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第1章　序論

　液体金属MHD発電は、液体金属を電導性作動流体とし、沸点の比較的低い液

体または不活性気体を熱力学的作動流体として組合わせて用いるMHD発電を言

う。電気伝導聯の高い液体金属は電カ密度の高い発電を可能にするが、非圧縮性

流体であるため、それ自身では熱を仕事に変えることがで窒ない。このため蒸気

ま1たは気体の助けを必要とする。しかし、2つの作動流体を多様に選択できるた

め、どの種類の熱源及び温度レベルにも対応で窪るといった融通性がある。沸点

の比較的低い液体はランキンサイクルに準じて作動し、不活性気体はブレイトン

ないしエリクソンサイクルに準じて作動するが、．液体金属の熱容量が蒸気及び気

体の熱容量に比べて非常に大きいため、二相流部での膨張は再熱効果を受け、サ

イクルの熱効率を上げる。

　液体金属MHD発電装置は2種類に大別できる。それらの違いは液体金属の加

遼方式にある。一つの方式は、気泡ポンプを用いて気相の仕事を一旦液体金属の

位置エネルギーに変換する。発電はこの液体金属の位置エネルギーを運動エネル

ギーに変換して行われる。もう一つの方式は、二相流加遼ノズルを用いるもので、

ここで熱エネルギーが液体金属の運動エネルギーに変換きれる。その後作動流体

は発電チヤネルに適きれ発電が行われる。

　液体金属MHD発電装置では種々の流体カ学的な損失がある。流遼の遼い部分

で大曹な圧カ降下をもたらす管賂の流体嬢擦損失の他に、発電チャネルにおける

境界層分流損失、端損失、主流の変化による損失がある。きらに重大な損失とし

て二相流部での遼度滑り損失がある。本論一文では、これらの損失の申から、白然

循環型液体重金属MHD発電ループの上昇管内二相流における速度滑り損失及び

流動様式の遷移、そして二相流発電チャネルにおける境界層分流損失の3つを取

り上げる。流動様式の遷移は気泡流からスラグ流への遷移のことで、二相間の遼

度滑りを増大し、大曹な損失を招くとともに、主流の振動を引起こし出カを不安
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定にする。

　本論文の目的は液体金属を用いるMHD発電システムの二相流部で生じる二相

流に特有な損失や流動様式遷移の機構を解明し、それらの損失や不安定現象を低

減または抑制する条件及び方法を見いだし、これによりMHD発電システムの変

換効率の向上を許ることである。

　遼度滑り損失は負の圧カ勾配が存在する液体金属の二相流加遼部で発生し、熱

カ学的作鋤流体としての気体が液体金属の申をすり抜けて流れるため、気体のな

す仕事が液体金属のカ学的エネルギーに効率よく変換きれないというものである。

本論文では、まず、自然循環型液体重金属MHD発電ループの上昇管内気泡流に

おける遼度滑りを、希薄変形気泡流モデルによる解析1許算と、水によるシ藁ユ

　　　　　　　　　　　　　　　　い．2〕
レーション可観化実験によって調ぺる。　　このループは後ほど詳しく説明される

が［図2一］、混合辮、二相流垂直上昇管、気液分離タンク、垂直下降管から構

成きれる簡単なものである。混合辮から蒸気または揮発性液体評送り込まれると

窪、上昇管内の二相流体と下降管内の単相流体の間に密度差が生じ、その駆動カ

で液体金属はループ内を循環する。このとき上昇管内で速度滑りが生じると、上

昇管内のボイド蹄が減り、したがって駆動カが下がる。

　上昇管内気液二相流に関する従来の研究は、局所的に速度滑りは生じないが、

管申心で最大値を持つ流速分布と、申心に編ったボイド率分布のため、管断面に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，、4，
わたって平均すると遼度滑りが現れるという考え方に基づいている。　　しかし

MHD発電ループの上昇管のように、管径が大蜜く、管長が比鞍的短いと書は、

管内の遼度分布が平坦化し、むしろ局所的な遼度滑りが重要であると考えられる。

そこで、上昇管内気液二相流のモデルとして、気泡の偏平変形と局所遼度滑りを

詐す希薄気泡流モデルを用い、定常1一次元流れを仮定する。そして気泡の大窪

きや変形、液相流遼によって、局所遼度滑りや上昇管の遼度滑り損失がどの様に

変わるかを言f算する。繍果として、気泡が小さいほど、気泡が流れ方向に煽平に
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変形するほど、液相流速が遼いほど、局所遼度滑り及び上昇管の遼度滑り損失の

減少することが示きれる。

　上の解析1討算の結果を検証するため、水を用いたシミュレーション可視化実

験を考える。もし液体金属の代わりに水を用いてシミュレーション可観化実験が

で警るならば、実験装置の作製に薮用がかからず、孚軽で安全な実験ができ、可

視観測や光学的測定もできるといった多くの利点がある。しかし流れの相似性を

保記三するために、必要な相似パラメータの同時一致が要求きれる。そこで希薄変

形気泡流モデルに現れる4つの相似パラメータを、水銀と水に対して、同時に一

致きせる実験条件が存在するかどうかを調ぺた。幸運にも気液分離タンク内の圧

力を下げ、混合辮で発生させる気泡を多少大きくするだけで可能であることがわ

かった。そこでそのような減圧シミ皿レーション可視化実験装電を作製した。

　実験は4通りについて行われた。それらは、水遺水を用いた白然循環、水遺水

を用いた強制循環、界面活性剤を添加した水を用いた自然循環、界面活性剤を添

加した水を用いた強制循環である。測定は、上昇管に沿って等間隔に分布した5

つの測定点で、気泡速度及び液相流遼の局所値が、それぞれ複針式抵抗プローブ

及びレーザードップラー流遼計を用いて直接測定された。また、多くの写真から

流れの様子が観測された。目視観察及び写真観測から、水遺水を用いた場合、上

昇管の途申で気泡流からスラグ流へ流動様式の遷移することが見いだされた。し

かし界面活性剤を微量に添加した水遺水を用いた場合、流れの様子はがらりと変

わり、気泡の合体が防止きれ、上昇管全体にわたってきれいな気泡流が実現した。

測定の縞果は、先の理論計算と定量的にもよく一致して、界面活性剤による気泡

径の減少市強制循環による液相流遠の増加に対応して、遼度滑りが減少すること

を示す。水遺水を用いた場合、流動様式の変化に従って管申心での測定値は討算

値からずれて来るが、管断面にわたる測定値の平均はまだ許算値とかなり良く合

う。
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　以上の自然循環型液体重金属MHD発電ループの上昇管内気泡流における遼度

滑りについては第2葦で詳しく述べる。

　次に、自然楯環型液体重金属MHD発電ループのシミュレーション可視化実験

で、水遺水を用いた場合に見いだきれた気泡流からスラグ流への流動様式の遷移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）一7，
を、ボイド波の不安定現象として捉え、理諭的及び実験的に立証を試みる。

この流動穣式の遷移を詳しく襯察すると、気泡は混合器を出た直後ほぽ同じ大窪

さで均一に分布しているが、下流へ行くにつれて流れ方向に気泡の密な部分と疎

な部分が親机、密な部分で気泡の合体が起こり、大窒な気泡が形成きれて行く。

この現象は固気流動層における気泡の発生1成長とよく似ており、最近そのメカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，
ニズムがボイド波不安定によるボイドの負拡散によって説明きれている。そこで、

流れを支配する基礎式の形は非常に遠っているが、同様なメカニズムが気泡流の

場合にも存在するのではないかと予想して、実証することを試みた。

　理論では希薄球形気泡流モデルを用いる。気泡流申には圧力波とボイド波の2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）
種類の波が存在することが知られているが、ボイド波は圧力波に比ぺて遼度が遅

く、振動数も低いので、気体が非圧縮性流体であると仮定して、圧力波の影響を
　　　　i田）一｛2，
排除する。　　　この橡にして簡単化きれた基礎式は、垂直上昇管内の定常な気泡

流を表す簡単な形の解をもつ。そしてこの定常解からの摂動により線形化きれた

式が、ここで考えるボイド波の式を与える。このボイド波の式は、2階導関数で

表される高階波の墳と1階導関数で表される低階波の墳から成る。一般にこの形

の方程式では、低階波の遼度が2つの高階波の速度の間にあれぱ安定であること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）
がウエーブヒエラルキーの条件として知られている。　しかし今のモデルでは、高

階波の速度は共役複素数となる。これは負の拡散で特徴づけられる低階波の不安

定を意昧するとともに、高階波がいつま1でも成長し続げることを意味する。しか

し振動数の低い波ではその成長遼度は十分に小きい。実際に上昇管内で気泡の負

拡散が見られるかどうかを確かめるために、実験条件に合わせた初期値一境界値

間題としてボイド波の式を解き、それが可能であることを示す。
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　これと並行して気泡の負拡散を確かめる実験が先のシミュレーション可祝化実

験装置を用いて行われた。ボイド率を変えて、上昇管金域にわたる流れの様子を

写真撮影して調べるとともに、上昇管に沿って等間隔に分布した5つの測定点で

針式抵抗プローブにより気泡の適過時間及び通過時間間隔を測定した。いずれも

最初均一に分布している気泡が集団化し、合体して大蜜な気泡を形成して行く過

程を捉えている。またボイド率、気泡速度、液相流遼の測定憾から求めた負拡散

係数の値と、気泡が上昇管入口を出発してから上昇管出口付近で合体するまでの

時間とから求めた気泡の相互接近距離が、上昇管入口での気泡間距離にほぽ一致

していることも示される。

　上昇管内二相流の流動穣式遷移とボイド波不安定については第3章で詳しく述

べる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i4，
　最後に、二相流MHD発電チャネルにおける境界腰分流損失について述ぺる。

境界層分流損失とは、流体の粘性による塵擦損失ではなく、発電チャネルの申心

額域で誘導趣電カにより分離された電荷が流遼の運い、したがって誘導起電カの

弱い境界層を逆流して短絡するために生じる電力の内部損失を言う。この損失は

プラズマMHD発電にも存在するが、液体金属が高い電気伝導率を持ち、壁が液

体金属にぬれやすいため、プラズマMHD発電の場合よりも非常に大きいと考え

られる。

　二相流MHD発電チャネル内の流れは本質的に3次元構遺を持っている。まず、

ローレンツカに対抗して流れるため流れの方向に圧カが下がり、したがって気体

は膨張する。そして一定流遼を維持するため、チャネル断面は下流へ向かって広

げられる。また誘導磁場がチャネル断面で変化するので断面内の圧力分布が変わ

り、したがってボイド蝉分布も変わる。本蒲文では、外部負荷のない、申心流遼

が一定で、局所的に均質な、二相粘性流体のMHD発電チャネル流れの3次元的

構造を、ハルトマン数の逆数が十分小きいという事実を利用して、接続漸近展開
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の方法を用いて、理論的に解析する。

　この方法で見いだされた解は、チャネル申心額域の流机、絶縁側壁に隣接した

境界層、電極側壁に隣接した境界層の構造を明らかに示す。特に絶縁側壁の液体

金属に対するぬれ特性、絶縁側壁に隣接した境界層内でのボイド率分布が、境界

層分流損失に大蜜な影響を及ぽすことが示きれる。　また均質二相非粘性流体の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i5〕
MHD発電チャネル流れの解が正確に得られること　を利用して、境界層分流損

失を、断面広がりの同じ均質二相非粘性流体のMHD発電チャネル流れの等価外

部負荷に換算して見積る方法を提案する。この方法により境界層分流損失が一般

に小きいことが証明きれる。

　二相流MHD発電チャネルにおける境界層分流損失については第4章で詳しく

述べる。

第5章では第2章から第4葦までに示された主な縞果をまとめる。
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1）、2）

第2章　上昇管内気泡流における遼度滑り損失

2，1緒言

　遼度滑り損失は、熱カ学的作動流体である気体が液体金属申を擦り抜け、気体

による仕事が液体に十分に伝わらないと言うもあである。この損失は、負の圧カ

勾配が存在する二相流の加遼部で見られ、液体金属MHD発電装置で常に存在す

る。

　液体金属MHD発電の一つに㎝ACONと呼ばれる白然循環型液体重金属MHD発

電がある。この発電方式の特徴は、加遼ノズルやディフユーザーを使用しない点

にある。電導性作動流体としては、水銀や溶融錫といった重金属を用い、また、

熱力学的作動流体としては、フレオンや水といった沸点の比較的低い液体を用い

る。この発電方式は、太陽熱1工業排熱等の低質熱源を活用でき、また、局地1

遠隔地での小規模発電に適している。自然循環型液体重金属MHD発電は、イス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー6｝一19）
ラエル1フランス固申国などで研究1開発が行われている。

　図2－1に自然循環型液体重金属MHD発電ループの原理図を示す。ループは混

合籍、垂直上昇管、気液分離タンク、垂直下降管から構成きれる。発電チャネル

は、垂直下降管の途申に置かれる。混合器から蒸気または揮発性液体が注入きれ、

上昇管内は気液二相流になり、下降管内の液体金属単相流との密度差により、液

体金属はループ内を循環する。蒸気または揮発性液体はランキンサイクルに準じ

て作動するが液体金属の熱容量が蒸気の熱容量に比ぺて非常に大害いので、二相

流部での膨張は再熱効果を受けサイクルの熱効率を上げる。この橡な駆動方式で

は、上昇管内で遼度滑りが発生し、主な損失要因となる。

上昇管内気液二相流の遼度滑りの機構にっいては、これまでにも研究きれてい
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図2－1邑　自然循環型液体重金属

　　　　MHD発電ループの概念図

るが、それらは、局所的な速度滑りを無槻し、管申心で最大値をもつ流遼分布及

びボイド蹄分布のため管断面にわたづて平均すると遼度滑りが生じるという考え
　　　　　　　　3，．川
方に基づいている。

　ここでは、局所的な速度滑りが重要であると考える。特に、MHD発電に用い

られる様な大口径の上昇管においては、流遼分布が管断面にわたり平坦化し、局

所的な速度滑りの機構が重要になると思われる。

　自然循環型液体重金属MHD発電ループの垂直上昇管内の局所遼度滑りを考え

るために、ループ全体にわたる流れの簡単なモデル化及び垂直上昇管内の二相流
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のモデル化を行う。ループ内の流れは、定常1一次元とし、力のバランスの式を

導く。垂直上昇管内の流れでは局所遼度滑りを考慮するため、気泡の煽平

　　　　　　　　　　　　　　　　　2ω
変形を許す希薄気泡流モデルを用いる。　これにより、艦験値を用いずに、遼度滑

りが計算で善る。垂直上昇管内の流れは定常1一次元とし、気泡の合体1分裂は

考えない。

　この希薄変形気泡流モデルを用い、垂直上昇管内二相流部の流れを許算する。

気泡の大書さ、変形の度合、液相流遼が速度滑りとその損失にどのように影響す

るかを調ぺる。その縞果、気泡半径の減少及び液棚流遼の増加とともに遼度滑り

が減少すること、また、気泡が大窪くても煽平に変形すれば、速度滑りが著しく

減少することが示される。

　次に、水を用いて自然循環型液体重金属MHD発電ループのシミュレーション

実験を行い、許算縞果を検誼する。液体金属は不透明で、流動様式の観測や光学

的測定がで害ない。これに対し、水を用いることがで警れば、これらの間題を解

決することがで曹、ま1た、手軽に安全に実験が行える。水を用いてシミュレーシ

冒ン実験を行うには、ループ内の流れのモデル及び上昇轡二相流部のモデルの基

礎式を無次元化したと書に表れる4つの無次元パラメータを同時に一致させるこ

とが必要である。幸運にも水銀と水の場合、気液分離タンク申の圧力を下げ、混

合辮で発生する気泡を多少大書めにすれば、これら4つの相似パラメータを水銀

と水に対して同時に一致きせることがで巻る。

　このような相似パラメータを一致きせる条件の実現できるシミュレーション可

視化実験ループを作製し実験を行う。実験は、水遺水及び界面活性剤を添加した

水を自然循環及び強制循環きせて行う。水遺水を用いた場合、上昇管の遼申で気

泡の合体が超こり、気泡流からスラグ流への流動様式の遷移が見られる。界面活

性剤を添加した水を用いた場合、表面張力の減少により発生気泡の径が小きくな

るとともに、気泡の合体が防止きれ、上昇管金体にわたって気泡流が実現きれる。
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主な測定として局所液相流速をレーザードヅプラー流遼討で、局所気泡速度とボ

