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Combined　Convection　Heat　Transfer

　with　COnduction　and　Radiation

Motoo　FUJII，　Toshio　TOMIMURA，　and　Xing　Zhang

　　To　utilize　effectively　natural　resoureces　of　the　solar，　geothermal　and　ocean　energy，

and　to　develop　new　energy　systems　of　hydrogen　and　bioenergy，　it　is　important　to

understand　the　heat　and　mass　transfer　phenomena　in　some　elementary　equipment　con－

structing　the　system．　The　heat　transfer　in　such　equipment　is　generally　a　complicated

phenomenon　combined　with　conduction，　convection　and　radiation．　The　phenomenon

is，　therefore，　difficult　to　be　predicted　from　a　simple　combination　of　individual　type　of

heat　transfer．　Herein，　some　related　subjects　are　described　in　detail，　particularly　with

respect　to　the　studies　of　the　highly　efficient　use　of　radiative　energy　through　porous

media　and　the　natural　convection　air　cooling　of　electronic　equipment．，

は　じ　め　に

　本研究分野では，太陽，地熱，海洋等の自然エネル

ギーの効率的な利用および水素，バイオ等の新着ネル1

ギー源を利用するシステムの開発に関連した基礎的研

究を行っている。当面の課題は，これらのシステムを

構成する各種の要素機器における熱および物資移動現

象を理論的あるいは実験的に明らかにし，伝熱および

物質移動の促進と抑制すなわち制御の手法を確立する

ことである。主要な研究テーマは大別して，1）熱交

換器の高性能化に関する研究，2）超音波を利用した

熱・物質移動現象の計測と制御，3）生体を含む新機

能物質の熱輸送性質の測定，である。さらに，機器の

信頼性の向上を計る観点から，電子機器の自然対流冷

却に関する研究にも積極的に取り組んでいる。

　本稿では，特に対流とふく射あるいは伝導が共存す

る複合熱伝達に関して，1）多孔質媒体を利用したふ

く射エネルギーの有効利用，および2）電子機器の自

然空冷技術を例に，本研究分野の研究成果の一端を紹

介するとともに，その他現在進行中の研究課題の概要

を述べる。

1．多孔質ふく射変換体を設置した円管内の対流

　一ふく射複合伝熱

　工業用炉などの高温機器におけるふく射伝熱の促進

法として，空隙率の高い多孔質媒体（多孔質ふく射変

換体）を用いたガスエンタルピとふく射エネルギ間の

効果的変換方法が越後1）により提案されて以来，その

優れた伝熱特性を応用した多くの研究が行われている。

しかし，これまでの理論的研究1＞一3＞ではその変換特性

を解明することが目的であったため，ガスは非ふく射

性として取り扱われている。

　本研究では，既報1＞の解析で無視したガスのふく射

性と流路出入口からの入射ふく射を考慮して得られた

数値解析結果について検討する。また，ガスの温度分

布について数値解析と測定値の比較例を示す。
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境界条件は，X＝0でθ．＝θm。（＝1）

