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OntheEvaluationoftheHeatTransferCoefficient

insidetheInnerTubeofaDoubleTubeHeatExchanger

(Inthecaseofturbulentflow insidetheinnertubeandlaminarflow intheannulus)

SatoruMOMOKI*,Ji且nYU**,ShigeruKOYAMA

andTetsuFUJII

Experimentalstudiesofevaporationandcondensationofrefrigerantsinsidea

tubehaveoftenbeencarriedoutuslngadouble-tubeheatexchanger,wherethe

refrigerantflowsinsidetheinnertubeandthewaterflowscountercurrentlyinthe

surrounding annulus.To considera method ofmeasuring the heat transfer

coefficientofrefrigerantsinsidetheinnertube,theheattransfercharacteristicsofa

double-tube counterflow heatexchangerwere calculated in the case offully

developedturbulentsinglephaseflow insidetheinnertubeanddevelopinglaminar

singlephaseflow intheannulus.Basedonthecalculationresults,followingtwo

kindsofheattransfercoefficients,whichcanbemeasuredexperimentally,were

obtained.

aRl-qw/(TwlIz,L=05-TR)

aR2-qw/(Tw,m-TR)

whereqwistheaveragewallheatflux,Twi上′L=｡.5istheinnerwalltemperatureat

thecentralpositionofthetubelengh L,,TRisthereferencerefrigeranttemperature,

andTwinistheinnerwalltemperatureaveragedoverthetubelength.Thevalues

ofαRlare5to23%higherthanthevaluesofheattransfercoefficient,glVenaSa

parameterinthecalculation,duetotheaxialchangeofheattransfercharacteristics

intheannulus,whilethevaluesofaR2arenearlyequaltothevaluesinthe

calculation.Toeliminatetheinfluenceoftheheattransfercharacteristicsinthe

atnnulus,themeasurementofαR2isrecommended.IfαRlismeasured,acorrection

functionshouldbepreliminarilydetermined.
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二重管型熱交換器における内管内流体の熱伝達係数算出法

　　　　　　　　　1．諸　　言

　著者らは円管内の冷媒の蒸発・凝縮熱伝達に関する

実験的研究を伝達管の外側を熱源水が流れる二重管型

の熱交換器を用いて行っている。このような実験装置

では厳密な意味での局所熱伝達係数の測定は不可能で

あるので，環状部を適当な長さの区間に仕切り，その

区間の測定伝熱量から求めた平均熱伝達係数をその区

間中央位置における局所熱伝達係数と定義している6

ところが，実験装置の特性を確認するために，冷媒

HCFC22の液単相の管内強制対流熱伝達の実験を行

い，上述の局所熱伝達係数を求めたところ，従来用い

られているDittus－Boelteri）やGnielinski2）の式に対

して高い値が得られた。また，Dittus－Boelterの式で

は熱伝達係数はレイノルズ数の0．8乗に比例するが，

測定結果は0．89乗に比例した。これらのことは，環状

部を流れる流体の助走区間の熱伝達特性の影響による

ためと考えられる。

　本報では，二重管回向流式熱交換器に関して，内管

内を流体が単相乱流で流れ，環状部を流体が層流で流

れる場合について，それぞれの熱伝達係数を与えて，

熱交換の数値解析を行い，内管内流体の局所熱伝達係

数を実験的に求める際のその定義について考察する。
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　　　　　　記　　号

