
琉球大学学術リポジトリ

流路内に波形平仮をそう入した場合の熱伝達（第1報
　熱伝達促進におよぼす波形長さの影響）

言語: 

出版者: 琉球大学工学部

公開日: 2008-04-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): Convective Heat Transfer, Heat

Transfer Augmentation, Turbulence Promoter, Pressure

Drop, Sinusoidal Wave Plate, Duct Flow

作成者: 親川, 兼勇, 新里, 隆男, Oyakawa, Kenyu,

Shinzato, Takao

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/5527URL



琉歌ｊごｙ:1γＷｌ:lWj紀蕊lbili36>j、】9閑年 １

流路内Iこ波形平仮をそう入した場合の熱伝達
（魂１級jFA伝遜促巡におよ｛X-r波形長さのＭ;響）
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1．緒言 に行われるようになった。

瀞者らは流路内に乱流促進体をそう入した場合の伝

熱促進に関して．流路内に円柱列伍'，また帯板を傾斜

させるなどの穂々の形状いを千鳥状に配侭し，その配

lWfおよび形状による熱伝達率墹加比を促進体配lEfによ

る腿力掴失を考慮して明らかにした。また減路自身を

波形形状とした場合の代表的なものとして正弦波形

状'４１に関して，波催と流路幅との比を変化させた場合

について爽験的水研究を行い，伝熱促進におよぼす波

形流路の鯛の影響を明らかにした。これらと同様な伝

熱促進に関する従来の研究は既報(,)に述べたのと同じ

である。これまで乱流促進体の設腿および波形流路に

おける伝熱促進の有効性を得たが，実際の応用に関し

ては，十分な涜料とは脅えず促進体形状を極々変えた，

熱変換器lこおける強制対流場での高性能伝熱促進法

として．流路内への乱流促進体のそう入や流路自身を

波形形状としルヒゥズに外部動力を要iしない〃法で，１品

流そ･ﾘ〕１，のをかくNLさせることによ'〕熱輸送効果を陶

砂)．流蹄内ﾚﾐ熱促進をIX1る〃uiかある。流路内への乱

硫促jlf体U〕ぞ．）人卜iよび波形流蹄の使用ぱ平滑ｽﾞ〔流蹄

にjこくて，熱低iii串のjW大とIr1l1Miに大きな１１ﾐﾉＪ１ｌｌ尖を

伴うが．これは拠際の応用においてエネルギ移動に要

するポンプ動力や伝熱面積の減少といった熱エネルギ

の有効利用や材料の節約などの観点から，必ずしも熱

的性能を損うものでないことが分かり''１，最近では積

極的な人工粗さによる伝熱促進に関する研究が系統的
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＝８numにliJIじ８，M､間隔でｌ０ｌｌ間設けた。また伝熱面は

