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域が存在するが，その領域の伝熱改善を図ろ必要性か

ら非円形噴流の配置が用いられる．円形噴流について

は数多くの研究I,)がなされている．円形噴流の流力

的特性は,噴流中の大規模な渦構造により支配され，

特に円形噴流についてはその渦構造の特徴が明らかに

されつつある'`１．一方,長方形などの非円形噴流につ

いてもHusainら13),豊田ら(`)によって渦構造が明ら

かにされている．非円形渦の干渉により渦の合体,渦

輪への分裂が生じ，噴流の混合を著しく促進すること

が期待される．同時にそれらの噴流の衝突熱伝達率は

増大すると考えられる．このことにより，より非円形

性の著しい十字形噴流による衝突熱伝達率は噴流群に

よる伝熱促進を考える場合の基本的な資料となろう．

＋字形噴流については豊田らIｱ)が十字形渦櫓造は自

己誘引速度により変形し,凸部は平たんに，凹部は突

出部になるスイッチング現象を起こすなど渦撒造の変

形・干渉・崩壊が激しいことを述べている．また藤田

ら(駒は種々のアスペクト比の有限長十字形噴流の平

均流れ特性を測定し，ポテンシャルコアの伸びを二次

元噴流との関係で示している．しかし．これらは自由

噴流とした場合の流動特性についての研究であり，物

体表面に衝鍵させた場合の衝突噴流の流動および伝熱

特性を含んでいない．

１．緒言

衝突噴流は岐点近傍で樹い熱伝達率が得られること

から急速な冷却・加熱システムにおける熱伝達増進手

段として．岐近その有用性が増している．高温壁の冷

却には噴流群がよく用いられ,森ら⑪)は平行二次元流

路内の－面を崗温蝿としその面に突起を付設し，対向

面より二次元噴流を当て，伝熱iiiの突起の配麗が伝熱

特性に及ぼす影辮を調べ,衝突噴流群の伝熱特性の改

善を試みた．またＯｂｏｔら⑫)は円形噴流群を噴出さ

せ．流出流が二次元および三次元流れ場となる場合に

対して噴流と流出流との干渉の程度を調べている．こ

のような噴流群は単一噴流の流れの様子とはかなり異

なったものとなるが,本質的には単一噴流の流動・伝

熱特性を維持していると思われる．衝突噴流としては

}'１形形状の１１職にIが簡便ではあるが.IMI流群はその配箇

によっては.Ｊ１:|ﾘ形IWi流とする場合も考えられる．例

えば,IHT流とIMI流との:1:渉およびIlIl流と流１１}流との二1：

渉によって川i一噴流の局所熱伝達率より低い熱伝達
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本研究は,十字形噴流を下流の平板に衝突させた場