である。ここで，

（3）

X＝x／r，，　e．，p＝　T．，　p／　T．，，　H＝eR／　（4a　T．．4）

M＝　2NupnpApr．2／dp，　Nup　＝　hpdp／　A

ハ11～η～，ρ；rc　m，　Pλ／（4σTmo3），P＝4（・κγ。／λ）／（1～e1）r）

Re　＝＝　u．2r，／　V，　Q＝　M／　（RePr）

T．＝　rc．X，　Tp＝　rcp（X－Xl），　T．，＝　rc．ro，　Tpr＝　rc　pro

O〈＝x＄xl　：　r　＝＝　rc　．”x

　　　　　　　m
xl＄x〈一＋　x2　：　r　＝　rc　．x＋　rcp　（x－xl）

xL）：；l　xS－x，　：　T’　＝　rc．x＋　rcp（x2　mXi）　＝　rc　mX＋　rcp2

o 　　　　　XI　X2　x　Xe
Fig．　1　Physical　model

　1一一1．物理モデルと基礎方程式

　既報Pと同様に一次元の系を対象とする。物理モデ

ルを図1に示す。半径r。，長さx，の流路の入口から

κ1の位置に吸収係数κρ，厚さ．r2－xlの多孔質媒体が設

置され，吸収係数κ“、のふく射性ガスが平均流速u。、

で流れている系に，κ＝0，κ，の仮想黒体面から」。（＝

σ　T，，、。4）　！ブ、（；σ：Zi．のの入射ふく射がある場合を考え

る。基礎方程式の導出に際し，次の仮定を設ける。

（1）諸物性値，熱通過係数Kは一定で流れは一次元

定常流（2）対流とふく射伝熱が支配的で熱伝導は無

視できる（3）多孔質媒体は等価粒子直径らの微小粒

子が一一一一様に散乱したモデルで近似できる（4）ガスと

媒体はふく射に関して灰色で媒体による散乱はない

（5）ふく射の輸送は流れ方向の…次元伝搬で近似で

きる。以上から，図1に示した各領域における無次元

化した基礎方程式は次式で与えられる。

（領域1，皿でのガスのエネルギー式）

舎＋P（θ．一・…）＋2瀦・4弓（∫）一・

（領域Uでのガスと媒体のエネルギー式）

eil／li；L　＋p（e．一　o．．）　＋　Q（o．一　e，）

　　　　＋2＝f，／；4｛ll一’：’i2Q’　．　eqH（T）　＝o

　　　　　　MNR．　a　Tm

（1）

（2）

（4）

（5）

であり，Tm。はガスの入口温度，9Rは正味のふく射

熱流束，σはステファン・ボルツマン定数，np，　Ap，

／lpは等価粒子の数密度，表面積，熱伝達係数，λ，

ンはガスの熱伝導率，動粘性係数である。

　ガスのふく射性も考慮した結果，エネルギ式（1），

（2）に正味のふく射エネルギ流束Hの発散項が加

わっている点が既報1）と異なるところである。

　媒体とガスのふく射性を同時に考慮した場合のH

とその発散の表示はかなり複雑になるが4〕・51，領域ll

における式を示すと次のようになる。

　H（T）＝H＋（T）十HM（T）　（6）

H’（T）＝一
奄沿黶@［1，E，（T）＋fo　Ti　o．‘E2（r　一　r　’）dr’

　　　　＋琳θ賜θノ）EL？（・一・’）d・’］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　　　　　　1
H一（τ）＝一 pいE・（τ「τ）

　　　　＋J．ieo．4E2（T，一　T）dT，

　　　　　　T2

　　　　＋ガ2艦θ轟θμ（・一・）d・’］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

aH（T）

O　Tm，p

　　　　　1
＝　Om・　p‘一　一 dL　（loE2（T）＋．leE2（re一　r）

＋forio．4Ei（r－T’）dr’
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　　　　　＋J，12　〈in　Om‘　＋fp　Op‘）　Ei（IT　一　T’1）dT’

