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(54)【発明の名称】低温熱交換器の性能向上方法
(57)【要約】
【課題】

エアーブリージングエンジン用のプリクーラ

において、着霜による熱交換性能の低下を防止するため
の方法を提供する。
【解決手段】

プリクーラ１の内部には伝熱管２が配置

され、伝熱管２の内部には冷媒として液体水素１２が供
給されている。空気１１は、ダクト３を介してプリクー
ラ１に送られ、冷却された後、エアーブリージングエン
ジンの圧縮機に送られる。ダクト３の途中に設けられた
ノズル４を介して、ダクト３内にエタノール１３を混入
する。エタノール１３は、プリクーラ１の内部に運ば
れ、水蒸気とともに伝熱管２の表面で凝縮する。この様
にして形成された霜層は、水蒸気が単独で凝結した場合
に形成される霜層と比べて空隙が少なく、熱抵抗が小さ
く、厚みも薄い。この結果、着霜に伴う伝熱管２の熱交
換性能の低下を防止することができる。

鈴江 武彦 （外５名）
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【特許請求の範囲】

従来の低温熱交換器の問題点に鑑み成されたもので、本

【請求項１】

低温熱交換器の性能を向上させるための

発明の目的は、エアーブリージングエンジン用のプリク

方法であって、着霜物質を含有する被冷却気体の流れの

ーラなどの低温の伝熱面を有する熱交換器において、着

中に、伝熱面の上流側で前記着霜物質と比べて融点が低

霜による熱交換性能の低下を防止するための方法を提供

い凝縮性気体を混入し、この凝縮性気体を前記着霜物質

することにある。

とともに伝熱面上で凝縮または凝結させることを特徴と

【０００６】

する低温熱交換器の性能向上方法。

【課題を解決するための手段】本発明は、低温熱交換器

【請求項２】

の性能を向上させるための方法であって、着霜物質を含

前記被冷却気体は空気であり、前記着霜

物質は水蒸気であり、前記凝縮性気体は、分子量９０以
上１２０以下の炭化水素類、炭素数３以下の低級アルコ

有する被冷却気体の流れの中に、伝熱面の上流側で前記
10

着霜物質と比べて融点が低い凝縮性気体を混入し、この

ール、または酢酸エチルのいずれかであることを特徴と

凝縮性気体を前記着霜物質とともに伝熱面上で凝縮また

する請求項１に記載の低温熱交換器の性能向上方法。

は凝結させることを特徴とする。

【請求項３】

前記凝縮性気体は、エチルアルコールで

【０００７】本発明の方法によれば、伝熱面の上流側で

あることを特徴とする請求項２に記載の低温熱交換器の

被冷却気体の流れの中に前記凝縮性気体を混入すること

性能向上方法。

によって、前記凝縮性気体を前記着霜物質とともに伝熱

【請求項４】

吸入側のダクト内に、分子量９０以上１

面上で凝縮または昇華凝結させる。この様にして形成さ

２０以下の炭化水素類、炭素数３以下の低級アルコー

れた霜層には、前記凝縮性気体が凝縮した液体または昇

ル、または酢酸エチルのいずれかを混入するためのノズ

華凝結した固体が含まれているので、前記着霜物質が単

ルを備えたことを特徴とするエアーブリージングエンジ

独で凝結した場合に形成される霜層と比べて空隙が少な

ン用のプリクーラ。
【請求項５】

20

く、密度が高い。空隙の減少に伴い、霜層の熱抵抗が小

吸入側のダクト内にエチルアルコールを

さくなる。更に、空隙の減少に伴い霜層の厚みが減るこ

混入するためのノズルを備えたことを特徴とするエアー

