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ダイナミックSGSモ デルを用いたチャネル乱流の有限要素LES
Numerical Simulation of a Turblent Channel Flow Using the Finite Element LES with the Dynamic SGS Model
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工学的な流れ問題として複雑な形状内の乱流場を計算する際に,有 限要素法に代表される非構造格

子を用いたLESは 有効な解析手法と考えられる.本 報ではLESの SGSモ デルとして,複 雑乱流場
への拡張性が高いと考えられるダイナミックSGSモ デルを適用する.ダ イナミックSGSモ デルは

異なるフィルタ幅を課 して空間的に唯―のモデル定数であるCsを求めるため,フ ィルタ操作は複雑

で煩雑になりやすい.そ こで,有 限要素法の特徴を生かしたダイナミックSGSモ デルのフィルタ操

作を提案した.チ ャネル乱流の解析を行い1解 析結果を有限差分法と直接解析の結果と比較 ・検討し

たところ.本 手法の有効性が確認された.

1. は じ  め  に

工学上実用的な流れ問題を解 くためには,乱 流の複雑な

物理現象を数値解析的に把握できることと,複 雑な形状内

を流れる流体の挙動を精度良く計算できることが重要な課

題である。

まず,前 者の問題に対 しては,乱 流を精度良 く予測でき

る乱流モデルの適用が必要となる.最 近の乱流解析におい

ては,ラ
ージ 。エディ ・シミュレーション (Large Eddy

Simulatio■LES)が 複雑な流れ場に対する有効な数値解析

手法として着目されている.LESで は,空 間フイルタを流

れ場にかけることにより,計 算格子 より大 きなスケール

(Grid Scale:GS)成分の渦とそれより小さなスケール成分

(Sub―G五d Scalc SGS)の渦に分解 し,GS成 分 に関 しては

直接解析 を行い,計 算格子で解像 で きない sGSス ケール

に関 してはモデル化することにより解析 を行 う
⇒
.

これまでは,SGSモ デルとしてsmagorinskyによる渦粘

性型モデルが主に用いられてきた。 しか し,Smagorinsky

モデルにおいては,モ デル定数が流れ場に応 じて変化する

ことなく一定であり,ま た,壁 近傍の漸近挙動を捕 らえる

ことができないため,壁 減衰関数を渦粘性係数に適用する

必要がある。 したがって,smagorinskyモデルを複雑な流

れ場にそのまま拡張するのは実用的に問題がある。そこで,

これらの欠点を改善する手法 として Gcrmanoら 力によっ
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て提案されたダイナミックsGSモ デルを本報では適用す

る。ダイナミック SGSモ デルは,格 子で定義されるフィ

ルタ (格子フイルタ)と それより大きなフイルタ (テス ト

フィルタ)を 仮定し,両 フイルタで捕らえられる乱流挙動

の相似性を利用することにより,モ デル定数を空間的にか

つ時間的に求める手法である。したがって,複 雑乱流場へ

の拡張性も高いと思われる。
一方,複 雑形状内の流れ解析に関しては,従 来使われて

いる有限差分法などの構造格子と比較 して,有 限要素法に

代表される非構造格子が有利と考えられる。特に,LESの

計算精度は格子依存性が強 く,例 えば,壁 乱流などの場合

には壁近傍のス トリーク構造を捕らえるためにも壁近傍に

は細かい格子を配置する必要がある.そ の際に,有 限差分

法などの構造格子を用いた場合には,壁 近傍だけでなく領

域全体を細かく分割 しなければならない。一方,そ れに対

して非構造格子の場合には格子の形状および配置を自由に

変えることができるため,複 雑な形状を流れる工学的な流

れ問題に適しているといえる
3,0。

しかし,ダ イナミック SGSモ デルを非構造格子に適用

する際には,構 造格子の場合と違い隣接格子が規則正 しく

配置していないため,フ ィルタ操作が煩雑になる。そこで,

本報において,有 限要素法の特徴を生かした適切なダイナ

ミックSGSモ デルのためのフイルタ操作の開発を行った。

そして,チ ャネル乱流を解析対象として,有 限要素法の解

析結果を有限差分法
"お よび直接解析 (Direct Numerical

Simulttio■DNS)の の結果と比較 し,フ イルタ操作につい
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て検証 した。

2.LES乱 流モデルの基礎

フィルタ操作 を施 した非圧縮性の連続の式 とNavier―

Stokes式として以下の式が得られる。

畿=0………………………………………I………(1)

等
+彎

製
=器 十

蓋 轟
十九… … … <幼

ここで,uiは速度,Pは 圧力,fiはi方向の外力を示す。ま

た,Re(=UL/v:Uは 代表速度,Lは 代表長さ,vは 動粘

性係数)は レイノルズ数である。格子で捕らえることので

きない乱れの流れ場に与える影響はSGS応 力項τ」として

以下のようにモデル化する。

→=Ъ一:δ√放―場“Sゲ… … … ∴… ……③

Sヴ=士1畿+諭|………………………141
γSGSはSGS渦 粘性係数で,次 式で評価する。

彎Gs〓(Cs∠)21sl  lsl=72SがJ ..・`………………(5)

