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Excelによる同心長方形管内自然対流の数値解析

(機械工学科) 野村高広

ぜ Numerical Analysis with Excel 

for Natural Convection in Concentric Rectangular Duct 

(Department ofMechanical Engineering) Takahiro NOMURA 

Abstract 
The flow and heat transfer for two-dimensional horizontal concentric double rectangular 

duct with cooled outer duct and heated inner duct were analyzed by a finite-difference procedure. 

Numerical calculation used repeat calculation tool in "Excel" by a range of Pr=0.7， aspect ratio y 

=1.0~2.5 ， Ra~三 4060 and inclined angleφ=0~450. Streamlines of natural convection， isotherms 

and local Nusselt number Nu were illustrated. It has been found next three results. ①The flow 

patterns of natural convection consist of a pair of the "L-type" circulations in side and upper space 

with small vortices in upper space. ②The number of small vortices depends on y， Ra and φ. 
③Isothermallines and Nu depend on the flow patterns of small vortices and L-type circulations. 
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9 1 緒言

流体現象の数値解析を行う手段としてパソコンに標準

装備される表計算ソフト Excelの繰り返し機能を利用し

た表計算流体力学 (SFD，Spreadsheet Fluid Dynarnics) 

と呼ばれる手法が考案されるとともに流路設計の初期段

階における流れ場の予測や理工系学生への流体力学の理

解に効果的であることを示す報告(1)-(6)が見受けられる.

しかしながら，この手法において，自然対流を含めた

熱流体現象に適用させた報告は少なく，平行平板間にお

ける上下壁の温度差に起因するベナール対流に対する流

れ場や温度場が示されている程度である.

さて，管断面形状が長方形である水平同心二重長方形

管内の自然対流熱伝達の数値解析については，舟渡ら(7)

による報告が代表的であり，内管と外管の温度差による

自然対流が管断面上に発生し，その流動形態が熱伝達に

影響を及ぼしていることが示されている.しかしながら，

同心二重長方形管において，その断面の管軸を回転軸と

して水平面から傾斜させる状況も現実的にあり得る.

以上のことから，水平同心二重長方形管を対象とし，

内管加熱，外管冷却，作動流体を空気として Excelの繰

り返し計算機能を利用した数値解析を行ない舟渡らの結

果と比較した.さらに管軸を回転軸として管断面に傾斜

角度を考慮、した流動形態の特徴について調べた.

9 2 記号

本論文で用いる主な記号を示す.

g 重力加速度

H 内管の高さ

h 同心長方形管断面の高さ方向の分割幅

:同心長方形管断面の幅方向の分割幅

Nu 局所ヌセノレト数

Pr プラントル数

Rα :レーリー数

s 内管と外管の間隔

u 同心長方形管幅方向速度成分

v 同心長方形管高さ方向速度成分

w 内管の幅

x 同心長方形管幅方向の座標

y 同心長方形管高さ方向の座標

α :熱拡散係数

グ :体膨張係数

y アスペクト比

θ :温度

v 動粘度

ρ :密度

φ :管軸を中心軸とした傾斜角

グ :無次元流れ関数
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9 3 計算方法

座標系を図 1に示す.水平同心三重長方形管内におい

て，非圧縮性粘性流体が二重管の隙間に満たされ，外管

冷却，内管加熱した層流域の自然対流を対象とする.舟

渡らの報告(7)を参考に，空間座標 x，yの原点は外管の左

下隅とし x座標の水平面からの傾斜角を φとした.つ

ぎの仮定をおく.

(1)速度場，温度場はともに十分発達している.

(2)粘性消散は無視する.

(3)流体の物性値は一定とし，浮力の項に含まれる密度の

みが温度により変化する.

(4)外管，内管はともに等温壁とする.