とによって、被冷却気体の流れに対する流動抵抗も減少

ブリージングエンジン用のプリクーラ。

する。これらの結果、着霜に伴う伝熱面の熱交換性能の

【発明の詳細な説明】

低下を防止することができる。

【０００１】

【０００８】なお、伝熱面上に前記凝縮性気体を、着霜

【発明の属する技術分野】本発明は、低温熱交換器の性

物質と同程度の量、凝縮または昇華凝結させるために

能を向上させるための方法に係り、特に、エアーブリー

は、主流温度と伝熱面温度との間での飽和蒸気量の差

ジングエンジン用のプリクーラに対して好適な熱交換性

が、主流に含まれる着霜物質の量と比べて大きいことが

能の向上方法に関する。

必要である。一方、必要な混入量が増大するのは実用上

【０００２】
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不利であるので、飽和蒸気量自体は小さい方が望まし

【従来の技術】空気液化サイクルエンジンや予冷ターボ

い。低温熱交換器がエアーブリージングエンジン用のプ

系エンジンの実用化に際して、高性能なプリクーラ（空

リクーラの場合、被冷却気体は空気であり、着霜物質は

気予冷却器）の開発がキーテクノロジーとなっている。

水蒸気である。この場合、上記の条件を満たす凝縮性気

この様なプリクーラの開発において、最も懸念されてい

体として、例えば、分子量９０から１２０程度の炭化水

るのが熱交換器の伝熱面における着霜の問題である。

素類（トルエン、ｎ−ヘプタン、エチルベンゼン、ｎ−

【０００３】伝熱面に着霜が起きると、霜層の熱抵抗に

オクタン、イソオクタン）、炭素数３以下の低級アルコ

よって熱伝達性能が低下し、また、空気（主流れ）の流

ール（メタノール、エタノール、プロパノール）、また

路が狭まることによって、その圧力損失が増大する。特

は酢酸エチルなどを挙げることができる。

に、極低温状態の伝熱面に形成される霜層は、密度が低
く、熱伝導率が小さいので、熱交換器の性能に大きな影

【０００９】
40

【発明の実施の形態】図１に、本発明に基づく低温熱交

響を及ぼす。

換器の性能向上方法をエアーブリージングエンジン用の

【０００４】特に、スペースプレーンに使用されるエア

プリクーラに適用する場合の模式図を示す。図中、１は

ーブリージングエンジン用のプリクーラにおいて着霜が

プリクーラ、２は伝熱管（伝熱面）、３はダクト（吸入

問題となるのは、加速フェーズにある低高度飛行時であ

側のダクト）、４はノズル、１１は空気（被冷却気

り、この間（数十〜数百秒程度）に、エンジンの運転を

体）、１２は液体水素（冷媒）、１３はエタノール（凝

中断することはできない。即ち、この様な場合には、冷

縮性気体）を表す。

凍・空調用の熱交換器などにおいて採用されている様な

【００１０】エアーブリージングエンジン（図示せず）

間欠的な除霜運転を行うことはできない。

に予冷された空気を送るプリクーラ１の内部には、伝熱

【０００５】

管２が配置されている。伝熱管２の内部には、冷媒とし

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上の様な
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て液体水素１２が供給される。被冷却気体である空気１
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１は、ダクト３を介してプリクーラ１に送られ、プリク