合の衝突熱伝達特性が噴口と平板の距離に対してどの

ように変化するかを調べる．また非円形の自由噴流の

もつスイッチング現象などの特性が衝突平板上にどの

ように反映されるかを油膜法による可視化も含めて検

討し,衝突平板上でのスイッチング現験を熱伝逮率分

布,流れの可視化によりあきらかにする．さらに，赤

外線映像装圃によって瞬時の等温度分布を可視化し，

分布のひずみ，また変化の様子を明らかにすることに

より，熱伝達特性を明らかにする．

mnlの伝熱板が画一に設償されている．その伝熱板

はベークライト製でその表、iに２ｌｘ300ｍｍで厚さ

201Ｌｍのステンレスはく９枚を肛列に接務し,直流電

源で一定熱流束となるように加熱した．なお,全而で

均一な熱流来が得やすいようにステンレスはくを９枚

に分Wuした．装剛の概略を図ｌに派す．鱗ikiiW髭/“

はステンレスはく奥面に半径方向にはんだ付けされた

妙70ILmの鋼･コンスタンタン熱電対19本により測定

した．ノ､i所熱伝逮率は，壁面とUdll流の温腫雑で然流束

を除すことで求められた．周方向の熱伝達率分布は噴

口部を働突平板に対して０＝11.25.ずつk1l鱸させるこ

とで求められた．半掻および周方向分布より各ｒ/ｐ

における等熱伝遮噸ｸMil列を作成したが!それとの対

応および.､|A板上の流れが皿/〃にどのように依存する

かを,iIlI脱法によるTi｢視化を行い検討した．これらの

災験は:と/、＝１～１２の範ljiで.噴11の相1'1111〔綴りを

代表艮さとするレイノルズ数ﾉYtノー15(100～35000の

範Mlで行った．また比較的新しい技法である赤外線映

像装徴を川い,衝突平板上の温度分布の時・空間の変

化を測定した．なおその実験の際は噴口寸法を２/３に

縮小し，また伝熱板としてベークライト板に厚さ１０

ｍｍのバルサ材を重ね,その上にステンレスはくを接

瀞したものを用いた．

妃号

、：相当直径,十字形断面枇の４借をぬれぶちの

長さで除した値

A蟹：局所熱伝遮率

AI`：岐点熱伝達率

Ｍ《圏：岐点ヌッセルト数＝Ⅲ綴･〃/,ｌ

他：レイノルズ数＝【ﾉb･りん

’．：半径方向距離

Ｉ：噴口厚さ

Z｡：r方向速度

０６：噴口出口速度

ェ：噴口と平板の間の距離または噛口から測定位

圃までの距離

０：水平軸を基準にした場合の噴口回転角

』：流体の熱伝導率

〃：流体の動粘性係数

２．実験装圏および実験方法

直径200ｍｍの円管流路を一様加速の条件で６０

ｍｍに絞った後に，同内径の平行部120ｍｍの円管に

接続し、その端面に十字形噴口が設置される．噴口部

は衝突平板に対して360.回転できる．衝突平板は直

径400ｍｍのアクリル製円板のりj央部に200×300

３．実験結果および考察

３．１噴流特性長円などの非円形噴流の渦楢造

は自己齢引速度がその曲率半径に反比例することによ

り三次元変形を受け,曲率の大きい長軸側が短軸側の

前方かつ噴流中心部に移勤し，その結果優掻は減少し

短径が墹加し長短軸が入れ替わるI`)．十字形の場合に

はⅢ角部を有する渦系の自己誘引速度の形騨によって

川部からの突出は下流になるにつれて激しくなり，噴

流内部の流体は外部に噴出し,外向き突出部となり，

一万凸部は平たん部になり、元の凹凸が入れ替わるこ

とが渦ｲﾙ造の可視化より示されている(7)．噴出した噴

流がすぐ下流で平板に衝突するような場合に，上述の

ような現餓が起こるかは後述するとしてⅢここでは自

由噴流の流mll特性として熱線風速計を用いた時間平均

速度および乱れ強さの分布を十字形噴口の水平断面，

対角線断面について閉Zに示す．まず蝋ロ出口ｒ/、

＝０における耳/Ubはi1li断面ともオリフイスによる縮

流によって噛流外縁の流速が高いくら形の分布をして

いる．このくら形の分布は図１に示す噴口の長さと幅

の比で示すアスペクト比が小さいとｒ/、が小さいと

ころでロアスペクト(ＡＰ＝3)の増大とともにより下

流でみられることが灘田ら(6)によって示されている．
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本実験のＡＰ＝３では噴口近傍でみられるが,垂/、≧