　　　　　＋J．．leo．4E，（T・一T）dT・］　（9）

　　　　　　T2

H＋と〃一はそれぞれX軸の正と負の向きへのふく

射熱流束である。ここで，

E．（T）　＝Joi，a”m2exp　（一　T／i“）d，ct　（n＝1，　2，　3）

んrノ。，ノ（・Tm。4），f。．　P一・脚／（・m＋・，）

晒

　本解析では基礎方程式（1），（2），（3）を差分化

し逐次代入法により数値解を求めた。なお，式（9）

に示したようにHの発散項にはEi（1τ一丁’1）の

積分が含まれているため，τニτ’でEiが＋∞に発散

する。そこで，Chanら6）が用いた積分項の近似法を

拡張し，差分化された微小区間でE1を積分してE2

とすることにより特異点を除去した。分割数はパラ

メータに応じて変化させ，領域1，ll，㎜、をそれぞれ，

20～150，25　・一　100，20等分した。系のエネルギ・バ

ランスは，±2％以内であった。
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　1－2．結果と考察

　ここでは，ガスの吸収係数κ“、と流路入口からの入

射ふく射ゴ。←σ　T装1。4）を除く他のパラメータを2r。＝

O．3　［m］，　xi＝O．375　［m］，　xL）一xi＝12×10－3　［m］，　x，＝

O・75　［M］，　Tmo＝1173　［K］・　Too＝Tiee＝　293　［K］，　Um

；0．27［m／s］とし，媒体のら，nヵ，κρは発泡金属の

値1）を参考にして，dp＝0．86×10－3［m］，　np＝2・2×108

［m－3］，κρ＝250［M”1］とした。ガスの物性値は1173

［K］の空気の値で近似し，hpは坪内ら7）の式から求め

た。Kの値は，管外の空気の自然対流が支配的なの

で，ガス体とガス体が自然対流で熱交換する場合の

値8〕からK＝5［JV／mL’K］とした。以上から，本数値

解析で固定した無次元パラメータの値は次のようにな

る。

Xi　＝＝2・5，　X2＝2・58，　X，＝5，　O　oo＝　e．，，＝O．25

Je＝3．9＞＜10－3，　τp2ニ3，？＞1～汐＝0．05，　Re＝500

Pr＝O．7，　P＝O．114，　Nup＝2．6，　M＝7×10‘

（11）

図2に温度分布の例を示す。（a）はガスが回ふく射

性の場合であり，（b）はそのふく射性を考慮した場合

の結果である。左の図は流路内のガスの温度θm，右

の図は多孔質媒体内のガスと媒体の温度θm，θヵであ

る。参考のため，基礎方程式（1），（2），（3）でふ

く射伝熱がなく，周囲への貫流熱損失のみで温度低下

する場合の式（12）を点線で示した。

θm＝θ○〇十（1一θQQ）exp（一PX） （12）

　ガスが非ふく射性の場合，ガスはふく射伝熱に関与

しないので，領域1のθmはノ。の大きさと無関係に

式（12）で表される。」。が小さいとθmはθpより常

に高いが，一1［。が大きいと媒体が強い入射ふく射を受

けて高温になるので，領域Uの上流域ではθpがOm

より高くなり媒体からガスへの逆の熱移動が行われる。

　ガスのふく射性を考慮した場合は領域1，1皿でもふ

く射下熱が生じるので，ガスが非ふく射性の場合と著

しく異なった温度分布になる。／。が小さいとガスの

自己射出による冷却効果のため，領域1で急激に温度

低下する。しかし，ノ。が大きいとガスがそのノ。と媒

体から射出されるふく射を吸収する効果のほうが冷却
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　　　　　　　　　　　　Fig．　3　Radiative　heat　flux　distributions
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効果を上回るため，領域1でのθmは高温かつ平坦化

される。このような均一温度場の形成は加熱炉や燃焼

装置にとって好ましい条件である。媒体上流側で」。

の大きさに依らずθpがθmより高いのは，ガスが射

出するふく射とノ：。媒体が吸収し加熱されるためであ

る。

　図3は図2の温度分布で」。が小さい場合（ノ。＝

0．13，θw。＝0．6）に対応するふく射熱流束分布であり，

媒体が設置された領域llを拡大して示した。（a）はガ

スが非ふく射性の場合であり，（b）はガスのふく射性

を考慮した場合である。図の中段と下段に式（7），

（8）のH＋とH一に含まれる入射ふく射，ガスふ

く射，媒体ふく射に基づく各成分の大きさを囮，層，

因で示した。流路出口からの入射ふく射」、が非常に

小さいので，HTの図に入射ふく射成分は見掛け上現

れない。

　ガスが非ふく射性の場合，ガスによるふく射の吸収

と射出がないので，領域1，皿のH＋，H一，　Hは一

様になる。領域HでのH＋，H一の入射ふく射成分
（國）」。E3（τ）／2，一／，E3（τe一τ）／2は，光学的厚さ

がTp　2＝3の媒体を通過したのち，もとの大きさの

約2％に低下する。H一の媒体ふく射成分個）の絶

対値は上流に向かって単調に増加する。これは上流側

ほどθが高いので媒体からのふく射射出が大きいこ
　　　p
とに加え射出されたふく射が減衰を受ける光学的距離

が短いためである。

　ガスのふく射性を考慮した場合は，H＋，　H一にガ

スふく射成分（■）が加わる。また，入射ふく射と媒

体ふく射の各成分はガスによる吸収を受けるため領域

1と㎜でも減衰し，H＝0の位置は領域1に移る。な

お1領域1，且，㎜の光学的厚さは，約0．47，3．02，

0．45である。H＋のガスふく射成分は領域1で増加す

るが，光学的に厚い領域llでほとんど減衰する。領域

㎜で再び増加するが，rc　mが小さくθmも低下してい

るので増加量は少ない。Hnのガスふく射成分は流路

出口から媒体に向かうにつれ徐々に増加し領域Hで減

衰するが，領域1では流路入口に近づくと共にθmが

高くなり減衰を受ける光学的距離も短くなるので急激

に増大する。

　ここには示していないが，」。が大きい場合のH＋，

H一の各成分の増減は／．が小さい場合の傾向とほぼ

同じである。ただし，H＋の入射ふく射成分が大きい

ため，正味のふく射熱流束Hは全領域で正になる。

　図4は図1の系と同様な流路を流れる燃焼ガス（都

市ガス）温度の測定値9）を解析結果と比較した例であ

る。実験用流路は直径0．3［m］，長さ0．75［m］，肉厚

2×10　3［m］のステンレス製の立形円筒形で入口部に

は流速平坦化のための多孔セラミック板があり，高温

ガス発生用の燃焼室の上に置かれている。多孔質媒体

には，空隙率が92～98％の発泡金属板（Ni－Cr・一・Al

合金）が使用されている。

　燃焼ガスと媒体の吸収係数rc・m，κρの見積りとか温

度測定誤差などがあるため定量的に検討するのは難し

いが，多孔質媒体から上流側ではガスの温度低下が鈍

化して高温空間が形成される傾向は，ガスのふく射性

を考慮した解析結果とよく対応している。
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e　Exp．　Data

Tmo＝1075　K
u．　＝O．56　m／s

　012　3x4　50　12　3　x4　5
（a）Re＝680　P＝8．5×10T2　（b）Re＝1250　P＝4．6xl　OT2

　　Nup＝2．7　M＝7．5×104　”Nup＝3．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルノ＝8．Ox104
　　　　　　　　　　　　　　e．．＝e．．llo．27　J．＝s．3×10－！　X7ニ2　　♪く2＝2．07　　　　　　　　　　Xe＝5
　　　　　　　　　　　　　　Pr＝bT．71　k．／Ep＝s．g×10－3Tp2＝2・58一 @NRp＝6．5xT h　O－2