上下壁面をベークライト板にかえ，これに厚さ３０

'ｍのステンレスはく（幅l()()、町長さ２()()Omjn）を

接溌し，１１０１:流力11熱による炎面熱流束｡ｗ・定，〕桑|'|:と

した。鱸lHi職ｌＥｔｗｏのilHl定はステソレメI;[<饗Ilhjiこ

り70浬ｍの鋼一コンメタンタン熱砿対潅ハンj'1ｹけし，

熱起電力で求めた。熱電対iiij1ll定部ではほぼUmgIlll隔

とし，波形の山と谷に位置するようにした。流れ〃Iイリ

の各位瞳のiｹIii体バルク温腰th〃は流路人I:l柵腱をiMll延

し，それにiM定位砿までの伝熱Itjの総発熱蛾に相､黙す

るla度上界を加えて求め，IiiIili熱伝迷蝋ｈ､＝qw／

（ｔｗｏ－ｔｂｊを求めた。

よ')多くの資料の蓄積が必要である。

そこで本研兜では，平行平板iiii路内に正弦波形状の

薄い平板を輪中心に配慨し，乱流促進体による再付筋

およびすきま流れによる熱伝達率の増進髭利用すると

同時に，円柱などの促進体による形状抵抗の急墹を波

形形状のjiVL板で;おきかえることにより圧刀掴失の減少

を図ることを考える。まず第】報として，正弦波形板

の波長を変えて，流路壁面熱伝述率の測定および圧力

損失の測定を行い，熱伝達特性におよぼす波長の影鞠

を明らかにし、黙的性能比について検討した。

2．実験装騒および実験方法

3．実験結果および考察糎験焼勵Ｉ上送風磯，絞り部．鑓ﾉj形断【liiU〕流路部か

らなる。良ｿj形流路の全艮ＩＬ３ＩｌＩｌ()、,，流路擶さJ1＝

20画．ＯＢＩ(１０ｍである。速度ｵdよびMAI受助走域長さは

人'二I部よりl00UI1mとし，十分放発遠流と放るよりに

人口部の上下壁面にウIumのトリプピング・ワイヤ

を投圃した。人口よりlOOOImの位賦に乱流促進体と

して正佐波形状の薄板を流路中心にそう入した。その

波形形状と，讃寸法を図ｌに示す。波形板の材料は，

波長Ｌ＝321mmでは３０/`ｍ厚さのステンレスはく．Ｌ

＝62および96ｍの場合にば70ｊｕｍ厚さのりん瀞銅と

した。iiE路｢1コ心への薄板の設腿は流路の側面を２分割

し，各叶lIiiを正弦波形状にした脚中に薄板を挟むこと

で得た。波形面の長さはＬ＝32mmで576…Ｌ＝64ｍ

で768,,Ｌ＝96,ｍで864mmであり．波形Iiiiの前・後

部に191mmのjlz行部を般什士。流体は空気を用い，代

表長さを２Ｈとした流路レイノルズ数はＲｅ＝Ｗ～

10筋の範囲である。

流れ方向の圧ﾉﾌ分布および腿力損失を知るために，

アルミニウノ､製ヒト壁lhi中央に。lL4Dmの飾圧孔を助

走および後流部(よ5OImll間隔！ｉⅢ巡柵'よ波形ﾘ)賑WiIH,

３．１壁面静圧分布

Ｐ＝４，８Ⅲ１２場合の上下鱸ihiの締圧分hiを閲２，図

:h図４に'jﾐ十・縦軸のｐェは壁面静圧，仏は大気

Ⅱ二であり横！'１lbは波形の設臘位侭からの距離である。僻

(Eはし．ずれのＰに対しても波形の凹部で流路面賦の拡

大により大きな値を示し，凸部で流路縮小により,I､さ

な値を示す分布を繰り返したから減少する。凹部およ

びIuJ部における静圧をそれぞれ逃れた線が脹力降一卜の

勾配となる。その圧力降下の勾配はＰ＝４の場合に最

も大きく，ついでＰ＝８，１２と放る。これは，流路長

さが同一の場合ピッチの小さいものほど波形数が多く

なり，損失もそれに伴って増加するのであるが,LlIと

谷の間隔が'1､さいために圧力の蝉l榎が１．分に図られな

い領域で，つぎの圧力減少が起こるためである。これ

は例えば乱流促進体を設置した場合(２１．１に，ピッチが

'1､さい程，圧力損失が増大するということと1割一の結

果である。これらの分布は流路内の平均流速Ｕがほ

ぼ18ｍ／ｓの場合であるが，流速を変化させた場合で

もその概柵は変わらない。

上．「壁の分布をみてユハよう。まず上壁の場合には

第１波形位腿での形状が上壁側に凸どなっているため

に，流速の増加によって．すぐに圧力が減少する分布

を示す。下壁面の分布は下壁面に凹となる波形形状で

あるために1/4波長位腫ほどで圧力が上昇する形とな

り，分布の鍍初の方が僅かに上昇する。とくにＰ＝４

の場合には，３～４波長までの分布は主流が十分に発

達した波形旧流れとはならず，それ以降の分布とは類

似していない。しかしながらＰ＝8,12の分布は第２波

長位騒より頚似分布をしており，流路内に円柱列を挿
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算出する

ノー（－．p/dx)Ｄｈ／（(１／２）ｐＵ２）……(1)

ここでＤｈは相当直径であり，ｐは流体の密度，Ｕは

流路内の平均速度である。流路中心に波型平板がそう

入されており，流れは波形面と平面の流路を通るので

あるが，平行平板流路内に促進体としての波型板がそ

う入されているという考えより，相当直径として２Ｈ

を選んだ。式(1)で求めた'を流路レイノルズ数Ｒｅ（＝

Ｕ・２Ｈ／〃，ここでりは流体の動粘性係数）に対応ざ

入した場合より上流域で相似的な分布となるようであ

る。

３．２抵抗係数

圧力は極大・極小値をもつ繰り返し分布となる。極

大値および極小値をそれぞれ連ねた線が圧力勾配であ

る。なお前述の各Ｐの上下壁の圧力勾配は全く同じで

あり，助走部流れは上，下流路に均一に分創される。

この圧力勾配－．Ｗ｡xを用いて抵抗係数′を次式で
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せ整理したのが図５である。前述の圧力分布の勾配か