：伝熱面積［M2］・

：定圧比熱［J／（㎏・K）］

：外学内径［m］

：環状部の水力相当直径，式（1D［mコ

：肝管内径［m］

：汗管外径［m］

：質量速度［㎏／（m2・S）］

：試験区間の管軸方向長さ［mコ

：内管内壁面のヌセルト数＝αRdi／λ

：内管外壁面のヌセルト数＝αs　dh／λ

：プラントル数

：熱交換量［Wコ

：三流束［W／m2］

：内管内径で定義したレイノルズ数　＝＝　Gd、／μ

：水力相当直径で定義したレイノルズ数

＝＝Gd，／pa

：温度［K］

：質量流量［㎏／s］

：冷媒入口からの距離［m］

：熱源水入口からの距離［m］

E

a

Az
A

：グレツ数の逆数，式⑩

：熱伝達係数［W／（m2・K）コ

：差分要素の管軸方向長さ［m］

：熱伝達率［W／（m・K）］

上付き添字

（k）　　：試験区間入口（冷媒）

下付き添字

G　　：Gnielinskiの式

in　　：試験熱交換器入口

out　：試験熱交換器出口

R　　：冷媒

S　　l熱源水

W　　：内管

Wi　：内管内表面

Wo　：内外外表面

1　　：式（1）で定義した

2　　：式⑫で定義した

よりk番目の差分要素

　　　　2．液単相強制対流熱伝達の実験

　実験装置はポンプによるフロン系冷媒用強制循環テ

ストループである（詳細は文献3）参照）。

　図1に試験熱交換器の詳細を示す。試験熱交換器は

全長6mの二重管型の熱交換器で，冷媒が肝管（平熱

管）内を流れ，熱源水が内管と肝管の間の環状部を冷

媒と逆向きに流れる。内管は内径7．9mm，外径9．5

mmの銅製の平滑管，外回は内径16　mmのポリカーボ

ネイト製のブロックである。管軸方向の局所熱伝達係

数を求めるため，環状部は長は0．5m（有効伝熱長さ

0．46m）の12個の試験区間に分割されている。実験で

は，試験熱交換器出入口における冷媒の混合平均温

度，各試験区間の出入口における熱源水の混合平均温

度および冷媒の温度，各試験区間における内管外表面

温度，冷媒の質量：流量および熱源水の体積流量を測定

する。さらに，試験区間の入口および出口における冷

媒の混合平均温度TRinおよびTk。．tを試験熱交換器入

口の混合室におけるエンタルピと熱源水の温度降下よ

り求まる熱交換量に基づいて算出する。内管内表面温

度は，半径方向の一次元定常熱伝導の式に測定した内

管外表面温度及び熱交換量を代入して求める。

　局所熱伝達係数αR1は次式で定義する。

aRl　＝

Ws　CPs（Tsin　一　Tsout）

・d，L（T・・1咽・一
TRin　十　TReut

）

（1）

2
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　　図1．試験熱交換器

ここに，WS，　CPS，　Ts，τRおよびTWiは，それぞれ，熱

源水の質量流量，熱源水の定圧比熱，熱源水の混合平

均温度，冷媒の混合平均温度および内管内表面温度で

ある。4iおよび乙はそれぞれ内管内径，試験区間の有

効伝熱長さである。また，添字のin，　outおよびz／L

＝0．5は，それぞれ，試験区間の入口，出口および中央

を示す。なお，温度および流量の測定誤差より概算し

た熱伝達係数αR1の測定誤差は約11％である。

　図2は熱伝達係数αR1の測定値から算出した

Nu／PrO’4をレイノルズ数ROdiに対して示したものであ

る。測定値は，±10％以内の差異で次式で近似できる。

ノ＞Ul＝0．0116　Rg重書91）rO’4 （2）

上式（実線）は，Dittus－Boelter1）の式（一点鎖線）に

比して約15～30％，Gnielinski2）の式（二点鎖線）に比

して約15～25％高し・値を示している。なお，式（2）の

Rediの指数は0．89であるのに対して，　Dittus－Boelter

の式およびGnielinskiの式のRediの指数はそれぞれ

0．8および約0．86である。
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図3．物理モデル
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　　　　　3．物理モデルおよび計算方法

　図3は，図1（b）に示した試験区間の物理モデルを示

す。内管内を冷媒が液単相で発達した乱流の状態で流

れ（質量流量WR），環状部を熱源水が層流で発達しな

がら冷媒と逆向きに流れる（質量流量Ws）。冷媒の入

口からの距離をz，熱源水の入口からの距離をz＊で

表す。冷媒，内管，熱源水いずれの温度も管周方向に

一様であり，冷媒側の局所熱伝達係数αRは一定であ

ると仮定する。冷媒，熱源水，三管いずれも管軸方向

に対して幅△z＝0．46／40＝0，0115mの40個の差分

要素に分割する。冷媒入口からk番目の要素における

熱収支は次の諸式で表せる。

Q｛k＞　＝＝　Ws　Cps　（Ts｛k＋O・5）　一　Ts（kmO・s？） （3）

一　111　一
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Q（k）　＝＝　rt　d．Azas（k｝ i
Ts（k＋O・fi）　＋　Ts（k－e．s）