　　　　　　Fig．　4　Temperature　distributions
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　1－3．結　論

　高温ガスが流れる流路内に多孔質媒体を設置した場

合の対流一ふく射複合伝熱に関して，ガスのふく射性

と流路出入口からの入射ふく射を考慮した数値解析を

行い，温度分布とふく射熱隅隅分布におよぼすそれら

の影響が極めて大きいことを明らかにした。また，ガ

スの温度分布に関する解析結果は実測値の傾向とよく

対応することを示した。

ll．分散熱源を有する垂直平行平板群の層流共存

　対流熱伝達（平板内での熱伝導の影響）

　熱源が分散して存在する平行平板間の対流熱伝達は，

電子計算機などの基板上に配列されたICパッケージ

群の冷却に関連した問題でもあり，最近数多くの研究

がなされている。柳田ら10）の層流強制対流，Incropera

ら11）の層流および乱流強制対流，中山ら12）の垂直平板

問の自然対流に関する研究では，パッケージの最高温

度を予測するために必要な熱伝達係数について検討さ

れている。また，柳田13）一15）は強制空冷されたパッ

ケージの後流の温度上昇を重ね合わせて下流側パッ

ケージの温度を予測する方法を提案している。この他，

Davalathら16／は基板群を対象とした層流強制対流，

Nicke11ら17＞は基板間および周囲とのふく射干熱を考

慮した垂直平板問の層流自然対流に関する数値計算結

果を報告している。しかし，実際にはパッケージの寸

法，配列間隔，発熱量，基板の寸法，間隔さらに強制

あるいは自然空冷など条件が多様であるため，流れを

層流に限定した場合でもパッケージの最高温度を予測

するための一般的な方法はまだ得られていない。

　電子機器の効率の良い冷却方法，すなわち電気回路

の設計と整合性のとれた熱的最適設計法を確立するた

めには，上記の種々の影響因子についてパッケrジの

最高温度との関係を定量的に明らかにする必要があり，

著者らはこのことを目的として一連の理論的，実験的

研究を行っている18）一20）。既報18）では，基板上のパ

ッケージ群を断熱の平行平板の片側に分散して配列さ

れた厚みのない熱源群で置き換えた二次元モデルにつ

いての数値解析を行い，各熱源の最高温度に及ぼす空

気流量および発熱量の影響を明かにし，浮力の影響を

も考慮して最高温度についての整理式を提案した。

　本報では，既報では無視した平板内熱伝導を考慮し

たモデルについて数値解析を行い，平板内熱伝導が各

熱源の最高温度に及ぼす影響を明らかにするとともに，

既報の整理式を平板内熱伝導がある場合について拡張

Plate

geαt
rource

　　　」

@　↓　　9　　　αλ3　　　ゐ

’暢

　q”

@q膨

レ　　リ　　≧　ぐ

o一　聯一　一　一一　一　騨　一

　　　　　　T・・ゐ堪ち

Fig．　5　Physical　model　and　coordinates　system

する方法を提案する。

t

x

o

　∬一1．物理モデル，基礎方程式および境界条件

　図5に物理モデルと座標系を示す。間隔hで置か

れた長さ1，厚さbの垂直平板群（熱伝導率λ、）上に，

一様熱流下9wで発熱する長さωの5個の厚みのない

熱源が間隔sで並んでいる場合を取り扱う。熱源ブ＝

5，1と流路出入口問の距離は1。，liである。空気（熱

伝導率福Pr＝O．7）は一様速度Um，周囲温度T。。で

流入する。平板問および周囲とのふく三巴熱は考えな

い。平板群について周期的な条件が成り立つと仮定す

ると，破線で囲んだ部分が解析の対象となる。

　基礎方程式は，外回，vに関するNavier－Stokes方

程式と空気および平板の温度Tf，　Tsに関するエネル

ギ方程式である。浮力項に現れる密度以外の物性値は

一定と仮定し，Boussinesq近似を用い，流れ関数ψと

渦度ωを導入すると無次元化した基礎式は次式となる。

　a2w　a2w　s」tt＋un5－itt一一n　（i3）
ll．r（nr｛2Stl）一一ii2T，　（一9ilt÷）　＝＝　一‘一Xl：1一“2　’一9s一［／14f

axx一一　aY’　aY’oX’　一ReZ　aY
＋荒［　a　．afl万沃『（∂x）＋8，（亀？）］（14）

8．（　a　agθプ∂y）一8，（θ．戸当）

一塩［∂（∂θ一ブOX　X　OX）＋8，（亀誓）］（15）
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　また，平板内における無次元化した熱伝導方程式は

