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１

緒

言

航空用や発電用のガスタービンの高効率高性能
化を目指して，タービン入口温度は長年にわたり
上昇し続けている．このようなタービン入口温度
の著しい上昇を可能にした主たる技術は，効果的
なタービン冷却技術（特に膜冷却）の開発である
が(例えば，図１)，同時に冷却空気量も増加して
おり，ガスタービン全体の熱効率向上が飽和状態
になっている．従って，最近では，現状レベル以
上のタービン入口温度を従来よりも大幅に少ない
冷却空気量で可能にするより進んだ冷却技術，特
に内部冷却技術の開発が強く求められている．
著者らは，上記の要請を受けて，より進んだ内
部冷却法に関する研究を行ってきた(1)(2)．特に，図

Fig. 1 Air-cooled HP turbine nozzle with
impingement cooling system inside (from RR)
Blade Outer Shell
(Target Plate)

２に示すようなインピンジ冷却とピンフィン冷却
を組み合わせた複合型インピンジ冷却構造につい
て，感温液晶を用いた実験的研究及び CFD による
数値実験を並行して実施し，冷却性能向上の可能
性を探ってきた(3)(4)(5)．その結果，複合型システム
は，従来型のインピンジ冷却と比較して，25% 〜
5 0 % 程度の通過熱量の増加の可能性が示された．
本研究では，先に行われた研究を更に推し進め，
数値実験による冷却構造の最適化に必要な内部表
面熱伝達率の取得及び冷却効率向上に結びつく物
理現象の抽出を最終的な目的とし，
それに先立ち，
使用する CFD コードの妥当性，乱流モデルの効果
などを，伝熱試験結果(6)及び可視化試験との比較
で詳細に検討している．

2.1

２
実験対象
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Fig. 2 Advanced impingement cooling system with
pins
図３に本研究で扱う冷却構造の基本形の概略図
及び数値実験での計算領域を示す．ここでの冷却
構造は，インピンジ板及び翼シェルに相当する

数値実 験方法
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Fig. 3 Schematic of the cooling system concerned
and calculation domain
ターゲット板の間にピン（直径 d , 高さ H )をはさ
み込み，インピンジ板のインピンジ孔（直径 d ）か
ら冷却空気が噴出しターゲット板に衝突し，その
後噴き出し孔（直径 d ）から流出する．ピン配置
の x 及び y 方向のピッチ（ Px , Py ）は，基本形の場
合にはそれぞれ2.5 d である．インピンジ孔及び噴
き出し孔は，x 方向にはピッチ Px ，y 方向にはピッ
チ 2 Px で，ピンと互い違いに配置されている．な
お，インピンジ板及びターゲット板の厚みは
0.375 d である．
ピン，インピンジ孔及び噴き出し孔の配置の対
称性を利用して，図に示すような計算領域を設定
した．

Equi-Spaced
Grid points

0.25d
2.2 計算手法及び計算格子
計算には有限体積法ベースの３次元流体解析
コード CFX4.4（AEA Technology）を用いた．なお，
今回の研究では流れ場を定常非圧縮流として扱っ
た．表面での熱伝達率 hの算出には次式を用いた．
qw
h=
T in − T w


c ρ ν  dT
qw = − λ air + air air t 
Prt

 dn

H

0.25d

Fig. 4 3D representations of the calculation domain
(upper) and the grid system (lower) for H/d = 1.0

(1)

乱流モデルとしては，モデルの違いによる計算
結果の差異を確認し，更に実験結果に最も近い結
果を与える乱流モデルを選定するため，CFX4.4 で
利用できる次の５種類の乱流モデルを用いた．即
ち，標準k- ε モデル(7)，低レイノルズ数型k- ε モデ
(8)
ル（Launder-Sharma）
，RNG k- ε モデル(9),k- ω モ
デル(10)，代数型応力方程式モデル(11)の５種類であ
る．

(2)

