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1.緒

口

沸騰現象による熟伝達特性qw(Tw)は一般に2つの

極値をもつN字形の沸騰曲線で示され,この沸騰曲線の
極大点をCHF(Critical Heat Flux)負,極小点をMH
F (Minimum Heat Flux)点と呼ぶ. CHFについては

軽水炉の現実化とともに活発な研究が展開されてきた
が,近年, ①液体の沸騰を利用した高温物体急冷時の
Quench点,㊥蒸気爆発における高温液滴まわりの腰沸騰蒸

気膜の崩壊点, ⑨直接接触式蒸発器の安定作動限界点な
どと鞄適して, MHF点に対する関心も高まってきた1).
しかし,従来, MHF点に関する系統的研究は少なく2)3㌧

後述するように, MHF点の挙動について系統的な実験
的知見が得られているとは言い難い,そこでMHF点の

研究を開始するにあたり,まず,従来の実験結果から導
き出せる知見を整理することから出発したい.
図1

MHF点に対し,その温度TMあるいは熟流束qMのい

MHF点温度

ずれが本質的であるかに関しては議論の分かれるところ

㊥伝熟面形状の影響, ①固液接触発生モードの影響[日

であるが,本節では, MHF点温度TMが本質的役割を

‑膜沸騰蒸気膜が(伝熟面と接する)非加熱面との問に

担っているとの立場から主にTMについて検討する.

形成する濡れ境界の存在の影響, ㊥固液接触発生モード

図1は,現在までに報告されているMHF点温度TM

の影響[Ⅰ] ‑気液界面におけるTaylor不安定の有無

の測定値を圧力に対し,換算座標で示したものである(液

の影瞥 実験時の伝熟面は断熱材や支持材などの非加熱

体の種類･伝熟面形状により記号を区別した).この図よ

面と按する場合が多く, ①は実験値の信廟性に係る問題

り以下の事が判る:㊨ TMは,液体の過熱限界温度TL/S4)

ともなり, Kovalev5)によりその影響が指摘されている.

のみならず臨界温度Tc,をも大幅に越えることがある(機

㊨ ･㊥は,例えば蒸気爆発で問題となる小球高温物体に

構的問題), ⑥飽和液の場合,臨界点近くを除いてTMは

おいても平板と同様の取扱いでよいかなどと関連する問

圧力とともに上昇する(圧力効果の問題), (9サブクール

題であり,最近Gunnerson and Cronenberg6)により

度の効果は圧力の上昇とともに小さくなり,このためサ

その影響が定量的に拒摘されたが, ㊥〜㊥の問題につい

ブク‑ル液の場合,圧力の上昇とともにTMが低下する

ても詳細な結果が導き出される程にはデータは豊富でな

ことがある(サブクール効果の問題), (参細線の実験で

い.

は,線径が細くなるほどサブクール効果が大きくなる(伝

一方, MHF点の機構的検討には,温度TMに意味を

熟面熟容量の問題).現在のところ, ㊤〜④の問題につい

もたせる熱力学的モデル(単純にはTM‑TlJs7))や熟流

てより詳細な結果を導き出す程にはデータが豊富でない.

束qMに意味を与える流体力学的モデル8)などがある.

⑥〜④のほかに,図1では判然としないがTMに対す

単純な熱力学的モデルは,図1に示されるようにデ‑タ

る影響が考慮されるべき因子として以下のものがある:

との一致が悪い･流体力学モデルについては, Berenson

*東京大学生産技術研究所

のモデル81を代表として図2 (記号は図1と同じ)に実
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Berensonのモデルとの比較

測値ATM(‑TMITsGE)と予測値(ATM)B
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球形伝熟面系

たが,低EEでATM>(ATM)B,高圧でATM<(ATM)Bな

L‑N2の場合は室温より,またR‑22の場合は約50℃

る傾向があり,これも実用に耐えない･さらに, MHF

に赤外線加熟された後に液体中に浸される･

点のモデルは上述の@の事実の説明に耐えるものでなけ

沸騰曲線の測定は,伝熟面系を液体に浸潰する際の過

ればならず,この点からもMHF点の発生機構について

渡温度変化より以下の手続で行っ+;･直径3･18nmの球

の検討が望まれる.