イド率、気泡弦長を複針式抵抗プローブで直接測定する。測定きれた流れ場と希

薄変形気泡流モデルに基づ窒討算きれた流れ場を比較する。管断面にわたり平均

した測定値は、定常画一次元流れの討算縞果と良く一致する。界面活性剤を添加

し気泡の大書きを小きくする曹と、また、強制循環によって二相流部の入口液相

流遼を上げると書、速度滑り比（気泡速度■液相流遼）は減少する。これは先のモ

デルの許算の緕果と一致している。

2．2　ループのモデル化

　図2－1に、自然循環型液体重金属MHD発電ループ内の流れを示す。ループは

混合籍、垂直上昇管、気液分離タンク、垂直下降管、下部水平管から構成される。

ループ内は液体金属で満たきれている。上昇管の下部にある混合籍から蒸気が押

し込ま1れ、上昇管の部分が気液二相流になる。気液分離タンクヘ吐出した二相流

は分離きれ、液体金属は垂直下降管へ流れ、蒸気はこのループの外へ取り出さ机、

冷却1凝締後、加圧1加熱され、再び混合器へ押し込まれる。下降管の液体金属

単相流部と上昇管の二相流部との密度差により、ループ内の液体金属は駆動力を

受け循環する。発電は下降管途申で行われる。

　ループ内の流れを理解するために、簡単なモデルを考える。このモデルでは、

下降管入り口から上昇管出口までの流賂の断面穣は一定で、流れは定常1一次元

であると仮定する。ループの主要点に番号を付け、その点での変数の値に対応し

た添え字を付ける［図2－1参照］。

下降管入り口から混合籍入り口までは単相流であり、

　　　舳竃q3　3

　　　P4＝P3＋ρL9（トhD）

（2－1）

（2－2）
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の関係が成り立つ。qは流遼、pは圧力、ρLは液体の密度、gは重カ加遼度、

hは混合器入り口から下降管入り口までの高き、hDはこの区間の損失ヘヅドで

MHD発電機の負荷もその申に含まれる。

　混合辮出口から上昇管出口までは気液二梱流である。この区間の質量及び運動

量の保存を考えると、

　　　　（1一α。）q2竃（1一α一）q一雪　　　　　　　　　　　（2－3）

1・（11・）・・・…一1・（1一αi）・i…ド／ll・・（1一α）・・一1・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－4）

ここで、αはボイド率、Lは上昇管二相流部の長き、hLは上昇管二相流部の損失

ヘヅドを表す。気体の密度は液体の密度に比べ十分小さいので、式（2－4）で気体

の運動量は無祝きれている。

　気液分離タンクの入口と出口では、液体の流入量、流出量が等しく、圧力も等

しいとする。

　　　　（1一α2）q2r3昏　　　　　　　　　　　　　　（2－5）

　　　　P2二p。。　　　　　　　　　　　　　　　　（2－6）

上昇管出口から気液分離タンク内へ流出した二相流の運動量はすべて失われるも

のとする。

　混合器では

　　　　（1一α一）qFq。撃　　　　　　　　　　　　　　（ト7）

　　　　1　　　　　　　　　　　　1
　　　　・丁ρ・ぺ十・1＋ρ・・△卜丁ρ1・・2＋・｛　　　　　（2齪8）

の関係が成り立つとする。△hは混合播の長き、wは気泡混合に伴う圧カ損失であ

る。ここでは、左辺の第3項と右辺の第3墳は他の項に比べて小きいと考えられ

る・ので、こ机らを無視する。
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式（2－1）～（2－8）より

1・（1－1l）ぺ旨葦’1・1・［1＋／l！－1）・・1

　　　　　　　　　　　　　－1。・（・。・・。）一十川i・［1＋αコ）1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－9）

を得る。左辺は上昇管における麗動量の増加を表す。右辺は、各々巾ループの密

度差による駆動カ、流賂の低抗カ（発電チャネル内の電磁力を含む）、蒸気混入

に伴う圧カ降下を表している。

　上昇管内の二相流を支配する微分方程式はq一、α1，p2、（またはpl）を与えて解

かれる。このと窪上昇管内のq、α、pが見いだきれ、したがってq2、α2，　p一

（またはp2）が見いだきれる。ループ内の循環流を知るためには、式（2－9）が満足

きれるまで、α一、p2（またはpl）を固定したままで、引を変えて解き’直きねぱなら

ない。

式（2－9）は無次元形で

1・1≡姜1（αダα1）一11α・1一（1・・1・）一1・αi（1→一）
（2－10）

と書ける。ここで、βはフルード数で、

　　　　　　　qi　　　　β簑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－11）
　　　　　　　（9L）一／2

で定義される。咀は上昇管の長きLで無次元化きれた量を表す。β2が十分小きけ

れぱ、

　　　　1・・ト∫1α㌫　　　　　　　（1－1・）

となる。これは負荷と上昇管の駆動カが釣り合っていることを示しており、塾ま

しい状態である。これよりフルード数は小きい方が良い。虫た、遼度滑りが増加

すると、気泡だけが速く流れ、上昇管内のボイド率が減り、駆動カの減少するこ

とがわかる。
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2．3　二相流部のモデル化

　ここでは、上昇管内の二相流を均質流モデル、希薄気泡流モデルを用いて表す。

これらのモヂルで、流れは定常1一次元で、流賂断面は一定と仮定きれる。また、

塵標軸Xは、混合辮出口を原点とし、上昇管に沿って上向書に正と取られる。

2．3．1均質流モデル

　均質流モヂルは、気相と液相が害め細かく混合し、二相間に速度滑りが金くな

い流れを表す。それゆえ、遼度滑り損集は生じず、遼度滑り損失を考える場合、

このモデルは理想状態を表す。

　基礎式は、

　　　　（1一α）ザ（1一α1）q一多　　　　　　　　　　　　（2－13）

　　　　　　　　　　dq　　　dp
　　　　ρ・（1一α）qT二rrρ・・（1一α）1　　　　（2凹14）

　　　　　αρG　　　　　　αゴρG一
　　　　て印丁二てF而丁・　　　　　　（ト15）

　　　　P　　　　ρG　　　　‘＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－16）
　　　　Pl　　　ρG一

で与えられる。ここで、添字Gは気相を示す。基礎式は順に液相の連続の式、混

相の運鋤方程式（ρGの掛かった項は落ときれている）、滑りなしの条件、理想気体

の等温変化を示す熱的状態式を表している。等温変化は液体の熱容量が気体のそ

れに比べ十分大窪いことに基づいている。変数は、ボイド率α、混相流体の流遼

q、圧力p、気相の密度ρGである。

式（2－13）から（2－16）で
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　　　　x∴榊二r　　、、。1、）
　　　　p竃piP　勇　　ρG＝ρGiρG

とおいて無次元化し、q以外の変数を消去すると、

　　　　　　　　　2s　　　　　　一
　　　　　一　　　（1一αユ）［ザ（1一αi）］2
　　　　　的　　　β2
　　　　q一＝＝　　　　　　一　　　　　　　　　　　（2－18）
　　　　　dx　αド2s（1一αi）［ザ（1一αi）］2

を得る。ここで、

　　　　　　ρLqi2
　　　　s竃　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　（2－19）　　　　　　2Pi

Sは二棚流部入り口における動圧と静圧の比を表しており、ここでは圧力比と呼

ぶ。

　式（2－18）は、ρL、ρG、α1，qi，plを与え、x薫0でザ1の条件を用いて解

かれる。式（2－18）は、直接穣分することができる。ド1でx二0を満たす解は、

　　　　2s一　　ザ1　　　α1　　ザ（1一α一）
　　　　　　x＝　　　　　　　十　　　　1n
　　　　β・　卜（1一αi）　1一αぺ　　αi

　　　　　　　　－2s（1一αi）（q－1）一s（ザ1）（ザ1＋2α1）　　　（2－20）

のようにと得られる。qについて解かれた後、

　　　　　　q一（1一αi）
　　　　α二　　　　　　勇　　　　　　　　　　　　　（ト21）
　　　　　　　　　ξ

　　　　舳　　　　　αi
　　　　ドー　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－22）
　　　　　　q一（1一α一）

により、α及びpが得られる。
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2．3，2　希薄変形気泡流モデル

　このモデルは、気泡の偏平変形及び周囲液相との相対並巡運動を考慮している。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2ωこのモデルに対する基礎式はNoordzijと肚山aardenにより与えられている。　想定

する気泡の形状は、図2－2に示すような球形気泡が運動方向に圧縮きれてできる

煽平圃輯楮円体で、偏平の度合はウヱーバー数に依存する。

　このモデルでは、全ての気泡は基準条件の下で同じ大窪きと偏平率を持ち、か

つ一様に分布していると仮定する。各気泡の内側と外側の圧カ差は無槻できると

す乱また・気泡間の相互作用及び気泡鍛団としての仮想質寧及ぴ抵抗係数に対

する効果は考慮きれていない。

／／／

　
↑

ll／
　　b
x二一一
　　a

図トz帖希薄変形気泡流モデル
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定常1一次元流れに対する基礎式は

　　　αρGqG＝＝＝＝α1ρGlqG1　勇

　　　（1一α）qL二（1一α一）q〕　撃

　　　　　　　　　dqL　　　dP
　　　ρ・（卜α）・・d。二齪丁’ρ・・（1一α）1

（2－23）

（2－24）

（2－25）

・・÷［十1・・1（1）（い・）1一一・午11πμ・（舳）・（・）勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－26）

　　　　P　　ρ6　　V1
　　　　舳竃　　竃　　。　　　　　　　　　　　　　　（2－27）　　　　Pi　　ρG壬　V

で与えられる。これらは上から順に、気相の連続の式、液相の連続の式、混相の

運動方穫式、単一気泡の相対並進運動の式、蒸発1凝締を伴わない単一気泡に対

する理想気体の等温変化の熱的状態式及び質量保存の式である。式申、qGは気泡

遼度、qしは液相流遼、Vは気泡体積、μは液体の粘性係数、Rは気泡の等価半径

で、

　　　　　　　3
　　　　R＝（4πV）1！3　　　　　　　　　　　（2凹28）

で定義される。Q（z）およびG（z）は主軸比π（長軸■短軸）の関数で、

　　　　　　　　　（πし1）1／しs㏄一π
　　　　Q（z）豊2　　　　　　　　　　身　　　　　　（2－29）
　　　　　　　　　　　　　（π2－1）i■2
　　　　　　　　　　－t　　　　　　　　SeC　Z凹　　　　　　　　　　　　　　　z

　　　　　　　　パ／3（Zし1）3／2［（κし1）一／し（2－X2）sec■lZ］
　　　　G（Z）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－30）
　　　　　　　　　　　　3［κ2sec一一π一（π2－1）一■2］2

　　　　　　2い，22）
で与えられる。

また、主軸比πは局所ウェーバー数Weと次の関係がある。

　　　　　2ρL（qrqL）2R
　　　we竃
　　　　　　　　σ

・（が・H）［・…べ一（・・一）1・・12

ここで、

　　　　　　　　　パ／3（Xし1）3

σは表面張力を示す。

。　　　（2－31）
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~; (2= 22) - (2- 30) ~~~ 

x-Lx , qG=qlqG , P=PIP qL - ql qL : J (2 ~ 32) 
pG=pGlpG , V=VIV , R=R1R 

~i~V~~~~~7~~j~4b~. dqL/dx. dqG/dx dX/dxe*1)V~~~~~< ~: 

- -  We dWe p { o~ _ qG(qG-qL)Q(X)+ 3 ( dX )~1 q (7qG-~L) 

: } - -G--L l +~G2Q( X )- +rp2'3 (q q )G( X ) 

X[2s 1-c~ qGqL(qG q )Q(X) 

+2We( dX ) dX I _q ) dWe dQ (1- c~)~G2(2s qL _ 

s 1-(~ - -+ 3 ~ qGqL(qo~~L)l 
J
 

+ (1- a~ )~02(2s qL c~qL I ' )Q( X ) -qGQ( X ) -2(1 - ci~ )qL 

(2 - 33) 

dq + 2s 1- o~ qG , (2-34) 1
 

dqL G =(1- (le)~G(2s qL _ ~)-c~ qL dx 

dX _ 2 2 1-c~ - dqL dq dq 

d~ L )+ 3 s ~ qL d~ -(~- d~ - qL dx qc 

+ 2s } dWe I (2_35) 1- c~ 

_ We( ~ dX ) 
3p2 

~tt~~. ~~7~~j~4~~~L~:~i~e~}~. ~~~:~~~~~~)V~~~I O <. 7)V F~: p /L)~~b 

s ~~~j;~L. ~~;~C. ~~;7~;t4bl~~;'( - ~ rh~jJD~)~. 

L 2 Il 
r=18( R1 ) p LqlL ' (2~36) 

~ ~ ~t r ~~~~!:~~/~ ~ ;( = ~ ~ngZ~~. - - ~~}~. #~7~~Jtltj~7'( 
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　式（2－33）～（2－35）より、軌、qG、πが言サ算きれた後、α、pは次式で求めら

れる。

　　　　　　qr（1一α一）
　　　　α竃　　一　　　争　　　　　　　　　　　　　（2－37）
　　　　　　　　　qL

　　　　凹　　　　　αi　qL
　　　　p竃　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　（2－38）
　　　　　　［1・十α1）1l・

　式（2－33）～（2－35）の解は、x簑Oでの変数の値（qi、α一、R一）とpiまたはp2を与

え、x簑0で気泡速度と液相流遼が等しく（qLrド1）気泡が球形（π二1）である条

件の下で、R㎜gザKutta法により数値的に計算きれる。式（2－30）は、Z＞4に対

　　　　　　　　22〕
して成り立たない　ので、　Z＞4になった場合はZ二4で置き換えて計算を続行

する。

2．3．3　希薄球形気泡流モデル

　このモデルでは司液相と気泡の相対並進運動を考慮しているが、気泡は常に球

形であると仮定きれる。そのため巾このモデルの許算緒果と先の希薄変形気泡流

モデルの討算縞果を比較することにより、気泡の偏平変形がどのように流れに影

響を与えるかがわかる。

　基礎式は、先の希薄変形気泡流モデルの基礎式（2－23）～（2－30）において、

Z竃1とすると得られる。x＝0での変数の値（引、αi，R一、pi）を与え、

x二0でqL＝qG婁！という条件の下で解かれる。
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2．4種々のモデルによる駆動カの比較

　主流条件の遼いによる遼度滑り損失の変化を見るため、種々のモヂルを用いて

駆動力を許算する。自然循環型液体重金属MHD発電ループの駆動力は、上昇管

と下降管内の流体の密度差により生ずる。それゆえ、駆動力Fは

　　　　・一1…［1＋／l（1一α）・・1　　　　　（1一・・）

で与えられ、無次元駆動カfは

　　　　トρ1、、一／1α・1　　　　　　（H・）

である。上昇管内におげるボイド率αの大窪き及び分布は、　二相流部入り口圧

力plと液体流量QL、　混合ガス流量QGに依存すると考えられる。　したがって

式（2－40）により無次元駆動力fもこれらの影響を受ける。きらに、これらの条件

が同じでも、遼度滑りの度合によりαの大巻きと分布が変わり、無次元駆動カf

も変化する。モデルによる甜算では、pi，QL，QGを同じにし、無次元駆動カfを

比較する。

　均質流モデルでは速度滑りがないので、このモデルによって与えられる駆動カ

は、遼度滑り損央のない理想値を示す。他のモデルにおいて、遼度滑り損失が大

きくなるほど、そのモデルの駆動力は均質流モデルの値より小きくなる。

　図2－3に、各モデルによる二相流部入り口でのボイド率αiを変えたときの無次

元駆動力fの甜算縞果を示す。　希薄球形気泡流モデルの場合、　初期気泡半Rl

が0．5㎜と1㎜g2種類にっいて計算を行った。変形気泡流モデルの場合の初期

等価気泡半径R一は1㎜である。　　図3一（a）は入口液相流速がqド1m／sの場合、

図3一（b）はqド3㎜／sの場合である。

液相流遼が同じと蜜、希薄球形気泡流モデルの初期気泡半径RF1㎜の場合が最
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咽画O

　　　　均質流モデル

　　　変形気泡流モデル

　　　叫幽1㎜l
f　彬気泡流モデル

　　　～困．O．5醐1

0．5

球形気泡流モデル

～幽1㎜1

咽。O

　　　　均質流モデノレ

　　　変形気泡流モデル
　　　　エR1圃1固．】f
○国騒

球形気泡流モデル

　1～醐0・5固1．

球形気泡流モデル

　～囲1㎜1

O　　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　α1　　　　　　　　　　　　　　　α工

　　　　　（a）qド1mls　　　　　　　　　（b）q1二3m／s

　　　　　　図2－3。種々のモデルによる無次元駆鋤力の比較

　　　　　　　　　　（Pド5×105pa、ρ1二13．55×103Kg／㎜3）

も均質流モデルからはずれヤ遮度滑り損失が大害いことがわかる。同じ希薄球形

気泡流モデルでも、RFO．5㎜の場合は、均質流モヂルからのず机は小きくなって

いる。また、気泡が流れ方向に煽平に変形する希薄気泡流モデルは、等価気揮半

径が同じ場合希薄球形気泡流モデルより均質流モデルに近づく。

　次に、入口液相流遼がqド1m／sの場合（図3一（a））とqF3mlsの場合（図3一（b））

を比較すると、流速の速い方（qド3㎜／s）が、全ての初期ボイド率において、希薄

球形気泡流モデル（RドO．5，1㎜）、希薄変形気泡流モヂル共に、均質流モデルに近

づく。

　以上の甜算縞果より、次のことが言える。

1）気泡が小きいほど、遼度滑り撹失は小きくなる。

ii）気泡が流れ方向に偏平に変形すれぱ、逮度滑りは小きくなる。

ii1）液相流速が遼くなると、遼度滑り損失は小きくなる。
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2．5　流れの相似パラメータとシミュレーション実験の条件

　水または他の液体を用いて自然循環型液体重金属MHD発電ループのシミュレ

ーションができるためには、2．2節のループ全体の流れのモデルと2日3節の希薄気

泡流モデルの基礎式を無次元化したとき現れる無次元パラメータを全て同時に一

致きせる必要がある。一致きせるべき無次元パラメータは、次の4つである。ル

ープ内で重要なパラメータであるフルード数β；

　　　　　　　qi　　　　β竃　　　　　　勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－41）
　　　　　　（9L）1／2

二相流部で重要である圧カ比s；

　　　　　　ρLq12
　　　　sニ　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　（2－42）　　　　　　2p一