１ではγ/、＝Ｏ近傍でzU/、b＞１であるものの平たん

な分布となっているのは彼らの結果によく対応してい

る．r/、＞６で両面の分布は〃/Ｕｂ＞１となっており，

この域でもポテンシャルコアが存在している．乱れ強

さは噴口出口のコア部から噴流端面における値が急墹

し，下流において卿/Ub分布の平たん部が減少すると

ともに中央部の値が増大している．０＝0,45.のそれ

らを比較すると，水平断面の平たん部は減少し,逆に

０＝45゜のほうは平たん部が増大し，前述の対角線断

面側が外部に突出するスイッチング現鹸がみられる．

３．２局所熱伝達特性Popielら('１は円形噴口形

状がベル状のノズル，シャープエッジのオリプィスの

場合の衝突熱伝達率を鯛べ噴口出口で縮流の起こるオ

リブイスのほうが岐点物質熱伝達が大きくなることな

ど,両者の述いを明らかにしている．その結果シヤー

プエッジをしたオリプィスでは職口陣さは縮流の度合

を変えロ熱伝達率に彩騨を与えることを示唆してい

る．そのため十字形噛口の厚さをノー1,2,3,4,5ｍｍ

と変えた実験を行った．噴口と平板間の距離が小さい

場合に,熱伝達率分布に多少の違いがある．工/、＝１

で［＝１ｍｍの場合に）．/、砦±２で他より大きな他を

とるが，これはfが小さいほど,縮流の程度が大きく

なるためである．ただし下流ｒ/、＝６では/の影櫻

はあまりみられなかったので以下ではノー１ｍｍの場

合の結果のみを示すことにする．まず噴口出口速度を

ＤＢ＝15～35ｍ/s(R巴＝14100～32800)と変化させた

場合のエ/、＝１および８における水平軸上の局所熱

伝逮率分布を図３（ａ)，（ｂ)に示す．ェ/、＝１では，

仏はγ/Ｄ＝2～3で高く，γ/、＝Oで低いくら形の分

布をしており，流速の増加とともにピークの位函がよ

り外側に，またＵｂ＞30ｍ/s(彫＝28100)でその値が

急激に高くなっている．ｊｒ/、＝８では，ここでもポテ

ンシャルコアは存在するが,岐点で高く半径方向に減

少する分布となる．図を示していないが毎/、≦４で，

γ/、＝2～３において半径方向の局所熱伝逮率は極小

値をもつ分布を示す．これは放射状流れの層流から乱

流への遷移によるものである．次に半径方向の局所熱

伝達率分布のエノＤによる変化を水平断面,対角線断

面について図４に示す．なお比較のために円形噴口の

場合も示した．円形オリフイスはエ/、畠２において

岐点γ/、＝Ｏとγ/Ｄ＝±1.5にピークをもつ．これ

は，慰流境界厨が乱流へ遷移することによって生じ’

十字形の場合に比べてγ/、が小さい所で起こる．下

流になると岐点で最大の熱伝達率となる分布を示す．
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なり下流まで存在すること，また非円形の渦構造によ

る乱れの増大によるものと思われる．

３．３等熱伝達率分布と流れの様子との対応半

径および周方向の局所熱伝達率により等熱伝達率分加

を求めた．等熱伝達率線図はβ＝0,1125,22.5,33.75’

45゜と職｢]部を回１１履させた場合の半径方向'．/1)－

±6.7の範MIIのA迩分ｲijより，対称点のA迄をiiliう方法

で求めた．また，流れの11J視化は酸化チタンに亜嚇に

illlを混ぜ．さらに粒子の凝固を防ぐための添加剤とし

てオレイン酸を力Ⅱえたものを汕膜として用いた．ｒ／

、＝1,2,4,6,8および'２における等熱伝達率分布と可

視化写真との比較を側５（ａ)～(ｅ)およびljW5（ｆ）に

示す．等熱伝逮率は1001150,200.250Ｗ/(ｍ製･Ｉ〈)を

示している．まず必/、－１では,峡((部では熱伝遮辮

は低いが，その川iI辺では水･州;Jよび躯iIlI断miに十字形

の１１側流が衝突したこん跡を示す術い熱医達率域が存在

し，その対角線断１mには低い鰯伝達率の谷間が存在す

る．噴流の外縁の凸部はjlzたんに，凹部は外部に突出

した流れ場をなすが，これに対応し対角線方向に外縁

部の熱伝達率の影瀞域が延びていく．この様子は可視

化写真によく現れており，中央部では噴流の衝突のた

めに織部の汕膜がはがれ，白地の－１．字形がみられ,対

角線断面には低熱伝逮率域に対応するより黒い部分が

存在する．また外縁の流れは対角線断面に突出し,噴

口の十字形の形状を４５．回転させた流れ模様を示す．

工/、＝２となると，中央部周辺の高熱伝達率域が合体

し対角線断面にわずかながら突出する．低い熱伝逮

率をしていた谷間は消え，それらも高い値を示すよう

になる．対角線断i、に突出していた所は平たんに､ま

た水平,垂直断面は逆に突出する．この場合に水平，

垂直および対角線断面における曲率が大きいために流

れの模様および諒熱伝逮率分布は八角形となる．中央

部の油膜模様の黒っぽい所が阿熱伝達率域と対応して

観察されよう．ｒ/〃＝４と下流になると，中央部は対

角線断而に高熱伝達率が延び，アンドリウスの十字形

へ変化する．一方外縁では水平,垂直方向に延びる菱

形となる．その中間部ではｒ/、＝２の場合の外側に

おける輪郭と同じとなる．流れ模様も正菱形の形状を

しておりⅢ中央部の対角線断面上は袖膜が薄くなり，

アンドリウスの十字形を呈している．Ｚ/、＝６では｢↑’