および平板については, Biot数が小さいと考えられるの

以上のように, MHF点に関する知見の現状は,実験

的にも解析的にも十分とは言い難い,そこで,まず本報

で伝熟面内の温度分布を無視し,測温値Twmをもとに
Tw‑Tmw, qw‑(PCV/A)W(dT謬/di)

日)

では蒸気爆発との関連を念頭において, (ら‑@の問題を

とした.ここで, pw, Cw, Vw, Awは伝熟面の質量,

低沸点液休･球形伝熟面系について実験的に検討する･

比熱,体積,伝熟面積である.また,直径7.94, ll.10,

2.実験装置および方法

19.05mの球についても(1)式でかなりの精度が期

実験液体としては,固体表面をよく濡らし伝熟面表面
の濡れ性などがTMに与える影響が小さいと思われる低

待できるが,ここでは文献(9)と同様の熱伝導逆算法

沸点液休を用いることとし,液体窒素(L‑N2)および

開数』βは,

フレオン22 (R‑22)を選定した･

伝熟面は水平平板(文献(9)の図2)と球を用いた･
気液界面でのTaylor不安定の臨界波長Ic (危険波島Id
‑J甘ん)がそれぞれ6,7 mm (L‑N2), 7.2nml(A‑22)

を用いて球の表面温度,熟流束を計算した･但し,応答

AO‑(鼓)W (t･慧[i(i)2一志]

‑そ真竜謡慧expx'5‑a:g/許伐2) )

であることを考慮して,球形伝熟面の直径かはこの値を
はさむよう3.18, 7.94, ll.10, 19.05mの4種を用

意した.球形伝熟面は費銅製(走査Ⅹ線分析装置による

(2)

ここで, a‑D/2, 7:半径, αW:伝熟面温度伝導率,
xy･Xy

Cot

Xy‑1の根

分析結果: C1165%, Zn35%)であり,その構造を図3

R‑22での実験については液体容器にパイレックス

に示した.球中心軸に直径dh ･深さLの穴をあけ,この

パイプを使用し, 35nmカメラにより沸騰様相を観察し

中に(中心軸にCA熟電対を埋めこんだ)外径dhの費

たが詳細は次報で報告する.

鋼円柱を挿入し,穴の先端部で球に‑ンダ付けした(図

3.実験結果および考察

3①).この球は,外径dsのステンレス管(肉厚0.1rrm)

図4,図5に, L‑N2における沸騰曲線の代表例を示

により支持されており,熟電対は管内部を通って引き出

した.図4には,直径3.18, 1110mの球での沸騰曲

されている.このステンレス管が上述した(伝熟面と接

線を,それぞれ下向き(記号(d)),上向き(記号(u))

する)非加熱面にあたり,管表面と蒸気膜の接するとこ

の姿勢について示した.直径11.10mmの球の場合,伝

ろに濡れ境界が形成される.図3の伝熟面系はさらに支

熟面の姿勢による沸騰曲線の変化はCHFおよびATMの

持板に上向き(図3の姿勢)あるいは下向きに固定され,

若干の変化として現れるのみである.この傾向は,直径
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MHF点過熟度(L‑N2)

向き小球の場合に特異な沸騰曲線が得られるのは,蒸気
膜の弱部が球下端に存在し,蒸気膜の部分的崩壊がより

図4

沸騰曲線(固液接触モードの影響)

高温から伝熟特性上に顕在化するためであると考えられ
る.このように,代表寸法の小さな伝熟面においては,

濡れ境界の発生の仕方(固液接触発生モード)がMHF
点に影響を及ぼす.

