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広がり角の大きいディフューザの性能特性

について

山 里 栄 昭*

PerformanceCharacteristicsofWide-AngleSubsonicDiffusers

EishoYAMAZATO

AnanalysュsOfexperimentalresultsshowsthattheperformanceofthesubsonic

diffusercorrelateswiththegeometricparameters (totaldivergenceangle,area

ratio,aspectratio)andtheinletflowconditions.However,acompleteinvestigation

oftheeffectoftheseparameterondiffuserperformancewasnotcarriedout

ln thispaper,the problemsofthe flow mechanism indiffusersandthe

pcrformanceofwideangle diffusersare reviewed.Boundarylayersuction.

blowlng.VOrteXgenerators,andvanesatdiffuserinletinwideanglediffusers

forimprovingtheperfromancearediscussed,anditisindicated thattheflow

lossesindiffusersareeffectively improvedbyoneormoreofabovemethodsof

boundarylayercontrolintroducedintothediffuserflow

l ま え が き

ディフューザの性能に影響 をおよぼす因子は､形状では広が り角 と面積比であ り､長方形

断面をもつ二次元デイフユザではこれ らにアスペ クト比 (縦横比)が加わる｡流れの様子で

は､入口境界層の発達の状態､入口主流の乱れの強度､レイノルズ数､出口速度分布などと

されている｡しかしその うちでもっとも支配的な因子は広が り角 と面積比である｡そして流

れの与えられた入口状態に対 して､エネルギ損失のもっとも小さいディフューザは広が り角
1), 2)

70､面積比4二1附近のものとされている｡ しかしかような広が り角の小 さなものでは面

積比が大きくなるとディフューザ壁面が長 くな り空間の限 られた場合などでは時 として不都

合になることがある｡かような場合には広が り角の大きなディフューザが用いられ､もしも

そのエネルギ損失を許 し得る程度に小さくすることが出来れば､与えられた面積比に対 して

必要なデイフユ-ザの長さを減 じたことにな り､製作費の面でも明らかに有利である｡ しか

し実際にはこのような広が り角の大きなディフューザでは､流れの損失は大きくなるととも

にはく離 した変動の大きいもっとも予測し難い流れ となる｡これ らの流れの基本的な原因は

ディフューザ内の逆圧力こう配の流れにおける乱流境界層の発達にあるOしたがってこのこ

とは､はく離やス トールの問題 として取扱わなければならない｡これ らの問題に関してはこ
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れまで沢山の理論解析や実験的研究がなされて来たが､いまだにまだ十分解明されたとはい

えない｡乱流はく離の問題については､それに対する規準も分っていないのが現状で､広が

り角の大きいディフューザ内でのはく離やス トールの状態はほとんど流れの可視化によって

のみ実験的に求めディフューザの性能と関係づけているO

ここでは､広がり角の大きい亜音速ディフューザの性能におよぼす因子および性能改善を

行なうために用いられている境界層制御の方法などについて述べる｡

2 入口流れの状態

ディフューザの性能が入口流れの状藩によっていかに影響されるかを調べた研究は沢山あ
3)～ 7)

るが､残念なことにこれらの研究は入口流れの状態のほんの限 られた範囲のものであり､ま
8)

たディフューザの限られた形状のものに対してである｡最近､Co〇krellらによって入口境界

層の運動量厚さとディフューザのエネルギ損失とを関連づけようとしている試みは一般に不
4)

十分である｡CockrellらはWinternityとRamszによってなされた実験結果とを比較して

それ らがほとんど一致しないことを示している.一般に入口境界層厚さを増 す に は､入口

流路の長さを長くするか､入口部にスクリーンリングをおくかの二つの方法がとられ て い

る｡スクリーンリングを用いた場合には､運動量厚さが増すにつれてエネルギ損失係数も次

第に大きくなる｡一方流路を長くして運動量厚さを増した場合には､スクリーンリングを用

いた場合よりもェネ/レギ損失係数の増大の割合は小さく､ある運動量厚さ以上ではむしろ損

失係数は減少している｡結局これらのことから損失係数は､運動量厚さが非常に小さい場合

には､十分に発達した境界層のときよりも小さくなるということが明らかにされただけであ

る｡

Klineらは入口の流れを層流から十分に発達した乱流に至るまでの実験を行なった結果､
9)

