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(57)【要約】
【課題】沸騰現象のプロセスにおいて、遷移沸騰の生じ
うる温度領域における核沸騰による沸騰冷却をより大き
な冷却面積に対して可能ならしめる。
【解決手段】被冷却物ｏｂの表面もしくは該表面に密接
する伝熱部材の表面を冷却面として、冷却液用の主流路
１０Ａおよび副流路１０Ｂを、冷却面の側から上記順序
に形成し、副流路１０Ｂと主流路１０Ａを隔てる隔壁１
０Ｃを貫通して主流路１０Ａ内に突出する複数のノズル
ＮＺを主流路の流路方向に配列し、個々のノズルＮＺの
先端部を冷却面に近接もしくは接触させ、主流路１０Ａ
と副流路１０Ｂとに、冷却液２１を流通させ、主流路１
０Ａを流れる冷却液の沸騰により冷却面を冷却するとと
もに、副流路１０Ｂの側から各ノズルＮＺを介して副流
路１０Ｂ側の冷却液を冷却面近傍に供給し、主流路内の
冷却液を冷却する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、冷却液用の
主流路および副流路を、上記冷却面の側から上記順序に形成し、
上記副流路と主流路を隔てる隔壁を貫通して上記主流路内に突出する複数のノズルを主
流路の流路方向に配列し、個々のノズルの先端部を上記冷却面に近接もしくは当接させ、
上記主流路と副流路とに冷却液を流通させ、上記主流路を流れる冷却液の沸騰により上
記冷却面を冷却するとともに、上記副流路側から各ノズルを介して副流路側の冷却液を冷
却面近傍に滲み出るように供給することを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項２】
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被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、冷却液用の
主流路および副流路を、上記冷却面の側から上記順序に形成し、
上記副流路と主流路を隔てる隔壁を貫通して上記主流路内に突出する複数のノズルを主
流路の流路方向に配列し、個々のノズルの先端部を上記冷却面に近接もしくは当接させ、
上記主流路と副流路とに、予め所定の温度にサブクールした冷却液を、副流路における
圧力を主流路における圧力より高めて流通させ、上記主流路を流れる冷却液の沸騰により
上記冷却面を冷却するとともに、上記副流路側から各ノズルを介して、副流路側の冷却液
を上記主流路と副流路の冷却液の圧力差によって強制的に冷却面近傍に噴出させて供給す
ることを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項３】
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請求項２記載の沸騰冷却方法において、
冷却面の下流側端部でサブクール度が２０Ｋ以上となるように、冷却液のサブクール度
、流量、主流路と副流路の冷却液の圧力差を設定することを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項４】
請求項１記載の沸騰冷却方法（以下、パッシブ冷却方法という。）と、請求項２または
３記載の沸騰冷却方法（以下、アクティブ冷却方法という。）とを、冷却条件により切り
替えることを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項５】
請求項１〜４の任意の１に記載の沸騰冷却方法において、
ノズルの配列密度を、主流路の下流側ほど密になるようにし、副流路からの冷却液の供
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給量を、主流路の下流側ほど増大させることを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項６】
請求項１〜５の任意の１に記載の沸騰冷却方法において、
冷却液が、水あるいはアルコール、もしくは、水とアルコールの混合液、または、フッ
素系不活性液体であることを特徴とする沸騰冷却方法。
【請求項７】
被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、上記冷却面
に一体的に形成される主流路およびこの主流路に重なるように隔壁を介して一体的に形成
される副流路と、上記副流路側から上記隔壁を貫通し、先端部が上記冷却面に近接もしく
は当接するように形成された複数のノズルとを有する流路構造体。
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【請求項８】
請求項７記載の流路構造体において、
複数のノズルの先端部に対向する冷却面が平滑面であり、上記複数のノズルの先端部が
、上記平滑面に、微少な間隙を隔して近接していることを特徴とする流路構造体。
【請求項９】
請求項７記載の流路構造体において、
複数のノズルの先端部に対向する冷却面の表面が平滑または、微細な凹凸構造を有し、
上記複数のノズルの先端部が、上記平滑面に近接もしくは微細な凹凸構造に当接している
ことを特徴とする流路構造体。
【請求項１０】
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請求項９記載の流路構造体において、
冷却面の表面の微細な凹凸構造が、粗面構造であることを特徴とする流路構造体。
【請求項１１】
請求項９記載の流路構造体において、
冷却面の表面の微細な凹凸構造が、環状もしくは螺旋状または主流路に沿って形成され
た細溝の集合であることを特徴とする流路構造体。
【請求項１２】
請求項７〜１１の任意の１に記載の流路構造体において、
各ノズルの先端部に、微少な貫通孔および／または微細なスリットおよび／または切欠
きを１以上有することを特徴とする流路構造体。
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【請求項１３】
請求項７〜１２の任意の１に記載の流路構造体において、
副流路の流路断面積が、主流路の流路断面積より大きく、これら断面積の差により副流
路の圧力が高くなるように動圧差を生じさせる構成であることを特徴とする流路構造体。
【請求項１４】
請求項７〜１２の任意の１に記載の流路構造体において、
主流路が、冷却面に沿って、冷却液の流れの方向に直交する方向へ、１以上の分離隔壁
により分離されていることを特徴とする流路構造体。
【請求項１５】
請求項７〜１２の任意の１に記載の流路構造体において、
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副流路が、主流路との隔壁に沿って、冷却液の流れの方向に直交する方向へ、１以上の
分離隔壁により分離されていることを特徴とする流路構造体。
【請求項１６】
請求項１４または１５記載の流路構造体において、
主流路と副流路とが、同数の分離隔壁により整合格子状に分離されていることを特徴と
する流路構造体。
【請求項１７】
請求項７〜１６の任意の１に記載の流路構造体において、
ノズルの配列密度を、主流路の下流側ほど密になるように構成したことを特徴とする流
路構造体。
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【請求項１８】
被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、上記冷却面
に一体的に形成される主流路およびこの主流路に重なるように隔壁を介して一体的に形成
される副流路と、上記副流路側から上記隔壁を貫通し、先端部が上記冷却面に近接もしく
は当接するように形成された複数のノズルをと有する流路構造体と、
この流路構造体の上記主流路と副流路とに流通される冷却液を上記流路構造体に供給し
、上記主流路と副流路とに流通させる冷却液供給・流通手段とを有し、
流路構造体として、請求項７〜１６の任意の１に記載のものを用いることを特徴とする
沸騰冷却装置。
【請求項１９】
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請求項１８記載の沸騰冷却装置において、
流路構造体が、請求項１６記載のものであり、隣接する流路における冷却液の流れが互
いに逆向きに設定されていることを特徴とする沸騰冷却装置。
【請求項２０】
請求項１８または１９記載の沸騰冷却装置において、
冷却液供給・流通手段が、冷却液を貯留させる冷却液容器と、主流路を通して上記冷却
液容器内の冷却液を導液する主流路用管路と、上記冷却液を上記主流路用管路により主流
路に流通させる主流路用ポンプと、副流路を通して上記冷却液容器内の冷却液を導液する
副流路用管路と、上記冷却液を上記副流路用管路により副流路に流通させる副流路用ポン
プと、上記主流路を通過し、上記主流路用管路を通って上記冷却液容器に戻る冷却液を凝
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集させる凝集手段とを有し、パッシブ冷却方法を実施するための沸騰冷却装置。
【請求項２１】
請求項１８または１９記載の沸騰冷却装置において、
冷却液供給・流通手段が、冷却液を貯留させる冷却液容器と、主流路を通して上記冷却
液容器内の冷却液を導液する主流路用管路と、上記冷却液を上記主流路用管路により主流
路に流通させる主流路用ポンプと、副流路を通して上記冷却液容器内の冷却液を導液する
副流路用管路と、上記冷却液を上記副流路用管路により副流路に流通させる副流路用ポン
プと、上記主流路を通過し、上記主流路用管路を通って上記冷却液容器に戻る冷却液を冷
却して凝集させる凝集手段と、
上記主流路用ポンプと副流路用ポンプとにより上記主流路と副流路に供給される冷却液
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を、所定のサブクール度にサブクールするサブクール手段と、
上記副流路に流通される冷却液の圧力を、上記主流路に流通される冷却液の圧力より高
くする高圧化手段とを有し、アクティブ冷却方法を実施することを特徴とする沸騰冷却装
置。
【請求項２２】
請求項２１記載の沸騰冷却装置において、
高圧化手段による、副流路に流通される冷却液の圧力と主流路に流通される冷却液の圧
力差を切り替える圧力切り替え手段を有し、
パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを、冷却条件により切り替え可能としたこと
を特徴とする沸騰冷却装置。
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【請求項２３】
請求項２０〜２２の任意の１に記載の沸騰冷却装置において、
冷却液容器に冷却液が貯留されていることを特徴とする沸騰冷却装置。
【請求項２４】
請求項２０〜２３の任意の１に記載の沸騰冷却装置において、
冷却液を、水あるいはアルコール、もしくは、水とアルコールとの混合液、または、フ
ッ素系不活性液体としたことを特徴とする沸騰冷却装置。
【請求項２５】
稼動中に熱を発生し該熱の冷却手段を構成要素とする製品であって、請求項１８〜２４
の任意の１に記載の沸騰冷却装置を冷却手段とすることを特徴とする製品。
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【請求項２６】
請求項２５に記載の製品が、発熱体を有する電子素子または発熱体を有する燃料電池で
あって、沸騰冷却装置を構成する流路構造体の主流路が発熱体の表面に一体的に形成され
たことを特徴とする電子素子または燃料電池。
【請求項２７】
請求項２５に記載の製品が、電子素子と伝熱部材とを主構成要素とする高発熱密度電子
機器が搭載された、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、燃料電池発電設
備の電力変換制御装置、又は、鉄道電車あるいは航空機用の電力システムの電力変換制御
装置であって、沸騰冷却装置を構成する流路構造体の主流路が伝熱部材との表面に一体的
に形成されたことを特徴とするハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、燃料
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電池発電設備の電力変換制御装置又は鉄道電車あるいは航空機用の電力システムの電力変
換制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、沸騰冷却方法、当該沸騰冷却方法を実施する沸騰冷却装置、およびこの沸
騰冷却装置に使用される流路構造体、並びにこれらが適用された応用製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
液体を加熱していくと次第に液温が上昇し、やがて液温がそれ以上に上昇しない「飽和
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温度」に達する。さらに加熱すると、液体内部で「液体の気化」が発生する。この状態が
沸騰であり、上記飽和温度は沸騰点と呼ばれる。
【０００３】
沸騰状態では、液温は上昇せず、加熱により液体に加えられるエネルギーは「液体内部
で液体を気化」するのに消費される。この熱エネルギーは「潜熱」と呼ばれている。潜熱
は、液体を温度上昇させる熱エネルギーに比して極めて大きい。したがって、液体の沸騰
を利用することにより大きな冷却効果をあげることができる。
【０００４】
沸騰を利用した冷却は「沸騰冷却」と呼ばれ、従来から種々の沸騰冷却装置が提案され
ている。
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【０００５】
例えば、冷却用液体を収容する容器と該冷却用液体内を通るパイプとからなり、被冷却
体としての半導体素子を冷却用液体に浸漬して行ない、前記パイプ内に前記冷却用液体よ
りも沸点の低い液体を循環させるようにした、浸漬方式の沸騰冷却装置が提案されている
（例えば、特許文献１）。
沸騰現象は一般に以下の如き経過を辿る。
液体中に例えば金属等による「加熱ブロック」の表面を浸漬し、加熱ブロックを加熱し
てその伝熱面温度を上昇させる。伝熱面温度がある程度まで高くなると、加熱ブロックの
伝熱面に「大きさが１ｍｍ程度以下の微少な気泡」が発生する。この状態は「加熱ブロッ
クの表面に接する液層部分の温度が飽和温度に達し、上記表面部分で沸騰が生じている状
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態」である。
【０００６】
液体の沸騰による冷却の効果を表す物理量として「熱流束」がある。説明中の例に喩え
て言えば、熱流束とは「加熱ブロックの表面（液体に接している表面、上記「伝熱面」）
の単位面積から単位時間あたりに液体に移る熱量」であり、熱流束が大きいほど冷却効果
が大きい。
【０００７】
加熱ブロックの伝熱面に微少な気泡が発生するようになると「熱流束の増加率」が増大
し、加熱ブロックの加熱をさらに続けると、加熱ブロックの伝熱面で発生する気泡の量も
増大し、熱流束も大きな増加率をもって増大しつづけるが、やがて飽和する。
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このように「熱流束が飽和した状態」は、加熱ブロック表面が「大きな気泡」で覆われ
た状態となっている。
【０００８】
即ち、伝熱面での微少な気泡の発生量が増大すると、発生した気泡同士が合体して、伝
熱面の大きさにもよるが数ｃｍにもなる「大きな気泡」に成長する。このように大きく成
長した気泡は「押し潰されたような厚みの薄い気泡」であり、このような大きな気泡が加
熱ブロック表面に付着していると、付着部では加熱ブロックと液体が直接に接触しないた
め沸騰が阻害され、熱流束が飽和するのである。このときの熱流束は「限界熱流束」と呼
ばれている。
【０００９】
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熱流束が限界熱流束に達した後も加熱ブロックを加熱すると、大きな気泡の部分で伝熱
面が乾き始めて伝熱面温度の急激な上昇に伴って熱流束は急激に減少し、冷却効果が急速
に低下する。加熱がさらに続くと、大きな気泡に覆われた部分で伝熱面は完全に乾き、こ
の部分は「薄い蒸気膜で覆われた状態」となる。そして、この乾燥した部分では、加熱ブ
ロックの熱エネルギーが輻射熱として液体へ伝えられ、熱流束は再び増加に転ずるが、伝
熱面は液体に接していないため加熱ブロックの温度も上昇し、この温度が加熱ブロックの
融点を越えれば伝熱面は「焼損」する。
【００１０】
加熱ブロックの伝熱面に微少な気泡が発生し始める状態から、熱流束が限界熱流束に達
するまでの沸騰形態は「核沸騰」と呼ばれ、限界熱流束状態から熱流束が減少し、熱流束
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が再度増加に転ずるまでの沸騰形態は「遷移沸騰」、熱流束の変化が再度増加に転じた以
後の沸騰形態は「膜沸騰」とそれぞれ呼ばれる。
【００１１】
即ち、液体中に浸漬した加熱ブロックを加熱しつづけると、核沸騰、遷移沸騰、膜沸騰
の沸騰形態が順次に現れ、ついには加熱ブロックの焼損に至るのである。通常、限界熱流
束以後「遷移沸騰から膜沸騰を経て焼損に至るプロセス」は極めて迅速に生じ、制御が著
しく困難であるところから、沸騰冷却は従来、一般に「限界熱流束以下の核沸騰の領域」
で行われていた。即ち、従来の沸騰冷却方法では、例えば、長さ１〜２ｃｍの伝熱面に対
してせいぜい１００Ｗ／ｃｍ