ここで，T w は壁面温度，dT dn は壁面における温度
勾配，T in , λ air ，c air , ρ air は，作動流体（ここでは
空気）のインピンジ孔入口での温度，熱伝導率，比
熱及び密度である．
また，Prt は乱流プラントル数，
ν t は渦粘性係数である．
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小格子間隔は 1.25 × 10−3 d で，y + はよどみ点近傍を
除いて 2 未満である．中間層は等間隔に格子点が
配置されており，その間隔は 0.05d である．格子点
数は基本形に対しては約 30 万点である．
2.3 境界条件
図４に示す計算領域に対する境界条件は下記の
通りである．入口面では温度 323K（= T in ）
，インピ
ンジ孔直径と平均流速 U in に基づくレイノルズ数
10 4 に対応する一様流れを与える．出口面では全
ての物理量の勾配ゼロの条件を与える．固体壁境
界では，付着条件及び等温条件（ T w =303K）を課
す．これ以外の境界面では全て対称境界条件を与
える．

2
K]

[W/m

図４には，３次元的に表示した計算領域及び計
算格子を示す．計算格子は，マルチブロック型の
構造格子である．ピン高さ（またはインピンジ板
とターゲット板とのオフセット距離）H を変化させ
た計算を行う場合に，計算格子の再生成が必要に
なるが，ターゲット板近傍などでの格子密度の違
いが熱伝達率予測に与える影響を避けるため，今
回は図４に示すように，高さ方向に３層の構造を
有する格子を用いた．ターゲット板及びインピン
ジ板に隣接する層は，高さが 0.25 d で壁面に向
かって格子間隔が短くなっている．このときの最

2.4 計算環境
本研究の全ての計算は，岩手大学総合情報処理
センター高速計算サーバ(sgi origin3800）上で
行った．計算に要する時間は，シングルプロセッ
サでの計算でおよそ１日である．
Exp.

k-ε

low Re k-ε

RNG k-ε

Algebraic
Reynolds
Stress

k-ω

３ 計算手 法の検 証
3.1 実験方法
本研究で使用した計算コードや乱流モデル，ま
た，計算格子の妥当性を，伝熱試験結果及び可視

Fig. 5 Comparisons of averaged heat transfer
ccoefficients obtained using 5 different turbulence
models and the experiment for H/d = 1.0
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Fig. 6 Calculated and measured heat transfer coefficients on the target plate for H/d = 1.0
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Jet

B

A

体表面に感温液晶を塗布する．そして，一定温度
の流れに塗布面を曝すことにより，供試体表面を
加熱し，表面温度の時間的変化を感温液晶の色の
変化で読みとる．この温度上昇が流れの温度，供
試表面初期温度及び熱伝達率に依存することを利
用して，一次元熱伝導方程式の解を用いて熱伝達
率を推測する方法である．
熱伝達率の推定誤差は，
１次元熱伝導の仮定が妥当な場所において約 ± 6%
である(3)．

C

(a) F-F section
Jet

Pin

Pin

3.2 乱流モデルの効果
図５に，ターゲット板上（TP）
，ピン表面（PIN）
及び両者から成る伝熱面上（TP and PIN）での平
均熱伝達率を示す．この結果，低レイノルズ数 kεモデル及びk-ωモデルが実験結果に近い値を示
すことがわかった．それ以外のモデルでは実験結
果よりも 25% 〜 50% も大きな平均熱伝達率を与え
ており，実験の精度を考慮しても，差異は大きい．
本研究では，熱伝達率の評価の際に乱流プラン
トル数を用いており，その妥当性自身も議論しな
ければならないが，ここでの比較の結果，低レイ
ノルズ数型 k- εモデル(8)や k- ωモデル(10)でも実
用上十分な精度での熱伝達率の予測が可能である
ことがわかった．しかし，詳細に調べていくと(6)，
低レイノルズ数型k-εモデルを用いて得られた熱
伝達率分布はk-ωモデルによる熱伝達率分布とほ
ぼ定性的には一致するが，実験と比較してk- εモ
デルの方がよどみ点近傍での値を過大に評価する
現象が確認された．そこで，以下の計算には，ター
ボ機械内部流など複雑乱流場の解析に広く用いら
れている k- ωモデルを主に用いることにする．

