで

値は下流においてはなだらかなピークとなる．これは

周方向における境界層厚さの発達のようすを見ると，

渦強さそのものの減少に加えて旋回流との合成により

主渦外輪部が壁面に対して最も接する０＝330.付近

明確な吹下ろし位腫が現れづらくなることによる．こ

で速度こう配が最も急になっている．また０＝20～

のような両極値の移動は平板あるいは矩形ダクト内流

２１０．に境界層の厚い領域を有し，０＝210～340゜にか

れにおいてはスパン方ＩｆＩＩへの禍の移行に対応するもの

けては主渦の吹下ろし流れ部に対応し薄くなっていく
ようすがわかる．主渦吹上げ部である0-340～360゜

では壁面近傍の流体が管中央部に吹き上げられるため

3００

０００００００００００００
５０５０５０５０５０５０５
２２１１２２１１２２１１２
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境界層は厚くなる．またコーナ渦が壁面に接する８＝

10.近傍では薄くなるものの，コーナ渦径は小さくそ
の効果は極めて狭い範囲に限られる．
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次にこの分布についての圧力係数Ｑ,周方向ﾊｴ分
布の対応を考える．Ｑ分布は速度分布における壁面
近傍の速度こう配にほぼ対応し、こう配の急な場所で

は小さく，綴やかな場所では大きな分布となる．主渦
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渦心と外側との圧力差が大きいことによると思われ

る．続いて熱伝達率噌加比カヱル分布だが特に主渦吹
下ろしの影響を強く受け，０＝210～330.で1.4倍程
度増大する．吹上げ部０＝330～360゜でわずかに増大

準は小さくなるものの，コーナ渦の存在するβ＝O～
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￣印一

小６流れ方向のＬｍ１０薊,ル､0,,,Ｇm１，位置の変化

２００

流れ力Iｲﾘ局所熱隊達率の股火Ii“…獄および般小１１，
雌､,､の位慨の変化を図９に示す．比較のためljX19Ll1
コヱ

'Mfiの現ｵLる位慨は｣;流側でその位'11差が約120.ま
た1s流側でI(〕()｡を保ちながらほぼ平行に下流へと推
移している．ここでCpnMｎとん耐,xの分布を比較する