央部の水平・垂直断面方向に延びるためにほぼ四角形

の形となり，油膜模様も中央部には妓点を有している

ようにみえる．ｒ/、＝8,12となると中央領域に高い

熱伝達率域が染まり，岐点熱伝達率が高くなってく

る．また外側も円形に近く，油膜もそれに対応して['’

心が薄く’放射状に流跡が延びている．．r/、＝１２で

400

200

（】囚Ｐミニ）瞠吾
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２００

２００
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1０ ５ Ｏ
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ＦｉＨ.４Ｖa｢iationofradiaIheattransfercoeH1cient
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ポテンシャルコアはェ/、＝８まで存在すると思われ

る．十字形の場合は．まず噴口近傍毎/、＝１について

みると，０＝0゜の水平断面ではｒ/Ｄ＝±２付近に円形

と同様に遷移によるピークがみられ,肢点よりも高い

値を示す．さらにピーク値は半径方向に移動し,岐点

近傍の値が増加し始め，〃/、≧６で妓点に唯一のピー

クをもつ山形の分布となる．,＝45゜では,エ/、＝１の

分布は，γ/、＝Ｏおよび土3～４に山なりとなり，r/、

＝２でγ/、＝2近傍の熱伝達率が増大し中央部の山な

りの部分は平たん化され．その端のγ/、＝±４近傍に

わずかな極大をもつ．これは,前述の噴流の広がりが

対角線断面に移行することと対応し，凹部が自己雛引

速度の増大により内部の噴流が外部に噴出すること

と，乱れの強さの増大の影騨を受けたものである．ｒ／

、＝１の分布は０＝0゜の〃/、＝４の場合と同様と在っ

て一致しており，スイッチングが起きていることがわ

かる．分布形状はご/、≦６では大書く異なり，また岐

点の熱伝達率はr/、≦６で,円形の場合がかなり大き

くなる．ｚ/、≧８で両分布はほぼ一致するが,工/、≧

10で円形噴流の分布値よりずい分高い値となってい

る．これはポテンシャルコアが円形の場合に比べてか

－２３６－
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岐点熱伝達率は最大となり，円形噴口の場合と等熱伝