A

(a) G-G section
0.0 0.5
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1.5

Fig.7 Calculated velocity vectors on two cutting
planes for H/d = 1.0

Calculation

Experiment

3.3 H/d=1.0 の場合での比較
図６にターゲット板上での熱伝達率分布につい
ての計算結果と計測結果を示す（H/d=1.0）
．なお，
計算結果は，対称性を利用して同じ結果を合計８
個組み合わせて作成したものである．また，図７
には，図６中の F-F 断面及び G-G 断面における速
度分布及び速度ベクトルを示す．
熱伝達率の計測結果は，何回かの計測結果を平
均したものであり，また，計算で得られた熱伝達
率の範囲が実験での範囲よりも広かったにも関わ
らず，カラーバーのレンジはそろえたため，実験
結果がややぼやけた感じの分布になっている .
インピンジ孔からの噴流が衝突する位置におけ
るドーナッツ状の高熱伝達領域（各図中A及びaの
円）
，
噴流が衝突する際に発生する縦長の高熱伝達

Fig.8 Measured oil traces on the target plane for
H/d = 1.0 and the counterpart of the calculation
化実験との比較で検討する．伝熱試験の方法につ
いては既に報告済みなので（例えば文献(3)）
，ご
く簡単に説明する．
計算モデルと同じ形状を有するアクリル製供試
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Calculation

Experiment

は後で議論する．
図９にはピン表面での熱伝達率の比較を示す
（ H / d =1.0)．実験では，ピン配列の関係で，ピン
表面をインピンジ板側斜め方向からしか観測が行
えなかったため，計算結果と実験結果を直接比較
することは難しいが，ターゲット板側のピン根元
近傍に熱伝達率のピークが現れるなど，実験と定
性的には類似の結果が得られている．しかし，計
算は熱伝達率を過大評価してしており，特に流れ
がピン表面に衝突する部分でその傾向が強い．詳
しい原因は明らかではないが，当該箇所での流れ
は，非対称なよどみ領域発生を伴い，流れの方向
がピン高さ方向とピン周方向に大きく変化する複
雑な流れであり，k- εモデルのよどみ点での異常
(12)
に加え，強い非等方性の効果などが関係してい
ると思われる．

Target Plate

to Discharging Hole

Fig. 9 Calculated and measured heat transfer
coefficients on the pin for H/d = 1.0

3.4 ピン高さの効果
図 10 にピン高さ（オフセット距離）を変化させ
た場 合 の y = 0 にお け る 熱伝 達 率 分布 を 示 す．
x d =0.0〜0.25にかけて熱伝達率が周囲よりも低

領域（B，C 及び b，c）に関しては，位置，熱伝達
の大きさの点でよく一致している．また，図７か
ら明らかなように，壁面噴流となったインピンジ
噴流が F-F 断面の B，C の位置で衝突し，大半は再
びインピンジ板側に向かうことでピン高さ程度の
大きさを有する渦構造が発生している．一方で，
噴流同士が衝突する付近のターゲット板側に小さ
な渦構造が発生し，これが B，C における高熱伝達
率の原因となっている．ピン根元に発生する高熱
伝達領域（D 及び d）に関しては，図７の G-G 断面
速度分布から明らかなように，壁面噴流がピンに
衝突する際にピン根元に発生する馬蹄形の渦構造
が熱伝達を促進するためである．また，後述する
ように，流れが衝突するピン表面にも高熱伝達領
域を引き起こす．噴出孔縁部にも高熱伝達領域（E
及び e）が出現している．
以上，実験との比較の結果，部分的に熱伝達率
は過大過小評価されているが，定性的には本計算
手法は現象を捕捉していると言える．
図８には，油膜法によって得られたターゲット
板表面でのオイルトレースと計算結果から算出し
た限界流線の比較を示す．インピンジ孔からの噴
流がターゲット板と衝突しその後左右に広がる様
子や，上下の噴き出し孔へ向かう流れの状況が計
算結果でも明確に捕捉されている．なお，図中の
剥離線の位置での熱伝達率を比較すると，計算結
果は同じ位置における実験値よりもかなり小さな
値になっていることがわかる．この原因について

Discharging Hole

y
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Impingement Hole

x

x/d = 1.25
H/d = 1.0 (Exp.)