１

ﾛﾑﾉﾉ係数ｑ,の股小緬の位Irtも示す．h錘の岐大lifl,鮫

○

叩加印加印印“

には代表的なff断iWiでのAWjliij鱗iiiMME分布より得た

。

○

○

Ｎｕ＝0.Ｏ１９ＲｅC･U

100

２３４５６７８９１０ｏ
Ｒｅ

と特にＸ/、＝６以降においてよく一致するようであ

る．これはIMIが腱に股も接する点すなわち蝋近傍の速
腫こう配が股大となる場所に対応するものであろう．

Ｆｉ関.ｌ(］EnhnncemeIutofmeanNu鵠Ｃｌ上numbeTror
RcyIu《､1.＄Iuumber

A､、1,,は〃獅､Ｍ１臆の対向部に現れるのではなく約

1.3

1()I)～12()｡の位州差で現れる．これはiWlの吹｣ｽﾞがり位

1.2

搬に対応するもので,1次｣:がりによる境界１Ｗのj櫛大に

。

盾

■

￣ロＵ・

1.1

よる．またこれらｋｒｍＩⅨ,AmMのラインはほぼJrlバ行を

。

保ちながら下流へ椎移しており，本災験での測定領域

０．９

▲

■

．｡Ｉ．

内において渦径はさほど拡大していないことを恵味す

流れの発生等が起因していると考えられる．
３．７平均ヌツセルト数および熱的性能Ｖ､Ｇ

による曾内熱伝達の増大を知るためＶ､Ｇすぐ下流よ

FiR」Ｉ

０●口

界lPi内の乱れ皮の増大および渦により誘起される二次

０００

or

９８７

る．したがってii述した下流部における熱伝逮促進領
域の拡大の婆隊|は渦径の極大によるものではなく，境

５６７ＢｇｌＯ４

２３

ｆ'βＲｅ

Ｔｈｃｒｍ副Ｉｐｃｒ[ormanceandreductioE1ofnuid
Ⅱ()wundcrtheequivalel1tpumpingｐｏｗｅｒ

りＸ"〕＝10までの局所鱗伝達を周方向および流れ方

向に微分平均した管内平均熱伝達率〃垂と代表長さに

かしながらゾ'何他の大きな領域においてもほぼ〃≧１

櫛内掻Z)をとった平均ヌッセルト数Ａﾉｾｨを図１０に示

となっている．これはＭＧ､の形状抵抗は小さく，瞬

す．比較のために滑面流路の十分発達した乱流でのヌ

起された渦流れは-1.分下流まで持続し伝熱促進効果を

ッセルト数Ｍ(鰯＝０.OI9lWIL`を図示する．

上げていることに起因しよう．またＱにおいても

１Ｗのレイノルズ数に対する依存性は多少のばらつ

10～18％流駄を減じることができる．これらの場合に

きはあるものの逝淵の瀞iii流路における場合とほぼ同

ついても複数個のＶ．Ｏ．を効果的に配置することによ

じ0.8乗となる．このことは高レイノルズ数域におい

り，さらなる向上が期待できよう．

ても熱伝達の瑚大が得られることを示すものである．

4．結鶴

/ＶＷは淋耐の場合に比べ本実験におけるレイノルズ数

全域にわたって約1.2傭のlW大を示す．これは知形流

lrl僻内所鰯にＶ､Ｇ・を設脳した場合の生成された縦

路におけるEdward勝ら(`)の約1.3～Ｌ４隣墹大に比

渦の粘助，それに伴う伝熱特性,流勤損失を明らかに

べて小さいが,前述したように本実験では：IH縦澱の対

した．郷られた結果は以下のとおりである．

向部においてはその影瀞をほとんど受けないがその部

（１）円管内流路にＭＧ､を設圃した場合.生成さ

分までも積分範Ｍ１にとっているためでもある．今後円

れた主縦渦が管内をらせん状に旋回しながら下流へと

管内温度の不均一による熱Ｉ滕力除去の観点からも複数

移行する現象が,流れの可視化および静圧分布,熱伝

個のＶ・(B､を殻ifすることが蝋騏し<，その賜合櫛内

達分布より明らかにされた．
（２）渦の吹下ろし部で熱伝達促進効果は大きく，

面全体に伝熱促進効采を｣品げることが可能と瀞える．

Ｖ・(i､の伝熱促進体としての性能評Iilliの方法として

逆に吹上がD部においてその効果は鰻も小さくなる．

ポンプ11山刀一定の条件における平均ヌッセルト数/ViV

（３）伝熱促進効果は柵面に対し最大で１．９倍．

の瀞iliiにおける哨加比ヮ(＝AMVW釘)および流簸比

XMD＝10倍までの平均では1.2倍程度となる．また

Ｑ(＝ﾉ?これＶＵ３)を求めた．りは従来の伝熱促進体同様

Ｖ､Ｇ股ＩＨＩによる流HMI損失は1.3～1.8倍程度であり

/Mｿﾋﾞﾋｸの噌大に対して減少していく傾向を示す．し

極めて小さい．
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（４）伝熱促進体としての評価方法としてポンプHMI

ＩＯＭ．

カー定の蝋的性能比〃を求めた結果Ⅲワー1～Ｌ２とな
った．今後複数個のＶ､Ｇを取付けることを轍醗すれ

(dIllFiCbi鷺，Ｍ､．】(8uIl､“ｉＬＩＤ．【'11[lMilrHl，Ih1.1《.、ﾉｬｳﾞ'４．．４Ｗカ

ばさらに効率がよくなることも期待でき伝熱促進体と

（５）ZIlu.｣.Ｘ・`ＭｉＫｍ１Ｎ．'<,ａｌｌ(lri凸１.iH.Ｍ､.ノｊＩＬノノハ唖ノ

して極めて有望である．
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