ら分かるように，Ｐ＝４の場合に股も大きなノを示

し，Ｐ＝８，１２と続く。Ｐ＝４の場合にはＲｅに無関係

に一定値を示しておりⅢこれはピッチが小さく凹部域

に流れが十分に沿ってなく，乱流促進体をそう入した

場合の流路の抵抗係数と類似な形となっている。Ｐ＝

８．１２となると凹部流域はかなりなだらかになってい

るために王流は凹部に沿って流れるようになり，ノは

Reの増加につれて減少する。これは波形流路の流路

幅の小さいM6台のノーＲｅの関係と類似である。
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３．３局所熱伝遼率

下壁面の局所熱伝達率分布がＰ＝４，８，１２に対し

て流速を変化させiilI定された。Ｐを変えた場合の局所

熱伝達率分布の変化の様子を図６に示す。ここで助走

部域における局所熱伝達率の値も示すために，ｘは助

走部入口からの距離とした。第１波形はｘ＝1028ｍ

に位慨する。図（a)，（b)，（c）より分かるように波

形位瞳までの助走域における値はほぼ一定値を示し，

十分に発達した温度分布をしていることを裏付けて

いる。この熱伝連率川の値はＰ＝４，８，１２とｌＭﾕぽ

ｈ－４９Ｗ/㎡．Ｋで,滑面流路におけるIo1

Nu＝ＯＯ１９Ｒｅ'０……(2)

の値と一致する。いずれのＰに対しても，波形板そう

入により熱伝達率は著しく増大する。ただ熱的に十分

に発達した下流域でも僅かながらｈ”値は増大してい

る。波形板終端下流ではｈ､値は減少しⅢ助走域の値

に漸近する。Ｐが小さいＰ＝４の場合には，局所分布

Fig.７VariationinthelocaIheattransferdistribution

withpitchP（Lowerwall）

を明確に示す程の多数の熱電対が埋め込められてな

く，極大・極小が明確に表現されていない。Ｐ＝８で

は，分布に極大．極小値が表現ざれ，Ｐ＝】２でｆに一瞬
分布形状は明確となる。Ｐが変化しても分布形状には

本質的な違いはなく，Ｐ＝４の場合にも局所分布はＰ

＝ａｌ２のようになると思われる。

波形板そう入による局所熱伝達率の墹加はＰ＝４が
最も大きく，ついでＰ＝８，１２となる。これらの分布
の局所変化を波形板位腫と対応きせたものを図７に示
す。いずれの場合も凹部近傍で極小の比値を示し，

凸部近傍で般小値をとり，その下流すなわち凸部と凹
部の中間域で股大のｈ"値をとる分布となる。この分
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の可視化写真を示す。可視化写真より分かるように円

柱後部でカルマソうずなどが観察され，波形平板をそ

う入した場合とは異なる流れをしているが，瀧路が拡

大・繍小を繰り返すという点で両者は一致する。Ｆ＝

Ｏの場合には円柱位腫が波形平板に対応し，２円柱間

が四部に対応しよう。またＦ＝1.0となると，奇数番

号の円柱位圃が凹部に，偶数が凸部と考えられる。た

だ，これらは本実験のＰの表現ではＰ＝１６となる。

図７の凸部後方のピーク②が円柱後方のピーク②に対

応し，凹部後方のピーク③が対壁側円柱(奇数番号)位

陞におけるピーク③に対応する。ただそれらの位圏関．

係とくにピーク③の位歴が波形平板そう入の場合によ

り下流にずれるのは，円柱列の場合には円柱位風で流

Fig.９ChangeoffIowpattemwithFinthecaseof

cylinderarmng巴ｍｅｎｔ

布の様相はＰにより余り変化しないようであるがⅢ波

形面との位慨関係で鯛くると，とくに明砿な分布を示

すＰ＝８，１２については，Ｐ＝８に比べて，Ｐ＝１２の

場合の局所分布は下流位腿に対応するように思われ

る。これは波形流路内の主流が流路幅の大きさにより

壁面の波形形状と位相差をもって流れるのに対応しよ

う（６）。

つぎに局所熱伝達率分布について，促進体として円

柱列をそう入した場合との比較をしてみよう。図８に

局所鱗伝達率分布および諸記号，図９に対応する流れ
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路幅が縮小するが，波形の場合には凹部下流で流路が