次式となる。

　a20．　，　a20，

　　　　　　　　＝：O　（16）　　　　十
　∂沼　　　∂｝η

　境界条件は，平板の上流端面（X－0）と下流端面

（X＝L）に断熱の条件，平板と空気の境界面（y＝O，y

＝一 a，1）で温度と熱澗束の連続の条件を適用するこ

とにより，次式で与えられる。

X＝＝O，0≦y≦1：Ψ＝y，Ω＝0，グノニ0

　－Bfg　y：soia　o，／　ox＝o

X＝L，05YSII　1：W＝Wex，　fl　＝”　（）ex・　ef＝　Of・　ex

　－B：slygo：oo，／ox＝o

o〈＝x〈rL，　y＝＝oiw＝o，　fl＝一〇2w／a｝2

　　　　　0，（x，　o）　＝＝　o，（x，　o）

　　　　　一a　07ay十Ra　o，／ay

　　　　　　　　＝1（熱源部），0（非力口熱部）

o＄．xsL，　y＝1iav＝1，　n＝一a2w／apt

　　　　　Of（X・　1）　＝　Os（X，　1）　＝　Os（N・　mB）

　　　　　一a　of／ay十Ra　o，／ay－o

（17）

ここで，平板上（Y＝0，1）でのΩの値を算出する際

のΨの2階偏微分については，反復計算の各繰り返し

ごとに平板近傍のΨをyの3次式で近似して求めた。

　流出境界条件における添字”ex”は，数値計算の反

復過程で流路出口から上流側2格子点の値を外挿して

得られる値を示す。この境界条件を用いて一様熱流束

加熱された平板問での局所ヌセルト数を計算した結果

は，強制対流の場合はHeatonら21）およびNaito22＞の

解と，また自然対流の場合は宮武ら23）の解とよく一致

することを既報⊥8）で確かめている。

　　　　Table　1　Parameter　ranges

Mixed　Convection　Pr＝O．7，　Li＝1！V’＝S＝L，＝＝1，　L＝11

β＝0．1 B＝0．2 B＝一
1～6 oγ＊

1～＝1 1～＝10 1～；1 左＝10 R＝0

500 LO×166 ＊ △ ＊ ▲ ＊

1000 1．0×106 ＊ ○ ＊ ● ＊

2000 1．0×106 ＊ ▽ ＊ ▼ ＊

1000 0．5×！06 ＊ □ ＊ ■ ＊

1000 2．0×106 ＊ ◇ ＊ ◆ ＊

0．

2 0． 2 0．2

曾

　　　　　　　　　　　L」山．LL‘J　LL山山　　　L山昌」　L一．」LLL．“⊥］LmuLLLJ　LLu“一L」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／研O．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　zoi1　　　ノノ　　O　　　i　　　／　　0－0．2　　　　i　　　ノ！　　0　　　1　　　ノノ　　〔｝一〇．2

Veloci@a瑳端e識賄1農e「atu㌧瀞弼墜耐u「e

　　　　　　　　Fig．　6　Ve｝ocity　and　temperature　profiles
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o
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式（13）～（17）の無次元数は次式で定義される。