２

程度の熱流束（約１００℃）しか得られないのが一般的で

あった。

10

【００１２】
一方、高い熱流束を得るために種々の試みがなされており、例えば、ノズルを用い、沸
騰気泡を速やかに消滅させて高い冷却効率を狙う冷却装置が提案されている（例えば、特
許文献２）。
特許文献２に開示されているのは、主として半導体デバイスを発熱体とする冷却装置で
あって、２種類のノズルを用い、第１のノズルから低温冷媒液を発熱体に向けて噴射し、
発熱体の熱によって沸騰気泡を発生させて「気液２相状態の高温冷媒液」とし、第２のノ
ズルから同じ低温冷媒液を該高温冷媒液に向けて噴射させて急冷し、沸騰気泡を凝縮・消
滅させて冷却を行うものである。この冷却方式では「１２０℃程度の温度領域で２００Ｗ
／ｃｍ

２

程度の熱流束」が得られると考えられ、半導体デバイスのような短い伝熱面の冷

20

却には適するが、より大きな伝熱面の冷却は困難と考えられる。
【００１３】
ところで、冷却液を被冷却体の冷却面に沿わせて流通させつつ沸騰冷却を行う場合に、
冷却液を予め「飽和温度より低い温度」にサブクールして冷却面に供給すると、冷却の開
始からある程度の時間範囲では「遷移沸騰への移行」を生ずることなく、相当の高温度領
域まで核沸騰形態を維持して良好な沸騰冷却を実現できることが報告されている（非特許
文献１）。
【００１４】
冷却液を冷却面に沿わせて流通させつつ沸騰冷却を行う場合、冷却液がサブクールされ
ていると、冷却面からの熱は、冷却面に接する冷却液の温度を、急速に飽和温度まで昇温

30

させ、そののち沸騰を生じさせる。このとき昇温して沸騰を生じるのは「冷却面近傍の薄
い層状の部分」であり、この層状部分の外側の領域には、サブクール状態、即ち、飽和温
度よりも温度の低い冷却液が存在していると考えられる。
【００１５】
このような沸騰の生じている層状領域の外側の「飽和温度よりも温度の低い冷却液」は
、沸騰状態にある「層状領域の冷却液の温度」を低下させる。この温度低下により「沸騰
状態の冷却液中の気泡は、収縮し、あるいは崩壊」する。
【００１６】
このように、サブクールされた冷却液を用いると、伝熱面から「より多くの熱」を冷却
液に伝えることができ、限界熱流束を高めることができる。

40

【００１７】
冷却液として「サブクール度の大きな液」を用いると、遷移沸騰領域において生長した
合体気泡と液体との気液界面の温度を低下させ、気泡を凝縮（沸騰現象と逆の現象）によ
って微細な気泡に崩壊させ、伝熱面に液体を供給できるので、膜沸騰に移行することなく
再び沸騰による冷却が行われ、熱流束を「通常の限界熱流束より高める」ことができる。
この現象は「気泡微細化沸騰」と呼ばれている。
【００１８】
しかしながら、サブクールした冷却液を用いて沸騰冷却を行う場合でも、冷却液が冷却
面に沿って流れる時間の経過と共に、冷却液全体の温度が次第に上昇し、サブクールによ
る効果は不可避的に減じていくため、相当の高温度領域で、かつ「遷移沸騰を起こすこと
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なく大きな冷却面積に対して実施」することには限度がある。
【００１９】
近年、電力変換用のインバータに用いられる「高発熱密度電子デバイス」のＩＣパッケ
イジでは伝熱面長さが通常１０〜３０ｃｍあるが、このような伝熱面の長い被冷却面の冷
却を可能とする冷却方法が望まれている。また、例えば、電気自動車における急加速ある
いは異常運転によって発熱が急上昇する場合のような「巾広い熱負荷変動」にも対応可能
な冷却方法が求められており、今後、３００Ｗ／ｃｍ

２

程度以上の熱流束が得られる冷却

方法が必要になるものと予想されるが、従来の冷却方法でこの要求に応じることは極めて
困難であると考えられ、これらの要望に対応可能な沸騰冷却方式の出現が望まれている。
【００２０】

10

【特許文献１】特開昭６１−５４６５４号公報
【特許文献２】特開平５−１３６３０５号公報
【非特許文献１】「気泡微細化を伴うサブクール流動沸騰」（第４１回日本伝熱シンポジ
ウム講演論文集（２００４年６月）Ｖｏｌ．１、第１９〜２０頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
本発明は、上述したところに鑑み、沸騰現象のプロセスにおいて、遷移沸騰の生じ得る
高い温度領域において、核沸騰による沸騰冷却を、より大きな冷却流路長に対して可能な
らしめる沸騰冷却方法とその装置を実現することを課題とする。

20

【００２２】
本発明はまた、伝熱面の発熱が低温領域から従来にない高温領域まで、巾広い熱負荷変
動にも連続的に対応できる沸騰冷却方法とその装置を実現することを課題とする。
【００２３】
本発明はさらに、小型軽量化と省エネ型の実用的な沸騰冷却方法とその装置を実現する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
本発明者等は、鋭意検討を重ねた結果、冷却対象の冷却面に隣接させて、冷却液の流路
となる主流路と副流路とを順次設置し、かつ該主流路と該副流路間の隔壁を貫通して先端

30

部が該冷却面に近接又は当接するように、該副流路から複数のノズルを突設させた冷却装
置が、上記課題を解決するのに効果的であることを確認し、本発明をするに至った。
即ち、本発明の沸騰冷却装置は、被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の
表面を冷却面（以後、「伝熱面」とも言う。）として、冷却液用の主流路および副流路を
冷却面の側から順次形成し、副流路と主流路を隔てる隔壁を貫通して主流路内に突出する
複数のノズルを主流路の流路方向に配列し、個々のノズルの先端部を冷却面に近接もしく
は当接させたことを特徴とする。
【００２５】
なお、表面に密接する伝熱部材の表面とは、例えば、ヒ−トスプレッダのような「発熱
体に密着させた金属板」のように、熱伝導で熱の流れを広げる機能を有する表面等を挙げ

40

ることができる。
【００２６】
ノズル先端の開口部は冷却面に対応設置していることが特に重要であり、またノズルは
冷却面に略垂直に設けられることが特に好ましく、冷却効果を高めるのに有効である。
【００２７】
後述するように、ノズルとしては、管状体で、開口部に「切り欠き構造」があるものと
ないものとを用いることができるが、切り欠き構造があるノズルの場合には、開口部を冷
却面に当接させ、切り欠き構造にないノズルの場合には、開口部を冷却面に近接させて設
置することが好ましい。
【００２８】
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本発明の冷却方法の実施に用いるノズルは、ノズルから排出される冷却液によって気泡
を微細化して冷却効果を発揮させるため、冷却面に対し突設し近接あるいは当接させてい
るが、さらに、主流路内にノズルが突設されているために、その表面は必然的に「主流路
内で冷却面を冷却後、昇温した液体から熱を吸収する放熱フィン効果」を有し、そのため
に、ノズルを構成する材料は、熱伝導性であり、さらにノズルの配列形態や配列密度等を
適宜に選択して設定することが好ましい。
【００２９】
請求項１記載の沸騰冷却方法は、以下の如き特徴を有する。
主流路と副流路とには冷却液を流通させ、主流路を流れる冷却液の沸騰により冷却面を
冷却するとともに、副流路の側から各ノズルを介して、副流路側の冷却液を冷却面近傍に