気泡に働く粘性低抗の効果をシミュレートする低抗パラメータr；

　　　　　　　L　　　μ
　　　　ド18（T）2ρ、。、L・　　　　　　　　（2血43）

気泡の変形をシミ該レートするウェーバー数We；

　　　　　　2ρLq12Ri
　　　　We＝　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　（2－44）
　　　　　　　　σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一s）
　今、水銀を用いる白然循環型液体重金属MHD発電ループETGAト3　を水を用

いてシミ皿レートすることを考える。水銀を用いる発電ループの二相流部の長き

は3㎜、二相流部入口圧カは5×105Pa、二相流部入口流遼は1．5㎜／sである。水を用

いるシミュレーションループの二相流部長さを2㎜として、以下の手順でシミュレ

ーションの条件を決める。

　重力加遼度gを9．8㎜／s2とすると、ETGAト3のフルード数βは0．28となる。

式（2－41）よりシミ皿レーシ婁ンループの二相流部入口流遼は、

　　　　qドβ（gL）レ2竃1争2㎜／s　　　　　　　　　　　　（ト45）

でなけれぱならない。
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　水銀の密度ρ。、を13．55×103㎏1㎜3（20℃）として、ETGAト3の圧カ比sは

3．1×10－2である。シミュレーションループの二相流部入口圧カは、

　　　　　　　ρLq－2
　　　　pF　　　＝0画26×105Pa　　　　　　　　　　　（2－46）　　　　　　　2s

となる。　気液分離タンク内の圧力と二相流部入り口の圧カの比（p21pl）を

p2／pド0．2とすると、シミュレーシ婁ンループの気液分離タンク内の圧カは

p2型0，045×105Paの低圧に設定きれねぱならない。

　次に、抵抗パラメータrを舎わせることを考える。水銀の粘性係数は

μ。、二1．55cP（20℃）であり、水のそれはμ。。o二1，009cP（20℃）である。ETGAR－3

の水銀申の入口気泡半径Rlが1㎜程度とすると、抵抗パラメータrは4．1となる。

シミュレーシ罰ンループにおける初期気泡半径はRド2．7㎜にしなくてはならない。

　水銀の表面張カは了　σ。戸487dyn／㎝（15℃）であり、　水のそれは

σ。ヨo＝72．75dyn／㎝（20℃）である。このとき、先に求めたシミ皿レーションルー

プでの値ql，pi，Rlに対応するウェーバー数の比は、We。，o／W帥、竃1，3になる。

シミ4レーシ菖ンループ内の気泡の変形は、ETGAト3申の変形より多少大きくな

ると思われる。

以上のETGA卜3とシミュレーション実験装置の設定条件を表2－1にまとめる。

2．6　シミュレーション実験装置と測定系

2．6，1　シミュレーシ冒ン可視化実験装置

　表2－1に示された実験条件を満たすように設言干、作製したシミ訟レーション実

験装置の概略を図2－4に示す。この装置の特徴は、気液分離タンク内の圧力を大
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表2－1岳 シミ皿レーション実験の設定条件

ETGAR－3 シミ皿レーシ冒ン実験

二相流部長きL　（㎜）

3 2

液体密度ρL（×103㎏1m3）
13．546 O．998

フ
ル
ー
ド
数
β

0．28 0．28

二相流部入口流遼qi　（㎜1s）

1．5 1．2

圧力比s　（×10－2）
3．1 3．1

二相流部入口圧カPi　（×105pa）

5 0．26

気液分離タンク内圧カP2　（×105pa）

1 O．045

粘性係数μ　（cP）

1．55 1，O09

抵
抗
パ
ラ
メ
ー
タ
r 4．12 4．12

初期気泡半径R1　（㎜）

1 2．7

表面張力σ　（dyn／㎝）

487（15℃） 72．75（20℃）

ウェーバー数の比 1 1．3
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気圧以下の低圧にするために水封式真空ポンプが用いられている点である。また、

上昇管に透明アクリル轡を用い、可視観測で警るようになっている。実験装置は池

気液分離タンク、垂直下降管A1B、下部水平管、混合籍、垂直上昇管、及び真

空排気系、測定系から構成きれている。

　垂直下降管が2本あるのは、自然循環と強制循環の実験を行うためである。自

然循環の場合は、垂直下降管Aを用いる。このとき水は、気液分離タンク→垂直

下降轡A→下部水平管→混合措→垂直上昇管→気液分離タンクのように循環する。

この循環流れは、垂直上昇管内二相流と下降管内単相流の密度差だけで駆動され

る白然循環で、実際の自然循環型液体重金属MHD発電ループと同様である。水

を用いているので発電の実験はで善ないが、発電チャネルにおける大きな圧力降

下は、垂直下降管にあるバルブを絞ることによってシミュレートできる。

　一方、垂直下降管Bは、強制幡環の場合に用いるもので、途申に水ポンプが組

込まれている。このとき水は、気液分離タンク→垂直下降管B→水ポンプ→下部

水平管→混合器→垂直上昇管→気液分離タンクのように循環する。混合籍へ入る

水の流量を調節するため、バルブの操作により水の一部を垂直下降管Aを通して

気液分離タンクヘバイパスきせる。強制循環させることにより混合籍出口での流

速を変え、液相流速qエの変化による遼度滑りの遼いを見ることができる。

　この実験では気体として空気を用いる。空気は、混合器→垂直上昇管→気液分

離タンク→真空排気系へと流れる。前節で述べたように、水を用いて水銀をシミ

畠レートするためには気液分離タンク内の圧力を大気圧より低い値に保つことが．

必要である。このため水封式；翼；空ポンプ及び空気エゼクタが用いられる。このと

き、混合籍内の圧カも低圧になるので、混合器への空気は大気から自然に吸い込

まれる。その流盤は吸込み導管に組込まれたバルブと浮子式ガス流量計により調

節され、計盤される。
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図2－4。 シ§皿レーション可視化実験装置の概略図
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　実験装置の寸法は、垂直上昇管の内径が28㎜、2本の垂直下降管及び下部水平

管の内径がいずれも25㎜、混合籍出口から垂直上昇管出口までの長さが2480㎜で

ある。垂直上昇管の出口は、気液分離タンク内へ300㎜突害出きれている。これは

上昇管内の流れが分離タンク内の水から受ける景参響をなくしキ気体と液体の分離

を効果的にするためである。垂直上昇管及び2本の垂直下降管には、気泡のキヤ

リオーバーなど管内の流れを観測するため、共に透明なアクリル管を用いている。

また下部水平管及びバルブは塩化ビニール製である。

　混合滞は、垂直下降管の下部に取り付けられた二重同心円筒の蜜で、内側円筒

の内径は28㎜、途申に幅5㎜、20μ㎜メヅシ皿の焼緒合金リングがはめ込ま1れ、こ

こから空気が吸い込まれる。外側円筒は透明なアクリルで作られている。大気は

導入管を通って二重同心円筒外室に入る。

2．6．2測定系

　二相流部の測定は、混合辮下流の垂直上昇管に沿った5つの測定点で、気泡遼

度、液相流遼、ボイド率について行う。また、設定環境の測定として、

（1）混合籍に入る空気流量

（2）混合器に入る水流量

（3）混合籍の上流側及び下流側の圧力

（4）気液分離タンク内の気圧

（5）実験時の水温及び蜜内気温

が、記録きれる。

　測定箇所は図2－4に示きれている。二相流部に沿った5つの測定点は、混合辮

申心の下流10㎝及び186㎝にある点と、それらの間を4等分する点にとられる。混

合器に最も近い点から下流へ向かって池測定番号1，2，3，4，5を付ける。
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　気泡遼度及ぴボイド率の測定には複針式抵抗プローブを用いる。また、液相流

遼の測定にはレーザードップラー流遼計（DISA社55X型モジ皿ラーLDA）を用いる。

複針式抵抗プローブ及びレーザー光学系の配置はそれぞれ図2－5及び図2－6に示

す。

　複針式低抗プローブは、液体と気体の電気伝導率の著しい違いからプローブ先

端がどちらの相内にあるかを判別する屯のである。図2－5のように、複針式抵抗

プローブは相を判別する2本の針から成り、2本の針の先端は流れ方向に少しず

らされている。2本の針先からの信号を処理して、気泡遼度、ボイド率が見いだ

きれる。複針式抵抗プ回一ブからの信号はA■D変換籍を介してミニコンピュー

タに取り込まれる。このと窪のサンプリング間隔は60μs㏄で、1回のサンプリン

グで連続して取り込める時間は約0．37s㏄である。平均個を求めるときは、10回の

サンプリングを行い、得られたデータについて平均操作を行う。

　レーザドップラー流遼諦は、強度の等しい2本のレーザービームを交差きせる

ヂィブアレンシャルドップラーモードで用いられ、管軸方向の流遼を測定する。

前方散乱光をフォトディテクターで受け、　その信号をカウンタープロセッサ

（DISA社55LgOa型）で処理し、パーソナルコンピ忽一タ（NEC社PC9801E）でサンプリ

ングする。カウンタープ回セッサでは、レーザビームを散乱する粒子が測定領域

内の5本の干渉フリンジを通過する間の遼度と8本の干渉フリンジを通過する間

の遼度を比較し、1．5男以内の遼いであれば、パーソナルコンピュータヘ送信する。

パーソナルコ，ンピュータは、カウンタープロセッサからの信号を収録し、データ

処理の段階で遼度に換算する。

　混合する空気流盤は導入管に組込まれたバルブで制御きれ、浮子式流盤計で新

測される。また、その圧カレベルはブルドン管圧力計で測る。空気は流量計を出

た後、混合籍へ導かれる。下部水平管を通る水流量はタービン式流量計で測定す

る。タービン式流量計からの信号はミニコンピュータでサンプリングする。サン
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　　　一ドヅプラー

流速計測定点

図2－5。 複針式抵抗プローブとレーザードップラー

流速計による測定

1、レーザー発信艦

3由ミラー

5、測定点

2。ピームセパレーター

4。ブロントレンズ

図2－6、 レーザードップラー流遼甜の設定．
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プリング間隔は200㎜sec，1回のサンプリング時間は約123secである。

　混合籍の上流側及び下流側における圧力は、管壁に敢り付けた半導体圧力変換

籍で測定する。取り付け位置は、混合籍の申心から上流側及び下流側へそれぞれ

10㎝離れた位置にある。圧カ変換器からの信号も、タービン式流量計の場合と同

じ間隔及び時間でミニコンピュータでサンプリングする。

　気液分離タンク内の気圧は、気液分離タンクの天井から引き出した管を半導体

圧力討に接続して測る。気液分離タンク内の圧カ変動は小さいので、圧カ計のデ

ジタル表示でその値を読み取る。

2．6．3　データ処理の方法

　複針式抵抗プローブからの信号は図2－7の（a）に示すようなものである。液相か

ら気相へ相が変わると書、プローブの先端が完全に乾くま1でまたはぬれるまでに

時間がかかるので、波形は1次遅れで表され、一般に気相から液相へ移ると警の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　23〕，24）
方が時定数の小きいことが分かっている。　　　　ミニコンピュータで、図2－7の

（a）の波形を（b）のような条匡形波に整形する。波形（a）で液相を示す電圧をVし、気相

を示す電圧をVGとすれば、し窒い値Vtを

　　　　VドVL＋c（VG凹VL）　　　　　　　　　　　　　　　（2－47）

に選ぶ。0＜c＜1であるが、ここではc婁0，5と取る。この値を越えて、液相レベル

から気相レベルヘ変わる信号の立ち上がりから気相であるとし、それまでは液相

であると判定する。このと曹、気相部分には1を与え、液相部分にはOを与える。

また用Vtを横切って気相レベルから液相レベルヘ変わる信号については哨信号の

下がり始めから液相であるとし、それまでは気相であると判定する。Vtを機切ら

ない信号の変化についてはヤ相の変化がないものと判定する。このような処理の
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図2－7、 被針式抵抗プロープからの信号とその処理



一31一

後、波形（b）が得られる。

以上の処理をした後の信号から、ボイド弊、気泡遠度が算出きれる。

　ボイド率は、複針式撫抗プローブの上流側プローブの信号から求める。サンプ

リングした全時間をT、検出したi番目の気泡が針先に滞在した時間をtiとする

と、測定点における時閥平均ボイド率は

　　　　　　Eti
　　　　α二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－48）
　　　　　　T
で算出できる。

　気泡遼度は、2本の低抗プローブの先が流れ方向にずれているため、2本のプ

ローブからでる2つの信号の時間差から求まる。求める方法は、2本のプローブ

からの信号の間で同一気泡によるものを選択し、その立ち上がりまたは立ち下が

り時刻の差を用いて算出するものと申2つの信号a（t）及びb（t）の相互相関関数

　　　　　　　1
　　　　G（τ）二了■E・（t）b（t＋τ）　　　　　　　　（2山49）
　　　　　　　　　t

をとり、その最大値を与えるτを用いて最大確率遼度を算出するものがある。時

間はミニコンピュータでサンプリングする時点で離散化きれている。

　2本のプ回一ブからの信号の間で同一気泡によるものと判定する方法は、世古

　　　　　　　25）
口の方法を用いる。　tを時刻とし、i番目の気泡に注目する。図2－7の（c）は、

整形後の上流側プ日一ブからの信号a（t）と下流側プローブからの信号b（t）を示す

が、同一気泡による信号であると判定す条件は次のようになる。

　　　　　　　　　　　tuRi＜t．Ri雪　　　　　　　　　　（2－50）

　　　　　　　　　　　t旧くtDFi勇　　　　　　　　　　（ト51）

　（！－cl）（tDFドtU〔）＜tDRドtuRiく（1＋c一）（tDFドtuH）争　　　（2－52）

（1－c2）（t．RrtD．i．一）＜tURi吋U．i．i＜（1＋c。）（t．RドtD．i．i）、　（ト53）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一32－

　　　　　　　　　　　tDRi＜tuRi，1。　　　　　　　　　　（2－54）

ここで、添字Uは上流側、Dは下流側、Rは立ち上がり、Fは立ち下がりを示す。

また、cドc2二0．2とする。

　2つの信号が同一気泡からのものであると判定きれたi番目の気泡の速度qGiは、

プローブ先端のずれをδとして、

　　　　　　　　　δ
　　　　q。、賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－55）　　　　　　　tDRi－t岬i

で与えられる。本研究で用いた複針式抵抗プローブでは、2針間のずれは各プロ

ーブで多少異なるが、δ二4㎜ほどである。この値の最遼値についてはよくわかっ

ていない。

　個々の気泡速度qGiの平均値は

　　　　　　EqGi
　　　　q・二　N

で与えられる。ここでNはqGiのデータ数である。

（2－56）

　複針式抵抗プローブ先端のずれがわかると、データに含まれる誤差を見横るこ

とがで窒る。ミニコンピュータによるサンプリング間隔が60μsecであるから、気

泡速度が1㎜／s程度であると警、式（2－55）によって得られる気泡遼度は1．5完の誤差

を含む。

　最大確率遼度は、式（2－49）でG（τ）の最大個を与えるτ隻τ。。。を用いて

　　　　　　　δ
　　　　qG二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－57）
　　　　　　τ馴aX

で与えられる。最大確率遼度は、　「2，7，3　遼度滑り比」で用いる。

次に、レーザードップラー流速計からの信号処理について簡単に述ぺる。パー
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ソナルコンピュータに収録きれたi番目の信号は、流遼甜に固有な定数が乗じら

れ、ドップラー周波数fDiに変換きれる。ドップラー周波数と散乱粒子の速度qLi

の間には

　　　　　　　　fDiλ
　　　　q・1二　　θ　　　　　　　　　　　（2血58）
　　　　　　　2sin（　　）
　　　　　　　　　　2

の関係があり、q〕が求まる。ここで、θは2本のレーザービームの交差角、λは

レーザービームの波長である。q〕は正確には散乱粒子の速度であるが、散乱粒子

と周囲の液相の間に遼度差がないとして、液相流遼とする。

　平均流速を算出するには、ヂータが時間的に離散的であるから、バイアス修正

が必要になる。一次のバイアス修正の施きれた平均流遼は

　　　　　　　N
　　　　　　EqLド1qLi
　　　　　　i害i　　　　　　　N
　　　　qL簑　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　（ト59）
　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　N

　　　　　　　EqLl－1　　Σ軌i－
　　　　　　　i昌1　　　　　　　　　　i筥1

　　　　　　26〕で与えられる。　Nは測定で得られたデータの総数である。式（2－59）でqL…は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
単位区間にi番目の粒子が存在した時間で、ΣqL…は測定時間に対応する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜1

混合する空気流量については、次の補正を行う。

㈹llγ・什鵜1；l1鵠；r／∵ （2－60）

ここで、　QGは実流盤（1／㎜in）、　Q日は流量諦が示す値（ユ1㎜in）、　ρiは使用気体の

密度（g／㎝3）、ρ6は指定気体の密度（g／㎝3）、p一は使用時の圧カ（㎏f／㎝2）、p8は

指定圧力（㎏f1㎝2）、Tiは使用時の温度（℃）を表している。なお、本論文で測定き

れた空気流量を示す場合、O℃、1atmの状態に換算して表示している。この時、単

位としてN11㎜inを用いる。
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　水流量及び混合器の上流側及び下流側における圧力のヂータを平均する場合は、