以上の座標系および仮定から，次式を得る

連続の式

θu av 
一一+一一=υ
Bx 砂

)
 

-(
 

• • • 

x，y方向の運動方程式

。uθu コv ( B2u δ2U i 
uー +vー=一一よ+vi-+ー 1+gs(1θ一θc)sin妙。x 砂 ρ Bx. l BX2 砂2) 
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(3) 

エネルギ一式

θθθθfθ2θθ2θ1 
uー +Vー =αl-7+ーで| ・・・ (4)。IX By ¥ Bx" By") 

これらの支配方程式に対して，代表温度差 LIfJに内管の

温度内と外管の温度 fJcの差九-fJ c，代表長さ 4に内

外管の間隔s，代表速度に uo=(gsloLIθ)05を用いて，無

次元化する.無次元化された物理量には r' Jをつけ

て区別する.

y 

Cooled wall 

ーっl

Heated wall 

O 

Fig.l Coordinate System (y=断 H，H/S=2) 

連続の式

00' av' 
一ー十一一 =0 ・・・(5)
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x，y方向の運動方程式

，Bu' ".'θdθp'(62u'O2u'} 
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エネルギ一式

θθ'θ0' θ2θ B2θ' 
が一一+V'一一=ーで+一.， ・・・(8)
θx' By' Bx" By" 

さらに無次元流れ関数グを導入するが，これより無次元

化された物理量を示す r' Jは省略する.

θv 
u て一一 ・・・ (9) 

oy 
θv 

v 一ーァー ・・・ (10) 
ox 

運動方程式に上記を代入すると以下の状態となる

u~(立と，主主ì+v~(三笠Iθ2~i 
& l &2 司y2) 砂lBX2 句y2) 

=P件21:ιム)δx4 -&2司y2 司l
( Bθθθ1  

+PrRal :-sinO--_-coso I ・・・(11)
l司y ， Bx') 

無次元化した式(8)~(11)を数値計算するために Cheng'

Hwang(8)の報告にある中心差分を参考にして差分式に変

換する.

X方向の速度成分 u

U'，1 = ('1"，1-2 -811t，，1-1 +8I1t，，}+1 -IIt，，1+2)/(l2l) ・・・ (12) 

y方向の速度成分 v

V'，1 = ('I'，+2，J -8'lfH~1 +卸叫1-'1'1-2，1 ) / (l '2.h) ・・・ (13) 

無次元温度:グ

qJ441j+Hu)+与1+1+il，Jペ叫ん-qjl)
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ただし Bl，品 ，B3はつぎの式となる.



聖子村:Excelによる同心長方形管内自然対流の数値解析 63 
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以上の u，v， o， (Jに対する差分式を連立し，繰り返し計算

を行う.境界条件は，無次元流れ関数oが外壁面，内壁

面共に 0，無次元温度 θは内壁面を 1，外壁面を O とし

た.また，x方向速度 u，y方向速度 vにおいては，内外

壁面ともに 0とした.反復計算は， Excelの繰り返し計

算機能を利用した.収束条件は，U， v，1/I， θに対して，新

値と!日値との誤差が 0.01%になるまでとした • X， Y方向

に等間隔格子となるように， γ=1.0の格子数は 8I(高さ

方向)X81(幅方向)=6561， ァ=1.5では 81x 101=8181， 

y =2.0 で は 81x 121=9801 ， ァ=2.5 では 81x 

141=11421とした.

!3 4 計算結果および考察

計算条件として，作動流体はプラントル数 Pr=0.7の

空気， レーリー数 Ra=1400， 2100， 3010， 4060. 図 1に

おける内管のアスペクト比 y=W/H を1.0~2.5 ， H/ S 

を一定値 2として計算を行った.また，傾斜角度は φ=0

~450 とした.

4. 1 傾斜角 o=o。における流動形態

アスペクト比 y= 1.5，傾斜角 φ=0。における流線を

示す流れ関数グの等高線を図 2に示す.浮力の効果を示

すレーリー数 Ra=1400， 2100， 3010， 4060に対してそれ

ぞれを図 2中に(a)，(b)， (c)， (d)として区別している.

まず，図 2(a)の Ra=1400における管断面上の流線よ

り，同心二重長方形管内での自然対流の渦の状況を示す.

上部空間には顕著な渦の形成は見られないが，側壁空間

と下部空間において，加熱壁近傍の上昇流と冷却壁近傍

の下降流により発生する 1対の L字型循環流が発生する.

つぎに，図 2(b)，(c)，(d)から Ra=2100，3010， 4060と

大きくなるに従い，上部空間に管中心を通る垂直軸を対

称として小渦が 2対発生する.この小渦の数は，Raによ

って変化はないが， L字型循環流と小渦とも流速は大き

くなる.流速の大小は流線の粗密の状況から判断できる.