る。この場合にも、主流れにエタノールを混入すること

ーラ１内で冷却された空気は、エアーブリージングエン

によって、従来の場合と比較して、着霜による主流れの

ジンの圧縮機に送られる。

圧力損失の増加及び熱流束の低下が大幅に抑制されてい

【００１１】ダクト３の途中には、ノズル４が設けられ

る。

ている。このノズル４を介して、ダクト３内の空気中に

【００１６】以上の様に、本発明の方法によれば、エタ

エタノール１３が混入される。混入されたエタノール１

ノールの融点（１５９Ｋ）と比べて伝熱面温度が低い場

３は、空気１１の主流れに乗ってプリクーラ１の内部に

合（９０Ｋ；図２、図３）、及び高い場合（２００Ｋ；

運ばれ、水蒸気とともに伝熱管２の表面上（または伝熱

図４、図５）のいずれの場合においても、熱交換器の性

面上に既に成長した霜層内）に凝縮（または昇華凝結）
する。この様にして形成された霜層は、水蒸気が単独で

能が大幅に向上することが確認された。
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【００１７】

凝結した場合に形成される霜層と比べて空隙が少なく、

【発明の効果】本発明の低温熱交換器の性能向上方法に

密度が高い。空隙の減少に伴い、霜層の熱抵抗が小さく

よれば、伝熱面上に形成される霜層の密度が増大するこ

なる。更に、空隙の減少に伴い霜層の厚みが減少するこ

とによって、熱交換器の熱交換性能が増大するととも

とによって、空気の主流れに対する流動抵抗も減少す

に、被冷却気体の主流れの圧力損失が減少する。

る。これらの結果、着霜に伴う伝熱管２の熱交換性能の

【００１８】本発明の方法は、被冷却気体の流れの中に

低下を防止することができる。

微量の凝縮性気体を混入するのみなので、比較的簡素な

【００１２】なお、エタノールの混入量は、空気１１の

構成によって実施することができる。

主流れ中のエタノールの濃度が、伝熱管２の伝熱面温度

【図面の簡単な説明】

における飽和濃度以上となる様に設定される。

【図１】本発明に基づく低温熱交換器の性能向上方法を

【００１３】
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エアーブリージングエンジン用のプリクーラに適用する

【実施例】図２〜図４に、本発明の方法を、一列管群要

場合の模式図。

素熱交換器モデル（伝熱管外径８ｍｍ、ピッチ１２ｍ

【図２】一列管群要素熱交換器モデルにおいて、伝熱面

ｍ）に適用した場合の、空気の主流れの圧力損失及び熱

温度を９０Ｋとした場合の、主流れの圧力損出係数の時

流束の時間履歴を示す。なお、これらの実験において、

間変化の様子を示す図。

主流の流速を３ｍ／ｓ、主流れの温度を２９３℃、主流

【図３】一列管群要素熱交換器モデルにおいて、伝熱面

れ中の水蒸気濃度を４×１０

− ３

ｋｇ／ｋｇとした。ま

温度を９０Ｋとした場合の、熱流速の時間変化の様子を

た、主流れに対するエタノールの混入量は、空気１ｋｇ

示す図。

当たり４ｇとした。なお、図中に、比較のため、エタノ

【図４】一列管群要素熱交換器モデルにおいて、伝熱面

ールを混入しない場合の結果も併せて示した。

温度を２００Ｋとした場合の、主流れの圧力損出係数の

【００１４】図２は、冷媒として液体窒素を用いて伝熱
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時間変化の様子を示す図。

面温度を９０Ｋとした場合の、主流れの圧力損出係数の

【図５】一列管群要素熱交換器モデルにおいて、伝熱面

時間変化の様子を示したものである。図３は、この場合

温度を２００Ｋとした場合の、熱流速の時間変化の様子

の、熱流速の時間変化の様子を示したものである。主流

を示す図。

れにエタノールを混入することによって、エタノールを

【符号の説明】

混入しない従来の場合と比較して、着霜による主流れの

１・・・プリクーラ、

圧力損失の増加及び熱流束の低下が大幅に抑制されてい

２・・・伝熱管（伝熱面）、

る。

３・・・ダクト（吸入側のダクト）、

【００１５】図４は、冷媒として低温窒素ガスを用いて

４・・・ノズル、

伝熱面温度を２００Ｋとした場合の、主流れの圧力損出
係数の時間変化の様子を示したものである。図５は、こ
の場合の、熱流速の時間変化の様子を示したものであ

１１・・・空気（被冷却気体）、
40

１２・・・液体水素（冷媒）
１３・・・エタノール（凝縮性気体）。

( 4 )

【図１】

特開２０００−２９７６５１

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