　　　　2　n　AwAz
Q（k）　．，

　　　　　ln　（　d．／di）

2

（Two（k｝　一　Twi（k））

Q｛k｝　＝　zdiAzaR（Twi（k｝　一

一Two（k）
j　（4）

TR（k＋O－5）　＋　TR（k－O．5）

Q｛k）　＝：　VVR　CpR（　TRCk＋O・5）　一　TR（k－e・s｝）

2

）

（5）

（6）

（7）

したがって，WR，　W、，αR，　Ts（k’e』5｝およびTR（k”O’5｝が与

えられると，その他の変数Q（k），Ts（k＋e’s｝，　Tw。㈹，　TWi（k）お

よびTR（k＋o’5｝を求めることができる。

　環状流路における層流助走区間の熱伝達に関して

は，Heatonら4）がプラントル数P7が0．7と10の場合に

ついて数値計算を行うている。図4は，彼らの計算結

果を熱源水の流れ方向に対して示す。z＊が0に近い領

域を除くと，Pr　＝O．7とPr＝10の両方の計算結果は

一致している。そこで，彼らの計算結果を次式で近似

した。

　　　　　　　　　　　　　　O．0186
　　　　　Nudh＝6・ll十＝一一L：：’一i：：：：：：r－r一：一一’i’．T．．．　（8）

　　　　　　　　　　　　z　十〇．OOO328

ここに，

　　　　　　　　　as　dh
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）　　　　　Nudh　＝
　　　　　　　　　　A

　　　　　　一　z’／dh
　　　　　　2＝＝　一一丁一＝，tl一一’　（10）
　　　　　　　　　Redh　Pr

　　　　　　dh　＝D一　do　（ID

　本研究では式（8）を用いて環状部の熱源水の局所熱伝

達係数をαsを求める。

60

Heaton　Redh＝437，5

　v　Pr＝O．7
　0　Pr＝10．0

　一　Eq．（8）

計算の手順を以下に述べる。

1．冷媒の入口温度TRi。　＝＝　TR（1一一〇．5）および流量VV，，熱源

　水の出口温度TSin＝Ts（1”e’5｝および流量WSを与え

　る。

2．冷媒側の局所熱伝達係数αRを与える。なお，本

　研究では，HCFC22の物性値と流量を用いて

　Gnielinskiの式より求めた値αRGを使用する。

3．冷媒入口の差分要素（k＝1）について次の計算

　を行う。

　（a）式（8）より熱源水温の局所熱伝達係数αs（k｝を計算

　　する。

　（b）式（3）～（7）より，Q（k），　Ts（k＋α5｝，　Tw。（k），τw！k）およ

　　びTR（k＋e’s｝を計算する。

4．次の要素について，すなわちkの値を一つ加え

　て，手順3．（a）および3．（b）の計算を行う。これを試

　験区間の出口（k＝40）まで行う。

最終的に，得られた各種の値を基に，式（1）で定義され

る熱伝達係数　cr　Riと次式で定義される熱伝達係数α麗

を計算する。

VVs　CPs（Tsin　一Tseut）

aR2　：

　　　嘱ム（を瞬一 TRin　十　TRout
）

（12

2

上式による定義は図1（b）の実験装置で内鼠の電気抵抗

が温度によって変化することを利用して伝熱面温度を

測定する場合を想定している。

50

　　40壱

7
Z　50
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o
o O．25　O．5

　　　Z“　（m）

図4．環状部の層流熱伝達特性

O．　75

　　　　　　　4．計算結果および考察

　図5（a）および（b）は，それぞれ冷媒の質量速度GR

が220および1500㎏／（m2s）の場合の熱源水温度Ts，内

管温度Tw。，　TWi，冷媒温度7’Rおよび熱誠束qの計算結

果を示す。内管の厚さは0．8mmと十分に薄いので，

その外表面と内表面の温度差Tw。一　TWiは，無視でき

るほど小さい。図5（a），（b）のいずれの場合も，熱源水

の入り口付近の二流束qおよび伝二面と冷媒の温度

差TWi　一　TRの値が，他の部分と比較して大きい。これ

は熱源一側の局所熱伝達係数αsが熱源水の入口付近

で急激に減少し，それ以降では一定値となることによ

る。また，この熱源水の入り口付近の熱雲束の増大

は，図5（b）の冷媒高流量の場合が顕著である。これ

は，次のように説明できる。図5（b）の場合，熱源水側

の熱伝達係数は図5（a）の場合とほぼ同じ値で，冷媒側

の熱伝達係数は図5（a）の場合に比して大きい。したが

一　112　一
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図5．温度，熱流束の流れ方向に対する変化