図5は,上述の検討から非加熱面上に形成される濡れ
境界の存在の影響が小さいと考えられる下向き面につい
て,沸騰曲線に対する伝熟面寸法の影響を示したもので
ある.膜沸騰熟伝達率は伝熟面の曲率により変化6)する
ので沸騰曲線は膜沸騰域で異なるが,その他の領域では
大差ない. MHF点については,膜沸騰熟伝達率の変化

のためq〟は伝熟面の曲率により変化するが, ATMは伝
熟面寸法によらぬほぼ‑定借を示している,
図6は, L‑N2のAT〟の値を伝熟面代表寸法D (水
1

10

ATw(degC)

102

平平板では一辺の長さ)に対して図示したものである.
MliF点過熟度ATM

図5

沸騰曲線(伝熟面代表寸法の影響)

7.94, 19.05…の球の場合も同様であった･しかし,

は,すでに述べたように,下向き

面に比べ上向き面の方が∵般に大きい･しかし, (上述

の理由で)より純粋な球まわりの膜沸騰に近いと考えら

直径3.18mの球の場合は,伝熟面の姿勢によりMHF

れる下向き面でのATM

点近傍で沸騰曲線が大きく変化する･つまり,下向き面

件では極めて小さく,その値は水平平板での値にほぼ等

のDに対する依存性は本実験条

に比べ上向き面では, MHF点近傍の熟流束が高く沸騰

しい.図中には, ATM

曲線が平坦化し, MHF点の確認がかなり困難となる7

Gunnersonの予測値6) (曲線命と㊥とにはさまれた領域)香

これは,上述した固液接触発生モードの影響であると考

示したが,本実験値は曲線④に近い値を示す.さらに,

に対LDの影響を考慮した

える.つまり,球形伝熟面まわりの膜沸騰では,伝熟面

Berensonの予測値81 (直線①),過熱限界温度4) (直線

を支持するステンレス管(図3)と膜沸騰蒸気膜との接

㊨),筆者の予測値1) (直線⑨)を併記したが,直線⑨が

点において濡れ境界(三相境界)が形成されている･こ

ATMの下限値を与える性格の予測値であることを考慮す

の場合,液体は濡れ境界を介して,蒸気膜を支持してい

るとこれは.良い予測値を与えている.図7にはR‑22で

る伝熟面に浸入しようとするので,濡れ境界は言わば蒸

のATM

気膜の弱部を形成する

できる.

こうした意味をもつ濡れ境界が,

の測定値を示したが,以上の結果は同様に確認

蒸気膜の最も薄い球下端に存在するかあるいは上端に存

図8には, L‑N2のqMの値をDに対して示した(記

在するかは,蒸気膜の保持に影響を及ぼすことが当然考

号は図6と同一).伝熟面の姿勢による差はすでに述べ

えられる(R‑22における写真観察によれば,下向き

たとおりであるが, ATMの場合と異なり

面でさえ蒸気膜は球下端から崩壊するように見える)･上

予測値(曲線(むと(多とにはさまれた領域)との傾向のず

Gunnersonの
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であることから,以下の考察が導き出せる.球形伝熟面

まわりの飽和膜沸騰熟伝達率h/6)は,放射伝熟を無視
すると,
h′‑ [0148 pv(p/ ‑py)h /gk…g/(gcJLv)] 1′4DJ川ATs‑au14

(3)

但し, h/9･蒸発潜熱, ku:熱伝導率, jLu･粘性係数

いま, MHF点過熟度AT〟がDによらずほぼ‑定借を
10
1

10

図7

D

(mm)

とりMHF点でも近似的にqw‑hfATsolであるとすると,

lCIO

qM‑h/(Arm) ･ATM‑Const, ×D‑0･25

MHF点過熟度(R‑22)

( 4 )

となり,実験値の傾向と一致する･このことは, MHF

点について,本実験系ではTMがより本質的な役割をも
ち, qMは結果的に決まる量であることを示していると
考える.
4.緒

言

低沸点液体一球形伝熟面系におけるMHF点に対し,
濡れ境界の存在の仕方および伝熟面形状･寸法の影響を
実験的に検討し,小径球では濡れ境界の存在の仕方の影
響が顕著に存在し,本実験範囲ではMHF点温度の伝熟

面代表寸法に対する依存性が極めて小さいことを示した.
(記)本研究の実験に際し,岸正徳君(東海大学生)の
1

10

図8
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