x＝・x／ゐ，y＝ッ〃，　L・・1／h，　Bニゐ／ん

u＝u／u．＝aw／ay，　v＝v／u．＝一aip／ax

θノう∫；；（7：ン1∫一Too）／（9wh／λプ）

gr一　p／（u．h），　n＝：　6v／（u．／h）　＝＝　a　v／　ax

　　　－a　u／　ay

Re＝u．2h／　Y，　Gr“　＝＝gB　g．h‘／　Afv　2，　R＝＝　A　，／　Af

（18）

　常温での平板と空気の熱伝導率の比Rは，平板が

断熱材の場合はR＝1～3程度，ベークライトの場合

はR＝13　一一　26程度，エポキシ樹脂の場合は1～＝11程

度である24）。本報ではこれらのことを考慮して，表1

に示す条件で計算を行った。なお，本表と表3に示し

た”＊”を除く各記号は，図10，12で使用する記号と

対応する。

　基礎式の差分化と計算方法は既報18）と同様，風上差

分を適用した逐次代入法によるものである。速度分布

の発達と分散熱源による流れ方向の温度変化を精度良

く計算するために，平板近傍および熱源と非加熱部の

境界域で格子間隔が密になる不等メッシュを用い，平

板の長さと間隔を，それぞれ，330，28分割した。な

お，平板の厚さは等メッシュで10分割した。数値計算

精度の目安になる流路出口でのエネルギバランスは，

表1の条件に対して±2％以内であった。

　U　一2．結果と考察

　図6にR・＝O，1，10の場合の速度分布と温度分布の

例を示す。平板はy＝O一一　一〇．2，1にあり，熱源を

“■” ﾅ示してある。平板が断熱のR＝Oの場合，平

板の裏面（y・＝一〇．2，1）側には熱が流れないので，表

面（yニ0）側に近い空気の温度上昇が顕著となる。こ

のため表面側にかたよった流れが形成される。R＝L

10では裏面側にも熱が流れる。Rが大きくなるとと

O．2

0．1

o．8

0．1

o
O．2

0，f

a）　A＝o　一：／＝’　o

　　　一一一一1／i－O．2，　1．0

b）　R＝t　．1／E　O
　　　一一一一1／＝一〇．・2，　1．0

06

C）　R＝1’O　一一＝一一：／＝’　O

　　　一一一一：　／＝一〇．2，　1，0

’一、　　　　　　　？

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ！　　　10
　　　Re＝1000　En　X＝O．5×106　Pn＝O．7　ff＝o．2

Fig．　7　Front　and　rear　surface　temperature　distribu－

　　　　tions

Air Plate Air

1吻。丑5騨・5　　　　　　　　　　　1，0　ua　O，，一〇，5．　Ohiij，7，0，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1吻0丑5騨・5

　　　　1a｝凋　　　　　　⑳〕凋　　　　　　ld沸10
　　　　／7e＝1000　Gn　X＝O．5x　lO6　Pn＝Oi7　B＝O．2

　　　Fig．　8　Profiles　of　dimensionless　heat　fluxes　in　Y－direction　H．rv
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もに空気温度の表面側と裏面側との差が少なくなり，