ここで,γはsG Sの長さスケールで以下で定義できる。

∠〓〔Zll∠2∠3)1/3 .….….…・…・…・…・…・…・…・…。(6)

また,モ デル定数 Csは Germanoに よって提案されたダイ

ナ ミック SGSモ デルによ り,LESの 解 自体か ら動的

(dynamic)に計算されるの
。このとき,壁 近傍の漸近挙動

も壁減数関数を適用することなく,ダ イナミックSGSモ

デルにより計算される。

ダイナミックsGSモ デルの具体的な定式化においては,

まず基礎方程式に対 してサイズの異なる2種類の空間フイ

ルタ,格 子幅に相当する空間フイルタ圧 (GS:格 子フイ

ルタ)と より粗い格子に相当する空間フイルタ△ (TS:

テス トフィルタ)を 仮定する。 したがって,そ れぞれの

SGS応 力はτ」,TJは 次の式で記述される。

τ:=(巧一らd―:島%-2(単)21slsJ………0

T i = {殉 ―所j力]―きらT崚-2 r S到
下 lξヶ

… …… 18 1

ここで,ぎ は百に再度テス トフィルタをほどこして得られ

た値である。 一方,τu,Tlの 関係はτuにテス トフイルタ
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をかけることにより,次 のように表せる。

L″=rJJ_%=湧ンノ
ー所j身ブ.………………………………。(9)

(9)式の右辺はGS成分より計算できる値である。一方,

(9)式 の左辺は (7)と (8)式 よりSGS渦 粘性を用いて

7ヴーτJ-2「s司
21ξ
lξJ+2F月

21中ヶ十■臨 鶴た)
……・…(l①

と表現することができる。Lillyの提案にしたがい,最 小

二乗法を用いてモデル定数Csは以下のように求めること

ができるの。

碑弓続 ,み髯… …… m
こ こで ,

LJ ttL″ _:δ
″Lたた (12)

″″=α
21ξ

″lξ″
一lj″lJ″・………………………。(13)

α〓需…………………………・l141

以上により算出されたモ`デル定数 Cは 局所的にc<oと

なることがあるため,本 報では一様方向に平均操作を行っ

ている。

3.有 限要素法による LESの 定式化

基礎方程式 (1)と (2)式 について,両 辺に重み関数を

乗 して重み付 き残差法により弱形式化すると,以 下の式が

得られる。

12許′Ω〓0…………三.………(lD

上Wjζ「グΩ=―鬼聖孝F〃グΩ
+lЪ″f{―ら所i4ブ+みj)グ「み+鬼W√ノΩ

F ″ = 一 J ノ ′
一δ

i P + 降
+ v r s ) 1 許 十

許 |

P=ノ +:〆♂し… … …… …… … …… 。①

ここで,(16)式 の右辺第1項に部分積分を適用しており,

qと wiはそれぞれ圧力Pと速度uiに対する重み関数であ

る。

次にガラーキン有限要素法により離散化を行う。このと
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き,非 圧縮性に基づ く不安定性を取 り除くために圧力の内

挿関数に速度より1次低いオーダーの内挿関数を用いる

(例えば,速 度 1次 。圧力 0次 )混 合型補間を採用する°
.

上 十
らDσ Ω= 0… … …… … …… … …<0

lⅣAⅣ∂りΩ=1許けc″rⅣあ)″Ω■許δヴPA″Ω

―.[許卜“s+ル|1許らB+許″βlグΩ

tⅣガM″Ω+ムⅣストNεttrⅣBらBIヴ「

+ムⅣれAグ「……………Q鋤
ここで,NA'NB,Nc,は 節点 A,B,Cで の速度 に関する

基底関数,NDは 要素 Dで の圧力に関する基底関数である。

(17)と (18)式 を解 く際に,対 流項が卓越 した流れで

は対流項の近似方法によっては流速 に非物理的な振動が起

こり計算が不安定 となるの。特に発散型の対流項を用いた

計算は数値的に不安定となり,収 東解が得 られにくい1°
。

そこで,(18)式 の左辺第 1項 の対流項の数値積分を行 う

ときに,通 常の8点 積分ではなく1点積分の手法を用いる

ことにより,数 値安定化を図ったの.