単純時間平均を用いる。

2．7　実験緒果と考察

2．7．1　実験方法

　実験は、気液分離タンク内の圧カを2．O～2．8kPaの範囲（2．7．2，2，7．3，2芭7．5に

示した実験の場合）または10kPa（2．7．4に示した実験の場合）で設定し、混合ガス流

量を、δ。72，1．08，1．44，！．。92N1／㎜iΩの4段階に変えて行う。各ガス流量に対し

て、密度差だげで駆動きせる自然循環と水ポンプを補助に用いる強制循環の場合

について実験を行う。更に、界面活性剤を添加した水を用いて同様の実験を行う。

　強制循環の場合は、水流盤を同じガス流量の自然循環の場合の水流量の1．5倍、

したがって混合器入口における液相流遼を1．5借に設定する。また、界面活性剤に

はT㈱en20を用い、水に0，001男添加する。この時の表面張力は、毛細管上昇法に

よる測定では、水の72，75dyn1㎝（20℃）に対し、66dyn1㎝（20℃）に降下する。

2．7．2　流れの様子

　混合ガス流盤が1．08Nユ1㎜inの場合の流れの様子を図2－8に示す。図2－8の（a）か

ら（e）は、各々、水遺水を用いた自然循環の場合の測定点1～5の流れの様子を示

している。（a）に見られるように、混合器を出た直後では、均一な気泡流が得られ

ている。気泡は煽平回転楮円体形の変形を示す。下流に向かうにつれて、気泡の

変形は顕薯になり、横長の煽平気泡になる（（b）、（c））。更に下流になると、気泡の

合体によって生じた大警な気泡が見られる様になり（（d））、最も下流の測定点5で



一35一

は、スラグ流に流動様式が遷移する（（e））。水遺水を用いた強制循環の場合も、流

れの様子はきほど変わらない。

　図2－9の（a）から（e）は、混合ガス流量1，08Nユ／㎜in、界面活性剤を添加した水を

用いた自然循環の流れの様子である。界面活性荊を添加すると流れの様子は大窪

く変わり、気泡の合体が防止きれ、上昇管金体に渡り気泡流が実現きれる。気泡

は煽平に変形している。最も下流の測定点5では非常に高い気泡の数密度の流れ

が見られる（（e））。これを強制循環きせても、流れの様子は変わらない。

2．7．3遼度滑り比

　図2－10（1）、（2）は、各々測定点2，3におげる混合ガス流量を変えたと書の気

泡遼度と液相流遮の比（qG／qL）の変化を示す。界面活性剤添加と強制循環が速度滑

り比に及ぽす効果を見るため、図2－10（1）、（2）において、（a）では、水遺水を用

いた自然循環及び強制循環、界面活性剤を添加した水を用いた強制循環の場合が、

また（b）では、水遺水を用いた自然循環、界面活性剤を添加した水を用いた自然循

環及び強制循環の場合が比較きれている。図には実験値がプロヅトされており、

2．3．2で説明された希薄変形気泡流モデルによる計算縞果が曲線で示きれている。

甜算では、初期条件として、混合辮出口における流遼、圧力、ボイド率、気泡の

等価半径を実験データから与える。界面活性斉虹を添加した場合の計算では、表面

張カの値も考慮する。気泡速度、液相流遼の測定は上昇管の管申心で行われた。

　実験僧の全体的傾向としては、水遣水を自然循環させる場合よりも界面活性剤

を添加して気泡の合体を防いだ場合、また、強制循環で流速を速めた場合の方が

遼度滑り比が減少していることが上げられる。その効果の出方は異なっており、

界面活性剤を添加して気泡の合体を防止した場合、図2－10（1）、（2）の（b）の通り、

上流ではその効果が顕薯でなく、下流で明らかになる。また巾強制循環による流
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遼を遼めた効果は上流から出ている（各（a）図）。両方の効果が見られる下流の測定

点3では、図2－10（2）の様に、界面活性剤を添加した水を用いた自然循環とこれ

を強制循環した場合の各々の実駿値を比ぺると、強制循環によって流遼を遼めた

効果が出ておらず、界面活性剤の効果と強制循環の効果は加算的ではないと思わ

れる。

　次に、計算値と実験値の一致の様子を見る。界面活性剤を添加した水を用いた

場合は、比較的良く一致し、許算値が実験値を上回る傾向にある。水遺水を用い

た場合は刊一教の具合いは良くなく、甜算値は実験値を下回る。界面活性剤を添

加した場合、討算値が実験値を上回るのは、気泡は煽平な変形を示すが、気抱間

隔が短いため、実際の流れでは気泡の相互作用が現れるのに対し、希薄気泡流モ

デルではこれを考慮していないのが原因と考えられる。また、水遺水を用いた場

合は、実験で得られた流れでは気泡の合体が発生し、飽弾形気泡や帽子状気泡が

現れたり、スラグ流になることやそれに伴う管中心で遼い流速分布の形成が、許

算値が実駿値を下回る原因と考えられる。

2．7．4　気泡遼度と液相流遼

　「2苗7．3　遼度滑り比」で、実験値とモデルによる計算個の違いが見られたが、

今、希薄変形気泡流モデルによる計算では一次元流れを仮定しているため、測定

値の管断面平均値を用いて討算縞果と比鞍するのが妥当であろう。

　まず雨混合空気流量が1．07N11㎜iΩ、自然循環の場合の径方向分布を示す。測定

は管申心より2m㎜間隔で行った。図2－11（a）、（b）、（c）は、各々、測定点1哨3，

5におけるボイド率分布を示す。O印は水遺水を用いた場合、口印は界面活性剤

を添加した水を用いた場合の測定値を示す。測定点1では、混合轟の構造のため、

いずれの場合も、　管壁で高いボイド率を示し申　管申心に向かって減少している
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（（a））。水道水を用いた場合、下流では、管中心で最大個をもち管壁に向かって減

少する分布に変化し、下流ほど分布形状は鋭くなる。界面活性剤を添加した水を

用いた場合、下流でも管壁で高いボイド率分布を示すが、分布形状は平坦になる。

　図2－12（a）、（b）、（c）は、各々、測定点1，3，5における気泡遼度と液相流

遼の分布を示す。O印は液相流遼、口印は気泡遼度を示し、白抜きは水遺水を用

いた場合の、黒く塗りつぶした印は界面活性剤を添加した水を用いた場合の個を

表している。測定点1では、　液相流遼、気泡速度とも、　その分布はほぼ平坦で

ある（（a））。界面活性剤を添加した流れでは、管申心部にほとんど気泡が存在しな

かったので、信頼できるデータは得られなかった。測定点3，5では、気泡逮度、

液相流遼とも申心領域で大きく、管壁に向かって減少する分布を示す（（b）、（c））。

気泡遼度分布は界面活性剤を添加した流れの方が平坦である。測定点3の液相流

遼は、界面活性剤を添加した場合の方が全体的に水遺水の場合より遼くなること

を示しており、界面活性剤の添加によって遼度滑りが減少することを示している。

なお、界面活性翔を添加した水を用いた場合、測定点5における液相流遼は、気

泡数密度が高くてレーザードップラー流遼計による測定が難しく、信頼できるデ

ータが得られなかった。

　次に、式（2－61）、（2－62）によって定義きれる液相流遼、気泡速度の管断面平

均値qLとqGを求め稚薄気泡流モデルの討算縞果と比較する。

　　∫　　　r
　　　2πrαqGdr
言。＝　　　o
　　　∫　　　r　　　　2πrαdr
　　　②

　　αHqGH＋αiqGiΣ：Ai　　2

　　αi一十αi
Σ：Ai　2

（2－61）
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　　∫　　　r
　　　2宛r（1一α）qLdr

ト　　　田
　　　∫　　　r　　　　2πr（1一α）dr
　　　回

　　（1一αi．1）qLi．1＋（1一αi）q〕

EA；　　　　2
　　（1一αi．1）十（1一αi）

EAi　　　2

ここで、

　　　　AFπ（riしr…．｛2）。

添字iは、管断面申心より1，2、

巾心からの距離を示す。

（2－62）

　　　　　　　　　　　　　　　（2－63）

1と番号をつけた測定点の位置を示し、rは

　図2－13に、管断面平均をとった液相流速と気泡遼度の管軸方向の分布を示す。

横軸には混合辮からの距離が取られており、二相流部の長きで無次元化きれてい

る。図2－13（a）は水遺水を用いた白然循環の場合、（b）は界面活性剤を添加した水

を用いた自然循環の場合を示している。両図において、実験から求めた管断面平

均液相流遼が口印で管断面平均気泡遼度がO印で示してある。また、希薄変形気

泡流モデルによる甜算値として、液相流遼が破線で、気泡遼度が一点鎖線で示さ

れ、参考のため均質流モデルによる流速の言十算値が実線で示してある。水遺水を

用いた場合、上昇管途申で気泡の合体が発生し流動橡式が途申で変わるにもかか

わらず、実験値と計算憎は良い一致を示す（（a））。また、界面活性剤を添加した水

を用いた場合、気泡遼度の静算個が実験値を上回る（（b））。この傾向は下流ほど強

く、気泡の相互作用が原因と考えられる。流れの写真からわかるように、界面活

性剤を添加した流れでは気泡の合体が防止きれ、下流ほど気泡間隔の短い気泡流

となる。このと窒、実際の流れでは気泡の相互作用が影響を及ぼしていると考え

られるが、希薄気泡流モデルではこの効果が取り込まれていないので、実験値と

許算値にずれが生じるのであろう。
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（a）水遺水を用いた自然循環、　　　　…（b）界面活性剤を添加した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水を用いた自然循環

　　　図2－13。管軸方向の流速分布（Qド1．07N1lmin）

2．7．5　駆鋤力と駆馳流量

　図2－14は、水遺水及び界面活性剤を溺加した水を用いて自然循環の実験を行っ

た縞果で、混合窒気流量QGを変えたときのシミ息レーションループの駆動力Fの

変化を示す。駆動力Fは、次式で甜算する。

　　　　F竃ρ。9ト（Prp。）画　　　　　　　　　　　（2－64）

ここで、Lは混合措出口から上昇管出口までの距離、P1は混合籍出口での圧カ、

p2は気液分離タンク内の圧カを示す。図ト14から、混合空気流盤が増すと窪ルー
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プの駆動カが増すことがわかる。また、界歯活性剤を添加すると同じ混合空気流

量の水遺水を用いた場合に比ぺ駆動力は増カpし戸遼度滑り損失が低減きれること

がわかる。

　図2－15は、同じく自然循環の実験縞果で、混合蜜気流量Q6を変えたと窪の駆動

きれた水流盤QLの褒化を示す。この実験では、水流量は混合空気流盤とともに増

すが、その増加率は下がる。界面活性鋼を添加すると申同じ混合空気流量の水遺

水を用いた場合に対し水流盤は増加し池MHD発電に好ましい状態が作り出きれ

る。
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2．8縞言

　遼度滑り損失は、負の圧力勾配が存在する二相流の加遼部で発生し、　液体金

属MHD発電装置には常に存在する。　0舳㏄Nと呼ばれる自然循環型液体重金属

MHD発電でも、上昇管内の遼度滑り損失は重要な間趨である。

　従来の垂直管内の上昇気液二相流の遠度滑り損失の研究は、局所的な遼度滑り

を無視し、管断面内の流遼分布と気泡分布に基づき管断面平均の遼度滑りを計算

するものであった。MHD発電ループのように管径が大きくなると、流遼分布が

平坦になり、局所的な遼度滑りが重要になると思われる。ここでは、局所的な遼

度滑りを許す定常固一次元希薄変形氣泡流モデルを用い上昇管内の二相流をモデ

ル化し、気泡の大きき、変形、液相流遼によりどのように遼度滑り損失が変化す

るかを調ぺた。

　用いた希薄変形気泡流モデルは気泡が偏平回転楮円体形に変形することを許す

ものであったが、このモデルによる計算からは、気泡が煽平に変形するほど巾気

泡が小きいほど、また、二相流部の液相流遼が逮いほど、遼度滑りの低減きれる

ことが示きれた。

　次に実験でこの縞果を検記1した。実際に液体金属を用いる実験は装置に費用が

かかり、取扱が難しくなる。そこで水を用いるシミュレーシ翼ン可祝化実験を考

えた。希薄変形気泡流モデルを用いて上昇管内の流れが表きれるとすると、この

基礎式を無次元化したと窪に現れる無次元パラメータの全てを液体金属と水に対

して同時に一致きせることができるならぱシミュレーションが可能になる。　水

銀を用いるイスラエルのETGAト3を水を用いてシミ皿レートする実験の条件を求

めた縞果、気液分離タンク内の圧カを下げ、気泡サイズを多少大曹くすれぱ実現

可能であることがわかった。
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　シミュレーシ冒ン実験の縞果、界面活性剤を添加して気泡の合体を防ぎ、大き

な気泡を形成きせないことによって速度滑りを低減で曹ることが示された。また、

液相流速を遼めると、やはり、遼度滑りは低減きれた。とれらの結果はモデルに

よる計算緒果と一致している。また、実験で測定きれた気泡遼度、液相流速の断

面平均値は、一次元流れを仮定して希薄変形気泡流モデルより計算された憧と良

い一教：を示した。

　また、実験では水道水を用いた場合、気泡の合体が生じ、流動様式が上昇管途

中で気泡流からスラグ流へ遷董移することが見いだされた。これに界面活性剤を添

加すると、気泡の合体が防止され上昇管出口まで気泡流が実現できる。

　逮度滑り損央の低減方法として界面活性剤の使用が極めて有効であると言える。

水に界面活性剤を添加すると気泡の合体が防止きれ、気泡の煽平変形及び気泡の

相互作用が仮想慣性カや流体抵抗を通して有効に働曹、遼度滑りが低減される。

水申の気泡に対する界面活性剤の働きを詳しく研究し、液体金属申の気泡に対し

て同様な働窪をする物質の存在が示きれるならば、そのような物質の添加が遼度

滑り損失を低減する方法として最も有力になると思われる。水銀に対するそのよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31）
うな物質としてカーボンブラヅクが研究きれている。
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第3章　上昇管内二相流の流動様式遷移とボイド波不安定

3．1緒言

　前葦で述ぺた自然循環型液体重金属MHD発電ループのシミュレーシ藪ン実験

では、気泡流からスラグ流への流動様式の遷移が見られ、速度滑りに大きく影響

を及ぽすことが示きれた。いまこの流動様式の遷菱移をボイド波の不安定現象とし

て説明することを試みる。

　この流動様式の遷1移を詳しく観察すると、気泡は混合操を出た直後では均一に

分布しているが中下流へ行くにつ机て流れの方向に気泡の密な部分と疎な部分が

生じ、密な部分で気泡の合体が超こり、大警な気泡が形成きれて行く。この気泡

の集団化現象は、　固気または固液流動層における気泡の形成と大変よく似てい
　8，．27，

る。　　最近その機構がウヱーブヒエラルキーの条件に遼反するボイド波の不安

定現象として説明されている。これは、波の方程式が、例えぱ、2階導関数で表

される高階波の項と1階導関数で表される低階波の項から成ると密、低階波の速

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）
度が高階波の両方の遼度より大きいかま1たは小きい場合に趣こる。　特性時間以降

支配的となる低階波への高階波の影響は負拡散によって特徴づけられる。支配す

る方程式の形は非常に遠っているが、同様な機構が気泡流の場合にもあるのでは

ないかと思われる。

　これを説明する解析には希薄球形気泡流モデルを用い中一次元流れを考える。

気泡流申の波には圧カ波モードとボイド波モードの二種類の存在することが知ら

　　　　　9，
れているが、いま考えているボイド波モードは圧カ波モードに比ぺ遼度が遅く、

その振動数も低いので、ボイド波の基本的性質を見るため、気体が非圧縮性流体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一㊧）一工2）
であると仮定して圧力波モードを除外する。　　　このようにして簡単化きれた基

礎式は、上昇管内の気泡流を表す簡単な形の定常解を持つ。
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　この定常解からの摂鋤を考え、上の簡単化された基礎式を線形化すると、ボイ

ド波の式が得られる。予想したように、この式は2階導関数で与えられる高階波

の項と1階導関数で与えら机る低階波の項から成る。しかし、今の場合高階波の

遼度が共役複素数となる。これは負の拡散を伴う低階波の不安定性とともに、高

階波がいつまでも成長し続けることを意味する。しかしその成長遼度は低周波数

の波を考える限り小きい。負の拡散係数は、ボイド蹄に比例して、また速度滑り

の3乗に比例して大きくなり、ボイド率が大きく、気泡の合体が始まって遼度滑

りが増すとき、気泡の集団化の促進されることを示唆する。

　気泡の負の拡散を確かめるため、ボイド波の式を遭当な初期条件及び境界条件

を与えて解く。時間に関してラプラス変換、空間に関してフーリエ変換して得ら

れる代数方穫式の解から、変換面における解が得られる。これを逆変換すると物

理面における解が実積分の形で得られ、これを数値積分する孝ボイド波の伝播と

変形の橡子が知られる。実際にボイド波は時間とともに下流へ伝播し、波の幅は

一狭く、波の高きは高くなって行く。これは気泡の負の拡散に対応するものである。

　このような気泡の集団化を、前章で述べたシミュレーション可観化実験装置を

用いて、更に詳しく調ぺる。水遺水を用いた自然循環の実験で、混合する空気流

盤を3段階に変え、上昇管金体にわたる流れの様子を写真撮影する。また、上昇

管にわたって取り付けた5つの針式抵抗プローブにより、各測定点での気抱通過

の時間と間隔を測定する。気泡の集団化は空気流量が最も多い場合にはっきりと

現れる。管断面の混相流体の電気抵抗を測定することによって、気泡集団の遼度

を知ることを試みる。

　最後に、ボイド率、気泡遼度、液相流遼の測定値から貧の拡散係数及び気泡が

上昇管入口を出発してから上昇管出口近くで合体するまでの時間を計算し、これ

から求めた気泡の相互接近距離を上昇管入口での気泡の相互間距離と比鞍するこ

とにより、気泡の集団化がボイド波不安定によるとする主張の正しいことを示す。
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3，2　ボイド波の解析