10

滲み出るように供給する。請求項１記載の沸騰冷却方法を「パッシブ冷却方法」と呼ぶ。
【００３０】
このように、冷却面近傍に滲み出るように供給された冷却液が、沸騰により主流路内に
発生した気泡の近傍あるいは底部に入るようにし、冷却面から気泡を離脱させ、気泡によ
る冷却低減現象を排除し、冷却に寄与させることを狙いとしている。
【００３１】
主流路において冷却面に１ｍｍ程度の大きさの微少な気泡が発生し、この気泡が成長し
て数ｍｍ程度になって、冷却面に近接したノズル開口部に付着すると、ほとんど流れのな
い副流路内の冷却液がノズルに移動し、この部分でノズル内の冷却液が主流路内に「滲み
出す」ように供給される。「副流路内から主流路内に供給される冷却液」は、ノズル開口

20

部の近傍にある気泡を効果的に除去すると同時に冷却液を有効に冷却する。
【００３２】
冷却面に当接あるいは近接したノズルからの冷却液の滲みだし効果により「成長し大き
くなった気泡の底部及び周辺」に滲み出した冷却液が供給されて気泡が除去される。
【００３３】
「パッシブ冷却方法」における主流路の流速は極めて小さいことが好ましく、例えば、
０ ． ０ ３ 〜 ０ ． ０ ６ ｍ ／ 秒 程 度 の 流 速 に し て 、 ６ ０ 〜 ７ ０ Ｗ ／ cm

２

程度までの熱流束の除

熱を可能とするものである。従って該「パッシブ冷却方法」は、冷却液を主流路内で低流
速で流し、かつ、副流路側からノズルを通して滲み出す状態にして、上記限界熱流束を達
成可能としているため、省エネ型で冷却装置の小型軽量化に適した極めて実用的な沸騰冷
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却方法である。
【００３４】
請求項２記載の記載の沸騰冷却方法は、上記「気泡微細化沸騰現象」を用いたものであ
り、以下の如き特徴を有する。
被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、冷却液用の
主流路および副流路を、冷却面の側から上記順序に形成する。
副流路と主流路を隔てる隔壁を貫通して主流路内に突出する複数のノズルを主流路の流
路方向に配列し、個々のノズルの先端部を上記冷却面に近接もしくは当接させる。
【００３５】
主流路と副流路とに、予め所定の温度にサブクールした冷却液を、副流路における圧力

40

を主流路における圧力より高めて流通させ、主流路を流れる冷却液の沸騰により冷却面を
冷却するとともに、副流路の側から各ノズルを介して、副流路側の冷却液を、主流路と副
流路の冷却液の圧力差により、強制的に冷却面近傍に噴出させて供給する。この請求項２
記載の沸騰冷却方法を「アクティブ冷却方法」と呼ぶ。
【００３６】
主流路内に当初から流す冷却液は冷却面を冷却するが、上記沸騰現象によって主流路内
の冷却面に生じ「冷却の障害となる沸騰気泡」を、ノズルにより副流路側から強制的に冷
却面近傍に噴出状態で供給される冷却液（サブクール液）が、微少な気泡に崩壊させて障
害を排除し、冷却面を冷却する。また、ノズルから供給される冷却液は主流路内を流れる
冷却液を冷却する効果をもたらす。
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【００３７】
「アクティブ冷却方法」における冷却液の流速は、主流路内では０．３〜０．６ｍ／秒
、副流路内では０．５〜１．０ｍ／秒に、それぞれ調整することが好ましい。
【００３８】
本発明の冷却装置において、先端部を冷却面に近接又は当接するように突設されるノズ
ルの、「近接」の場合のノズル先端部と冷却面との間隔は「ノズルが供給する冷却液によ
る気泡微細化機能と放熱フィン機能とを発揮できる」大きさであれば良く、特に制限はな
いが「パッシブ冷却方式単独の装置」及び「パッシブ冷却方式とアクティブ冷却方式の併
用装置」の場合には、例えば０．１〜１ｍｍ程度が効果的である。「アクティブ冷却方式
単独の装置」の場合には、冷却液の噴射圧力レベルに応じ、該間隔をより広くすることが

10

できる。
【００３９】
後述するように、アクティブ冷却方法では、冷却流路内に微少な気泡が生じても、これ
ら微少な気泡は瞬時に０．１ｍｍ以下程度の「極めて微細な気泡」に崩壊され、大きな気
泡に成長する余地がなく、高熱流束沸騰冷却を長い伝熱面で実現することができる。また
、気泡が大きく成長しないので「気泡崩壊時の振動」も小さく、低振動、低騒音の高熱流
束沸騰冷却が可能となる。
【００４０】
上記の如く「冷却面」は、冷却の対象となる被冷却物自体の表面もしくは、伝熱部材の
表面である。伝熱部材が用いられる場合には、伝熱部材は被冷却物の表面に密接して設け
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られ、伝熱部材を介して被冷却物の沸騰冷却が行われる。
冷却面の表面形状は、主流路・副流路の形成が可能な形状であれば良く、平面であって
もよいしシリンダ面等の曲面であっても良い。勿論、被冷却面が平面である場合には、主
流路・副流路の形成が容易である。
【００４１】
冷却対象物としては、例えば、高発熱密度の電子機器・ハイブリッドカー・電気自動車
・燃料電池自動車・燃料電池発電設備の電力変換インバータ・鉄道、航空機の電力システ
ムの電力変換インバータ等を構成する、あるいはこれらに装着される伝熱部材を挙げるこ
とができる。
【００４２】
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「サブクール」は、冷却液の温度を「被冷却面との接触部で冷却液に沸騰が生じる飽和
温度よりも低い温度」にすることを意味する。冷却液の飽和温度（主流路内で沸騰が生じ
る温度）とサブクールされた冷却液との温度差を「サブクール度」と呼ぶ。
【００４３】
上記請求項２記載のアクティブ冷却方法は、主流路における「冷却面の下流側端部」で
サブクール度が２０Ｋ（ケルビン温度）以上となるように、冷却液のサブクール度と流量
と、主流路と副流路の冷却液の圧力差を設定することが好ましい（請求項３）。
【００４４】
請求項１記載のパッシブ冷却方法と、請求項２または３記載のアクティブ冷却方法とを
「冷却条件により切り替える」ことができる（請求項４）。即ち、被冷却面の温度がさほ

40

ど高くなく、被冷却面で生じた気泡の成長が比較的緩慢である場合には、ノズルを通じて
「副流路側から主流路側へ滲み出す冷却液」により気泡を微細化させるのみでも、沸騰形
態が「核沸騰形態から遷移沸騰に移行」するのを有効に抑えることができ、遷移沸騰によ
る熱流束の低下なしに、高い冷却効果を実現できる。なお、主流路を流れる冷却液の流速
を大きくし、冷却面への単位時間あたりの冷却液供給量を大きくすることにより、パッシ
ブ冷却方法でもかなりの高温領域まで沸騰冷却形態を維持することが可能である。
【００４５】
パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法との「冷却条件による切り替え」は、主流路と
副流路の冷却液の圧力差を、徐々に変化させ、あるいは急激に変化させる等、状況に応じ
て行うことができる。従って、パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを切り替える方
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法を採用する場合には、アクティブ冷却方法におけるように、冷却液を強制的に噴出させ
て供給することに必ずしも限定されない。
【００４６】
冷却面の温度がより高くなりパッシブ冷却方法では「遷移沸騰への移行」を抑えきれな
い状況では、アクティブ冷却方法により微少な気泡を崩壊させることにより、遷移沸騰へ
の移行を有効に防止することができ、「主流路のみへの冷却液供給では遷移沸騰が生じる
ような温度領域」においても良好な沸騰冷却を実現することができる。
【００４７】
従って本発明の冷却方法は、低熱流束域ではパッシブ方式、高熱流束域ではアクティブ
ブ方式が用いられ、それぞれ別装置にしても併用装置とすることもできる。「パッシブ冷

10

却法」と「アクティブ冷却法」を別装置で実施するか併用装置で実施するかの選択は、発
熱体の熱流束の大小に依る。併用装置にすると、実用面では、熱流束が低熱流束域から高
熱流束域まで変化するような、熱負荷変動の大きな発熱体の冷却に対応可能であり、本発
明の最も大きな特徴の１つである。
【００４８】
発明者等の実験によれば、目安として、発熱密度が約６０〜７０Ｗ／ｃｍ

２

低熱流束域では「パッシブ冷却法」を用い、発熱密度が７０〜１００Ｗ／ｃｍ

程度未満の
２

ではパッ

シブ冷却法で主流路の流速を０．５ｍ／秒に増加することにより、またそれ以上の５００
Ｗ／ｃｍ

２

程度までの高熱流束域では「アクティブ冷却法」を用いることが好ましく、実

用的であることを確認した。

20

【００４９】
また、「パッシブ冷却法」から「アクティブ冷却法」へ、またはその逆の切り替えは、
例えば、冷却面に設置された熱流束センサの信号により、主流路および副流路の冷却液の
流量を制御することにより容易に行うことができる。
【００５０】
また、パッシブ・アクティブ冷却併用装置にする場合には、例えば「流体ループで主流
路系と副流路系にそれぞれポンプをつけて流量を制御する方法」と「ポンプ１つで流量調
整弁によって流量を制御する方法」がある。
【００５１】
本発明の沸騰冷却方式は、長い伝熱面に対して、装置の構造を変えない併用装置によっ

30

て、低熱流束域から高熱流束域までの除熱をパッシブ方式とアクティブ方式を用いること
により連続的に行うことを可能にしたものである。
【００５２】
これは、例えば、電気自動車のインバータの様に運用上発熱負荷が変化する高発熱密度
機器の冷却に対応できるものである。
【００５３】
上記請求項１〜４の任意の１に記載の沸騰冷却方法においては「ノズルの配列密度を、
主流路の下流側ほど密になるようにし、副流路からの冷却液の供給量を、主流路の下流側
ほど増大させる」ことが好ましい（請求項５）。
冷却液の流れの向きは「主流路と副流路とで同じ向き」としてもよいし、「主流路と副