以上のことから二重同心長方形管内の傾斜角 o=O。にお

ける自然対流は，Ra=2100~4060 の Ra 領域において，

側壁空間と下部空間において現れる 1対の L字型循環流

と上部空間に現れる 2対の小渦で構成されることが分か

る.参考までに，アスペクト比 y= 1.0， 1.5， 2.0， 2.5にお

ける自然対流の流動形態を図 3に示す yが大きくなる

とともに，上部空間における小渦の数が増えていること

分かる.

以上の自然対流の流動形態の特徴は，ー物理モデルを参

考とした舟渡らの報告(7)と一致している.なお，舟渡ら

の報告においては，自然対流のベクトル線図のみ示され

ており，渦の形態が明瞭となる流線による流動形態の表

示および考察は行われていない.

(b)Ra=2100 

(c)Ra=301O (d)Ra=4060 

Fig.2 Streamlines for φ=0， y = 1.5 and .1 O=0.5 

(a) y=1.0 (b) y=1.5 

(c) y=2.0 (d) y=2.5 

Fig.3 S従eamlinesfor o =0， Ra=4060 and .1 O=1 

4.2 傾斜角 orこ対する流動形態の変化

Ra= 1400， y = 1. 5 において傾斜角 φ=0~450 に対

応する自然対流の流動形態の変化を図 4に示す.図 4(a) 

~(j)の各状態は，傾斜角 d を 5。刻みで表示したもので

ある.
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まず，図 4(a)の φ=0。においては，左右対称の L字

型循環流のみが顕著に現れ，上部空間に明瞭な渦の形成

が見られない. φが大きくなるに従い， L字型循環流は

左右非対称の度合いが大きくなり，下部空間における徳

環流の境界線はおいて内管の左下角部付近に移動する.

図 4G)の φ=450妻で傾斜すると，ちょうど上部空間と

左側部空間に発達する L字型循環流と下部空間と右側部

空間に発達する L字型循環流の二つの循環流で、自然対流

が構成されることとなる.

つぎに図 4と同様に，Ra=2100， y = 1.5における傾

斜角 φ=0~450 に対応する自然対流の流動形態の変化

を図 5に示す.図 5(a)の φ=0
0

での流動形態は，Ra= 

1400の φ=0。に比べると浮力の効果が大きいため L

字型の循環流とともに上部空間において 2対の小渦が現

れている.図 5 (b) ，(c)， (d)に示すように φ =5~150 まで

傾斜すると L字型循環流の配置は，左右非対称の度合い

が大きくなり，下部空間における循環流の境界線におい

て内管の左下角部付近に移動する.これについては，Ra 

=1400と同様の傾向である.

一方，上部空間の小渦についてもその配置は非対称と

なり 4つの小渦の内，左から 3番目の小渦が形状，流速

とも小さくなり 3つの小渦が顕著な形で残ることとな

る.さらに図 5(e)，(:t) ， (g)のように φ=20~30。まで傾斜

すると，上部空間の小渦は 2つに減少すると同時に，左側

部空間の L字型循環流に取り込まれることとなる.さら

に図 (h)，(i)， G)のように φ =35~450 まで傾斜すると ， Ra 

=1400の場合と同様に，上部空間の小渦は完全に消滅し，

上部空間と左側部空間に発達する L字型循環流と下部空

間と右側部空間に発達する L字型循環流の二つの循環流

で自然対流が構成されることとなる.同様に y= 1.5，傾

斜角 φ=0~450 に対応する自然対流の流動形態の変化

について，Ra=3010， 4060の場合をそれぞれ図 6および

図 7に示す.これまでの Ra=1400や Ra=2100におけ

る流動形態の変化と大きな違いは見当たらないが，全体

的に循環流および小渦ともその流速は大きくなっている.

ただし，上部空間の小渦と L字型循環流の変化が，それ

ぞれ異なっている • Ra=3010では，小渦は4つから 2

つになり， φ=45
0で最終的に L字型循環流に取り込ま

れる .Ra=4060では，小渦は 4っから 2つになり，そ

の 2つの小渦の大きさは大きく異なり ，o =450でも L

字型循環流に取り込まれず存在する.