デイフェ-ザの性能が流れの様子にはほとんど影響を与えないと報告しているoKlineらは

さらに広が り角 40-450 までの二次元ディフューザを用いて､ 入口流路の長さを変えて入

口流れの状態がディフューザの性能およびディフューザ内の流れの様子に与える影響を調べ

ている｡そして圧力係数は入口境界層の関数であり､境界層厚さが大きくなるにつれて圧力

係数も減少することを明らかにしている｡
10)

JonesとBinderは 正 方形断面ディフューザで､入口主流の乱れの強度の影響について調
1り

べ､乱れの強さは速度分布や流れの様子に影響を与えることを示している｡ Kalinsl.{eは 面

積比一定の円すい形デイフユ-ザで入口主流の乱れの強度の大きいものほど圧力回復効率も

大きくなることを示している｡このことはKlineらの実験によっても同様のことが示されて

いる｡

広が り角の小さいデイフユ-ザのエネルギ損失は主として摩擦損失によるものなので入口

レイノルズ数に関係するが､広が り角の大きいもので､十分に発達した乱流減では､流れは

はく離による混合損失が大きいのでレイノルズ数の影響はほとんどないように思われる｡ま

た流れの様子もレイノルズ数にはほとんど影響されないことが知られている｡

現在では､入口流れの状態が性能におよぽす影響については､まだ満足すべき結果が得ら

れていないので､この問題に関しての組諭的な研究が必要である｡
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3 流れの様子と最適圧力係数

Klineらは二次元ディフューザの一連の研究を行ない､流れの様子と性能に関しての数多
12)- 17) 12)

くの論文を発表している｡ M00re と Klineは低速水流において､染料噴射により､ディフ

ューザ内の流れを直接に観察してはく離の発生状況および逆流領域を調べて流れの様子を次

の四つの領域に分類してある｡

1)はく離のない均一な流れ

2)はく離の位置､大きさ､強さなどが時間的に変動する一時逆流領域

3)比較的流れは定常だが一方の壁面に偏流している定着逆流領域

4)ジェット流の型をしてデイフユ-ザの両広がり面よりはく離している流れ

LJrg日 代&90-st811cozR- ndgoin▼arious)oc.lions

L一 定 妄

蒜 Le f三 I

NeArlysteadyrec.reul･(mqElov

』薫きノ~.I__I----I.-
｢こく二二二三三

Ste&dyLully･deyeloped
stall

Fig.Ⅰ. (a) Sctematicdiagramscf

reglmeSOfdiffLS3rf】(,W

/C

d I

ヒ ト こ＼ ＼ ∴

bIa I--b-"A

i ＼ - ＼こ＼ ]

'､モ ＼ ＼ a

4 8 16 25

I.≠■

-- Highin】etturbu】ence

13)
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図 1はディフューザの入口流れの状態を同じにして広がり面の一定長さのディフューザに

ぉいて広がり角をいろいろ変えた時の流れの様子を上記の四つの領域に分類して示したもの

である｡ Kline らはこれらの分類図は必要な範囲にわたってのディフューザの既知のデータ

や性能を設明するのに有用であるのみならず性能の良好な広がり角の大きいディフューザの

設計に関しても非常に有用であると述べている｡図2はディフューザの広がり壁面長さに対



ユ6 山里 :広がり角の大きいディフューザの性能特性について

餌

40

30
25

20

15

10

8
6

4

-

0l

But!
a
D

tlaa
J

â
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して最大の圧力係数を有する広が り角 をいろいろな研究者の実験結果よりプロットして示し

たものであるO これ らのデータはほぼ-直線上に並び､流れの様子の領域を 示 す Mooreと

Klineの ∂-a線 をわずか上方に平行移動した直線上にあることを明らかにしている｡ここ

は､はく離のほとんど生 じない均-な流れと時間的に大きく変動する一時逆流領域との境界

で､この領域では流れは振動 を伴なった非定常な流れであることに注意すべきである｡

4 アスペクト比の影輩

18)
二次元ディフューザの圧力回復効率がアスペ クト比によって影響 されることは､藤本､古
19) 12)

