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学位論文内容の概要  
The present dissertation is designed as follows 

In Chapter 1, an introduction regarding curved and helical pipe flow with circular cross section are presented from 

analytical, numerical and experimental and discuss the development of Dean vortices which play an important role in 

curved pipe flows and reduces the pair of Dean vortices which goes to the single vortex in helical pipe flows.  

In chapter 2, the basic governing of Navier-Stokes equations and heat conduction equations. for laminar and turbulent 

flow, related to the problems considered hereafter, are shown. In chapter 3, the calculation techniques for solving the 

basic equations, presented in chapter 2, are discussed. The main outline of this chapter is to discuss the purpose of any 

discretization method is to transform one or more partial differential equations into a corresponding system of 

algebraic equations. The discretization process can be divided into two steps: the discretization of the solution domain 

and equation discretization.  

In chapter 4, a specific problem of the laminar flow through a helical pipe with circular cross section is considered, 

where the flow characteristics are presented studying over a wide range of curvature, torsion, Dean number and 

Reynolds number based on spectral study, experimental data. The main outline of this chapter is to numerically 

investigate the critical Reynolds number of explosive 3D laminar-turbulent transition instead of the linear stability 

analysis, to compare the results with those by experiment and 2D spectral study.  

The same problem has been extended for the effect of torsion on the friction factor of helical pipe flow in Chapter 5, 

where numerically investigated the influence of torsion on the friction factor in laminar helical pipe based on the 

comparison with the experimental results having different pitches and non-dimensional curvature.  

In Chapter 6, forced convective heat transfer in helical pipe flow is considered and comparing with the experimental 

data. In this chapter, numerically investigated the effect of torsion on the averaged Nusselt number and heat transfer 

flow characteristics at the well-developed axially invariant flow region supported by the experimental data.   

In Chapter 7, we presented the turbulent flow characteristics through a helical pipe with circular cross section with 

best turbulent models. The main outline of this study is to numerically estimate the critical Reynolds number of 

transition turbulent to fully develop turbulent by observing the axial flow distribution supported by the experimental 

data, and to find the best turbulence models that can good predict the characteristics of turbulent flow behavior.   

Finally, general conclusions on all the problems dealt are given in Chapter 8.   

 

 
 



 

論文審査結果の要旨 

本論文は，ヘリカル管内流を汎用計算ソフトであるOpenFOAMを用いて計算した結果を解析したものである。

計算結果の精度検証は過去に高精度のスペクトル法で行った計算結果と比較し，良好な結果を得ている。内容

は従来研究・定式化等の紹介の後，４つの部分に分けて説明を行っている。第１部では，ヘリカル管内層流の

不安定性を議論していて，捩率を大きくしたとき，定常波を伴う３次元不安定が発生し，このとき臨界レイノ

ルズ数が非常に小さくなることを見つけている。第２部では管抵抗係数が捩率を変化させた場合にどのように

変化するかについての結果を述べている。結果は，管抵抗係数は単調に変化するわけではなく，捩率の増加と

共に振動しながら最終的に直管の抵抗係数へ漸近することが示され，従来研究，さらに実験による支持を受け

た結果である。第３部はヘリカル管内流の強制熱伝達の数値解析である。過去に流体研究室で行われた実験的

研究があり，それとの比較の結果良好な一致が見られた。研究では管断面での平均ヌッセルト数が調べられて

いて，捩率の増加と共に興味深い変化が見られることが分かった。この変化には管内２次流のトポロジー的変

化が大きく影響していることが示されている。第４部ではヘリカル管内流のレイノルズ数を極めて大きくして

乱流状態に達した状態の流れを解析している。特筆すべき成果は，レイノルズ数を大きくすると，最初層流・

乱流遷移状態を経，さらに大きくすると完全に発達した乱流になることが乱流モデルに基づく解析から示され

た点である。 

このように，ヘリカル管内流を層流から乱流，また強制熱伝達に至るまで徹底的に研究した成果は大変優れ

てものであると考えられ，さらにすべてに結果が実験的あるいは数値的な他の研究の支持を受けていることも

本研究の優れた点であると考えられる。さらに，本研究には捩率ゼロの曲り管内流から，無限大の直管までを

視野に置いた幅広い内容が含まれている。 

以上のように，本研究はヘリカル管内流の研究に新しい局面を切り開き，すでに多くの研究者からの関心を

引いていて，今後のヘリカル管内流研究の発展に大きな寄与をすることは疑いない。以上の点から，本論文は

博士（学術）に値するものであると考える。 