3．2．1　基礎式

　現象を説明するために、希薄球形気泡流モヂルを用いる。現象は非定常1一次

元運動によって説明でき一るとする。ボイド波は圧カ波に比ぺて遼度が遅く、低周

波数の現象であるので、気体が非圧縮性流体であると仮定して圧カ波の影響を除

外する。

このモデルを表す基礎式は巾

　　　a　　　　　　　a
　　　T（1舳α）十丁（1舳α）・・竃01

　　　θα　　　8
　　　　　＋一αqG＝O雪　　　帥　　　aX

　　　　　　　aqL　　8qL　　1　8P　　　（トα）（帥十軌8、）竃阯丁8、咀（トα）い

　　　1　θ　　θ　　　　　　1　aP　CD　　　T（丁十・・6、）（・r・・）鶉山丁丁…ρ、v（・r・・）画

（3－1）

（3－2）

（3－3）

（3－4）

これらは、上から液相及び気相の連続の式、混相の運動方程式、球形気泡の並進

相対運動の式である。　ここで、CD二12πμRは気泡に働く粘性抵抗の係数を表す

（μは液体の粘性係数）。

3．2，2　ボイド波の式

　前節で示きれた希薄球形気泡流モデルは、次のような垂直管内の上昇気泡流を

表す簡単な形の定常解を持っていることがわかる。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一49一

　　　　丁丁（1・〔！1）竃ρ・（トα1）い

　式（3－3）と（3－4）より8p／axを消去して次式が得られる；

　　　　　　　　的L　　　　　　　　　aqL　　餉G　　餉G　　　　（3－2α）　　十［2（1一α）qL＋qG］　一　　1G
　　　　　　　　at　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aX　　　　　at　　　　　　　θX

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2CD
　　　　　　　　　　　　　　　　　竃岨2（1一α）・十ρ、V（・r・・ジ（3旧6）

　式（3－5）で示きれる定常解からの微小変動を考え、線形化を行う。微小変動量

には3を付ける。

　　　　ザα1＋α㌧　ザ・・｛・㌧　炉r・・十・・㌧　　（ト7）

　式（3－7）を式（3－1）、（3－2）、（3－6）へ代入し、2次以上の微小量を無視する

と、線形化きれた次式を得る。

　　　　　　3　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　8α　　　　　8α　　　　　　　　θqL
　　　－　　1L9　　＋（1一α日）　　二0多　　　　　　（3－8）　　　　　6t　　　　　8X　　　　　　　aX

　　　　　　3　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　夕
　　　　θα　　　　　θα　　　　　的G
　　　　　　　＋qG回　　十α回　　二〇。　　　　　　　　（3－9）
　　　　　帥　　　　　眺　　　　　8×

　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　3

　　　　　餉L　　　　　　　　　　　θqL　　的G　　　aqG（ト2α凹）　　十［2（1一α日）qL回十qG日］　　一　　1。藺
　　　　　at　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8×　　　　　　6t　　　　　　　　　8×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2CD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝2α3・十ρ、V（・・㌧ペド（3山10）

　線形化された基礎式（3－8）～（3－10）より、ボイド率の変動分以外の変動量を消

去すると次式を得る。

　　a　　　a　　　8　　　a　　　　1　　8　　　8　　。
（丁十・iT）（at＋・・8、）α3＋τ（at＋吻丁）αニパ（3山11）

ここで、
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c戸（1－2α囲）qG⑰十2α②qL囲勇

汁・・…一

　　（2一α囲）qGg＋α囲（5－4α8）qL田

Cr二
　　　　　2［1＋2α囑（1一吻）］

　　［α藺（8－17αo＋8吻2）］1■2
CF　　　　　　　　　　（qGザ舳）　　　　2［1＋2α囲（1一α囲）］

　　1＋2α日（1一α回）　（gGrqL8）
τ竃

2（1一α②）　　　9

（3－12）

（3－13）

（3－14）

（3－15）

（ガ16）

である。

　式（3－11）は、ボイド率の変動が波として伝播することを表しており、共役複素

数の遼度を持つ高階の波の項と、実数の遼度をもつ低階の波の項の和として表き

れている。高階波の速度が共役複素数で与えられるので、高階波の片方は時間的

に成長していくことがわかる。しかし、慮部Ciは、実都Cギに比ぺて十分小さい。

　ここで、式（3－11）で表される波の分散関係を求める。　平面単色波の解

α㌧α球ei｛kx一州を仮定し、式（3－11）に代入すると

　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　（ω一cik）（ω一c2k）十一（ω一c8k）竃0　　　　　　　　　　　　（3－17）
　　　　　　　　　　　　　　τ

を得る。ここで、kは無次元波数、ωは無次元角振動数である。k、ωは各々、

LとL／qG8で無次元化きれている。Lは二相流部の長きである。co，cl，c2とL／τ

はqGOで無次元化きれている。

　圭流条件として、シミュレーシ蔓ン実験で得られた僧の一つをとる。

　　　　α戸0，27多　qL戸0．16mls撃　q。戸0．22㎜／s、　（3－18）

このとき、式（3－17）の解は、ω竃ω一。十iω1．、ω2、十iω2iとすると、図3－1で

示される。図3－1の（a）は分散関係を示し、（b）は無次元波数に対する位相遼度を
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図3－1。分散関係（3－17）と位相速度

示している。波は2っ存在するが、図申波線で示きれる波は大きな減衰を示す固

ωI＞0である実線で示きれる波は不安定であり、その速度は低階波の遮度c②と高

階波の速度の実部C。の間にある。

　式（3－11）は固気流動層のボイド波の式と同じ形をもつが、高階波の遼度が共役

複素数で与えられる点で異なる。しかし、固気流動層ど同様に、時間tが特性時

間τより十分纏ったとき低階波は重要になり申このと書高階波による低階波への

影響は負の拡散となって現れる。この振舞いを見るため、式（3－11）の高階波を示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i3，
す項において、　81帥製一c8（61ax）なる近似を行うと、　負の拡散を伴う移流拡散

方程式

　　　　8α3　　8α3　　82α3
　　　　　　　＋c田　　竃一D　2　　　　　　　　　　　（3－19）　　　　　帥　　　　　8X　　　　　眺

を得る。ここで、拡散係数Dは
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　　　　D簑τ［（c、一c8）2＋ci2］

　　　　　　α回（1－4α②十8α田L4α回3）　（qGゼqL回）3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－20）
　　　　　　　　　　（1一α回）　　　　　　　9

拡散係数はボイド率に比例し、遼度滑り（qGrqL藺）の3乗に比例する。ボイド率

及び遼度滑りが増すと負の拡散が顕薯になることがわかる。これから、この気泡

の集団化を抑えるには、遼度滑りを抑えることがより効果的であることがわかる。

　低階波が重要になる蝿離はC。τで見積られる。

　　　　　　　（2一α日）qG0＋α囲（5－4α回）仙　　（qGゼqL藺）
　　　　c。τ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－21）
　　　　　　　　　　　　4（1一α回）　　　　　　9

この距離以降においては、低階波の振舞い、つま1り、ボイド率の変動の負の拡散

が顕薯になる。

3．2．3 初期値一境界値間趨の解

　線形化きれた希薄球形気泡流モヂルの基礎式を初期条件及び境界条件を与えて

解く。まず、次のような無次元化を行う。

　　　　x二㌧ξ3，t二㍗、3］　　（・一11）
　　　　qL　　血qGaqL　　　　，　　　　　qG　　山qG藺qG　　　　g

Lは流れ場の特性長さで、ここでは上昇管二相流部の長きにとる。

式（3－22）を式（3－8）～（3－！0）へ代入すると、

　　　aαf　　8ポ　　　　　　的L＊
　　　8η十・aξ凹（1…α・）aξ竃0・

　　　8ポ　　8α2　　aqG＊
　　　8η十aξ十α16ξ簑0・

（3－23）

（3－24）
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　　　　　8qL＊
（3－2α⑫）

　　　　　8η

を得る。ここで、

　　　　　　qL8
　　　　㎜ζ
　　　　　　qG②

である。

　　　　　　　　　aqL＊　8qG＊　aqG＊
十［1＋2・（卜α・）］θξrηrξ

β竃

　2α3
rアr＋2Ω（・・h・氷）

qG日　　　　　　　CD　　L
　　　　費　Ωζ（9L）一■2　　　　　　　　　　　ρ』V　　　qG回

（3－25）

多
（3－26）

　初期条件及び境界条件を次のように与える。

　　　　η簑Oで　　　α3簑f（ξ）　。　　qL＊二qG＊二0　。　　　　　　　（3－27）

　　　　ξ→±◎◎で　αフニqL＊二qG＊二0　．　　　　　　　　　　　　（3－28）

ここで、f（ξ）はボイド率の変動の初期波形であるが、ここでは次のような形状を

考える。

　　　　f（ξ）二exP（一pξ2）　。　　　　　　　　　　　　（3－29）

　初期条件、境界条件を考慮して、時間ηに関してラプラス変換、空間ξに関し

てフーリエ変換を行う。

　　　　τイα・…（一・1）・1茅　　　　（・一・・）

　　　◎o　　㎜凹

λ∫α3…（一i舳ゼ
　　　岨◎◇

このと曹式（3－23）～（3－25）は代数式になり、α’について解くと

　　　　　　　　　　　　　　　1　～
　　　　～　　　　（s＋ikF＋　　）f（k）
　　　　血　　　　　　　　　　　　　　　　　τ
　　　　　2血　　　　α　　　　　　　　（・十ik・。）
　　　　　　　（s＋ikcl）（s＋ikc2）十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

（3－31）

（3－32）

ここで、



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一54－

　　　　　　1＋2αo（1一α⑫）m

　　　　F意1・2α国1一α垣　　　　　　　　　（3－33）

であり、f（k～はブーリエ変換きれたf（ξ）である6式（3－29）のf（ξ）に対し、

　　　　～　　　π　　　　　　k2
　　　　f（k）竃（丁）一／2…（一丁）由　　　　　　（3齪34）

また、c固、c一、c2刊τは式（3－12）～（3－16）で示きれる。

　式（3－32）の逆変換を行うことにより、物理空間におけるボイド波の振舞いがわ

かる。

ポrげ。、榊（i・1）［。妄、／、㍗言W小（・一・・）

α3眺p（sη）は、式（3－32）よりわかるように、2っの極を持っ。それらをsi，s2

とすると、

　　　　　　◎oα夕r妄∫…（i・1）
　　　　　　岨◎◎

　　　　　　・［…1τ・…（・1）1、竃、、・…1τ・・岬（・1）1、二、、1・い・一・・）

ここで、’舌Res洲は各々の極における留数を意昧する。s一、s2は

　　　　　　　　　　　　　　　（s＋ikc8）
　　　　（s＋ikci）（s＋ikc2）十　　　　二0　　　　　　　　（3－37）
　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

の解として与えられる。その解は、各々、

sドsi、十is〕脅　s。竃s。、十is。‘、　　　　　　　　　　（3－38）

・一、し＿1

s2。「　　2τ
　　　・十1r≒。・・（・ド・・）・12・苧；（・1・・ゼ1・1）・ゾ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2k
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一（ci＋cダ2c②）
　　　　　　　　　　・…1与・・バif　　ド　（・一・・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　てτ一k2（・r・・）2’
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1lト÷（・i…）

　　　・十1トー・・（・ド・・）・12・与（・i・・ダ1・1）・1川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2k
　　　　　　　　　　　　　　　　　一（ci＋cゼ2c日）
　　　　　　　　　　・…1÷・・ガ1子　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　てτ一k2（・ド・・）2

となり、縞局、式（3－36）は次のような実積分で表される。

（3－40）

α・÷1二1・…（・い・）…（・…い・）一・跳・（・い・）…（・…い・））・・

　　・÷／二1・…（・・。・）…（・・…1・）一・…（・…）・i・（・・…i・））・ゼ

（3－41）

ここで、

　　　　　　　　1
　　　　（s一、十　）（si、一s2。）十（s〕十Fk）（sli－s2i）
　　　　　　　　τ　　A二　　　　　　　　　　　　　　　　　f（k）ヲ　（3－42）
　　　　　　　　　（S一ドS2。）2＋（SlrS2i）2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　（si．十Fk）（sl、一s2。）一（sけ十　）（s－1－s2．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ　　B二　　　　　　　　　　　　　　　　　f（k）　　　（3－43）
　　　　　　　　　（SlドS2。）2＋（S－rS2i）2

　　　　　　　　　1
　　　　　（…十rr）（・ド…）十（・・i＋Fk）（・ザ・・i）・

　　C＝一　　　　　　　　　　　　　　　　f（k）茅　（3－44）
　　　　　　　　　　（Sl、一S2。）ξ十（SirS2i）2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　（・・i＋Fk）（・ド…）一（…十丁）（・r・・i）一

　　ト…　　　　　　　　　　　　　　　　　f（k）　　（3－45）
　　　　　　　　　　（SirS2、）2＋（S1rS2i）2

式（3－41）は、η’とξが与えら机ると数値積分でき、ボイド波の伝播の様子がわか

る。図3－2にパーソナルコンピュータによる言†算結果の例を示す。数個穣分は台

形公式を用いて行われ市　無次元波数kの穣分範囲は0≦k≦50、　ステツプ幅は

△k竃0．01に取っている。また、図申のη竃0におけるボイド率変動の初期波形は、

ド10と置いた式（3－29）で与える。図3－2（a）は先の実験の主流条件［式（3－18）］

に対庵した甜算縞果である。ボイド波は時間とともにに下流に伝播し池わずかぱ

かりであるがその高きを増しヤ波の幅は狭ま1る。図3－2（b）は、遼度滑りが増加し
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榊⑪画騒

肝⑪囲圃
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　　　　　　　屠

η刈画誰
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　（a）舳＝0．22m／s　　　　　　　　（b）q。ド0．32m1・

図3－2。　ボイド波の伝播の様子（qLドO．16㎜／s賢αドO．27）

た場合を想定した計算縞果で、式（3－20）からもわかるように、（a）に比ぺ負の拡

散を示す波形の変化は顕薯に表れている。

3．3　流れの測定

3．3．1実験装置と実験条件

　ボイド波の鰯測を行う実験装置として、第2章で述ぺたシミュレーション可視

化ループを用いる。しかし、上昇管は内径70㎜の透明アクリル管に変更されてお

り、また、混合器屯リング状の焼縞合金を上昇管途申に挟む方式から、100μ㎜メ

ッシュの5本の焼縞合金パイプを放射状に上昇管断面に配置する方式のものに変

えられている。焼緒合金パイプの外形は8㎜、内径は5㎜で、一方の端が二重同心

円筒の外蜜とつながっており、他端は上昇管断面申心に集縞されている。I
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　実験は、気液分離タンク内圧力を10kPaに設定し、水道水を用いた白然循環につ

いて行われる。混合空気流量は0，36，0．73，1．46NV㎜h（0℃、！at㎜）の3段階に変

えられる。前章での遼度滑りの実験と同じ位置に測定点を取る。上昇管に沿って

取った5つの測定点には、各々、2章で用いた番号と同じく上流側（下方）より1，

2，3，4，5と番号を付ける。

3．3．2　流れの様子

　図3－3と3－4に、得られた流れの様子を示す。図3－3と3－4の（a）、（b）、（c）は、

各々、混合空気流量が0．36，　0．73，　1．46肌／㎜iηの場合を示す。図3－3は上昇

管の下部（撮影範囲は測定点1と2の間から3と4との間まで）、図3－4は上昇管

の上部（撮影範囲は測定点3と4の間から5まで）を示す。上昇管の上部、下部に

分げて写真を撮ったため、上部、下部の流れは同時刻のものではない。

　上昇管の下部の流れは、混合空気流盤が増すほど気泡の数密度が高くなるが、

いずれも気泡流で、見かけ上均一な気泡分布をしている。上昇管の上部では、同

じく気泡流であるが、混合空気流盤によって流れの様子は異なってくる。混合空

気流量が最も多い場合（（C））、明らかに気泡集団の形成が見られる。これに対し、

最も混合空気流量が少ない場合（（a））では、気泡集団は認一められない。申間の混合

空気流量の場合（（b））では、わずかぱかり気泡集団の形成が言忍められる。

　図3－5に混合空気流量1．46肚／㎜inの場合の上昇管上部のストロボ写真を示す。

ストロボの発光間隔は1130秒で、左の写真から右方向に時間が進んだ流れを示し

、ている。これらの写真から、時間とともに気泡の集団が形を変えながら下流へ進

む様子が見られる。
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姦鱗
’・一輩　ζ
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（a）QG＝O．36N1／min （b）QG＝O．73Nユ／min （c）Q。＝1．46Nl／min

図3－4． 流れの様子（上昇管上部）
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翻

時間→

図3－5． 流れの様子の時間変化（上昇管上部，QG＝1．46Nユ／min，3011z）
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3．3，3　針式抵抗プローブによる測定