屋､Klineらによって指適 されている｡ 藤本は､ 比較的広が り角の小さなディフューザで三

つの異なるアスペクト比を用いて効率の最大になる角度がそれぞれ違 うことを示 しているO

古屋は広が り角 40と60のディフューザで入口アスペ クト比 5/2-3/8による圧力係数の変
11)

化および流れの二次元性について､境界層理論との比較 をしている｡また M∞reとKlineは
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入口アスペクト比20/1-1/4の実験で､流れの状態はアスペクト比にほとんど影響されない

が効率は影響されることを示している｡
20)

筆者らは面穣比4.'1､広がり角100､300I600のデイフユ-ザを用いてアスペクト比

の性能におよぼす影響を調べ､アスペクト比が大きくなると流れの二次元性はよくなり､圧

力係数も大きくなることを明らかにしている｡また､吸込みのある二次元ディフューザでも

アスペクト比が大きくなるにつれて効率もほぼよくなっているが､各アスペクト比ごとの最

適飲込量はアスペクト比がノトさくなるにしたがって大きくなっている｡

Fig.3.EffectofaspectratioomstaticprciSSureC舵fficients

b:Thoatwidth X:Length measuEedfromthroat

}:Aspoctratio Cp:PressLueCOefficient
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Fig･4･Effectcfaspectratioonstaticpressureccefficients

図3と図4は広がり角300と600のディフューザについて静圧分布をアスペクト比をパラ

メ-タにとって示したものであるo図から分るようにいずれの場合もアスペクト比が大きく
19)

なるにしたがって圧力係数も上昇している｡これは古屋が行なった実験結果とも一致してい
る｡

5 境界層制御

入口の境界層を吸込むことに よ っ て､ディフューザ内のはく離を防ぐ方 法 は 1926年に21)
Ackeretの円すい形ディフューザの実験によってはじめてなされ､その効果のあることが示

22) 23) 24) 25)
されているoまたその後 Gratzer,Manoi,Holzhauser,古屋らによって吸込みによるディ

フューザの実験がなされ､性能改善についてかなりの成果を挙げている.Gratzerは面積比

4:1､広がり角 150-600 の円すい形ディフューザで境界層スリットを用いて実 験 を行

ない､広がり角600のディフューザで圧力回復効率を7.2%から600/.に増大することが出来

ると報告している｡図5はそれぞれの広がり角に対しての圧力回復効率の最大となる吸込流
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Fig.5. Boundary]ayercontrolConfigurationformaximum diffuserefficienc/

り: Press･∬eefficiency i: Lengthofdiffuser

q/Q:Vo】um3f]ow ratio X:Lengthmeasu･redfrom thoat

量および攻込み位置の関係を示したものである.図から分るように回復効率の最大になる吸

込流量は広がり角400の場合が最小で､これより広がり角度が大きくても､また小さくても

吸込量は増大している｡また､ディフューザ入口からの吸込みスリット位置は広がり角が大

きくなるにつれて入口に近づいている｡これは筆者 らが行なった二次元ディフューザで吸込

みスリットを用いての実験結果 とも一致している｡広がり角が大きくなると､ディフューザ

流れのはく離点も入口に近 くなるのでそれに応じた吸込みスリット位置をえらぶことが必要

である｡
24)

Holzhauserらは面積比2:1､広がり角 300と500の多孔壁よりなる円すい形デイフユ-
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ザを用いて-様な吸込みを行ない､ディフューザ内のはく離が吸込量3%一4%でとり除か

れることを報告している.またディフューザの損失係数は吹込みを行なわない広がり角100

の場合よりも小さくなることを明らかにしている｡図 6は広が り角500における全圧回復効
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率 と攻込量を入口からの無次元長さをパラメータにして示したものである｡図から分るよう

に､最′トの吸込量で効率の最大になる吸込み範囲は入口附近であり､吸込み部分が後方まで

広がるにつれて効率の最大となる吸込量は次第に大きくなっている｡
25)

最近古屋 らは､円すい形ディフューザで､入口にスリットを設けて吸込みを行ない､ディ

フューザのエネルギ損失を実験的に求め､有効な吸込量について検討している｡図 7は損失
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25)