40

流路における流れの向きを互いに逆向き」にしても良い。冷却液の流れの向きを「主流路
と副流路とで互いに逆」にすると、主流路の下流側ほど副流路では上流側となる。アクテ
ィブ冷却方法では、サブクールされた冷却液がノズルから主流路へ供給されるが、主流路
では下流側ほど冷却液の温度が飽和温度に近づいているので、上記の如く、主流路・副流
路で冷却液の流れの向きを逆にし、ノズルの配列密度を主流路の下流側ほど密になるよう
にし、主流路の下流側ほど副流路からの（サブクール度の大きい）冷却液の供給量を増大
させることにより、主流路内の冷却液の温度を有効に低下させ、気泡崩壊の効果を維持す
ることが容易になる。
【００５４】
ノズルの「配列形態や配列密度」は、前述の「ノズルの放熱フィン効果」を左右するこ
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とにもなり、主流路内の冷却液の特性とその流速等を考慮に入れて、調整することが好ま
しい。
【００５５】
請求項１〜５の任意の１に記載の沸騰冷却方法において用いられる冷却液は、上記「ノ
ズルから滲み出る冷却液や、ノズルから噴出される冷却液により、気泡を、微細化あるい
は崩壊させることのできるもの」であれば、特に制限無く使用することができるが、入手
容易性、低コスト性、取り扱いの容易性、安全性、化学的・物理的安定性等の観点から、
水あるいはアルコール、もしくは、水とアルコールの混合液、または、フッ素系不活性液
体が好適である（請求項６）。「水」は、環境保全の面から言えば、冷却液として特に好
適なものである。フッ素系不活性液体は「フロリナート（登録商標

住友スリーエム社）

10

」が市販されている。
【００５６】
本発明のアクティブ冷却方法では、気泡を「大きく成長する前」に微細化あるいは崩壊
させるので、振動あるいは騒音が少ない利点があることは上述したとおりであるが、本発
明者等は、冷却液として上記混合液を用いると、振動あるいは騒音の低減効果とさらに向
上でき、かつより高い熱流束が得られることを実験的に確認した。
【００５７】
即ち、アルコールとしてエチルアルコール、プロピルアルコールそれぞれを、水に対し
５〜１５％の割合で混合した液を冷却液として用い、本発明のアクティブ方式による沸騰
冷却を行ったところ、いずれの混合液とも「水のみによる冷却液」に比して、気泡崩壊時

20

の圧力振動が５０％程度軽減するばかりでなく、３０〜５０％程度高い熱流束を得ること
ができた。
【００５８】
このように圧力振動を軽減できる理由は、混合液の表面張力が水よりも小さいため、気
泡が崩壊しやすく、崩壊時の圧力振動も水だけの場合に比して小さいためであると考えら
れる。
【００５９】
高い熱流束を得られる理由は、水とアルコールの混合液の沸騰では、高温の伝熱面近傍
で沸点の低いアルコール分が先に蒸発し、伝熱面の気泡付着箇所の近傍と混合液との間で
濃度差が生じ、この濃度差が気泡と混合液の界面に表面張力の差を生じさせ、気液界面の

30

気泡上部の温度の低い大きな表面張力に混合液が引張られて、気泡上部に向かう流れ（マ
タンゴニ対流という）が生じているものと考えられる。
【００６０】
このため、冷却液側から補うように「気泡と伝熱面の付着面」に向かって冷却液が供給
され、気液交換が促進され、気泡微細化沸騰において水のよりも高い熱流束が得られるも
のと考えられる。
【００６１】
本発明における冷却の対象物、即ち、前記「被冷却物」には特に制限はないが、実用的
な見地からすると、原子炉の炉心部分や、車両用インバータ等の各種半導体デバイスの冷
却につきこの発明による沸騰冷却は有効である。例えば、現在広く用いられている、Ｓｉ

40

基板を用いるＩＧＢＴは、高出力化に伴い発熱密度が増加する傾向にあり、このような半
導体デバイスに対する冷却として、この発明の冷却方法は極めて有効である。
【００６２】
また、近来「高温作動が可能なＳｉＣ半導体デバイス」の実用化が意図されているが、
ＳｉＣはまだ高価なため、現在のＳｉベースのパワーデバイス（ＩＧＢＴ）がしばらくは
優勢であろうが、本発明は「高温作動、高発熱密度のＳｉ素子」の冷却にも好適である。
また、現在のＳｉベースのパワーデバイス（ＩＧＢＴ）の高負荷使用にも十分対応可能で
ある。
【００６３】
本発明の流路構造体は、上に説明した沸騰冷却方法の実施に用いられるものであって、
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以下の如き特徴を有する（請求項７）。
被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面として、冷却面に一
体的に形成される主流路およびこの主流路に重なるように隔壁を介して一体的に形成され
る副流路と、副流路側から隔壁を貫通し、先端部が冷却面に近接もしくは当接するように
形成された複数のノズルを有する。
【００６４】
このように、主流路・副流路は一体構造であり、主流路は冷却面に一体化されるから、
冷却面は「流路構造体の構成要素」である。そして、冷却面は被冷却物の表面もしくは伝
熱部材の表面である。したがって、被冷却物の表面を冷却面とする場合には「冷却面の実
体をなす被冷却物自体も流路構造体の一部を構成する」ことになる。

10

【００６５】
即ち、流路構造体は、被冷却物を構成要素の一部として、被冷却物と一体的に構成する
ことができる。また、伝熱部材の表面を冷却面とする場合には、伝熱部材に一体化して主
流路・副流路を形成して「被冷却物とは別体の流路構造体」となし、その伝熱部材を被冷
却物の表面に密接させて配置することにより、被冷却物の冷却を行うようにすることがで
きる。流路構造体は熱伝導性の良い材料で構成される。例えば、金や銀やアルミニウムは
大きな熱伝導率を持ち、特に、銀は熱伝導率の高さの点で流路構造体の材料として適して
いるが、コストの面からするとアルミニウムが好適である。
【００６６】
特に、熱伝導率の高い材料で構成されるノズルは、前述した「放熱フィン効果」をもた

20

らすのに有効である。
【００６７】
さらに、流路構造体の材料として、熱伝導性の良いものばかりでなく、安定した耐錆性
、耐腐食性、耐熱性の高いものを使用することが好ましく、例えば、耐錆性処理を施した
アルミニウム、ステンレス、さらにセラミックス等が使用可能である。
【００６８】
請求項７記載の流路構造体においては、複数のノズルの先端部に対向する冷却面の表面
が平滑または、微細な凹凸構造を有し、上記複数のノズルの先端部が、上記平滑面に近接
もしくは微細な凹凸構造に当接した構成とすることができる（請求項８）。
【００６９】

30

また、請求項７記載の流路構造体において、複数のノズルの先端部に対向する冷却面の
表面が微細な凹凸構造を有するようにし、複数のノズルの先端部が上記微細な凹凸構造に
当接する構成とすることもできる（請求項９）。この場合、冷却面の表面の微細な凹凸構
造は「粗面構造」としてもよいし（請求項１０）、「環状もしくは螺旋状または主流路に
沿って形成された細溝の集合」とすることもできる（請求項１１）。
【００７０】
請求項９〜１１記載の流路構造体のように、冷却面の表面を「微細な凹凸構造」とする
と、冷却面の表面積が広がり、冷却液への熱の移動量を大きくできるとともに、ノズル先
端部を冷却面に当接させることができ、ノズル先端部と冷却面の間隙が有効に小さくなっ
て「冷却液の滲み出し」が有効に促進される。また、複数のノズルを「流路構造体の強度

40

を高める手段」として使用することが可能となる。
【００７１】
請求項７〜１１の任意の１に記載の流路構造体において、各ノズルの先端部に「微少な
貫通孔および／または微細なスリットおよび／または切欠き」を１以上有するように構成
できる（請求項１２）。
【００７２】
このような微少な貫通孔、スリット、切欠きを有するノズルを使用すると、副流路から
流れる冷却液を分散して主流路内に供給し、より効果的に気泡崩壊を行うことになるので
好ましい。ノズルが、先端部に上記微少な貫通孔、スリット、切欠き等を有する場合には
「冷却面が平滑面の場合」であってもノズル先端部を冷却面に当接させることができる。
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【００７３】
また、請求項７〜１２の任意の１に記載の流路構造体において「副流路の流路断面積を
主流路の流路断面積より大きくし、これら断面積の差により副流路の圧力が高くなるよう
に動圧差を生じさせる構成」とすることができる（請求項１３）。
【００７４】
請求項７〜１２の任意の１に記載の流路構造体においては、主流路を「冷却面に沿って
、冷却液の流れの方向に直交する方向」へ１以上の分離隔壁により分離した構成とするこ
とができる（請求項１４）。また、副流路を「主流路との隔壁に沿って、冷却液の流れの
方向に直交する方向」へ、１以上の分離隔壁により分離した構成とすることもできる（請
求項１５）。

10

【００７５】
請求項１４または１５記載の流路構造体は「主流路と副流路とを、同数の分離隔壁によ
り整合格子状に分離した構成」とすることができる（請求項１６）。「整合格子状」とは
、主流路の分離隔壁と副流路の分離隔壁とが互いに整合的に対応し、これら分離隔壁によ
り分離された主流路部分・副流路部分の配列が「冷却液の流れの方向に直交する配列方向
において互いにずれていない」状態をいう。
【００７６】
請求項７〜１６の任意の１に記載の流路構造体は「ノズルの配列密度が、主流路の下流
側ほど密になるように構成」とすることが好ましい（請求項１７）。
【００７７】

20

この発明の沸騰冷却装置は、流路構造体と、冷却液供給・流通手段とを有する（請求項
１８）。
「流路構造体」は、被冷却物の表面もしくは該表面に密接する伝熱部材の表面を冷却面
として、冷却面に一体的に形成される主流路およびこの主流路に重なるように隔壁を介し
て一体的に形成される副流路と、副流路側から上記隔壁を貫通し、先端部が冷却面に近接
もしくは当接するように形成された複数のノズルとを有するものであり、前記請求項７〜
請求項１７の任意の１に記載のものが用いられる。
【００７８】
「冷却液供給・流通手段」は、流路構造体の主流路と副流路とに流通され、冷却面の冷
却に供される液体である冷却液を流路構造体に供給し、主流路と副流路とに流通させる手

30

段である。冷却液の流通の向きは、主流路と副流路とで同じ向きでもよいし、互いに逆の
向きでもよい。
【００７９】
請求項１８記載の沸騰冷却装置は、流路構造体として請求項１６記載のものを用いる場
合「隣接する流路（上記流路部分）における冷却液の流れを互いに逆向きに設定」するこ
とができる（請求項１９）。このように「隣接する流路における冷却液の流れを互いに逆
向きに設定する」ことも「冷却液を主流路と副流路とに互いに逆向きに流通」させる態様
の一つである。
【００８０】
請求項１８または１９記載の沸騰冷却装置は、冷却液供給・流通手段が「冷却液を貯留

40

させる冷却液容器」と、主流路を通して冷却液容器内の冷却液を導液する「主流路用管路
」と、冷却液を主流路用管路により主流路に流通させる「主流路用ポンプ」と、副流路を
通して冷却液容器内の冷却液を導液する「副流路用管路」と、冷却液を副流路用管路によ
り副流路に流通させる「副流路用ポンプ」と、主流路を通過して主流路用管路を通って冷
却液容器に戻る冷却液を凝集させる「凝集手段」とを有する構成とし、パッシブ冷却方法
を実施するための沸騰冷却装置とすることができる（請求項２０）。
【００８１】
パッシブ冷却方法を行う場合、主流路・副流路に供給する冷却液をサブクールする必要
は必ずしもないが、このことは、パッシブ冷却方法の実施に際して「サブクールを行うこ
とを排除する」ことを意味するものではない。パッシブ冷却方法を行う場合にも「冷却液
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をサブクールする」ことは有効である。例えば、冷却面における主流路の下流側端部で１
０Ｋ程度のサブクール度が得られるようにサブクールを行うことは、パッシブ冷却方法に
おいても極めて有効である。
【００８２】
一方、パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを併用する装置の場合には、アクティ
ブ冷却方法がサブクール液を使用する必要から、必然的にサブクール液が使用される。
【００８３】
請求項１８または１９記載の沸騰冷却装置は、冷却液供給・流通手段が「冷却液を貯留
させる冷却液容器」と、主流路を通して冷却液容器内の冷却液を導液する「主流路用管路
」と、冷却液を主流路用管路により主流路に流通させる「主流路用ポンプ」と、副流路を