速度場は次第に対称な分布に近づく。

　図7に平板表面と裏面の温度θ．を実線と破線で

示す。矢印は各熱源の最高温度θ珈m。x　9＝1～5）の

位置Xj＋を表す。　R＝Oの場合，熱は裏面側に流れず，

空気の温度分布も発達していないので裏面の温度は0

である。Rが大きくなるとθ．は表面で低下し裏面

で上昇する。その結果，R＝10では各熱源のθψma、

はRニ0の場合の約1／2に低下し，非加熱部の両面の

温度はほぼ等しくなる。

40

30

ミ

20

ao

o

1　Re＝fooo　Gn　X＝b，sx　lo6　，‘？n＝o．7　B＝6．2
：

　　R＝101
1　一：／＝O
l一一一一：／＝脚0・2・1・O

NXX

＼、1、〈ご1壌　＼

　　、　　肖
　　N一／　IS　　　1．　　　　　　、’　　　　　　　、一4　　　　　　、一h　　　　　　、

　O　　　　　　　　　　　　　　　　才　　　O

Fig．　9　Nusselt　numbers　for　the　front　and　rear

　　　　surface

2．0

Open　Symbols：R＝10B：O．1
Closed　Symbols：　R＝10　B＝O．2

一一一一一一
FR＝　eEqs．（24），（25）

　図8に平板両面でのy方向の無次元熱流束鞠アの

分布を示す。実線は平板表面から空気側へ，一点鎖線

は表面から裏面側へ，破線は裏面から空気側へ向かう

熱流束である。矢印の示す値は図7に示した最高温度

点X」＋における平板表面から空気側へ向かう熱流束

H吻＋を表す。断熱平板としたR＝0では，熱源部で

H．．　＝＝　1であり非加熱部では0になる。R＝1，10の場

合，平板表面のH。wは熱源部で空気側と裏面側の二

方向に分かれるが，各位置Xでの両者の絶対値の和

は1である。R；1では表面の非加熱部で表面から空

気側に向かう熱流束が負になる部分がある。この場合

の温度分布は図6一（b）に対応し，上流側の熱源部で

加熱された空気の温度がこの部分の平板温度より高い

ためである。R＝10では，熱源部で平板め裏面側に向

かう熱駆虫の方が空気側より大きくなっている。しか

し，その熱量の一部は平板内で上流，下流方向に流れ，

表面の非加熱部から空気に伝達される。なお，全発熱

量（＝5zve．）のうち平板裏面から空気に伝達される熱

量の割合はRe，　Gr＊，　Bに依存し，　R＝1の場合は30

～41％，R＝10の場合は48～50％であった。

　図9にR　＝10の場合の平板表面と裏面での局所ヌ

セルト数Nuxを実線と破線で示す。ここで，　Nuxは，

匁

1．0

D．5

O．2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

：　1？＝10　Eqs．（2　4），（25）

　　　　　　　　ヘへ
Mixed　Convection　　、、、
　　　　　　　　　　　、、、
　Pr＝0．7　　　　　　　　　　　　、、、

　　　　　　　　　　　　　　　へ　尺，θ＝＝500，1000，2000　　　　△　　、、、、

　G〆＝0．5x106，1．Ox106，2．Ox106　　　、、、

O．1 　1　10　x＊　100
Relation　between　Y“　and　．Y“

Nux＝　1　Htell　1　／　O　w （19）

で定義した。参考のため，R；OのN”、を二点鎖線で

記入してある。矢印の示す値は最高温度唾罵＋にお

ける局所ヌセルト数N悔＋（R＝10の場合のみを示

す）を表し，図7，8に示した値との間に次式の関係

がある。

ノ〉麗》＋ @＝HWf＋／θ乙Oj，　max

Fig．　10

（20）

R＝10の場合，図7に示したようにθwは低下してい

るが，一方ではH．iも図8に示すように小さくなる

ので，式（19）で定義されるNuxはR；0の場合に比

べて若干低くなっている。平板内の熱伝導がある場合，

ewJ，　max

　　　　　　　　　　／’th　Heat　Source

Fig．11　Definition　of　Nwf　andδ　Xj＋

一　197　一

／



対流および伝導・ふく射が共存する複合熱伝達

H　の分布がわからなければNuxで整理した結果か
　エ々ア

らθwを求めることはできない。

　平板内熱伝導を無視したR＝0の場合の既報18）では，

、漏悔＋と共存対流パラメータ（Gr’／Rの考＋の関係に

及ぼすGr＊とReの影響を調べ，後述の整理式（22）

～（25）を得た。

　平板内熱伝導を考慮した本報の場合には，既報の整

理式に含まれるGr＊を最高温度点Xj＋での熱流束

注口＋を用いて定義した，

Gr＋　＝　Gr＊　H．y・＋ （21）

に置き換えることにより，N悔＋を整理できることが

わかった。R＝10の場合についてN％＋を整理した結

果を図10に示す。

　ここで，

20
十・

10

5

N．　Open　Symbols：R＝10B＝O．1
　g：’Lx　Closed　SYmbols：f？＝10B＝O．2
　　　、、、、　　　　　一一一一一一：尺＝　OEq．（26）

　　　　　N　　　　　　XN　N．　一：　R一一一10　Eq．（26）

　　　　　　　　｝itl　：N×

　　　　　　　　　　〈N　s．N

　　　　　　　　　　　o）x〈×
　　　　　　　　　　　　　　lx

子。一・

Forced　Convection

　Pr　＝　O．7

Re　＝　soo，　1000，　2000

Gr“＝　O

AX　N．
N N N N N N

　　　　　　　　　　10－3　xi＋／Re21／1710’2

Fig．　12　Relation　between　Nu」・’　and　Ki’／Re2i／i7

　　Gr＋
X＊＝＝一wiztE－2　X」＋，　Y＊＝

八TUNi＋

Xj＋＝XWf一δ　Xj＋

Gr＋O・34／ReO・26

（22）

（23）

である。鵡グ，δ邸＋は，図llに示すように，平板入

口から熱源γ’の下流端までの距離および熱源下流

端から最高温度点までの距離である。破線で示したR

＝0の場合の整理式と比べてやや低い値になっている

が，全体的な傾向はよく…致しており，R＝10の場合

の最高温度は実線の整理式で表すことができる。R＝

1の場合も同様にして整理でき，R＝O，1，10に対し次

式を得た。

Y“　＝　CIX＊一〇，34

Y＊　＝　C2x＊一〇，20

O．1〈＝X＊＄2

2〈一一X＊〈＝100

（24）

（25）

　Rの各値に対する上式の係数C1，　C2の値を表2に

示した。なお，式（24）を整理するとGr＋が相殺さ

れ，

岨ノ＋＝＝　Ci［剛／Re2’／17］一〇・34 （26）

となるので，この領域は浮力の影響がない強制対流域

Table　2　Coefficients　Ci　and　C2

　　　　　1）r＝0．7，、乙i＝レ1ノ＝3薫」Lo＝1，」L＝11

R 0 1 10

01 0．72 0．68 0．66

c2 0．65 0．62 0．60

　　　　Table　3　Parameter　ranges

Forced　Convection　Pr＝O．7，　Li一一M／＝S＝L，＝LL＝＝11

B＝0．1 β＝0．2 β＝一
R6 α＊

1～＝1 1～＝10 R；1 1～＝10 R＝0

500 0 ＊ △ ＊ ▲ ＊

1000 0 ＊ 0 ＊ ● ＊

2000 0 ＊ ▽ ＊ ▼ ＊

Table　4　Average　values　of　H，，，・’　and　6　Xy・’