　上昇管に沿った5つの測定点に針式低抗プローブを揮入し、管断面申心でめ気

泡の通過の様子を調ぺた。　　図3－6が混合蜜気流量0，36Nユ／㎜iΩ、　図3－7が

0．73肌／㎜in、一図3－8が1画46Nl／miΩの場合の1秒間の気泡通過の樺子を示している。

図申の番号は測定点番号を表している。なお、各測定点の信号は同時刻のもので

はない。針式抵抗プローブからの信号は、2．6．3で述ぺた方法により矩形波に整形

きれている。各々の信号において、1つの矩形波は1つの気泡に対応している。

　各々の混合空気流盤において、下流での気泡の疎密化または気泡の集団化が見

られる。　測定点1では、　気泡の集団は認められない。　混合空気流量が0．73，

1．46N11㎜inの場合、気泡のほぽ均一な遁過状態が認められる。　混合空気流量が

0．36Nユ／minの場合は均一とは言えないが、気泡の集団はない。このような状態か

ら出発しても、下流の点では気泡の集団が認められるようになる。その点は混合

空気流量が多いほど上流側に移行する。　混合空気流量が0．36Nユ1㎜inの場合

測定点5で、0．73N1／㎜inでは測定点3で、1，46N1／㎜inでは測定点2で気泡集団の

形成が認められる。気泡速度が関係するためこれらの図から直接には読み取机な

いが、気泡集団が形成きれた後、合体によって発生したと思われる大きな気泡が

見られる（図3－7の測定点5、図3－8の測定点4，5）。

3，3．4　気泡集団の速度

　図3－9に示すような方法で管断面方向の電気抵抗変化を測定することを考えた。

管蟹より、L字型のステンレス管（端は閉じている）を揮入し、管壁に沿わせる。

管申心に対して対称の位置に、もう！本のL字型ステンレス管を敢り付け、これ

らステンレス管の間に直流定電圧をかけ、この間の低抗変化を測定する。実際に

はこれらステンレス管と直列に接続した抵抗にかかる電圧を測定するのであるが、
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1引
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図3－6、 針式抵抗プ回一プによる気泡通過の様子（QG竃O，36肌／皿in）
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1引

12）

い〕

0歯5　　　　　1引

図3－7由 針式抵抗プ回一ブによる気泡通過の様子（Qド0，73Nユ／㎜in）
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1引

叫）

旧）

（2〕

い〕

○固5　　　　　1引

図3－8。 針式抵抗プロープによる気泡通過の橡子（QG竃1．46Nユ1min）

図3－9。 混相流体の管断面欠わたる電気抵抗の測定
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気泡の集団がこの断面を通過すると窪、大きな電圧変化が期符きれる。更にこの

ステンレス管の対を管軸方向にずらした位置に取り付け、同様に電圧変化を測定

する。これらの電圧変化の相互相関関数を計算して気泡集団の遼度を求める。ボ

イド率の電圧変化に対する影響や電圧変化を引窪趨こす管軸方向の範囲など明ら

かにすぺ蜜点はあるが、同じ気泡集団が大警くその形を変えないならば巾2断面

の電圧変化は時間的にずれて同じように趣こり、気泡集団の速度を測定すること

ができるであろう。実験では、スチンレス管の管壁に沿った部分の長さを3㎝にし、

測定点4の位置と測定点3と4の中間点に、各々、スチンレス管の対を取り付け

る。2組のステンレス管の対の管軸方向のずれは22㎝である。

　図3－10の（a）、（b）、（c）に、各々、混合空気流量を0．36，0，73，1．46阻／minに

変えた場合の相互相関関数を示す。これらは、電圧を500μsecでミニコンピュー

タによりサンプリングし、各々の信号の平均値を差し引き、相互相関関数を計算

したものである。最も空気流量が少ない場合は、図3－4からもわかるように、明

らかな気泡集団が形成きれていない場合で、強い正の相関は現れない（（a））。それ

以外の空気流量では正のピークを持った相関が現れ、空気流量が多いほど大書な

ピークを持ち、形も整っている（（b）、（c））。これらのピークをもつ時間から気泡集

団の管軸方向の遼度を計算すると、　混合空気流量が0．73Nユ／㎜inのとき0．63腕1s，

1．46N1／minのと警0．97mlsとなる。

3．3．5管断面平均ボイド率、気池速度、液相流遼

　測定点1と測定点3と4の申間において借断面のボイド率、気泡速度分布を求

める。今、測定点3と4の申間の測定点を測定点aと名付ける。測定は複針式抵

抗プローブを用いて行い、サンプリング間隔は250μsecである。測定は、各管断

面申心より径方向の線上で行う。測定点は3㎜間隔で取る。図3－11（a）、（b）に、

各々、測定点1におけるボイド率分布と気泡速度分布を示す。また、図3－12（a）、
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図3－10、 測定電圧の相互相関関数
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（b）気泡遼度分布（a）ボイド碓分布

図3－12。 測定点昼における径方向分布（b…QG竃0，36N1／棚in、

△一一QG竃O，73N1／㎜in勇ロー一QG竃1．46Nユ1min）
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（b）に測定点aにおける分布を示す。各図において、O印が0．36Nユ／㎜in、△印が

O．73N1／㎜in、口印が1．46Nllminの混合ガス流量の場合の値を示している。

これらの分布から、次の式により管断面平均ボイド率α、気泡遼度qGを求める。

一∫　　　r
　　　2πrαdr
　　　aα二＝

　　　　A
EAi

αi．1＋αi

A
（3－46）

　　　　　　∫　　　　　　　r
　　　　　　　2πrαqGdr
　　　　　　　8
　　　　qG買　　　　＿
　　　　　　　　Aα

　　　　　　　　　αHqGトi＋αiqGl
　　　　　　EAi　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　＝i　　＿　　　　。　　　　　　　（3－47）
　　　　　　　　　　　Aα

ここで、添字iは管断面内の測定点の位置を示しており、管申心より管壁に向か

いO，1，2、い叱する。Aは上昇管の管断面積である。また、

　　　　Aドπ（ri2－rI．12）。　　　　　　　　　　　　　（3－48）

rは申心からの距離である。水流量がターピン流盤計により測定されているので、

次式により断面平均液相流遼qLを討算する。水流盤をQLとすると、

　　　　一　　QL
　　　　qL＝　＿　　。　　　　　　　　　　　　　　（3－49）
　　　　　　（1一α）A

以上の計算によって求まった断面平均値を表3－1に示す。
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表3－1　断面平均ボイド率1気泡遼度1液相流遼