4.3 傾斜角 dに対する等温線変化

Ra=3010に対する管断面上の温度グを等高線分布で表

した等温線を図 8に示す. φ=0。では，上部空間におい

て波状の等高線分布となっている.これは上部空間にお

ける 2対の小渦の上昇流と下降流にともない等温線に局

所的な粗密の状況が現れる.この条件では前節より左右

対称の流動形態であるため，等温線においても左右対称

となっている.しかしながら，傾斜角 φが大きくなると

小渦が消滅しているため，他の傾斜角の分布とは大きく

異なる.

4.4 傾斜角 orこ対する局所ヌセルト数 Nu

Ra=3010での内管上壁面の局所ヌセルト数 Nuを図 9

に示す.パラメータとして傾斜角 φを与えている.まず，

上部空間に現れる 4つの小禍の境界線に現れる下降流と

上昇流の影響から局所的な温度勾配の変化が現れること

を前節において示した このため，o=O。の Nuは，波

型の分布となる .Nuの大きい箇所では、ノト渦の下降、流

地点，Nuの小さい箇所で、は小渦の上昇流地点と一致す

る.つぎに φを大きくしていくと O=350までは波型分

布の最大値が小さくなり， φ=40，45
0

になると小渦が消

滅しているため，他の傾斜角の分布とは大きく異なる.

L~JIJ ]1JJD fT1O ([~ 
(a) o=ぴ (b)φ=50 (θφ=10

0 
(d) O=15

0 (e) O=20
0 

ωφ=25
0 

ωφ=30
0 

(h)φ=35
0 ωρ=40

0 。)φ=45
0

Fig.4 Streamlines for Ra=1400， y = 1.5 and L1ダ=0.5
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(10φ=ぴ (e) o=200 

唱‘'

ωo=25
0 ωφ=3ぴ (h) o=35

0 ωφ=400 。)φ=450

Fig.5 S回 amlinesfor五住2100，y = 1.5 and Ll O=O.5 

(10φ=0。 (b)φ=50 (c)φ=10。 (e)φ=200 

(f)φ=250 

(g)φ=300 。)φ=450

Fig.6 Streamlines for .&=3010， y = 1.5 and Llグ=0.5

(a)φ=ぴ (b)φ=50 (e)φ=2ぴ

@φ=250 

(g) O=30
0 。)φ=450

Fig.7 Streamlines for .&=4060， y = 1.5 and Llグ=0.5
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(a)φ=00 (b)φ=50 

(0 tjJ=25
0 

Fig.8 lsotherms for Ra=301O， y=1.5 andLlグ'=0.5

3.0 

Pr = 0.73 Ra= 3010 
0.0 
Left x 

y=  l.5 

邑竺竺竺

一一- 5 

一一一 10

15 

ー_.- 20 

_._.- 25 

-一一-30 

F 一一一 35 

40 

Right I --- 45 

Fig目9 1ρcal Nu on top wall of inner duct 
(Le氏 1eftωp∞rner，Right: right top corner) 

9 5 結言

水平同心二重長方形管内の自然対流について，Pr=0.7， 

y= 1. 0~2.5 ， Ra~4060 ， φ=0~450 の範囲で Excel

の繰り返し計算機能を利用した数値解析を行い，自然対

流の流線，等温線，局所ヌセルト数を図示した.その結

果，熱流動現象に対して Excelを利用した計算手法の有

効性を示すとともに以下のことが分かった.

① tjJ=OO における自然対流の流動形態は，上部空間の

2対の小渦と側部および下部空間における 1対の L

字型循環流により構成される.

② Raが大きくなると小渦およびL字型循環の流速は大

きくなる.アスペクト比 yが大きくなると小渦の対

数は増える.

③ φ=0~450 に大きくなると，上部空間における小渦

の数は減少し，上部・左側部空間と下部・左側部空

間における 2つの L字型循環流のみにより構成する

流動形態となる.この流動形態の変化に伴い，上部

空間における等温線の分布が大きく変化する.さら

に等温線の変化に対応して，内管上壁面における局

所ヌセルト数人Tuの分布が大きく変化する.
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