　　　　　　　　Pr＝O．7，　Li＝　P’V＝S＝：L，＝1，　L＝11

β 0．1 0．2 一

R 1 10 1 10 0

H吻＋ 0．63 0．45 0．69 0．45 1

δ苓＋ 0．10 0．26 0．10 0．30 0

と考えることができる。図12は表3に示した強制対流

の条件で計算した結果を式（26）と比較した例である。

　実用的には熱源，平板および空気流量に関する条件

が与えられるのでRe，　Gr＊，濁ゴ，　B，　Rの値が計算で

きる。従って，残る二つの変数砿ゾ＋，δ　Xj＋の値が

わかれば式（20）～（25）からθψ，maxを求めることが

できる。そこで，紘ソ＋とδ　Xj＋を整理した結果，両

者は主にBとRに依存し表4を得た。表1に示した

全ての計算条件について，表2，4の値を用いて整理

式（24），（25）からθ、、ゴ，ma、を求めたところ，数値計

算結果と±5％以内で一致した。
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　皿一一3．結　　論

　基板上のパッケージ群を平板に分散配列された厚み

のない熱源群で置き換えた二次元モデルを用いて平板

内の熱伝導を考慮した数値解析を行った。以下に，主

な結論を列挙する。

（1）平板が断熱のR＝0の場合，熱源がある表面側

に近い空気の温度上昇が顕著となる。このため表面側

にかたよった流れが形成される。平板と空気の熱伝導

率比Rが大きくなるとともに空気温度の表面側と裏

面側との差が少なくなり，速度は次第に対称な分布に

近づく。

（2）熱伝導率比Rが大きくなるとともに平板表面

の温度は低下し裏面の温度は上昇する。その結果，R

＝10では各熱源の最高温度はR・＝＝Oの場合の約1／2に

低下し，非加熱部の両面の温度はほぼ等しくなる。

（3）平板内熱伝導がある場合，熱源の最高温度点

苓＋での無次元熱冷束H吻＋は平板厚さBおよび熱伝

導率比Rの値に対応して，ある一定値をとるとみな

せる。そして各熱源の最高温度θ　、ey，　ma、は，熱伝導を

無視した既報の整理式で修正グラスホフ数Gr＊をGr＋

＝・　Gr＊Hガで置き換えた式（24），（25）で表すことが

できる。表1の条件でこの整理式から予測した最高温

度は，数値計算結果と±5％以内で一致した。

　おわりに，東京工業大学工学部知能機械講座の中山

恒教授から貴重な文献をお送りいただいたことを付記

し，謝意を表する。

皿．その他の研究の概要

A）　熱交換器の高性能化について，シェルチューブ

型熱交換器を対象として，流動抵抗の低減のための合

理的管配列を求める数値解析を行っている。これは，

二次元のナビエ・ストークス方程式とエネルギー式を

直角座標および円柱座標を組み合わせたハイブリッド

格子を用いた差分法によって解くもので，独特の手法

により，群群入口から出口まで比較的小容量で短時間

に解析できる特徴を持っている。層流については既に，

碁盤目および千鳥配列管群のそれぞれについて管配列

ピッチと熱伝達および流動抵抗との関係が定量的に明

らかにされている。現在，凝縮器を模擬するために管

表面からの吸い込みを伴う管群についての解析を進め

ている。

B）代替フロンに代表される新熱媒体や生体を含む

種々の物質の熱輸送性質に関しては，新しい原理に基

づいた流体および固体の熱物性値の測定法の開発に重

点をおいた研究を進めている。微小球まわりの自由対

流熱伝達を利用した流体の熱伝導率測定法を開発し，

各種の流体の高精度の測定に成功している。この方法

は，流体を対象とした従来の測定法において最も重要

な誤差要因でありその排除に多くの努力がなされてき

た自由対流現象を，積極的に利用する新しい測定法で

ある。少量の試料を用いた短時間での測定が可能であ

り，粘性や密度の同時測定法の開発を行い，汎用装置

としての実用化をめざしている。

　物体表面を加熱したときの表面温度の非定常応答は

物体の熱物性値に依存する。この依存性を数値解析に

より厳密に求め，物体表面をふく射加熱したときの温

度応答を赤外放射温度計で測定し，結果を数値解析結

果と比較することにより，物体の熱伝導率および熱拡

散率を求めることができる。この方法は非接触，遠隔

測定法であり，この最大の特徴を生かして，生体熱物

性の非侵襲敵in　vivo測定法として応用することが可

能である。

C）　超音波の熱型学的応用に関しては，超音波を流

体中に照射したときに生ずる直進流を利用した容器内

自由対流の促進と抑制に関する研究を行っている。直

進流の解析および下向き冷却面からの自由対流の解析

を行い，これらの相互作用効果を理論的に検討してい

る。

　実験的には，水について液晶を用いた流れと温度場

の可視化を試み，さらに，LDVによる流速測定を行

っている。今後，融解・凝固過程に及ぼす超音波の影

響を明らかにし，潜熱蓄熱装置等への応用を計る。さ

らに，現有設備，機器の充実をはかり，超音波ホログ

ラフィーあるいは超音波CT法を利用した生体内温度

分布の測定装置の開発をめざしている。

D）　電子機器の冷却に関しては，上述の理論的研究

とともに，模擬パッケージが配列された平行基板群を

用いた実験的研究も進めている。一方，この分野への

応用を考慮した液滴あるいは液膜の蒸発時における

熱・物質移動現象の基礎的研究にも取り組んでいる。
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