混合空気流量　QG（Nユ／㎜in）

ボ
イ
ド
率
　
血
　
α

気泡速度｝qG（㎜1s） 液相流速山qL（皿／s）

0，36 0．0444 0，268 0．0356測
定
点
　
1

O．73 0．091！ 0．308 0．0755

1．46 0．185 O．336 O．121

0．36 0．076 0．320 0．0369測
定
点
　
a

0．73 0，108 0．458 0．0769

1．46 0，151 0．700 ○由117

3，4　流れとモデルの対応

　希薄球形気泡流モデルより導かれたボイド波の式からボイド波の負の拡散が示

され、また、実験では上昇管内二相流申に気泡集団の存在が確言忍されたが、ここ

では、モデルと実際の現象の対応を議論する。

　まず、実験における測定値を用いてモデルより導かれた波の遠度を計算する。

用いる式は式（3－12）、（3－14）、（3－15）である。表3－2に討算の結果をまとめる。

　各混合空気流盤において、測定点ユ、aとも、低階波の遼度C田と高階波の速度

の実部C、は非常に近い値をとる。初期値一境界値間題の解から知られるボイド波

の遼度はC囲とC、の間にあり、近似的にはC囲で表きれるが、今回の実験で得られた

気泡集団の遼度はc8とc。の計算個よりも大曹い。　しかし、図3－13に示きれた

測定点aにおける気泡遼度の分布からわかるように、気泡集固の遼度の実験値は

この分布の範囲内にある（図申の実線が気泡築団の遼度を示す）。また図3－12から
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表3－2波の遼度

~~~: Q* (Nl/min) 
c
o
 
(
m
/
s
)
 

c
*
 
(
m
/
s
)
 

c
i
 
(
m
/
s
)
 

~)~~:g~~ (~/s) 

o . 36 o . 247 o . 245 0.0607 ~
~
J
 
~
~
 
)
~
 
1
 

O . 73 o . 266 o . 266 o . 0770 

1 . 46 o . 257 O . 271 O . 0804 

O . 36 o . 277 o . 276 0.0890 ~
l
f
 
~
~
 
~
i
 
a
 

o . 73 o . 376 o . 379 O . 131 o . 633 

1 . 46 0.523 O . 546 O . 214 o . 957 

もわかるよIうに、管壁の近くには遼度の運い小気泡が多く存在し、平均気泡遼度

では重みをつけたこれらの気泡の影響が大警く出ていると考えら机る。実際に、

気泡集団が通過する管の申心頒域では気泡の速度はかなり大きいと見られる。一

方、管断面の電気抵抗の測定で現机る電圧変動は、管申心に偏って通過する気泡

集団に対応していると考えられる。これらの事情を総合して、管申心領域では気

泡遼度と気泡集団の遼度は同程度の大密きにあると言える。しかし今のデータか

らどちらの遼度がより大書いかを言うことは難しい。

　次に、式（3－20）、（3－21）で甜算きれる、拡散係数D、低階波が璽要になる混

合辮からの距離c。τを表3－3に示す。　c、τの値はどの混合空気流盤においても

洲㎜㎜”のオーダーで非常に小きく、上昇轡の大部分で高階波の影響による負の拡散

を伴う低階波の見られることがわかる。

　次に巾上昇管のある位置（初期位置）での測定値を用いて求めた拡散係数と気泡

通過時間から推定される気泡の相互接近距離を、初期位置での気泡の相互間距離

と比較することにより、気泡の集団化がボイド波の負拡散によることを立証する。
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今、普適の拡散方程式

　　　　aθ　　θ2θ
　　　　　　＝D　2　　　　　　　　　　　　　　　　（3－50）　　　　8t　　　8X

の解が、初期条件

　　　　t竃0で　θ二δ（x）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－51）

に対して

　　　　　　　1　　　　　x2
　　　　θ竃＿exP（一　　）　　　　　　　　　　　　　（3－52）
　　　　　　加‘　　4Dt

で与えられることに注意する。ここでδ（x）はデルタ関数。また、式（3－19）で与

えられた負の拡散係数をもっ移流拡散方程式が、低階波に乗った時間と速度を反

転した系で、式（3－50）に帰着き机ることに注意する。そこで気泡の相互接近距離

qを次のように定義する。

　　　　q二（4Dt）1／2。　　　　　　　　　　　　　　　（3－53）

ここで

　　　　　　L　　　　t二一一。　　　　　　　　　1　　　　　　（3－54）
　　　　　　qG

Lは気泡が幽発した位置から合体する位置（ここでは上昇管出口とする）までの距

離、qGは出発点における気泡遼度である。Dは出発点におけるボイド率、気泡遼

度、液相流遼の測定値を用いて式（3－20）から求められる。一方、出発点における

気泡の相互間隔は、抵抗プ回一プに掛かった全ての気泡の通過間隔時間の平均値

に気泡遼度を掛けて求められる。

　表3－3から、測定点1を出発点としたと窪の気泡の相互捜近距離qと気泡の相

互間距離を比較して、混合空気流量が最も多い場合には気泡の合体が発生するこ

とが予想できるが、混合空気流量が最も少ない場合には気泡の合体が趨こりにく

いことが予想で窪る。しかし、下流の測定点aを出発点にすればそこでは遼度滑

りが増加しており、したがって拡散係数D及び相互接近距離qも大きくなり、気

泡の合体が促進きれることがわかる。これらの縞果は3，3，2の流れの様子と一致し

ている。
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表3－3　拡散係数、気泡間距離

混合空気流盤QG（Nユ1狐in） 拡散係数D（X10－5　　㎜21s） 相互接近距離　q　　（㎝） 平均気泡間隔　　（㎝）

Crτ（㎜）

0．36 一　5．96 3．85 15申0 3．29測
定
点
　
1

0，73 一　g．04 4．85 9，06 4，05

1．46 一11．7 5．28 5．41 4．74

0，36 一14，1 10．8測
定
点
　
a

0．73 一44蜆9 16，1

！。46 一203。 27．7

‘

3．5　縞言

　自然循環型液体重金属MHD発電ループのシミュレーシ罰ン可視化実験装置の

上昇管内気泡流の実験で見いだきれた気泡流からスラグ流への遷移を、ボイド波

不安定による気泡の負拡散現象として説明することを試みた。

　希薄球形気泡流モデルに基づ書、気体が非圧締性流体であると仮定して、ボイ

ド波の式を導いた。この式は2階導関数で表きれる高階波の項と1階導関数で表

きれる低階波の項から成ることがわかった。高階波の遼度が共役複素数で与えら

れることから、負の拡散を伴う低階波の不安定と、高階波の継続する成長を示し

た。　また、ボイド波の伝播遼度、成長速度、低階波が台頭する特性時間（特性距

離）及び負拡散係数に対する表式を与えた。負拡散係数の絶対値はボイド率及び遼

度滑りの3乗に比例して大きくなることを示した。きらにこのボイド波の式を実

験条件に合わせた初期1境界条件の下に解き、上昇管内で負拡散現象の見られる

ことを確かめた。’
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　一方、シミュレーション可祝化実験装置を用いて気泡の集団化を確かめる実験

を行った。実験は混合空気流盤を3通りに変えて行った。上昇管全体にわたる流

れの様子を撮った写真及び針式抵抗プローブの信号から、気泡の集団化の様子が

明らかにきれた。きらに測定値から討算した負拡散係数と気泡の通過時間から求

めた気泡の相互接近距離を、初期位置での気泡相互間隔と比較することにより、

気泡の集団化がボイド波不安定による気泡の負拡散によって説明できることを示

した。

　気泡の数密度が高く気泡間相互作用が有効に働くとき速度滑りは低減きれ、好

ましい状態であるが、そのようなボイド率では気泡の合体が起こりやすいことが

蕃忍められた。そのとき流動様式は遷移し、新たな速度滑りや主流の振動が発生す

る。気泡の合体を遅らせる、または防止する界面活性剤の効果は、先の遼度滑り

の実験で示きれたように、極めて重要である。十分な界面活性剤の使用は、負拡

敵によって集まった気泡が接触しても気泡の合体は妨げられ、流動様式の遷移を

防止する。
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14〕

第4章　二相液体金属MHD発電チャネル流れにおける境界層分流損失

4，1緒言

　二相液体金属MHD発電チャネル流れで考えられる損炎の1つに境界層分流損

失がある。これは、チャネル内を流れる流体に粘性があるため、チャネル内壁に

沿って境界層が生じ、チャネル申心領域の誘導趨電力で分離きれた電荷が絶縁側

壁に隣接した境界層を通って短絡することによって生じる。このような損失は、

作動流体に高温ガスを用いるプラズマMHDでも考えられるが、　二相液体金属

MHDの場合、液体金属がプラズマMHDのシードガスに比べて105借も高い電気

伝導率を持つことや、壁が液体金属にぬれやすいので、境界層分流損失は無観で

きない間題になる。

　単相液体金属MHDの場合、液体の密度が圧力によってほとんど変わらないた

め、議総は比較的簡単になる。特に、一定矩形断面のMHDチャネル内の二次流

れを表す簡単な形の厳密解が古くから知られており、境界層分流損失の機構を理

　　　　　　　　　　　　　　28，
解する上で非常に役立っている。　しかし、二相液体金属MHDの場合、回一レン

ツカに対抗する負の圧力勾配のため必然的にボイド率は流れ方向に変化し、一定

出カ電圧を得るために一定流遼を維持するには、チャネル断面は一定ではあり得

ない。また、誘導磁場は外部磁場に直角なチヤネル申心面に関して反対称で、そ

の犬曹さは申心面で零巾絶縁側壁に隣捜した境界層の外縁で最大となり、したが

って圧力分布はその逆になり、ボイド率は流れと直角な方向にも変化する。

　このように本質的に三次元構遣を持つ二相液体金属MHD発電チャネル内の流

れの構造および境界層分流損失の機構を知るために、絶縁側壁間踵離が下流へ向

かって緩やかに広がるチヤネル内のMHD二相流を考える。この流れをモデル化

するために南粘性のある均質気液二相流モヂルを用いる。これは気相と液相が蜜
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め細かく混合し、二相間に遼度滑りがないモデルである。チャネルの至る所で、

流れが電極側壁に平行であると仮定し、自然塵標形で表した基礎方程式を用いる。

チャネルの広がりが緩やかで、流線のそれ角の変化は無観で害るとする。これら

の方種式の解は、ハルトマン数の逆数が非常に小きいことを利用して、接続漸近

展開の方法を用いて見いだすことがで書る。得られた解は、流れ場の構遺を明ら

かにするとともに、境界層分流損失が境界層内のボイド率分布、液体金属に対す

る壁のぬれ特性、チャネル断面の縦横比によってどのように影響されるかを示す。

これらは、損失を低減する方法について多くの示唆を与える。また、粘性のない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一5，
均質気液二相流モヂルに対し発電チャネル流れの解が厳密に与えられること

を利用して、境界層分流損失をこの粘性のない均質気液二相流発電チャネルの等

価外部負荷に換算して見積る方法を示し、境界層分流損失が→般に小さいことを

誼明する。

4．2基礎式

　粘性のある局所均質気液二相流モデルを液相の電気伝導性とMHD効果を含め

た一般的な形に拡張する。ここでは、定常流について考える。

ボイド率をα、流速をqi、液体金属の密度をρLで表すと、質盤保存則は、

　　　∬、1・（1一α）舳・・一・　　　　　　（ト1）

で表きれる。ここで、Sは検査面、dSはその素片、niはdSに立てた外向蜜法線方

向の単位ペクトルである。式（4－1）において、気体の密度ρGがρLに比べて十分

小さいので、気相の部分は無視されている。

運動方程式は次のように与えられる。
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　　　　　　　　　　的i　　aP　　⑤τ〕　　　　ρL（1一α）q、　＝一　　十　　　十ε．、kjjBk。　　　（4－2）
　　　　　　　　　　aXj　　　8Xi　　　眺i

ここで、pは圧カ、jiは電流密度、Biは磁束密度であり、気相の慣性項は無観き

れている。粘性応カテンソルは次のように表きれると仮定する。

　　　　　　　　　　　　　餉i　8qj　3　餉k
　　　　1iドη・（1…α）（6、、十♂、、血丁8、、δ〕）。　　（H）

ここで、ηLは液体金属の粘性係数である。

　気相と液相の間に滑りがないと仮定しているので、単位質量中の気相の質量

αρGと液相の質量（1一α）ρLの比は流れの至る所で一定となる。

　　　　　　αρG
　　　　τ丁丁＝・…t舳い　　　　　　　　（H）
この関係は「滑りのない条件」と呼ばれるもので、滑りがないと仮定すると警気

相および液相の連続の式からも得られる。液相の熱容量が気相のそれに比べて非

常に大きいので、加熱や冷却がなげれぱ等温変化が仮定できる。したがって、エ

ネルギー方程式を考える必要はない。また、気体が理想気体の熱的状態式に従う

とすれば、

　　　　　P　　　　　　ζc㎝stant。　　　　　　　　　　　　　　（4－5）
　　　　　ρG

　均質気液二相流を有効電気伝導嘩がσL（1一α）の電導性流体と仮定すれぱ、オ

ームの法則は、

　　　　ji二σL（1一α）（E1＋εi」kqJBk）　　　　　　　　　　（4－6）

で与えら机る。ここで、σLは液体金属の電気伝導嘩、Eiは静電場の強きを表す。

最後に、電磁場に関するマクスウェルの方程式は次のようになる。

　　　a　　Bk　、
ε1．k　　　　’ζJ1　　6Xj　μ

撃
（4－7）
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　　　　　　　眺k
　　　　ε川　　買0曾　　　　　　　　　　　　　　　（4－8）
　　　　　　　6Xj

　　　　　θB1
　　　　　　　竃0。　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－g）
　　　　　8xl
’ここで、μは透磁蝉であり、MKS単位熟が用いられてし・る。

いま、流線に沿つてξ軸を、これと直交し電極側益に平行にη軸を、ξ軸とη

軸の両軸と直交し絶縁側壁に平行してζ軸を持つ自然塵標系を用いる［図4－1参

廠］。この塵標系で流遼は、

　　　　・斗・撃・1　　　　　　　　（1－1・）

のようになるσ基礎式（4－1）～（4－9）をこの座標系で表し、チャネル広がりが小

きいと仮定して、O（6θ／8ξ）、O（8θ／8η）、O（ηLθ）の項を無視する。θは流

線のそれ角である。更に次の仮定を置く；

　　　　　θq
　　　　　6ξ二〇1　　　　　　　　　　（4｝．11）

　　　　B戸c㎝stant…1B8婁　Bド0。　　　　　　　　　（4－12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8P　　　　　　P3
　　　　p竃p・（ξ）十Pi（η・ζ）1　…8ドconstant…T1　（4血13）

図4－1南

＼＼
竃

＼跳

発電チャネルと塵標系
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ここで、Bξ、Bη、Bζはそれぞれξ、η、ζ方向の磁東密度であり、p。（ξ）はチャ

ネル断面申心での圧カである。2hはチャネルの高き（電極側壁間距離）を表す。

q，Bξ、pエを次のように無次元化する。

　　　　qrB囲（σLηL）一／2／P3茅　　　　　　　　　　　　（4－14）

　　　　bごBξB垣／μP3。　　　　　　　　　　　　　　　（4－15）

　　　　PドP｛／P2。　　　　　　　　　　　　　　　　（4－16）

塵標はhによって無次元化する。つまり、ξ二ξ1h、η簑η／h、ζ二ζ1h。そこ

で、q，b，p1、αは次の関係を満足しなければならない。式（4－6）～（4－9）よ

り、

1≒・七≒（1±α1≒）・θ≒（llα1≒）1一川一1・）

式（4－2）と（4－3）より、

1・1≒・ε1。≒［（1一α）1÷1・。言［（1一α）1㌢ll一・葦（H・）

・≒（”）一ε・≒［（1一α）1÷1一・・

・言（；i・ぷ）ぺ［（1一α）1言1一ゲ

（4－19）

（4－20）

式（4－4）と（4－1）より、

α

1一α

血

p二constant　　雪

∫1・て∫；／h（1一α）；・7一・・・…ガ

（4－21）

（4－22）

ここで2wは、チャネルの幅（絶縁側壁間距離）を表す。そして、無次元パラメー

タ
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　　　　　　　1　ηL　　　　　　　μ
　　　　ド兀（、L）’／㌧　・rB、・P2　　　　（ト23）

が用いられている。1／εはハルトマン数である。液体金属がNaト78の場合を考え

て、h竃10’2m，B囲二1T、　ηL＝8．1×10’4ガlkgs一、σL＝2．6×！06S皿■1，

P㌧104ガ1㎏s’2、μド4πX10－7H…とすれぱ、

　　　　ε・・：・1．8×10－3　婁　　s二6．3×10－3　　　　　　　　　　　　　　（4－24）

となり共隻に4、き》、。

　この論文では、外部回賂が開放状態のMHD発電チャネルを考える。ゆえに、

チャネルの各側壁を横切って電流が流れないので、境界条件陣各側壁上で、

　　　　ザO、　ト0　　　　　　　　　　　　　　　（4－25）
で与えられる。

4，3　チャネル申心領域の解

　単相液体金属（α竃0）については、一定矩形断面のチャネル内の二次流れの解が、

ハルトマン数の逆数εが非常に小きいことを利用して、接続漸近展開の方法を用

　　　　　　　　　29，
いて与えられている。　二相液体金属（α＞0）にっいても同様な方法がとられる。

　MHDチャネルの申心額域の解を次の形に表す。

　　　　qζぺ（η勇ζ）十〇（屋）　勇

　　　　b簑b2（η茅ζ）十〇（ε）　茅

　　　　Pi竃pド（η3ζ）十〇（ε）　。

式（4－17）から（4－20）に式（ト26）から（4－28）を代入し、

をとれば、

（4－26）

（4－27）

　　　　　　（4－28）

εに関して最低次の墳
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　　　　8ぺ
　　　　　＿ζ0撃　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－29）
　　　　6η

　　　　　　θポ
　　　　1＋　　二0薯　　　　　　　　　　　　　　　　（4－30）
　　　　　　a…
　　　　　　　η

　　　　　a　　　　　　　　　　8
　　　　　＿（pぺ十sポ2）簑＿（パ十sポ2）二0国　　　　　　（4－31）
　　　　8η　　　　　8ζ

これらは穣分で書て、

　　　　ぺ＝F（ζ）。　　　　　　　　　　　　　　　　（4－32）

　　　　b㌧凹η十G（ζ），　　　　　　　　　　　　　　（4－33）

　　　　パ十sb22二c㎝stant。　　　　　　　　　　　　　（4－34）

関数F（ζ）は絶縁側壁に隣接した境界層の解との接続から決まる。G（ζ）は、bが

ηに関して反対称であることから、零でなけれぱならない。　式（4－34）の

C㎝Stantは零と選ぶことがで窪る。

　式（4－13）と（4－34）から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　P。二prp3ξ　茅　Pドーp♪sη　。

ここで、p藺はチヤネル入口（を二0）における断面申心の圧力である。

（4－35）

　ゆえに、圧カPは式（4－13）と（4－35）より、

　　　　　　　　　　　　2　　　　p簑prP2（ξ十sη）　　　　　　　　　　　　　（ト36）

のように表きれる。そこで、式（4－21）から巾ボイド率αは

　　　　　　　　　　　　α囲　　　　α婁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－37）
　　　　　　1一（1一α、）」lL（τ十、7・）

　　　　　　　　　　　　肋

のように与えられる。α8はチャネル入口に置ける断面申心でのボイド率である。

上の関係を用いて巾式（4－22）は積分することができて、
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　　w　　α固　　c（ξ）十δw／h　吻　　α②　1＋δ吻1h
　　一一一一一　　　　　　　　　　ユn　　　　　　　　　　　　　　竃　　　　　一　　　　　1Ω

　　h　2δ、（τ）、（τ）一δ。／h　h　2δ苛1一δ吻／h

を得る。2吻はチャネル入口でのチャネルの幅である。また、

　　　　　一　　　　δ2
　　　　c（ξ）寛（1一　　）一■2多
　　　　　　　　　　S

　　　　　　　　　　　p2
　　　　δ2二s（1一α日）　　。
　　　　　　　　　　　P日

δおよびδ2／sが共に小きいと蜜、式（4－38）は、

　　　　w（ξ）　　　　P3一
　　　　　　　二1＋α②　　ξ
　　　　吻　　　　　　　　　吻

と近似的に陽に表される。

（4－38）

（4－39）

（4－40）

（4－41）

　絶縁側壁に隣接した境界層におげる解との接続から申心領域の流遼g。が見いだ

き机ると［式（4－65）と式（ト73）参照］、　チャネル入口での流遼肋、　加えられ

た磁場の磁東密度B日、　液体金属の電気伝導率σL及び粘性係数ηLから、

式（4－14）よりP㌧q山（σLηL）一／21q。が決まる。　そして、式（4－38）または

（4－41）から、ヂャネル入口での圧カP垣、ボイド率α回、チャネル幅2吻と共に、チ

ヤネル幅の変化がわかる。

4．4　境界層分流損央の見積り

　外部負荷のあるMHD発電チャネル内の非粘性均質二相液体金属の流れの解は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一5）
陰的にではあるが、厳密に与えられている。　外部負荷の抵抗値が十分大きく、チ

ヤネルの広がりが小きい場合、チャネル幅の広がりと外部負荷抵抗値の間の陽的

な関係が近似的に与えられる。

　　　　w（ξ）　　α舳B日2　1　h2一
　　　　　、。簑1＋　。、　T、、Lピ　　　　　（H2）
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境界層

抵抗

内部

抵抗
内都抵抗

等梱外部

負荷抵抗

均質二相液体金属MHD発電チャネル　均質二相液体金属MHD発電チャネル

　　　　　　　　　　図4－2。境界層分流損失の見横り

ここで、Rは外部負荷撞抗値、Lはチャネルの長きを表す。

　ゆえに、外部回賂が開放状態の粘性のあるチャネル流れの境界層分流損失を、

同じチャネルの広がりを与える外部貧荷のある粘性のないチャネル流れの等価外

部賀荷抵抗によつて見欄ることがで窪る〔図4－2替照］。　実際に、式（4－41）と

（4－42）から

　　　　　　　　Bo　　　　h2－
　　　　R竃　　　　　　　q。、　　　　　　　　　　（4－43）　　　　　　（σLηL）一／2　吻L

を得る。ボイド率の効果は中心頒域の流速q、を遮してのみ関係する。

　例えぱ、h2／晦トO，05のチャネルを考えると、　餉出のNa卜78に対しては、

R二1岨09×10・3q。Ωとなる。q。は1種度であるから、この値はチャネル申心領域

の内部撞抗rに坤ぺて非常に大窪い。ここで、αド0．5の場合



1
・hrT可丁

h2
　　簑3．6×10－8Ωm吻L
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（4－44）

のように見積られる。

4．5　絶縁側壁に隣接した境界層

　外部磁場に直角な絶縁側壁（η＝w／h）に隣接したハルトマン境界層を考える。こ

のため、式（ト17）から（4－20）で塵標の引き延ばし

　　　　～　　1　－　　w　　　　　～　一
　　　　η籔丁（η凹丁）・　ζ婁ζ　　　　　　　　（4－45）

を行い、解を次の形に表す。

　　　　q二q（η茅ζ）十〇（を）　茅　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－46）