1，0
o

って，図5（b）の場合には，図5（a）の場合に比して，熱

交換量に及ぼす熱源水側の熱伝達特性の影響がより顕

著に現れる。

　図6は，式（1）および式⑫で定義した熱伝達係数αRi，

α・R2と計算で与えた冷媒の局所熱伝達係数αRGの比を

αRGに対して示している。式（1）で定義されるαR1は，

αRGが大きいほどα，Gよりも高い値を示し，本計算範

囲では両者の差は最大23％である。それに対して式⑫

で定義されるα・R2とαRGとの差異は3％以下である。

すなわち，図1（b）に示したような二重管型の熱交換器’

を用いた実験装置では電気抵抗法による伝油谷温度の

測定が有利である。

　図7は，冷媒の入口温度および流量と熱源水の出口

温度および流量として図2の実験データと同一の値を

与えた場合の計算によって求めたα・RlをNu／i）rO’4対

Rediでプロットしたものである。二点鎖線はGnielinski

の式，実線は実験データの整理式（2）を表す。αR1の計

算値はRediが大きくなるほど計算で用いたα。G（二点

鎖線）に対して高い値を示す。すなわち，式（1）で定義

した熱伝達係数は，Re、、が大きくなるほど環状部の熱

源水の影響を受けて実際の局所熱伝達係数：よりも

高い値を示す。なお，αRlの計算値は式（2）に対して

5～10％程度低い値を示す。この原因としては，実験

データの測定精度，計算に用いた熱源水側および冷媒

側の熱伝達係数の予測式の不確かさが考えられる。

　以上の検討から，環状部の熱伝達係数の変化の影響

により式（1）で定義した熱伝達係数は実際の熱伝達係数

と異なることがわかった。そこで，式（1）で定義した熱

伝達係数より実際の熱伝達係数を求めるために，図6
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1．0

TR，in　＝　12．4　Oc

Ts，out　＝　22．7　eC

　　　　　　　　A　　　　α貸1　ノ
　　　　．M　Gs　＝　ss　（kg／m2s）

　　　．y

．．ノ　　 G，＝・100（kg／m2・）

　　　　aR2

103

a　RG

図6．αR1およびαR2のαRGに対する変化
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図7．Ntt1に関する計算結果とRediの関係
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二重管型熱交換器における内管内流体の熱伝達係数算出法

に示す結果を最小二乗法近似し，次の補正式を作成し

た。

一E1．L’　＝＝1．o－1．17×lo－4aRi＋1．71×10－Saft；　a＄

a　Rl

図8は，式⑬で補正した熱伝達係数の測定値を

Nu／Pre’4対Rediで示したものである。補正した測定値

は補正前の測定値（図2参照）に比してGnielinskiの

式の特性により近い傾向を示す。

　　　　　　　　　5．結　　論

　図1（a）に示した二重管型熱交換器の内管内を冷媒が

液単相乱流で，環状部を水が層流で流れる場合につい

て，前者についてはGnielinskiの式，後者については

式（8）を用いて，熱交換の数値計算を行った。得られた

結果から式（1）及び式（2）を用いて内管内の局所熱伝達係

数を算出し，初めに与えたGnielinskiの式による値と

比較した。結論を要約すると次のようになる。

　L式（1）で定義される熱伝達係数は，環状部の助走区

　　間の熱伝達係数の影響のために，実際の熱伝達係

　　数よりも高い値を示す。このことが，冷媒液単相

　　の管内強制対流熱伝達の実験において，冷媒の熱

　　伝達係数の測定値が従来の式より高い値を示した

　　主な原因である。また，式（1）を用いる場合には，

　　式⑬の補正を行う必要がある。

　2．式⑫で定義される熱伝達係数は実際の熱伝達係数

　　とほぼ等しい。即ち，管壁（内面）温度の代表値

　　には白壁の体積平均温度を用いればよい。実験で
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図8．補正された局所熱伝達係数
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電気抵抗法を用いれば，それを直接的に求めるこ

とができる。
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