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円錐状高速アトマイズ液体 ジェットのダイナミクスの数学的なモデル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九大数理1　フランコ・メドラノ　フェルミン　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九大マス・フォア・インダストリ研2　 福本康秀

Mathematical models for the dynamics of a round full-cone high-speed atomized
liquid jet
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１．はじめに
　単純だが包括的にジェットの幅広い種類のダイナミクスを記述する二相流体モデルを提案する。基本的な仮定は
①ジェットは軸対称であり、②動的平衡にある液体と気体の混合状態として近似することができる。質量と運動量流
束を全体的または部分的な保存のいずれかを課すことによって、4 つのモデルを導出し、解析解・半解析解そして数値
解を求めた。主な結果は、ノズルからの軸方向距離の関数として、二相流体の混合平均密度及び速度を予測すること
が出来、そこから動圧が計算出来る。また、文献に広く用いられている平衡速度係数の実験式を理論的に導出する。
各モデルの結果を比較し、その予測は実験データとよく比較することを示す。
　液体ジェットは産業応用が多様で盛んに用いられている。例えば、スプレー、燃料噴射、水カッター等はもちろん、医
療や環境問題でも活躍する。二相流体を構成する霧化液体ジェットの応用範囲は非常に大きい。しかしながら、噴霧
プロセスの複雑さ、多数の物理現象と多くの変数を含む噴霧過程、ジェットが飛ぶ環境との相互作用とノズル内の状
態（またはある他の発生源）に至るまで、数多くの物理現象の数学的モデリングの課題として残されている。いくつかの
数学的モデルは、この領域でジェットのさまざまな側面を記述するためにたてられた。我々の知る限り、従来のモデルは、
液体・気体混合ジェットの平均密度やスプレーの動的な圧力などの物理量を説明できない。

2.基本数理モデル

Fig. 1: Diagram of the nozzle-jet system and the relevant
variables.

　一定の流入高ゲージ圧と小さな円錐角をもち、（非常に小さい直径の）円形ノズルから周囲のガス中に出てくる円
錐状高速液体ジェットとする。ノズルからのある短い距離の領域で二相ジェットの動的変数を、そして、この距離で
ジェットの動圧も計算したい。モデルのパラメータの定義は Fig. 1 に示されている。

3. 理想的アトマイズ液体ジェット
　運動量 dp0 = m0 v0 、および質量 m0 = ¼ ρ0 πd02 dz をもつノズルから噴出する液体の微小ディスクに着目する。
dz = v0dt である。ベルヌーイ定理によって、v0 = 2p0/ρ0。である。ｄｐ０にこれら m0と v0を代入すると
　　　　　

を得る。これはノズル内部の入射ゲージ圧力の結果として、ノズルから出てくる初期運動量流束である。動的平衡にあ
ることと運動量保存を要請する。噴出した 2 相流体ジェットのもつ運動量の変化率は次式で与えられる。
　　　　　

これはノズルからの距離 z の位置にある二相流体ジェットの断片の運動量流束である。初期と後者の運動量を等値
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すると、
　　　　　

この位置では、dVg = dV − dV0 (“g” = “gas”)の体積の気体を取り込み、幾何学的な考察によって、
　　　　　

の関係が導ける。v0 と d = d0 + 2z tan(θ)を代入すると、二相流体の複合平均密度は次のように計算できる。
　　　　　

上の関係を代入してρを求めると
　　　　　

となる。運動量と質量保存は、2 つの未知数ν、ρを含む 2 つの非線形方程式系を生み出す。これらのシステムから
ρを消去すると
　　　　　

で、 と . を用いて vを消去すると

　　　　　

で . 無次元動圧は  = p/p0 で、 p = ρv2/2 より

　　　　　

にいたる。上記に を代入することにより、すべての変数は無次元軸方向距離  = z/d0のみの関数

に落ち着くことは注目に値する。

Fig. 2 Comparison of the theoretical entrainment rate coefficient from the ideal jet model and
experiments by Ruff et al. 1989 for a pressure-atomized high-speed water jet in air.

　　理想的な噴霧液体ジェットモデルで、Ricou and Spalding (1961)が定義したエントレイン係数が計算でき、以
下の単純な関係式に導かれる。
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Fig. 2 ではこの式と適当な実験データとの比較を示す。このモデルの詳細については、 Franco-Medrano and
Fukumoto（2016）を参照されたい。

4. 質量とエネルギー損失係数との半解析モデル
　前節と異なり、運動量流束の代わりにエネルギー流束（パワー）の保存を課すことによっても、変数 vi とρi を含む非
線形方程式系を得ることができる。下付き添字 i は、ジェットの軸に沿った離散的な位置を表す。速度の関係式を導く
ために、システムから密度変数を追い出すと
　　　　　

となり、速度変数を追い出すと、
　　　　　

となる。これを数値的に解く。エネルギーを考慮することの利点は、円錐ジェットのエネルギー損失の原因を特定するこ
とが出来る点である。以下が考えられる。①液滴表面エネルギー、②液滴振動、③乱流、④脱出滴、及び⑤熱放散。こ
れらの効果は速度とその速度で走行している時刻に依存する。連続した流体要素の場合、 dT2 =dT1dLe (v1, z∆ )で
0  ≤ Le  1 ≤ は、保有されたエネルギーの割合である。速度と移動距離に依存して大きなエネルギー損失がある。この
特徴を有する最も単純なモデルは
　　　　　

で、 He を「エネルギー半減幅」と呼ぼう。全損失を得るためには、dLe をディスクの軌道上で”積分”しなければならな
い。1間隔後に保有エネルギーの割合が dLe である場合、一定の速度 v0 を想定すると、2間隔後は(dLe)2 まで減る
(Fig. 3に参考）。距離 zi:後は
　　　　　

となる。また、質量損失の原因を特定することも可能である。①液滴の脱出、及び②蒸発である。Le(zi)と同様に、質量
損失係数 Lm(zi)でもって理論に取り込める。その結果、速度式は
　　　　　

で、密度式は
　　　　　

となる。この式は定数速度のみを含む。上記のモデルの詳細は Franco-Medrano（2014）を参照されたい。ジェット
の速度を定数として近似できない場合は、走行中のある位置での値はその手前の状態に依存するとする第 3のモデ
ルを立て、すべて数値的に計算する。

Fig. 3: Slices model with mass and energy
loss factors.
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5. 液体のみ質量損失モデル
　さらに、物理的により正確を期して、液相から飛び出す質量損失を考慮した第４のモデルを構築できる。このモデル
も全面的に数値的に解く。また、ダイナミクスを予測するためには、漸化式が利用可能で、便利である。詳細については
Franco-Medrano（2015）を参照されたい。
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