　　　　b・＝＝・b（ηヲζ）十〇（ε）　撃　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－47）

　　　　P一二P工（η撃ζ）十〇（ε）　、　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－48）

そこでεの最低次の墳から

　　　　餉　　　8　　1　　8b
　　　　　　　＋（　㌃）二0。　　　　（4－49）　　　　8～　　♂～　　1一α　　a
　　　　　η　　　　η　　　　　　　　η

　　　　1皇・、姜［（1－1喋1一・・　　　（1一・・）
　　　　　η　　　　η　　　　　　　　η

　　　　　6　～　　～2　　a　～　　～2
　　　　　　　（p｛十sb）簑　　（p1＋sb）婁O　　　　　　　　　（ト51）
　　　　67　　　　aτ

を得る。これらは一度積分でき、

　　　　～　　1　　8b　　　～
　　　　q＋　　　　　吋（ζ）。　　　　　　　　　　　（4－52）
　　　　　　1一α　8～
　　　　　　　　　　　η
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　　　　～　　　　　aq　　　～
　　　　b＋（！一α）　　簑g（ζ）勇　　　　　　　　　　　（4－53）
　　　　　　　　　8～
　　　　　　　　　　η

　　　　～　　　　～2
　　　　Pl＋sb二constant…C一。　　　　　　　　　　　　（4了54）

これらが申心頒域の解（ト32）～（4－34）と接続するためには、η→一・・で

　　　　～　　～　　　　　　的
　　　　q・→F（ζ），　　　　→0ヲ
　　　　　　　　　　　　　8～
　　　　　　　　　　　　　　η

　　　　～　　w　　　　　ab
　　　　b→一丁・　a～→01　　　　　　　　（ト55）
　　　　　　　　　　　　　　η

　　　　～　　　～2
　　　　Pl＋sb→0曾　α→α。（ξ）

でなければならない。ここで、α。はハルトマン境界層外縁におけるボイド率であ

る。したがって、

　　　　　（’　　　　～　　　　　　　　　（’　　　　　w
　　　　f（ζ）婁F（ζ）・9（ζトT1cド0。　　（4凹56）

そこで、式（4－52）～（4－54）は次のように薔警直すことができる。

　　　　θ2b　　l　　aα　ab　～　w
　　　　。～、十1一、。～。一十丁・　　　　（ト57）
　　　　　η　　　　　　　　　η　　　η

　　　　的　　　b＋w／h
　　　　。～竃山1一α　・　　　　　　　（4…58）
　　　　　η一

　　　　～　　　　　～2
　　　　Pドーsb　。　　　　　　　　　　　　　　　　（4－59）

これらを適当なボイド率分布について解かねぱならない。

　まず、次の関係を満たすボイド率分布について調ぺてみる。

　　　　　1　　θα
　　　　　　　　　　二c㎝stant…一c。　　　　　　　　　（4－60）
　　　　1一α　8～
　　　　　　　　　η

式（4－57）は、定数係数の常徽分方程式になり、式（4－60）、（4－57）、（4－58）の
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解は次のように与えられる。

　　　　α二1一（1一α岬）ecη勇

　　　　～　　　　w
　　　　b二一丁（1－e”）1

～　　　w／h　　　　　　～
・r1一、、）λ（1一・ληド

（4－61）

（4－62）

（4－63）

ただし、

え1一（1・÷）1…号
（4－64）

であり、α。は絶縁側蟹上でのボイド率を表している。式（4－61）は境界層の外縁

（η→一・・）でα→1を与え現実にそぐわないが、ボイド率が大曹い所での境界層

に近いと思われる。式（4－63）から巾申心領域の流遠は、

　　　　一　　　　wlh
　　　　q、ニ　　　　　ヲ　　　　　　　　　　　　　（4－65）
　　　　　　（1一α。）λ

となる。この解は、大きなα。ほど、また、小きなλほど境界層分流損央を低減す

ることを示している。液体金属が絶縁側壁一面に広がって粘着するとき、α戸O

となり、境界層分流損失の点から好ましくない。もし気泡が付着するような総縁

壁材があれぱ、境界層分流損失を低減する上で都合がよい。一方、λを小きくす

ることはCを大書くすることに対応し、これは境界層内でボイド率が急激に変化

することを意味する。絶縁側壁からのガス注入はこの場合にあてはまると見られ
　3固）

る。　しかし、壁面からのガス注入の方法は、ハルトマン境界層を壊し、境界層不

安定を導く恐れがあり、またチャネルの構遣や安金性の面からも好ましいものと

は思われない。

　次に、式（4－61）の一般化として、次のようなボイド蹄分布を仮定する。

　　　　α竃αθ一（αボα、）ecη。　　　　　　　　　　　（4－66）

ここで、α⑤、α。、cはξの関数である。式（4－66）によつて示きれるαは、



一85一

式（4－19）と（4－20）より（P一十sb2）の項を消去して得られる関係を満たしている。

　　　　～　　　　w
　　　　b二一丁十βl　ecη・z　　　　　　　　　（4咀67）

のように電警換えると、式（ト57）は

　　　　・・1；ヂ・1≠、、1チ÷1一・　　　（・一・・）

となる。ただし、

　　　　　　αθ凹αい　　　　A二　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　（ト69）　　　　　　　1一α。

式（4－68）の解は級数展開の形で与えられ、次のようになる。

1・十・・亨［1キ、÷、・・し、（1キ1；（、、c！・…L（・一・・）

ここで、

　　　　叶rl・、㌔、、（1＋1；（、、、プド　　（・一・1）

そして、式（4－58）から、

1ふ、㌣。ト、㌔、・亨・、（1デま嵩苫、、）…7－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－72）

を得る。q、は、η→0でq→0の条件より決まる。A《1の場合、

　　　　一　　w／h　　　　2A
　　　　・・蟹1一α、（1－2・、）　　　　　　　　（ト73）

となる。α。とα。、つまりAを与えた場合、cが増加するとq。も増加し、境界層

分流損失の減少することがわかる。
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4由6　電極側壁に隣接した境界層

　単相液体金属の場合、電極側壁に隣接した境界層は絶縁側壁に隣接した境界層

　　　　　　　　　　　　　29）
より厚いことが知られている。二相液体金属の場合も事情は変わらないであろう。

ζ竃1に隣接した境界層を考えることにして、式（ト17）～（4二20）で塵標の引窪延

ばし

　　　　《　一　　　　＾　　1　　一
　　　　η二η　茅　　ζ＝　　一、2（ζ一1）　　　　　　　　　　　　　　（4－74）
　　　　　　　　　　　　　ε

を行い、解を次の形に表す。

　　　　　《　　　《　　　　《

　　　　q二q（η寧ζ）十〇（ε）　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－75）

　　　　b二b（η多ζ）十〇（ε）　勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－76）

　　　　　　〈　　　　《　　　　《

　　　　P1二Pl（η、ζ）十〇（ε）　。　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－77）

そこで、εの最低次の墳から次の式が得られる。

　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《

　　　　θq　　a　　l　　ab
　　　　　、十　、（　　　、）二0勇　　　　　　　　（ト78）
　　　　aη　8ζトα8ζ
　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾

　　　　1・1ち言［（1一α）1汁・茅　　（・一・・）

6　《　　〈2　　8、（Pi＋sb）竃　、
⑧η　　　　8ζ

＾　　　《2

（Pi＋sb）二0。 （ト80）

　ボイド率αの適当な分布を仮定して、式（4－78）および（ト79）を解かねぱなら

ないが、ここではsが十分小きいとして、式（ト37）から、α二α（ξ）と仮定する。

　　　　《　　　　　　　　　　　　　　　《

　　　　v二（1一α）q　　　　　　　　　　　　　　　　（4－81）

と置けば巾式（4－78）と（4－79）は、

　　　　　《　　　　　　　　　　　　＾

　　　　帥　　＄2b
　　　　　、十　　ζ0撃　　　　　　　　　　　　（4－82）
　　　　・η　8ξ2
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　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　《

　　　　　　8b　　a2v
　　　　1＋　、十　　二0。　　　　　　　　　　　　（ト83）　　　　　　・η　⑤ξ2

境界粂件は、次のようになる。

　　　　《　　　　　　　　　　　　　《　　　〈

　　　　ζ竃0でv＝b竃0雪　　　　　　　　　　　　　（4－84）
　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　阯　　　　　　　　　　　《　　　　　　　＾

　　　　ζ→一◎◎のとき　v二（1一α）q。　。　bζ一η　。　　　　　（4－85）

　　　　　　　　　　　　　＾式（4－82）と（ト83）の間で、vを消去すれぱ、

　　　　　＾　　　　　　　　　　　《

　　　　82b　　a4b
　　　　　　　一　　二0。　　　　　　　　　　　　　　（4－86）
　　　　aら2　aξ4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　《　　　　　　　＾
この方種式は、変数分離法を用いて解くことがで書る。b二Y（η）Z（ζ）と置けば、

　　　　1　　d2Y　　　　1　　d4Z

　　　　一　　　二一　　　竃c㎝stant。　　　　　　　　（4－87）
　　　　Y　d＾2　Z　d＾4　　　　　　　η　　　　ζ

今の場合、c㎝stanドー（n弼h／2w）2と選ぶと都合がよい。このと蜜、式（4－87）の

特解は

　　　　　　　《　　　　　　　　　　《　　《2　　《3
　　　Yド1。η，　Zド1勇ζ茅ζ。ζ。

　　　　　　　　　nπ　　h　《
　　　Y・二…（±i2Tη）・　　　　　　　　（4山88）

　　　・。一…［・（nヂ÷）1・・l1…［・・（￥÷）1・・l1

のように与えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　《
　これらの特解を重ね合わせて、bを次の形にとる。

　　」1キ㍗i・（n夢÷1）眺・r（nヂ十）1・・l1

　　　　　　　・1・。…［（nぞ÷）1・・l1・・。・i・［（nぞ÷）1・・llド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－89）

　　　　　《　　　　　　　　　　　《　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　《　　　　　　　《

この解は、η＝0でb簑0、ζ→一・・でb→一ηの条件を満たしている。
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〈　　　　　　　　　　　　　＾

ζ簑0でb二〇の条件を満昆するためには、

　　　　　　　《　　　　　　nπ　　h　《
　　　　0竃■η十㌣A・・iΩ（1Tη）　　　　　　（4－90）

が坤成り立たねぱならない。ブーリ坦級数の関係から

　　　　　　4　w　（一1）n刈
　　　　A・二TT　。　　　　　　　　　（4閉g1）
　　　　　　　　　　《
を得る。ただし、0≦η≦wlh，n≧1，nは整数である。式（4－82）に式（4－89）を

代入し、

　　《
　　V竃（1一α）q。

　　　一㌣…（nヂ÷1）［…（nデ÷）1・・l1

　　　　　　・1・。・i・［（nヂ÷）i・外・。…［（nぞ十）刈ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－92）

　　　　　《　　　　　　　　　　　　《　　　　《　　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　阯

この解は、η竃0で、8v18η二〇、ζ→一・・でv→（1一α）q。の条件を満たしている。
＾　　　　　　　　　　　＾

ζ二0でv二0の条件を満足するためには、

　　　　　　　　　一　　　　　　nπ　　h　《
　　　　0竃（トα）・・十予B・…（2Tη）　　　　　（4肥g3）

が、成り立たねぱならない。ブーリエ級数の関係から

　　　　　　　　　一4　（一1）n＋i
　　　　B・賢（1一α）・・丁2。十1　　　　　　　　（ト94）

　　　　　　　　　　《
を得る。ただし、0≦η≦w／h，n≧0，nは整数である。以上をまとめると
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＾　　　　　　　　《

b二一η

　　　4　　w
　＋π丁ξ、

（一1）n＋1

n

　　nπ　　h　＾
・i・（2Tη）

・眺・［（守÷）1・・ll・・［（nデ÷）1・・l1

十（1一α）q。
4　　（一1）n＋一
　Σ弼。里藺2n＋1

．r（2・十1）π⊥＾1
s1nL　2　　。η」

・…1［（2n㌻1）π÷r／211・i・1［（2n㌻1）π÷r／21ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－g5）

＾　　　　　　　　　　　　　　　　｝

v簑（1一α）q．

　　　4　　w
　一一一Σ　　　π　h。害i

（一1）n＋一

n

　　nπ　　h　《
COS（　　一η）
　　　2　　w

　　　　　　・…［（牙÷）i・・l1・i・［（nデ÷）i・・l1

・（1一α）÷～。（浩一・・r（2Ω㌻1）π刊

　　　・…1［（2n㌻1）弼÷r／211…1［（2n㌻1）π÷1コ／21ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－96）

となる。式（4－95）と（4－96）は、絶縁側壁近傍を除く電極側壁に隣接した境界層

の解である。これらの解は、絶縁側蟹に隣接した境界層の外縁における値を与え

ることがで書、短絡電流を遮断するためのフィンが付いた絶縁側壁を持つような

複雑な形状のチャネルのハルトマン境界層を数値的に解く場合に有用である。

4．7　緒言

　二相液体金属MHD発電チャネル流れにおける境界層分流損失の機構を解明し、

損央の程度を見積り、損失低減の方法を見いだすために、外部回賂開放状態の粘
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性を含むMHDチャネル流れを、ハルトマン数の逆数が小さいことを利用して、

接続漸近展開の方法により調ぺた。流れのモデルには、申心領域で一定流遼をも

っ局所均質流モデルを用いた。

　チャネル申心領域の流速は、絶縁側壁に隣接したハルトマン境界層の構造、特

に、ボイド聯の分布および大窪さによってコントロールきれる。

　外部回賂開放の粘性のあるMHDチャネル流れの境界層分流損失を、同じチヤ

ネル広がりを与える外部負荷のある粘性のない、したがって境界層分流損失のな

い、MHDチヤネルの等価外部負荷として見積った。等価外部負荷は、申心領域

の流遼に比例するものであった。一般に境界層分流損失は小きい。

　絶縁側壁に隣接したハルトマン境界層の構遺は、ボイド率の分布および大きき

に関係する係数を含む二階の常微分方種式の解として示きれる。この方程式は、

指定きれたボイド率分布に対して解くことがで曹、その解は、境界層内のボイド

率の分布および大書き、壁に対する液体金属のぬれ方、チャネル断面の形状が境

界層分流損失にどのように影響するかを見通しよく示す。境界層分流損失を低減

する方法として、液体金属にぬれにくい壁材の使用と壁面からのガス注入による

境界層内のボイド率の増強が示された。壁面からのガス注入の方法はこれまでに

も指摘されているが、実際にはハルトマン境界層を壊し、境界層不安定を導く恐

れがあり、またチャネルの構造や安全性の面からも好ましいものとは思われない。

　最後に、電極側壁に隣接した境界層の解を与えた。この解は巾形状の複雑なチ

ヤネルのハルトマン境界層を数値的に解く場合の境界条件として利用で窪る。
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第5章　縞論

　本論文では池液体金属MHD発電装置内の二相流部で発生し、窪びしいと言わ

れながら司その機構がまだよく理解されていない損失や不安定現象を取り上げ、

それらの機構を解明するとともに、それらを低減及び抑箭工する条件及び方法を示

した。取り上げた間題は、自然循環型液体重金属MHD発電ループの上昇管内気

泡流の遼度滑り損失及びスラグ流への遷移をもたらす不安定現象、そして二相流

MHD発電チャネルにおける境界層分流損失である。

　遼度滑り損失は、　負の圧カ勾配が存在する二相流加遼部で発生し巾　液体金属

MHD発電装置では常に存在する。ここでは、自然循環型液体重金属MHD発電

ループの上昇管内における遼度滑りを取り上げた。MHD尭電ループのように管

径が大善くなると、流遼分布が平坦になり、局所的な遼度滑りが重要になると恩

われる。希薄変形気泡流モデルを用い上昇管内の定常・一次元流れを計算し、主

流条件によりどの様に遼度滑り損失が変化するかを調べた。このモデルは、局所

的な速度滑りを許し、気泡が偏平回転楮円体形に変形することを仮定している。

希薄変形気泡流モデルの討算からは、気泡が煽平に変形するほど、気泡が小さい

ほど、また、二相流部の入口液相流遼が遼いほど、遼度滑りの低減きれることが

示きれた。

　次に実験でこの縞果を検誼した。まず、液体金属の代わりに水を用いるシミュ

レーシ罰ン実験の可能性を調べた。希薄変形気胞流モデルを用いて上昇管内の流

れが表せるとす奪と、この基礎式を無次元化したと曹に現れる無次元パラメータ

を液体金属と水に対して同時に一致きせる条件が見つかれぱ、シミュレーシ冒ン

が可能になる。水銀を用いるイスラ坦ルのETGAト3に対するシミュレーシ藪ンを

行うには、気液分離タンク内の圧カを下げ、気泡サイズを多少大書くすれぱよい

ことがわかった。
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　実験の縞果は、気泡の変形と局所遼度滑りを考慮したモデルによる計算緒果を

支持するものであった。界面活性剤を添加して表面張カを下げ気泡を小きく変形

しやすくすることによって、遼度滑りは低減きれることが確かめられた。また、

強制循環によって二相流部での液相流速を遼めることにより遼度滑りの低減する

ことも理論緒果と一致するものであった。定常1一次え流れを仮定した希薄変形

気泡流モデルより甜算きれた気泡逮度、液相流遼値は、実験におげる測定値の断

面平均と良い一致を示した。実験では、水遺水を用いた場合、気泡の合体が生じ、

上昇管途申で気泡流からスラグ流へ流動様式が遷移することが新たに見いだきれ

た。これに界面活性剤を添加すると、気胞の合体は防止きれ、上鼻管出口ま1で気

泡流が実現で塞た。このときボイド率の高い気泡流が作り出され、気泡間相互作

用によって速度滑りが一段と減少することが見いだされた。

　白然循環型液体重金属MHD発電ループの上昇管における遼度滑りは、気泡の

編平変形の度合、大きき、また、液相流遼の影響を受けることが示きれたが、こ

の損失の低減方法として、界面活性剤の使用が宥効であることがわかった。水に

界面活性剤を添加すると、気泡の合体が防止され、遠度滑り損失が低減される。

液体金属中の気泡の合体を防止する物質はよく調ぺられていないが、水申の気泡

に対する界面活性剤の働窒を詳しく調べ、液体金属申の気泡に対して同様な働書

を示す物質が得られるならば、遼度滑り損失を低減する方法としてはそのような

物質の添加が最も有カになると思われる。

　液体重金属MHDシミュレーシ婁ン可視化実験ループの上昇管における流動様

式の遷移を、ボイド波の不安定性によるものと見て解析を行った。音波のモード

を除外するために気相の非圧縮性を仮定した一次元希薄球形気泡流モデルより、

ボイド波の方程式が導かれた。この方程式は2階導関数で表される高階波の項と

1階導関数で表きれる低階波の項の和として表きれる。高階波の遼度は複素共役

数で与えられ、ボイド波が不安定であることが示きれた。また、ボイド波の伝播

遼度、成長速度、特性時間と主流粂件の関係が明らかにきれた。時間が特性時間
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より十分たった時、低階波が重要になるが、この低階波の振舞いを調べると、負

の拡散が現れる。この拡散係数はボイド率に比例し、遼度滑りの3乗に比例する。

また、線形化きれた諦薄球形気泡流モヂルの基礎式を初期条件、境界条件を与え

て解醤、ボイド波の伝播の様子を見た。初期条件として与えられたボイド率の変

動は、時間とともに下流に伝播し、細く高くなる。これは、ボイド波の貧の拡散

に対応するものである。

　シミュレーシ冒ンループによる実験は、混合空気流量を3通りに変えて行われ、

気泡の集団化が観測きれた。上昇管全体に渡る流れの写真と抵抗プローブによる

気泡適過の信号から、気泡の集団化が明らかに示きれた。また、二相流部入口と

上昇管途中での断面平均ボイド率、気泡遼度、準相流遼から求めた負拡散係数と

気泡が上昇管入口から出口近くで合体するまでの時間から求めた気泡の相互接近

距離は、上昇管入口での気泡間距離にほぼ一致することも示きれた。

　二相液体金属MHD発電チャネル流れにおける境界層分流損失の機構を解明し、

損失の程度を見穣るために、粘性のある局所均質流モデルを用い計算を行った。

外部回賂開放状態の絶縁側壁間距離が下流へ向かって緩やかに広がるチャネルを

考え、一定申心流遼の均質流を、ハルトマン数の逆数が小さいことを利用して、

接続漸近展開の方法により調べた。チャネル申心領域の流速は、絶縁側壁に隣接

したハルトマン境界層の構遺、特に、ボイド率の分布および大ききによってコン

トロールき机る。このチヤネル流れの境界層分流損失を、同じチヤネル広がりを

与える外部負荷のある非粘性均質二相液体金属MHD発電チャネルの等価外部負

荷として見横った。一般に境界層分流損失は小さいことが示きれた。また、この

等価外部貧荷は申心領域の流遼に比例し、この流遼を通して境界層分流損失は、

絶縁側壁に隣接したハルトマン境界層内のボイド率の分布および大きき、壁に対

する液体金属のぬれ方、チャネル断面の形状の影響を受ける。絶縁側壁が液体金

属にぬれなければ、また、境界層内でボイド率が急激に申心領域の個に近づくよ

うな分布を持つならぱ、境界層分流損失は低減きれることがわかった。
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　以上の理論的及び実験的研究から、上昇管内気泡流で生じる遼度滑り損失は、

気泡の煽平変形及び気泡間相互作用が仮想慣性力や流体低抗を通して有効に働く

と書非常に低減されることがわかった。しかし同時に変形するような気泡の大窪

きや気泡間相互作用の大窪いボイド嘩では気泡の合体が超こりやすく、流動様式

が変わり、新たな遼度滑り掻集や主流の振動を発生きせる恐れ串示きれた。この

ような状況の下で気泡の合体を遅らせ、防止する界面活性剤の効果は極めて重要

である。今後水申の気泡の合体に及ぼす界面活性剤の作用の機構を明らかにする

とともに液体金属申の気泡に対して同様な効果を与える物質の存在を確かめるこ

とが重要な課趨になると考えられる。

　一方当初壁が液体金属にぬれやすく、液体金属が高い電気伝導率を持つことか

ら境界層分流損央の大書いことが懸念きれたが、実際にはそれほど大きくないこ

とが明らかにきれた。また境界層分流損失を低減する有効な方法として、液体金

属にぬれにくい壁材の使用と壁面からのガス注入による境界層内ボイド率の増強

が示された。しかし、壁面からのガス注入方法はこれまでにも提案きれているが、

実際にはハルトマン境界層を壊し、境界層不安定を導く恐れがあり、またチャネ

ルの構造や安全性の面からも好ましいものとは思われない。
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