縮,|､することになる。なお円柱列の伝熱促進は，円柱

を壁面に接Xifするより，すきまをもつＦ＝1.3～1.4で

鰻も良い。

流速を変化させた場合の局所熱伝達率分布をＰ＝１２

を代表例として図１０に示す。流速の墹大とともにｈ･

の股大値の大きさがより大きくなるが・全体の分布は

流速によらずほぼ相似となる。

場合には凸部からのはく離流れ，凹部再循環領域のう

ずは直接的には壁面近傍流れに影響をおよぼさず，境

界１Ｗﾄ縁の乱れ強さを増大せしめていると思われる。

Ｐ＝１２の場合には流れは凹部領域に十分に沿って流

れ,流路幅の小さい波形流路におけるレイノルズ数の

依存度を示すようである")。

３．５熱的性能此

前述のように流路内に波形板をそう入すると同じレ

イノルズ数で滑面流路に比べて，高い熱伝達率が得ら

れるが，同時に圧力損失も増大する。熟交換器の設計

目的により柧々の熱的性能評価(１１が考えられるが，こ

こではポンプ1KII刀および伝熱面IiYが-･定という条件で

波形板そう入による熱伝達率の｣帥Ⅱ比を求める。波形

板をそう入した場合のＲｅに対応する瀞iii流路のＲｅｏ

は．ポンプ鋤ルー定および伝熱画稿が一定という条件

から

Reu＝Ｒｅ(〃ﾉ｡）’/，…･･･(6)

ここで几は滑面流路における摩擦係数で

ん＝0.3164ReO￣１列..….(7)

で与えられる。このRe0における発達した滑面流路

のヌセルト数Ｎｕｏは式(2)より求まる。平均熱伝達率

の増加比ヮは

り＝ｈ/ｈ－Ｎｕ/Ｎｕｏ……(8)