達率分布の形状および流れ模様は同じとなる．

３．４赤外線映像による等温度線図赤外線映像

装樋を用いて衝突伝熱板上の温度分布を求めた．これ

はインジウムアンチモン(InSb)を受感部として，１６０

×120個が二次元に配掻され,１/100ｓ程度の瞬間的に

伝熱板全面の温度分布を熱画像として取り込み,約1／

５２ｓのプレームタイムで処理し，温度分布を映すもの

である．平板上部に噴口があるために,赤外線カメラ

を傾斜させる必要があり，また中央部が噴口に覆われ

ているために温度分布が観察できない．中央部の温度

分布諾鮮細に観察するために，噴流が衝突するステン

レスはくの裏面に１．５ｍｍのすきまを設けて赤外線

の透過率が１に近いポリ塩化ピニリデンフィルムをは

り付け，熱散逸を除いた状態で真後ろから温度分布を

撮映した．r/、＝１の場合を図６に示す．中央部で低

温度域が岐点部を除いて水平・垂直方向に広がり，図

５のｚ/、＝１の高い熱伝達率と対応している．また

対角線方向に４個の低い熱伝逮率の小城と対応した，

商めの温度小城が観察される．外側では対角線上に低

い温度域が延び,スイッチング現象が起こっているこ

とがわかる．ただステンレスはく鹿面に空げきを作る

ので,衝突面の観測域を大きくするとはくがたわむた

め,今回は他のｒ/、についてはステンレスばくをバ

ルサ材に接着したものを用い，カメラを45.傾斜させ，

衝突平板上部から擬映した．そのために図７の垂直方

向は1/〃縮まった等温度線図となっている．線図の

温度間隔は0.05℃であり，噴口直下の低温部から半径

方向に温度が上昇している．中央部の上から延びてい

るのが,噴口取付用の流路である．ｒ/、＝1,2,4,6,8

および１２の等温度線図を図７（ａ)～(ｆ）に示す．先

の図５（ａ)～（ｆ)に対応する．r/Ｄ＝１で対角線方向

に低温度域が延び,垂直・水平軸は凹部となってい

’
㎡Ⅵ
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〃、
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季
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に）ｒ/、＝４ (。）王/〃＝６ 域の終端域で岐点熱伍達率は般大となることと‐致し

ている．これら岐点ヌッセルト数はェ/〃≦６まで，レ

イノルズ数の０．５乗に依存し，１ﾘ形や長円形の工/ｐ

≦４の範朋より下流まで延びるが,jU/Ｄ≦８ではレイ

ノルズ数の０．８乗に比例し，かつ円形・長円に比べて，

より下流で著しく大きくなる．
（ｃ）ｒ〃)＝８ （「）エノ、＝１２

Fig.７１sotherms《DfiUDfrHredimalHeS（Camerawas
incIinedby45。）

４．鯖麟

非円形の十字形噴ロからの噴流による衝突熱伝逮特

性を局所熱伝達率,油膜法による可視化,および赤外

線映像による等温度線図より検討した．得られた結果

は次のとおりである．

（１）自由噴流とした場合,r/、＞６でもｚ/“＞１

であり，円形噴流に比べてポテンシャルコア域が下流

まで延びている．また噴口すぐ下流で水平軸の速度の

一様分布領域が減少しⅢ逆に対角線方向に分布が突出

し，スイッチング現象がみられる．

（２）衝突平板上の半径方向の局所熱伝達率分布

は,水平軸のェ/、＝3～４と対角線軸の工/、＝１が類

似しており，軸のスイッチングが起こっている．

（３）流れパターンと等熱伝運鑛分布はよく対応し

ている．ｚ/、＝ｌでは中央部に十字形噛口の流跡がみ

られ,高い熱伝達率域と一致し，外縁では対角線方向

に流跡,熱伝達域が延びる．それは工/ｐの増大につ

れて中心部に及ぶ．

（４）伝熱面の真後ろから映した瞬間の温度分布は

ｪの＝１の岐点近傍の熱伝達率分布とよく対応してお

り，等熱伝達率分布が明確になった．傾斜した温度分

布も流れ場，それに対応する熱伝達率分布のェ/、の

変化をよく示している．

（５）岐点熱伝達率は円形・長円形に比べてポテン

シャルコアが延びることから，より下流まで増大し，

その値は渦檎造による乱れのために高くなる．

ろ．コア部を除いた領域ではスイッチングが起きてい

ることがわかる．凸部は平たんに凹部は突出しようと

するために,ェ/、＝２では水平・垂直が突出する形，

また対角軸が平たんとなるために1/2対角線軸が大き

く広がる八角形の分布と在る．さらにｒ/、＝４では

垂直・水平軸に突出していき，十字方向に低温度領域

力延びていくぼた中心部はわずかながら対角線上に

延びる．工/、＝6,8および'２となると線図は円形に

近くなる．また中心部の低温度域はＺ/、＝８まで存

在しており，それまではポテンシャルコアが存在する

と思われる．

３．５岐点熱伝達率岐点の繍伝逮率と噴口と平

板間の距離r/〃との関係を相当iiI径を代表長さとし

た岐点ヌッセルト数で整理し図８に示す．同じ相当直

径、＝15ｍｍの円および長円(ｌ：３)の噴口形状の場

合も示す．円形の場合,通常釘/、壽4～5で岐点熱伝

達率が最大となる．長円はそれより下流において最大

となる．十字形の場合はェ/、＝8～９で最大の岐点熱

伝達率をとるが，これは自己誘起速度の影騨であるが，
藤田らのェ/、が小さい範囲において,水平および垂

直軸上での中心向きの二次流れにより，噴流の発達が

抑制され,自由噴流でポテンシャルコアが下流に延び

ることと対応する．すなわち長円,および十字形の場

合,ポテンシャルコア領域が下流に延び,通常その領

－２３８－
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