10

通して冷却液容器内の冷却液を導液する「副流路用管路」と、冷却液を副流路用管路によ
り副流路に流通させる「副流路用ポンプ」と、主流路を通過して主流路用管路を通って冷
却液容器に戻る冷却液を冷却して凝集させる「凝集手段」と、主流路用ポンプと副流路用
ポンプとにより主流路と副流路に供給される冷却液を、所定のサブクール度にサブクール
する「サブクール手段」と、「副流路に流通される冷却液の圧力を、主流路に流通される
冷却液の圧力より高くする高圧化手段」とを有する構成とし、アクティブ冷却方法を実施
するための沸騰冷却装置とすることができる（請求項２１）。請求項２０、２１記載の沸
騰冷却装置における「凝集手段」は、サブクール手段もしくは「サブクール手段の一部」
としての機能を有することができる。
【００８４】

20

この請求項２１記載の沸騰冷却装置は、高圧化手段による「副流路に流通される冷却液
の圧力と主流路に流通される冷却液の圧力差」を切り替える圧力切り替え手段を有し、パ
ッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを、冷却条件により切り替え可能とするように構
成することができる（請求項２２）。この場合、「サブクール手段をオン・オフするサブ
クール手段オン・オフ手段」を設け、冷却条件に応じてサブクール手段をオン・オフする
ようにしても良い。
【００８５】
「副流路に流通される冷却液の圧力を、主流路に流通される冷却液の圧力より高くする
高圧化手段」は、副流路用ポンプの圧力を副流路用ポンプの圧力より高くする機能を持つ
手段であってもよいし、副流路の入口側および／または出口側の流量をコントロールする
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バルブを調整して、副流路内の冷却液の圧力を高めたり、主流路の入口側および／または
出口側の流量をコントロールするバルブを調整して、主流路内の冷却液の圧力を主流路内
の圧力に相対的に低くしたりする機能を持つ手段でもよい。
【００８６】
例えば「少なくとも副流路用ポンプの圧力を高低切り替える圧力切り替え手段」を有す
るように構成し、パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを、冷却条件により切り替え
可能とするように構成することができる。
【００８７】
請求項２０〜２２の任意の１に記載の沸騰冷却装置において、冷却液容器に冷却液が貯
留されていることができる（請求項２３）。

40

また、請求項１８〜２２の任意の１に記載の沸騰冷却装置において用いられる冷却液は
、請求項６の発明における冷却液と同様「ノズルから滲み出る冷却液や、ノズルから噴出
される冷却液により、気泡を微細化あるいは崩壊させることのできるもの」であれば特に
制限無く使用することができ、入手容易性、低コスト性、取り扱いの容易性、安全性、化
学的・物理的安定性等の観点から、水あるいはアルコール、もしくは、水とアルコールの
混合液、またはフッ素系不活性液体が好適である（請求項２４）。
また、請求項１８〜２３の沸騰冷却装置による「冷却の対象物」である被冷却体にも特
に制限はないが、前述のように実用的な見地からして、原子炉の炉心部分や、各種の半導
体デバイス（例えば、車載用インバータやＳｉ−ＩＧＢＴインバータ等、Ｓｉ基板やＳｉ
Ｃ基板を用いる半導体デバイス）の冷却に対して、この発明の沸騰冷却装置による沸騰冷
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却は極めて有効である。
上記請求項２０記載の沸騰冷却装置でパッシブ冷却方法を実施する場合、例えば、主流
路用ポンプと副流路用ポンプの圧力は同じであっても良く、このような場合、主流路用ポ
ンプと副流路用のポンプを「同一のポンプとして共用」することもできる。また、パッシ
ブ冷却方法ではサブクールを必ずしも必要としないので、凝集手段（アクティブ冷却方法
ではサブクール手段の少なくとも一部をなす。）の能力を小さくできる。また、パッシブ
冷却方法を実施する場合、振動や騒音が少ないというメリットがある。
【００８８】
請求項２１記載の沸騰冷却装置で実施するアクティブ冷却方法では、極めて大きな熱流
束による高い冷却効果を実現できる。また、副流路から主流路側へ噴出させる冷却液量を

10

増大させることにより、緊急時の冷却にも容易且つ確実に対応できる。後述するように、
アクティブ冷却方法の場合も極めて静かである。
【００８９】
請求項２２記載の沸騰冷却装置のように、パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを
、冷却条件により切り替えて実施するようにすれば、冷却条件に適した冷却方法により、
上記パッシブ・アクティブ両冷却方法の利点を生かした冷却を行うことができる。
請求項２５記載の発明は「稼動中に熱を発生し該熱の冷却手段を構成要素とする製品」
であって、請求項１８〜２４の任意の１に記載の沸騰冷却装置を冷却手段とする。
請求項２５に記載の製品は、発熱体を有する電子素子または発熱体を有する燃料電池で
あって、沸騰冷却装置を構成する流路構造体の主流路が発熱体の表面に一体的に形成した

20

ものであることができる（請求項２６）。
請求項２５に記載の製品はまた、電子素子と伝熱部材とを主構成要素とする高発熱密度
電子機器が搭載された、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、燃料電池発
電設備の電力変換制御装置又は鉄道電車あるいは航空機用の電力システムの電力変換制御
装置であって、沸騰冷却装置を構成する流路構造体の主流路が伝熱部材との表面に一体的
に形成したことを特徴とするハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、燃料電
池発電設備の電力変換制御装置又は鉄道電車あるいは航空機用の電力システムの電力変換
制御装置であることができる（請求項２７）。
【発明の効果】
【００９０】

30

以上に説明したように、この発明によれば、従来にない沸騰冷却方法および装置、流路
構造体を提供できる。沸騰冷却による微少な気泡は、冷却面の極く近傍で発生するが、こ
の発明では、副流路を流れる冷却液がノズルを通して「冷却面に近接した開口部」から供
給されるので、冷却面近傍で発生した微少な気泡を効率的に微細化もしくは崩壊させ、遷
移沸騰領域への「沸騰形態の移行」を有効に抑制でき、「従来の沸騰冷却方法であれば遷
移沸騰となるような高温領域」においても、核沸騰による良好な沸騰冷却を実現すること
が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９１】
以下、実施の形態を説明する。

40

図１（ａ）は、請求項２２記載の沸騰冷却装置の実施の１形態を要部のみ、説明図とし
て略示している。
図１（ａ）において、符号ｏｂは「被冷却物」を示している。被冷却物ｏｂは、例えば
インバータ等の半導体デバイスであって発熱源Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３等を有し、これら発熱源
に接して「放熱手段」であるヒートスプレッダＳＰが形成されている。即ち、ヒートスプ
レッダＳＰは被冷却物ｏｂの構成部分であり、ヒートスプレッダＳＰの外側表面が「冷却
面」である。
【００９２】
符号１０は「流路構造体部分」を示す。流路構造体部分１０は、この実施の形態におい
てはヒートスプレッダＳＰの表面を冷却面として、冷却液用の主流路１０Ａおよび副流路
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１０Ｂを、冷却面（ヒートスプレッダＳＰの表面）の側から上記順序に形成されている。
【００９３】
即ち、流路構造体部分１０は「被冷却物ｏｂの構成要素であるヒートスプレッダＳＰ」
に一体化されるから、被冷却物ｏｂと共に「流路構造体（請求項７）」を構成する。流路
構造体部分１０は、例えばアルミニウム等の熱伝導性の良い材料で構成される。
【００９４】
図１（ｂ）は、流路構造体部分１０の内部構造を説明図として示している。主流路１０
Ａは、冷却面であるヒートスプレッダＳＰの表面を「冷却面」として形成されており、副
流路１０Ｂは、隔壁１０Ｃにより主流路１０Ａと分離されている。そして、副流路１０Ｂ
の側から隔壁１０Ｃを貫通し、先端部が冷却面（ヒートスプレッダＳＰの表面）に近接す

10

るように複数のノズルＮＺが形成されている。
【００９５】
主流路１０Ａ、副流路１０Ｂの、図１（ｂ）上下方向における大きさは数ｍｍ〜１０数
ｍｍの範囲である。ノズルＮＺは図１（ｃ）に示すように「中空シリンダ状」で、内径：
１ 〜 ２ ｍ ｍ 程 度 、 外 径 ： ２ ． ５ 〜 ４ ｍ ｍ 程 度 で あ り 、 先 端 部 は 、 冷 却 面 の 表 面 に ０ ． 1〜
１ｍｍ程度の間隙を介して近接する。この実施の形態においては「冷却面は平滑面で、ノ
ズルＮＺと冷却面との間に間隙を隔している」が、後述する図２（ａ）、（ｂ）及び（ｃ
）の例にあるようなノズルを用いる場合には、ノズル先端部を冷却面に当接させることも
できる。
【００９６】
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即ち「流路構造体部分１０と被冷却物ｏｂとで構成される流路構造体」は、被冷却物ｏ
ｂの表面（ヒートスプレッダＳＰの表面）を冷却面として、冷却面に一体的に形成される
主流路１０Ａおよびこの主流路に重なるように隔壁１０Ｃを介して一体的に形成される副
流路１０Ｂと、副流路１０Ｂ側から隔壁１０Ｃを貫通し、先端部が冷却面に近接するよう
に形成された複数のノズルＮＺとを有する流路構造体（請求項７）である。また、複数の
ノズルＮＺの先端部に対向する冷却面は平滑面であり、複数のノズルＮＺの先端部は、平
滑面に、微少な間隙を隔して近接している（請求項８）。
【００９７】
図１（ａ）に戻ると、符号２０は「冷却液容器」、符号２１は「冷却液」を夫々示す。
また、符号３０、４０はポンプ、符号３１Ａ、３１Ｂは「主流路用管路」、符号４１Ａ、
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４１Ｂは「副流路用管路」を示し、符号５０は「凝集手段」を示している。
【００９８】
ポンプ３０、４０、凝集手段５０は「図示されない制御手段」により制御される。制御
手段による制御については後述する。冷却液２１としては、水あるいはアルコールもしく
は、水とアルコールの混合液、または、フッ素系不活性液体を好適に用いることができる
（請求項２３）。
【００９９】
冷却を行うときには、冷却液容器２０内の冷却液２１をポンプ３０により汲み上げ、主
流路用管路３１Ａを通して流路構造体部分１０の主流路１０Ａに供給する。主流路１０Ａ
に供給された冷却液２１は主流路１０Ａを流れつつ被冷却物ｏｂの沸騰冷却を行う。主流
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路１０Ａを通過した冷却液２１は、主流路用管路３１Ｂ内を流れて冷却液容器２０内に戻
されるが、その途上に於いて凝集手段５０に依り凝集される。
【０１００】
凝集手段５０は主流路用管路３１Ｂ内に組み込まれた凝集部５１と、この凝集部５１に
冷却風５３を吹き付けるファン５２とにより構成される。凝集部５１は流路を長く取って
おり、冷却液２１はこの部分を流れる間に冷却風５３により冷却され、凝集して冷却液容
器２０に戻される。
【０１０１】
一方、ポンプ４０は冷却液容器２０内の冷却液２１を汲み上げ、副流路用管路４１Ａを
通して流路構造体部分１０の副流路１０Ｂに供給する。副流路１０Ｂに供給された冷却液
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２１は副流路１０Ｂを流れつつ、その一部をノズルＮＺにより主流路１０Ａへ供給し、副
流路１０Ｂを通過すると、副流路用管路４１Ｂ内を流れて冷却液容器２０内に戻される。
【０１０２】
図１に示す沸騰冷却装置では、冷却液容器２０に収容される同じ冷却液２１が主流路１
０Ａと副流路１０Ｂに供給されるが、副流路１０Ｂに冷却液としてサブクール液を供給す
る場合には、冷却液容器２０から副流路１０Ｂに至る箇所にサブクール手段を設けること
ができる。また、冷却液容器を２つ設けて、そこから主流路１０Ａと副流路１０Ｂそれぞ
れに冷却液を供給する沸騰冷却装置とすることができ、さらに必要に応じて、副流路１０
Ｂに供給する冷却液をサブクール液にするためのサブクール手段を設けることができる。
【０１０３】