Fig･7･ CoefficientofJossoff】ow ;versISSICtionairq.lantityq/Q

21

係数と吸込量を広がり角をパラメータとして示したものである｡吸込みによって広がり角の

大きいものでは､損失係数を著しく減少させることが出来､広がり角600の場合でも0.2以

下に減少させうることを明らかにしている｡また､吸込みによる効果は入口の境界層厚さを

ゼロにする吸込量とし､この目安としてq/0-401/Dlの値を境界層の理論式より求め､その

実験的実証を得ている.ここで馴ま主流量､軌は吸込量､Dlは ディフューザ入口直径､elは

入口の運動量厚さである｡
20).26)

古屋らはさらに吸込みによる二次元ディフューザの性能改善に関しての研究を行ない､デ

ィフューザ内の流れの様子､有効な吸込み位置や3%以上の吸込みがエネルギ損失軽減に有

効であることなどを明らかにしている｡また吸込みによる効率改善は広がり角の大きいもほ

どその効果は大きく､広がり角300､600でほぼ広がり角100の吸込みなしの値 と同じになる

ことを示している｡
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図 8は三孔ピトー管を用いて測定したディフューザ内の速度分布を示したものである｡また

図9はディフューザ入口よりかい炉灰の火粉を流して上面よりとった流線写真である｡流れ

の写真は火粉の慣性のために流れの細部を正確に示しているとはいえないが､吸込みによる

変化を定性的に表わしている｡広がり角300においては､吸込みなしの場合､流れは広がり

面の一方に強く偏流しているが､吸込畳が増加するにつれて､偏流は次第に消えて流れに対

し対称性を保つようになり､逆流領域も縮小されている｡また､広がり角60?においては､

吸込みなしの場合､流れはジェット流の型をしてディフューザの両広がり面からはく離し､

デイフェザ出口後､下流ダクトの一方の面に偏流している様子がわかる｡この場合も吸込み

によって逆流領域は縮少されるが完全にはなくならず偏流も盤分か消えずに残っていること

が分る｡
271

生井らは側壁の長さを一定にし､ 広がり角が 00-520の範囲に変えられる二次元ディフ

ューザを用いて種々の多孔壁よりなる側壁より一様な境界層吸込みを行ない､吹込 み の 状

態､吸込量を変えた場合､ディフューザ性能がどのように変るかを実験的に調べている｡

ディフューザの性能改善として､吹出しによる境界層制御を行なった研究はほとんど見当
28)

らない｡古屋らは面積比2.22:1､-定の曲率わん曲 (相当広がり角320､400､600､)よ

りなるディフューザを用いて実験を行ない､圧力回復効率を最大92%まで増加させることが

出来ると報告している｡
(29) 30)

Valentineらは面積比2:1､広がり角230の円すい形ディフューザ､Woodは面積比1.9:

1の急拡大円環ディフューザで､入口部にうず発生器をおいて流れに回転を与え､回復効率
31)

を約30%増大出来ることを報告している｡またAndresとPetersは､ディフューザの上流に

ベーンをおいて流れに回転を与え､回復効率を約15-20%高めて､回転流が効率の増大に非

常に有効であることを明らかにしている｡
12)

C∝hranとKlineらは二次元デイフユザで平らなべ-ンを用いての実験を行ない､それに

よってディフューザ内の流れの様子が改善され､300以上の広がり角で回復効率がベーンな

しのものに比べて約32%も増大出来ることを明らかにしている｡ベーンの最適形状の規準に

関しての実験もなされ､ベーンはディフューザ入口部にそれらの通路角度を約 70にして等

間隔に配列した場合がもっとも有効であると述べている｡

6 む す び

以上ディフューザの性能におよぼす因子および広がり角の大きいデイフユ-ザで性能改善

のために用いられている境界層制御の方法についてその概略を述べた0

ディフューザ内の流れの機構については､今後さらにもっとくわしい研究が必要であり､

それによってはく離の発生の規準､ス トールの状態､壁面近くの流れの様子､偏流の状態な

どが解明されれば性能改善のための最良な境界層制御が可能となるであろう｡

最後に､有用な資料を与えていただいた各引用論文の著者に心から謝意を表します｡
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