で与えられる。各Ｐに対して算出したワとＲｅの関係

を図１２に示す。その値はＰ＝８の場合に段も大きく，

ついでＰ＝12,Ｐ＝４となる。Ｐ＝８，１２の場合，７

はＲｅにあまり依らず，一般的なｊ７－Ｒｅ線図の傾向

とむしろ逆の傾向となり，Ｒｅの埴加とともに僅かな

がら埴加する。Ｐ＝４の場合は従来のワーＲｅ線図と

同嫌な頗向で，Ｒｅの増加とともに減少する。それら

を各ＰについてノーＲｅ線図，およびＮｕ－Ｒｅ線図よ

り検討してみよう。抵抗係数ノおよび平均ヌセルト数

ＮｕともＰ＝４の場合が最も大きく，ついでＰ＝８，

１２であった。ただＰ＝４の場合，ノはＲｅに依らず一

定で，Ｒｅが大きくなると他のＰ＝８，１２に比べて非

常に大きな値となるが，Ｎｕの値はＰ＝８よりわずか

に12％大きいだけである。このことばりの値がＲｅの

増加とともに減少，かつ低い値となることになる。Ｐ

＝８の場合，ノはＲｅの－０４乗で減少しており，滑面

流路の-0.25乗に比べてＲｅの増加に対して減少割合

が著しく大きい。一方耐はＲｅの0.8乗で増加して

おりⅢ滑面流路のそれに等しい。そのためにヮはＲｅ

の増加とともにわずかながら増加することになる。Ｐ

３．４平均ヌセルト数

局所熱伝連率ｈ“の分布は波形入口部を除いて一ピ

ッチ間の分布の繰り返しとなる。類似な分布が得られ

る領域のｈ`分布を平均し，平均熱伝達率ｈを求め，

平均スセルト数Ｎｕ＝ｈ・２Ｈ／ｋ(ｋ：流体の熱伝櫛率）

をうる。図ⅡにＰ＝４，８．１２の場合のＮｕとＲｅとの

関係を示す。なお図に1]に発述した乱iIII柵Ilij流路の結果

Ｎｕ＝ｑＯＩ９ＲｅｑＩ１を比鮫のために示しに。Ｎｕの大き

さは局所熱伝避率ｈ，分布よりも知られるようにＰ＝４

の場合が蝋も大きく，順次Ｐ＝８，１２となる。Ｐ＝４

の場合，滑面流路に比べて約2.5倍の大きさとなる。

つぎにレイノルズ数の依存度をゑてみるとＰ＝４およ

び８は滑面流路と同じ0.8乗であり，Ｐ＝１２はそれよ

り小さく0.7乗となる。これらのＮｕとＲｅの相関はつ

ぎのとおりである。

Ｎｕ＝0.O48ReoB，（Ｐ＝４）……(3)

、＝0.043ＲｅｐＤ，（Ｐ＝８）……(4)

腕＝0.098Ｒｅ肌，，（Ｐ＝12）……(5)

レイノルズ数の依存度から考察をすると，Ｐ＝４，８の
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１．４

１．コ
■ら

１．２

１．１

１０

０９

＝CRG・：となる。Ｐ＝１２の場合には波形流路におけ

るレイノルズ数の依存性に等しい。

（４）熱伝迩墹加比ワはＰ＝８で最も大きく，レイノ

ルズ数とともに他かながら増加している。

ＯＰごｌＦ
ＡＰＣＩＩ
ｄＰＣｎ

、へ--.､瞳･ィ１－--9.--⑥－

－゜やアーム－－．６－．－

－－コ「一一一一・一・－－－，－－１，－
以上のことから促進体としての最適ピッチは他形状も

含めてＰ＝８としてよかろう。より高い熱伝達率およ

び熱的性能比をうるためには流れ方向に波形の振幅を

変化させ，すきま流れおよび再循環域の大きなスケー

ルの渦の利用を考えるべきであろう。

ＩＯＣ２４６８１０６Ｒａ

Ｆｉｇｌ２ＥｆｆｅｃｔｏｆｐｉｔｃｈＰｏＨｕｈｅａｔｔｒamsferaugmenta‐

tionratio」７

＝１２の場合は．ノーＲｅの関係はＰ＝８と同じである

が，ＮｕｌＪＩＲｅＵｉで地大するので，結果としてりはＲｅ

の噌加に対してほぼ一一瀧となる。Ｐ＝４，８，１２につい

て熱的性能比を求めたが．Ｐ＝８の場合に股も良い結

果が得られた。またＲｅが噸加してもワ≧ｌである。

これは１１卜l;をオフセットして置いた場合の蝋も大きな

ヮ値をもつＰ＝４に対応しており，波形板のそう入も

本質的には１１柱や他の形状の促進体設腿とliWじピッチ

配股で良いと解釈されよう。このことは乱流促進体と

してのピッチは侭ぼＰ＝８（円柱列のＰのとり方では

Ｐ＝４）であろう。先の円柱列の可視化結果によると，

円柱列をオフセットさせ，壁面近傍に近づけた場合に

熱伝達促進は増大する。本実験にもそれが言えよう。

すなわち波形振鯛を流れ方向に変化させ，すきま流れ，

再循環流れを禰極的に利用すべきであろう。
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4．結宮

高性能な伝蝋促進を図るために’円柱などの形状抵

抗の大きい促進体のかわりに，正弦波形状の平板をそ

う入した場合について熱伝達特性および熱的性能比の

検討を行った。得られた結果を要約するとつぎのとう

りである。

(1)抵抗係数ﾉはＰが小さいほど大きく，その変化

の様イ･もＰにより異なる。Ｐ＝４の場合にはノはＲｅ

によらず一定値を示し，平板，円柱などの促進体を侭

いた場合と繍似の変化をする。Ｐ＝８，１２の場合に

は，ＲｅＦｕ‘で減少し，瀧路幅の小さい波形流路におけ

る変化に対応している。

(2)局所熱伝遠率は円柱などの促進体股歴とほぼ同

様な分布をするが，極大値は流路鰯小による加速効

果，および凹部の再循環域の存在による主流の片寄り

流れに起因すると思われる。

（３）平均ヌセルト数はＰが小さいほど大きくⅢＰ＝

４，８の場合にはＮローＣＲｅｑｏであり！Ｐ＝１２ではＮｕ