10

即ち、図１に実施の形態を示す沸騰冷却装置は、被冷却物ｏｂの表面を冷却面として、
冷却面に一体的に形成される主流路１０Ａおよびこの主流路に重なるように隔壁１０Ｃを
介して一体的に形成される副流路１０Ｂと、副流路１０Ｂ側から隔壁１０Ｃを貫通し、先
端部が冷却面に近接するように形成された複数のノズルＮＺとを有する流路構造体と、こ
の流路構造体の主流路１０Ａと副流路１０Ｂとに流通される冷却液２１と、この冷却液２
１を流路構造体に供給し、主流路１０Ａと副流路１０Ｂとに流通させる冷却液供給・流通
手段（３０、３１Ａ、３１Ｂ、４０、４１Ａ、４１Ｂ）とを有し、流路構造体として請求
項７、８記載のものを用いるものである（請求項２３）。
【０１０４】
ここで、流路構造体部分１０における可能な構成例を説明する。
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図１に示す実施の形態において、ノズルＮＺは、図１（ｃ）に示すように「中空シリン
ダ状」で、冷却面の表面に近接する先端部も開口部の周囲は平滑な面となっている。図２
に示すのは「ノズルの形態の別例」である。
図２に示す３つのタイプのノズルＮＺａ、ＮＺｂ、ＮＺｃは、何れも中空シリンダ状で
あるが、冷却面に近接する部分に特徴があり、ノズルＮＺａでは、冷却面に近接する先端
部に１以上の微少な貫通孔Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３・・を有し、ノズルＮＺｂでは、冷却面に近
接するノズル先端部に微細な切欠きＫＲ１、ＫＲ２、ＫＲ３・・を有し、ノズルＮＺｃで
は、冷却面に近接するノズル先端部に微細なスリットＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３・・を形成
されている（請求項１２）。
【０１０５】
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これら貫通孔、切欠き、スリットの形成・個数は特に制限ないが、３〜６個程度を略等
間隔に形成するのが実用的である。ノズルの形態は上記の如きものに限らず「冷却面に向
かって縮径する形状」等、種々の形態が許容される。
【０１０６】
図３は、流路構造体部分の内部の形態を例示する図であり、流路構造体内部を流れる冷
却液の流れ方向に直交する仮想的断面で切断した端面の状態を示している。
図３（ａ）に例示する、流路構造体部分１２では、内部は主流路１２Ａと副流路１２Ｂ
とに分離されており、主流路・副流路とも「単一流路」である。符号１２ａは主流路１０
Ａに冷却液を通ずる主流路用管路の「主流路１２Ａへの連結部」を示す。符号１２ｂは副
流路１０Ｂに冷却液を通ずる副流路用管路の「副流路１２Ｂへの連結部」を示す。
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図３（ｂ）に例示する、流路構造体部分１３では、内部は主流路１３Ａと副流路１３Ｂ
とに分離されている。主流路１３Ａは、冷却面に沿って「冷却液の流れの方向に直交する
方向（図の左右方向）」へ、１以上の分離隔壁によりｎ個の主流路部分１３Ａ１、・・１
３Ａｉ、・・１３Ａｎに分離されており（請求項１４）、副流路１３Ｂも、主流路１３Ａ
との隔壁に沿って冷却液の流れの方向に直交する方向（図の左右方向）へ、１以上の分離
隔壁によりｎ個の副流路部分１３Ｂ１、・・１３Ｂｉ、・・１３Ｂｎに分離されている（
請求項１５）。
【０１０７】
即ち、主流路１３Ａと副流路１３Ｂとは同数の分離隔壁により分離されている。主流路
１３Ａの分離隔壁と副流路１３Ｂの分離隔壁とは、図の如く互いに整合的に対応し、これ
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ら分離隔壁により分離された主流路部分１３Ａｉ・副流路部分１３Ｂｉの配列は、冷却液
の流れの方向に直交する配列方向（図の左右方向）において互いにずれていない。
即ち、主流路１３Ａと副流路１３Ｂとは同数の分離隔壁により「整合格子状」に分離さ
れている（請求項１６）。
【０１０８】
なお、図３（ｂ）において、各主流路部分の内部に描かれた破線の円は、主流路１３Ａ
の各主流路部分１３Ａｉに冷却液を通ずる主流路用管路の「各主流路部分への連結部」を
示し、各副流路部分の内部に描かれた破線の円は、副流路１３Ｂに冷却液を通ずる副流路
用管路の「各副流路部分への連結部」を示す。
【０１０９】
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また、図３（ｂ）に示す流路構造体部分１３では、副流路１３Ｂを構成する各副流路部
分１３Ｂｉの流路断面積が、主流路１３Ａを構成する各主流路部分１３Ａｉの流路断面積
より大きく、これら断面積の差により「副流路の圧力が高くなるように動圧差を生じさせ
る構成」である（請求項１３）。このような動圧差により副流路の圧力を高めることによ
り「副流路から主流路への冷却液の滲み出しによる供給」を有効に助長できる。
【０１１０】
図１に示した実施の形態においては「主流路１０Ａを流れる冷却液と副流路１０Ｂを流
れる冷却液の流れの向きが互いに逆」である。図３（ｂ）に示す流路構造体部分１３のよ
うに「主流路・副流路が整合格子状に分離」されている場合には、主流路１３Ａを構成す
る全ての主流路部分１３Ａｉにおける冷却液の流れの向きを「同じ向き」とし、副流路１

20

３Ｂを構成する全ての副流路部分１３Ｂｉにおける冷却液の流れの向きを「同じ向き（主
流路における流れの向きと、同じ向きもしくは逆の向き）」としてもよいが、図３（ｃ）
に示すように、隣接する流路部分における冷却液の流れを「互いに逆向き（各流路部分内
の「三角印」は図面の表から裏ヘ向かう流れ、「×印」は図面の裏から表へ向かう流れを
表す。）」に設定することもできる（請求項１９）。
【０１１１】
図４に、冷却面の形態の例を示す。
図４（ａ）に示したのは、図１（ｂ）、（ｃ）に即して説明した場合の例であり、各ノ
ズルＮＺの先端部が微少な間隙を介して近接する冷却面ＲＳは平滑面である。
図４（ｂ）、（ｃ）に例示するのは、複数のノズルの先端部に対向する冷却面の表面が
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「微細な凹凸構造」を有し、複数のノズルの先端部が「微細な凹凸構造に当接」する場合
（請求項９）である。
図４（ｂ）、（ｃ）に示す例では、冷却面ＲＳｂ、ＲＳｃの表面の微細な凹凸構造は、
主流路（図面に直交する方向）に沿って形成された細溝の集合である（請求項１１）。
【０１１２】
溝の形状は、図４（ｂ）に示すように「Ｖ字溝」でもよいし、図４（ｃ）に示す「断面
矩形形状の溝」でもよく、さらには「Ｕ字溝」や「断面が半円形状や半楕円形状の溝」等
、種々の形態の溝が許容される。溝幅は、ノズル先端部の断面径の「数分の１」程度が良
い。また、溝の形成状態も「主流路に沿って形成」する場合の他、環状もしくは螺旋状に
形成することもできる。また、溝を形成する変わりに「冷却面を粗し処理」して粗面構造
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としてもよい（請求項１０）。
【０１１３】
パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法とを別装置で実施する場合には、被冷却体の冷
却面として、パッシブ冷却方法の場合には溝付きのものが、アクティブ冷却方法の場合に
は平滑のものを用いることが効果的である。
【０１１４】
図４においては、ノズルとして、図１（ｂ）、（ｃ）に即して説明したノズルＮＺを例
示したが、図２に即して説明したノズルＮＺａ、ＮＺｂ、ＮＺｃ等を用い得ることは言う
までもない。前述の如く、図２のノズルＮＺｂやＮＺｃを用いる場合には、ノズル先端を
平滑面ＲＳに当接させても良い。
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【０１１５】
図１に示す実施の形態においては、同図（ｂ）に示すように、ノズルＮＺは「主流路に
おける冷却液の流れの方向へ等間隔」に形成されているが、図５に示す変形例のように、
ノズルＮＺ（図２に示すノズルＮＺａ、ＮＺｂ、ＮＺｃ等の場合も同様である。）の配列
密度を「主流路の下流側（図５において図の右方）ほど密になる」ようにしてもよい（請
求項１７）。
【０１１６】
さて、図１に示した実施の形態においてパッシブ冷却方法を実施する場合を説明する。
【０１１７】
前述した如く、パッシブ冷却方法を実施する場合には、冷却液２１をサブクールする必
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要は必ずしもない。図１の実施の形態においては、冷却液容器２０の上部は開放している
ので、主流路・副流路に流通される冷却液の圧力は１気圧に近い状態であり、ポンプ３０
、４０による加圧もさほど大きくは無い。従って、冷却液２１の飽和温度は１００℃近傍
の温度であり、冷却液２１は実質的に１００℃としておいても良い。
【０１１８】
しかし、図１の実施の形態の沸騰冷却装置は「パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法
とを切り替えて実施」するものであるので、パッシブ冷却方法からアクティブ冷却方法に
切り替えた場合に「直ちにアクティブ冷却方法を実施できる」ように、パッシブ冷却方法
を実施する場合においても冷却液をサブクールする。
【０１１９】