H/d=0.75
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Fig. 10 Calculated and measured heat transfer
coefficients along y=0
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く分布が平坦になっている部分があるが，これは
インピンジ噴流中のポテンシャルコアの効果によ
るものである．H / d が大きくなるにつれ，この部
分の熱伝達率は増加していき，H / d =3.0 以降熱伝
達率は変化しなくなっている．また，H / d が小さ
い場合に噴流の周辺部 x d =0.5 〜 0.6 で観測され
た熱伝達率のピークが，H / d が大きくなるにつれ
て次第に消滅している．一方，x d =1.0でかなり低
い値を示した熱伝達率は，壁面噴流が衝突する
x d =1.25 において熱伝達率の極大値を示してい
る．この極大値に対する H / d の効果は必ずしも明
確ではないが，H / d = 2 . 5 で最大値を示した後，
徐々に値が減少している．
計算結果と実験値とを比較すると，インピンジ
噴流がターゲット板と衝突する x d =0.0〜0.25で
は計算値は実験値とよく一致しており，ピン高さ
の増加による熱伝達率の上昇傾向も一致している．
噴流周辺部については，実験値には際だったピー
クの出現は見られない．計算と実験とで最も異な
る点は，x d =1.0付近での熱伝達率の急激な落ち込
みが実験では観測されていないことである．この
違いの原因はまだ明らかではないが，前に述べた
ように，この低熱伝達率の出現位置は図８に見ら
れるような剥離線とほぼ一致すること , および計
算は流れを定常と仮定していることから，流れ場
に発生する渦構造の時間的変動が剥離線位置の時
間的変化を誘発し，結果として実験での熱伝達率
が計算よりも高くなったと推定できる．しかし，
今後の予測精度向上にむけ，実験方法の再検討も
含めて，より詳しい原因の解明を進める必要があ
る．
図11にターゲット板上，ピン表面上及び両者を

含めた伝熱面上での平均熱伝達率のピン高さによ
る変化の様子を示す．図中には比較のため，
H / d = 2 . 0 までの実験値を併記する．実験では，
ターゲット板上については H / d =1.25，ピン表面
では H / d =1.5で最大値を示した後，平均熱伝達率
は減少傾向を示している．これに対して計算結果
では，ピンが最も短い H / d =0.75でターゲット板，
ピン表面で平均熱伝達率は最大となり，H / d の増
加とともにピン表面での平均熱伝達率は低下する
一方，ターゲット板上の平均熱伝達率は微減する
にとどまっている．ピン表面での平均熱伝達率の
低下の原因は，図 12 から明らかである．図 12 は，
ピン高さを変えたときピン表面熱伝達率分布を示
す．インピンジ噴流がターゲット板に沿って流れ
ピンに衝突することにより発生している高熱伝達
領域は，ピン高さを変えても主な領域の空間的広
がりはほとんど変化せず，また，そこで現れる熱
伝達率のピーク値もピン高さとともに減少する傾
向にある．詳細に見ると，H / d が大きくになるに
つれて，噴流が衝突する面側に，噴流がピン表面
に沿ってインピンジ板側に上昇する際に誘発した
と思われる比較的熱伝達率の高い領域が出現して
いる．これらの原因を考えるために，図６中G-G断
面（ピン中心からインピンジ孔中心を通ってもう
一つのピン中心を通る面）
での速度分布を調べる．
H/d=1.0

[W/m2K]

H/d= 2.0

H/d=3.0

H/d=4.0

Fig. 11 Effect of pin height upon the averaged
heat transfer coefficient

Fig. 12 Effect of pin height upon the heat transfer
coefficient over the pin surface
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ク値分布が低下する原因であると考えられる．

H/d = 2.0

3.5 圧力損失及び熱交換性能
本論文で取り上げた冷却構造での圧力損失を計
算で算出し，その結果を元に熱交換性能について
議論する．ここで，熱伝達率，圧力損失のそれぞ
れの無次元数（ヌセルト数 Nu ，圧力損失係数 f ）
を次のように定義する．
Nu =

hd
λ air

(3) f =

∆p
2
ρ airU in
2

(4)

ここで，∆p は計算領域入口境界及び出口境界での
平均圧力差である．また，冷却構造を熱交換器と
見立て，ポンピング動力一定と仮定し，参照状態
との相対的な熱交換性能を次式で評価する(13)．