20

サブクール度は、冷却液２１の流量や、アクティブ冷却方法を実施する場合の主流路と
副流路の冷却液の圧力差等に応じて、冷却面における主流路の下流側端部でサブクール度
が２０Ｋ以上となるように設定する。サブクールは、冷却液容器２０内の冷却液２１の温
度、主流路出口温度、副流路出口温度等に基づき、凝集手段５０におけるファン５２によ
る冷却風５３の風量制御により、冷却液容器２０内の冷却液２１の温度に「所定のサブク
ール度」を持たせるように行われる。
【０１２０】
図１の実施の形態により「パッシブ冷却方法」を行うときは、ポンプ３０、４０を作動
させて、冷却液２１を主流路１０Ａ、副流路１０Ｂに夫々供給する。このとき、ポンプ３
０、４０による冷却液２１の供給量は同じでよい。従って、パッシブ冷却方法のみを実施
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する沸騰冷却装置の場合であれば、ポンプ３０と４０とを同一のポンプとし、冷却液容器
２０からポンプまでの主・副流路用管路を共通化することもできる。
【０１２１】
上記の如く、主流路１０Ａと副流路１０Ｂとに冷却液２１を流通させ、主流路１０Ａを
流れる冷却液の沸騰により冷却面（ヒートスプレッダＳＰの表面）を冷却するとともに、
副流路１０Ｂの側から各ノズルＮＺを介して、副流路側の冷却液を冷却面近傍に供給し、
主流路内の冷却液を冷却する（請求項１）。
【０１２２】
図６は、パッシブ冷却方法による沸騰冷却中における「主流路内の状態」を説明図的に
示している。冷却液２１は主流路内を冷却面に接しつつ、図の左方へ向かう矢印の向きに
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流れる。このとき核沸騰が生じ、冷却面から微少な気泡ＢＬが発生する。発生した気泡Ｂ
Ｌは冷却液２１と共に、冷却面に沿って流れつつ、若干成長して気泡の大きさが増す。
【０１２３】
このように大きさを増した気泡ＢＬＧが、図示の如く、ノズルＮＺの開口部に掛かると
、図の如く、ノズル開口部に「メニスカス面」が形成され、メニスカス面の外側（気泡の
外側）が低圧となって毛管現象を生じ、副流路側の冷却液２１が主流路内に供給される。
供給された冷却液は「若干成長した気泡ＢＬＧ」を微細化する。このようにして、若干成
長した気泡ＢＬＧは「微細な気泡」に微細化される。
【０１２４】
気泡ＢＬＧは、大きいといっても高々数ｍｍ程度の大きさであり「熱流束を飽和させて
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沸騰形態を遷移沸騰形態に移行させるほどの大きさ」ではない。従って、パッシブ冷却方
法での冷却が可能な発熱領域では、冷却液が主流路を流れる間において「気泡の微細化が
繰り返される」ため、気泡が「沸騰形態を遷移沸騰形態に移行させるほどの大きさ」に成
長することはなく、核沸騰状態を良好に維持して良好な沸騰冷却を実現できる。
【０１２５】
即ち、図１に実施の形態を示す沸騰冷却装置は、パッシブ冷却方法を実施する場合には
、冷却液供給・流通手段が、冷却液２１を貯留させる冷却液容器２０と、主流路１０Ａを
通して冷却液容器２０の冷却液を導液する主流路用管路３１Ａ、３１Ｂと、冷却液２１を
主流路用管路により主流路１０Ａに流通させる主流路用ポンプ３０と、副流路１０Ｂを通
して冷却液容器２０の冷却液２１を導液する副流路用管路４１Ａ、４１Ｂと、冷却液２１
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を副流路用管路により副流路１０Ｂに流通させる副流路用ポンプ４０と、主流路１０Ａを
通過し、主流路用管路４１Ｂを通って冷却液容器２０に戻る冷却液２１を凝集させる凝集
手段５０とを有するものである（請求項２０）。
【０１２６】
上に説明した毛管現象による冷却液の供給は「副流路側から主流路側へ冷却液を滲み出
させる要因」の代表的なものである。冷却液を滲み出させる他の要因としては、例えば、
請求項１３記載の「動圧差」を挙げることができる。
【０１２７】
図１に実施の形態を示す沸騰冷却装置で「アクティブ冷却方法」を実施する場合には、
主流路１０Ａと副流路１０Ｂとに、予め所定の温度にサブクールした冷却液２１を、副流
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路１０Ｂにおける圧力を「主流路１０Ａにおける圧力」より高めて流通させ、主流路１０
Ａを流れる冷却液の沸騰により冷却面を冷却するとともに、副流路１０Ｂの側から各ノズ
ルＮＺを介して、副流路側の冷却液を「主流路と副流路の冷却液の圧力差」により強制的
に冷却面近傍に噴出させて供給することにより、主流路内１０Ａの冷却液を冷却し「沸騰
により主流路１０Ａ内の冷却液に生じた微細な気泡」を崩壊させつつ冷却面の冷却を行う
（請求項２）。
【０１２８】
即ち、アクティブ冷却方法を実施する場合には、冷却液２１は「所定の温度にサブクー
ル」され、副流路１０Ｂにおける冷却液の圧力を主流路１０Ａにおける冷却液の圧力より
高めて流通させるために、ポンプ４０の圧力をポンプ３０の圧力よりも高くする。
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【０１２９】
冷却液容器２０内の冷却液の温度は、前述の如く、冷却液２１の流量や、上記「主流路
と副流路の冷却液の圧力差」等に応じて、冷却面の下流側端部でサブクール度が２０℃以
上となるように設定する（請求項３）。
【０１３０】
アクティブ冷却方法の場合には、副流路側から主流路側へ、サブクールされた冷却液が
強制的に供給されるので、核沸騰により生じた微少な気泡は殆ど成長する間もなく０．１
ｍｍ程度以下の「極く微細な気泡」に崩壊し、消滅させられる。従って、パッシブ冷却方
法では「遷移沸騰が生じてしまうような高温度領域」の冷却面に対しても、核沸騰による
良好な沸騰冷却を実現することができる。
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【０１３１】
即ち、図１に実施の形態を示す沸騰冷却装置は、アクティブ冷却方法を実施する装置と
しては、冷却液供給・流通手段が、冷却液２１を貯留させる冷却液容器２０と、主流路１
０Ａを通して冷却液容器２０内の冷却液２１を導液する主流路用管路３１Ａ、３１Ｂと、
冷却液を主流路用管路により主流路１０Ａに流通させる主流路用ポンプ３０と、副流路１
０Ｂを通して冷却液容器内の冷却液を導液する副流路用管路４１Ａ、４１Ｂと、冷却液を
副流路用管路により副流路１０Ｂに流通させる副流路用ポンプ４０と、主流路１０Ａを通
過し、主流路用管路３１Ｂを通って冷却液容器２０に戻る冷却液を冷却して凝集させる凝
集手段５０と、主流路用ポンプ３０と副流路用ポンプ４０とにより主流路１０Ａと副流路
１０Ｂに供給される冷却液２１を、所定のサブクール度にサブクールするサブクール手段
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５０とを有し、副流路に流通される冷却液の圧力を、主流路に流通される冷却液の圧力よ
り高くする高圧化手段の働きにより、副流路用ポンプ４０が主路用ポンプ３０よりも高圧
とされる（請求項２１）。
【０１３２】
また、図１に実施の形態を説明した沸騰冷却装置は、上に説明したように、パッシブ冷
却方法とアクティブ冷却方法とを、冷却条件（被冷却体ｏｂの発熱量の多寡）により切り
替える沸騰冷却方法（請求項４）を実施する装置である。
【０１３３】
図１の実施の形態において、流路構造体部分１０の構成として、図２〜図５に即して説
明したものを適宜に用いることができることは言うまでもない。特に、図５に示した「ノ
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ズルＮＺの配列密度を、主流路の下流側ほど密になる」ようにした流路構造体部分を用い
、主流路の下流側ほど副流路からの冷却液の供給量を増大させるようにして良好な沸騰冷
却を実現することができる（請求項５）。また、上に説明した沸騰冷却装置の実施の形態
においては、冷却液２１として「水あるいはアルコール、もしくは、水とアルコールの混
合液、またはフッ素系不活性液体」が用いられる（請求項６、２４）。
【０１３４】
先に述べたように、図１に示す実施の形態では「制御手段」による制御が行われる。
図７は制御手段７０による制御の様子を説明図として簡単に示している。
制御手段７０は「マイクロコンピュータ」である。上には説明しなかったが、図１に示
した実施の形態では各種のセンサが用いられ、「冷却面温度」、「主流路入口温度・主流
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路入口圧力・主流路入口流量・主流路出口温度・主流路出口圧力」、「副流路入口温度・
副流路入口流量・副流路出口温度・副流路出口圧力・副流路出口流量」、「凝縮部出口温
度・冷却液容器温度・冷却液容器圧力」が検出される。
【０１３５】
これらのうち、各種温度の検出は「サーミスタ等の温度センサ」により行われ、各種圧
力の検出は「ピトー管等の圧力計」により行われ、各種流量の検出は「ベンチュリ管等の
流量計」により行われる。
【０１３６】
これら各種温度、流量、圧力等の検出結果は制御手段７０に入力され、制御手段７０は
入力情報に応じて主・副流路用ポンプ３０、４０の駆動、凝集手段５０のファン５１の駆
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動力の強弱、「主流路・副流路圧力安全弁、冷却容器圧力安全弁」を制御して、冷却動作
に支障がでないようにする。また、冷却面温度が急激に上昇した場合（冷却面温度が上昇
しすぎて冷却面の焼損が生じた場合が考えられる。）には被冷却体の電源を遮断する。
【０１３７】
制御手段７０はまた冷却面温度の高低に応じ、主・副流路用ポンプの駆動力を切り替え
、この切り替えにより「パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方法との切り替え」を行う。
【０１３８】
即ち、図１に実施の形態を示した沸騰冷却装置は「主流路用ポンプの圧力を高低切り替
える圧力切り替え手段として制御手段７０を有し、パッシブ冷却方法とアクティブ冷却方
法とが冷却条件により切り替え可能」である（請求項２２）。
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【０１３９】
また、制御手段７０により主流路・副流路の安全弁（バルブ）を制御することにより、
アクティブ冷却の際の「副流路に流通される冷却液の圧力を、主流路に流通される冷却液
の圧力より高く」するようにしても良く、この場合には、主流路・副流路の安全弁（バル
ブ）が「高圧化手段」、これを制御する制御手段が「圧力切り替え手段」を構成する。
【実施例】
【０１４０】
以下に、具体的な実施例を挙げて本発明を説明する。
実施例１
実施例装置の構成は、図１に即して説明した実施の形態を示したのと同様ものである。
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【０１４１】
被冷却体ｏｂとして半導体デバイスであるインバータを用いる場合を想定し、インバー
タのヒートスプレッダとして、幅：１００ｍｍ、長さ：１５０ｍｍのものを想定した。
【０１４２】
ヒートスプレッダ上に、ヒートスプレッダ表面を冷却面として、図１に即して説明した
如き流路構造体部分を、上記スプレッダの長さ方向を流路方向としてアルミニウムにより
構成し、この流路構造体部分とインバータとを一体として「流路構造体」とし、主流路・
副流路を共に、図３（ｂ）に示すタイプのものの如く、冷却液の流れの方向に直交し、且
つ、冷却面に平行な方向へ、隔壁により「整合格子状」に分割する場合を想定した。上記
のように分割された各主流路部分・副流路部分を「チャンネル」と呼ぶ。
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【０１４３】
また、主流路・副流路とも５チャンネルで、各チャンネルの形状を主流路・副流路とも
に同じとし、幅（冷却液の流れの方向に直交し、且つ、冷却面に平行な方向の長さ）：２
０ｍｍ、長さ：１００ｍｍ、高さ：５ｍｍを想定した。
【０１４４】
上記の如き想定に基づき、想定上の１チャンネルの１／２のモデル、即ち、幅：１０ｍ
ｍ、長さ：１００ｍｍ、高さ：５ｍｍの実験用チャンネルを持つ実験用流路構造体を構成
し、副流路と主流路を隔てる隔壁を貫通して主流路内に突出するノズルは、実験用チャン
ネルの幅方向中央部に１０ｍｍ間隔で、９本のノズルを直線的に配列させて配置した。個
々のノズルは図１（ｃ）に示したタイプのものであり、内径：１ｍｍ、外径：３ミリで、
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冷却面に対して１ｍｍの間隙をあけて近接させた。冷却面は平滑面である。
【０１４５】
上記実験用流路構造体を用い、冷却液としてサブクール度が４０Ｋの蒸留水を、主流路
に流速：０．５ｍ／秒で供給し、副流路には流速：０．３ｍ／秒で供給して「アクティブ
冷却方法」を実施したところ、１ｃｍ

２

当たり３００Ｗ以上、最大４５０Ｗの熱流束によ

る良好な沸騰冷却を実現でき、被冷却体の焼損は発生しなかった。
【０１４６】
この結果は、本発明の沸騰冷却方法が、４５０Ｗ／ｃｍ

２

の除熱熱流束が得られる程の

１５５℃程度の高い温度領域において、１００ｍｍの冷却流路長（主流路内冷却液の流れ
方向）の被冷却体に対して適用可能であることを立証するものである。
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【０１４７】
実施例２
図２（ｃ）の切り欠きタイプのノズルと流路構造体の材質としてステンレスを用いた以
外、流路構造体の構成が実施例１に記載のものを用いて、パッシブ冷却方法とアクティブ
冷却方法を行った。
【０１４８】
冷却液として蒸留水を用い、サブクール度４０Ｋ、主流路・流速０．０５ｍ／秒の条件
で、ニードルノズルから冷却液を冷却面に向けて浸み出す状態で供給して、「パッシブ冷
却 方 法 」 を 実 施 し た と こ ろ 、 ６ ０ Ｗ ／ cm

２

の除熱熱流束が得られた。

【０１４９】
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その後、冷却面に設置された温度センサによって、冷却面の温度と熱流束を検知し、冷
却面の発熱量が増加するに従って、冷却液の流量を変化させて、主流路の流速を増加させ
、 発 熱 密 度 が １ ０ ０ Ｗ ／ cm

２

当たりから、主流路に流速：０．５５ｍ／秒で、副流路には

流速：０．３〜０．９ｍ／秒の間で、発熱量に応じて変化させ、ノズルから冷却面へのサ
ブクール液の供給を噴射状態に切り替えて「アクティブ冷却法」を実施したところ、振動
も騒音もほとんど発生せずに、最大５００Ｗ／ｃｍ

２

の除熱熱流束が得られた。

【０１５０】
この結果は、本発明の沸騰冷却方法が、５００Ｗ／ｃｍ

２

の除熱熱流束が得られる程の

１６０℃程度の高い温度領域において、長さ１０ｃｍの大きな冷却流路長の被冷却体に対
して適用可能であり、しかも、巾広い熱負荷変動にも連続的に対応可能なものであること

50

(23)

JP 2007‑150216 A 2007.6.14

を立証するものである。
【０１５１】
本発明のパッシブ冷却方法は、主流路内の流速を極めて低くして、冷却液駆動力が極め
て小さくして省エネ型冷却を実現したものであり、パーソナルな実用的な製品分野、例え
ば、家庭用の小規模の燃料電池用発電装置に適用可能なものである。
【０１５２】
一方、本発明のアクティブ冷却方法では、副流路の冷却液が連続して強制的に主流路へ
供給され、上記の如く、冷却面で発生する微少な気泡は瞬時に「極く微少な気泡」に崩壊
される。
【０１５３】

10

このように、本発明のアクティブ冷却方法によると気泡が実質的に成長せず、微少な気
泡は瞬時に崩壊されるので、極めて静かな運転状態で冷却を行うことができ、高熱流束冷
却を安定して維持することができる。
【０１５４】
換言すれば伝熱面上に形成される気泡を大きくなる前に微細化して除熱限界を高め、そ
の結果、伝熱部材の焼損を発生させずにより高温領域での冷却を、かつ伝熱面の長さがよ
り長いのものの冷却を可能としたものである。
【０１５５】
これに対し「気泡が大きくなってから崩壊させる冷却方法」では、気泡の成長と崩壊が
繰り返し生じることになって、本発明のような高熱流束冷却を得ることは出来ないばかり
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でなく、「かなりの騒音」が発生する。
【０１５６】
本発明のパッシブ冷却方法は、主流路内の流速を極めて低くして、冷却液駆動力が極め
て小さくして省エネ型冷却を実現したものであり、パーソナルな実用的な製品分野、例え
ば、家庭用の小規模の燃料電池用発電装置に適用可能なものである。
一方、本発明のアクティブ冷却方法では、副流路の冷却液が連続して強制的に主流路へ
供給され、上記の如く、冷却面で発生する微少な気泡は瞬時に「極く微少な気泡」に崩壊
される。
このように、本発明のアクティブ冷却方法によると気泡が実質的に成長せず、微少な気
泡は瞬時に崩壊されるので、極めて静かな運転状態で冷却を行うことができ、高熱流束冷
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却を安定して維持することができる。
換言すれば伝熱面上に形成される気泡を大きくなる前に微細化して除熱限界を高め、そ
の結果、伝熱部材の焼損を発生させずにより高温領域での冷却を、かつ「伝熱面の長さが
より長いもの」の冷却を可能としたものである。
これに対して、気泡が大きくなってから崩壊させるやり方では、気泡の成長と崩壊が繰
り返し生じることになって、本発明のような高熱流束冷却を得ることは出来ないばかりで
なく、「かなりの騒音」が発生する。
また、本発明におけるパッシブ法とアクティブ法は、冷却対象である伝熱部材等、必要
に応じて別装置とすることもできるが、併用装置にして、圧力調整によって冷却液の供給
状態を変化させ、低発熱時には滲み出し状態で行ない、発熱量が高い場合には噴射状態に
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し、例えば電気自動車における急加速あるいは異常運転によって発熱が急上昇する場合に
は最大の噴射状態にして行ない、５００Ｗ／ｃｍ

２

以上の高発熱まで連続的に対応できる

ものである。
【０１５７】
本発明は、従来技術の沸騰冷却の冷却限界を大幅に向上させることができ、かつ巾の広
い熱負荷変動に対応可能にしたことが最もめざましい特徴・効果を有するものである。
本発明の沸騰冷却装置が適用される技術・製品分野（以下、製品と称する）としては、
稼動中に熱が発生しその熱を冷却する冷却手段を構成要素とするものであれば、特に限定
されない。
例えば、パソコンのような発熱体を有する電子機器または発熱体を有する燃料電池、ハ
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イブリッドカー、電気自動車、燃料電池自動車、燃料電池発電設備の電力変換インバータ
又は鉄道電車あるいは航空機の電力システムの電力変換インバータ等を挙げることができ
、従って、本発明の沸騰冷却装置が広い技術分野における伝熱部材（加熱ブロック）の適
用可能な、対環境性、対省エネ性の発展性のある技術と言うことができる。
【０１５８】
すなわち、パソコンのような発熱体を有する電子機器または発熱体を有する燃料電池で
は、本発明の沸騰冷却装置は、流路構造体の主流路と発熱体の表面とを一体的に形成した
構成とし、製品とすることができる。
また、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車並びに燃料電池発電装置の電
力変換制御装置又は鉄道電車あるいは航空機用の電力システムの電力変換制御装置につい

10

ては、電力変換のためのインバータ、電力制御の電子パッケージを含む複数の電子素子お
よび伝熱部材（例えば、ヒートスプレッダ）を主構成要素とする電子機器が搭載され、本
発明の沸騰冷却装置は、流路構造体の主流路を伝熱部材の表面に取り付けて一体的に形成
した構成とし、製品とすることができる。
このような電子機器としては、一般的に高発熱密度電子機器が用いられており、例えば
５０ｋＷ以上のような高い電力が扱われるので、単位面積当たりの発熱量が多く、発熱密
度が１００Ｗ／ｃｍ

２

以上、さらには３００Ｗ／ｃｍ

２

にもなることも考えられるが、こ

のような電子機器の冷却に対しても、本発明は好適である。
【０１５９】
一方、本発明の流路構造体およびこの流路構造体を構成要素として備えた沸騰冷却装置
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は、それぞれ単独の製品として扱うこともできる。
流路構造体を単独の製品として扱う場合には、沸騰冷却装置の構成要素として設置する
際に、被冷却物の大きさ、放熱器の最適取り付け場所、空間余裕によって配管の長さ等を
調節することができるが、冷却液が入っていないため、放熱器、送液ポンプ等を含む冷却
系を組み上げた時に空気が入らないように冷却液を注入することが必要とされる。
また、沸騰冷却装置を単独の製品として扱う場合には、冷却液容器に冷却液が予め貯留
された構成のものであっても、貯蔵されていない構成のものであっても、いずれのものも
製品とすることができるが、冷却液容器に冷却液が予め貯留された構成のものの場合には
、予め冷却液を封入した状態で扱うことができるので、冷却液液注入と空気抜き作業を省
略することができる。
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以上のように、本発明の沸騰冷却装置は、広い技術分野における伝熱部材（加熱ブロッ
ク）に適用可能な、対環境性、対省エネルギー性に対して発展性のある技術と言うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】沸騰冷却装置の実施の１形態を説明するための図である。
【図２】ノズルの形態を３例示す図である。
【図３】主流路・副流路の断面形態の２例と冷却液の流れの向きの例を説明するための図
である。
【図４】冷却面の形態を３例説明するための図である。
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【図５】ノズル配列の１例を説明するための図である。
【図６】パッシブ冷却方法における気泡の崩壊を説明するための図である。
【図７】発明の実施の形態における制御系統を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１６１】
ｏｂ

被冷却体

１０

流路構造体部分（被冷却体ｏｂと一体化されて流路構造体をなす。）

１０Ａ

主流路

１０Ｂ

副流路

ＮＺ

ノズル
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２１

冷却液

３０

主流路用ポンプ

４０

副流路用ポンプ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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