H/d = 4.0

K
Nu
=
K ref Nu ref

 A

A
 ref

2 3




 f

f
 ref

1 3




(5)

ここで，A はインピンジ板側を除く計算領域内にお
ける伝熱面積であり，次式で与えられる．
(7)
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Fig. 14 Calculated Nusselt numbers and
pressure loss coefficients
K / K 1.0

Fig. 13 Calculated velocity vectors on the cutting
planes including two pin centers and the jet
senter for H/d = 2.0 and 4.0

1.2
1.15
1.1

図13には，H / d =2.0及び4.0での速度分布を示す．
この図から，H / d が大きくなるにつれて，噴流内
のポテンシャルコア領域がターゲット面に衝突す
る前に縮退し始め，それと同時に噴流の半径方向
への幅も広がり，噴流内速度の減速も顕著になっ
てくる．そのため，H / d が大きいほど噴流衝突後
の壁面噴流の速度は低下している．これが図12 で
見られた，ピン高さが増すにつれて熱伝達率ピー

1.05
1
0.95
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1

1.5
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Fig. 15 Heat exchanging performance
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4

Pressure Loss Coefficient

Nusselt number


π
π H 2 
A =  0.5Px Py − d 2 +
d


16
2 d

図14には，H / d に対するヌセルト数及び圧力損失
係数を示す．すでに述べたように，平均熱伝達特
性を表すヌセルト数は H / d の増加とともに低下
し，また圧力損失係数も低下している．後者につ
いては，
ピン間を通過する際の圧力損失が低下し，
次第にインピンジ噴流及び噴き出し孔からの噴出
の際に失う動圧分に漸近している．図 1 5 に
H / d =1.0を基準とした熱交換性能を示す．この結
果から，H / d =2.5 前後のピン高さの場合が最も高
い熱交換性能を示すことがわかる．これは次のよ
うに説明される．即ち，H / d が2まで増加する間圧
力損失が急激に減少する一方で，平均ヌセルト数
及び伝熱面積は H / d に対してほぼ一定の割合で減
少及び増加することから熱交換性能が増加する．
その後，H / d に対する圧力損失低下の割合が鈍化
するため，熱交換性能が低下する．
以上の議論は限られた形状及び流動パラメータ
に基づいており，今後更に各種パラメータを変化
させた数値実験を行い，冷却性能の一層の向上に
繋がる知見を得る必要がある．また，市販コード
という制約上，乱流モデルの追加・変更は直ぐに
は行えないが，本研究で取り扱っているよどみ点
を伴う複雑な流れに適した乱流モデルについても
引き続いての調査は重要である．例えば，k- εモ
デルの欠点であるよどみ点での乱流エネルギ生成
項の過大評価を避けるためのKato-Launderモデル
(14)
や，インピンジ冷却問題で優れた性能を示した
2
v -fモデル(12)などの予測精度を明らかにしていく
予定である．

(3) 冷却構造の熱交換特性を見積もったところ，
今回の試験範囲内では，H / d =2.5 前後のピン高が
最も高い熱交換性能を示した．
謝辞
本研究を遂行するにあたっては，石川島播磨重
工業（株）山脇栄道氏，松野伸介氏の貴重なご支
援を賜った．ここに記し，感謝の意を表す．

(1)

(2)

(3)

(4)

結論
複合型インピンジ冷却構造の熱流体的特性の解
明と冷却構造の最適化を最終的な目的として，基
本的な冷却構造に関する感温液晶を用いた実験及
び数値計算を行った．以下に今回の研究で得られ
た知見をまとめる．
(1) 実験との比較により，
今回使用した計算格子
及び k-ωモデルを組み込んだ計算手法が，熱伝達
率分布について定性的，定量的にほぼ妥当な結果
を与えることが示された．ターゲット板表面近傍
の流れの様相に関しても，油膜による可視化試験
でのパターンと類似した計算結果が得られた．
(2) 熱伝達率に関して最も実験と計算が異なる結
果となったのは，剥離線近傍であった．速度場と
温度場とのアナロジーの仮定の是非の他，流れの
非定常性が関係していると考えられるが，詳細は
不明である．

(5)

(6)

(7)

(8)
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