4.空 間フィルタ操作

ダイナ ミックsGSモ デルは,前 述 したように2種 類の

空間フイルタを用いることによリモデル定数を計算する。

有限要素法などの非構造格子にダイナミックsGSモ デル

を適用する際には,構 造格子の場合と異なり,隣 接格子が

規則正 しく配置していないため,フ ィルタ操作が煩雑とな

る。したがって,こ こでは有限要素法の利点を生かしたフ

ィルタ操作について論 じる。

スペクトル空間での計算ではシャープ ・カットォフ ・フ

ィルタが正確に定義でき,高 波数変動を取 り除く波数上の

ローパスフィルタとして最も効果的である。スペクトル法

では,フ
ーリエ級数展開を用いるためシャープ ・カットォ

フ ・フィルタの適用は容易である。 しかし,有 限要素空間

でこれを用いるには高次の内挿関数を用いた高次精度の解

析が必要となり,工 学的な応用解析には適切ではない。し

たがって,従 来の有限要素空間で評価できる空間フイルタ

としては体積 フイルタかガウシアン ・フィルタを仮定す

る.Ts成分を求める計算式はフィルタ幅ムによるテイラ
ー級数展開で評価すると,い ずれも,

J〓ご(′)=″+袋▽2″+01△旬……∵…………。(19)
と近似されるい。LESに おける空間フイルタを2次精度で

生 産 研 究

評価する限 り体積フィルタとガウシアン ・フィルタとは区

別されない。(19)式 をダイナミックモデルに適用する際

のTS成 分の有効フイルタ幅については,以 下の関係が成

り立つ。

二
2=△2+△2.……………………………………………(20)

ここで,(19)式 は拡散方程式と同じ形式であることから,

Naveri―Stokes方程式中の粘性項 と同様に部分積分を用いて

以下のように弱形式化する。

1 2 J V Aハ

「
B J , 3グ ♀

=」

[Ⅳ
AⅣ θら 3グ Ω ―

.|∠
:を

1 3鮮

ナ
鳥

羊テ

源謬グ Ω

+lⅣA許鳥Bグ「…………・0)

γ=△/λ .….….…・…・…・…・…・…・…・…・…・…。(2 2 )

ここで,γはTsフ ィルタA~と格子幅 hの比である。 した

がって,テストフイルタされた値デ′,ζ〃,可t, 1訂高は
(21)式 より計算される。

ここで,ダ イナミックモデルで定義するパラメータは

(14)式 のαと (20)式 のγである。ここで,(14)式 にお

いてCs=csと 仮定すると,(20)式 の関係 よりαとγの

間に以下の関係が成 り立つ.

ピ=悟:4+悟:封+酢………切
したがって,α とγはたによリー

律に決めることができる。
一般にαはα=2が 推奨値 として用いられるの。

ところで,ダ イナミックモデルではGS成 分のうちの比

較的高波数の変動成分を抽出してsGSモ デルに反映 して

いるため,高 波数における打ち切 り誤差の影響を考慮する

必要がある.特 に工学的な応用を考える際にはシャープ ・

カットオフ ・フィルタを適用できる場合は少なく,通 常体

積フィルタかガウシアン・フィルタを用いるため,離 散化

誤差を含んだsGSモ デルの評価が重要となる。したがっ

て,実 質的なsGSモ デルは解析誤差eを加えた

ち―:れた-2Crlsljヴ十θレ)………… <冽

として機能していると考えるべきである".モ デル項は仮

定したフィルタ幅五で定義されているのに対して,誤 差項

は離散化する際の計算格子幅hに依存するため,フ ィルタ

幅と計算格子の幅の比が異なれば実効 SGSモ デルは異な

り研 =csは 厳密には成立し:ない。しかし,解 析誤差も

モデル係数同様にァィ)レタ比に関して相似に変化するよう
に定式化する方法が考えられるD。例えば,通常の等間隔格
子による (19)式を満たす簡単な差分式を考えると,
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Fig.1 テ ストフイルタ化された値の評価方法

Fig.2 ダ イナミックSGSモ デルにおけるフイルタ幅の定義

(αjL′メ={所,LJメ+髪|(所f),‖Jェ

が得られる。

この式に対して,解 析誤差がフイルタ比に相似に変化す

るような定式化を行う場合には,TSフ イルタで評価され

る値はFig。la)に示さ4るように隣接節点において,以

下の式を用いて近似的に評価する (Test Space)助.

( ″′) J ょ
= ( 所′) , 」′

+ 会
| ( 所

j ) , ィJ ′
2 { 所i ) , ル+ ( 所 : ) , 十′J ょ|

+響いグ物′ハ +初)…¢①

ただし,こ の場合には隣接節点の情報が必要となり,構

造格子のように隣接格子が規則正 しく配列 している場合に

は簡潔であるが,非 構造格子の場合には操作が非常に煩雑

となる。したがって,有 限要素法を用いる場合には,前 者

のαとγを独立のパラメータとして最適化する手法が適切

と考えられる。また,こ の手法はFig.lb)に 示されるよ

うにTSフ イルタで評価 される値を節点で計算することが

で きるため,新 たなデータ配列 を必要 としない (Grid

Space)。

次に,計 算格子 h(=△ )に 対 してGSフ イルタ五とTS

フィルタムの定義について検討する。一つの方法としては

Fig.2a)に 示すように△を座標方向ごとに△=γ
ルjと定義

し,γ は方向によらず定数となるように各方向にフイルタ

操作を行う方法である (Type A)。一方, もう一つの方法

としてはあ=(L′ )ソ
3(Lι:要素の体積)と し,Fig.2b)

に示すようにフイルタ操作を行う方法である (Type B)。
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Fig.3 解析モデル

Table l 有限要素法および有限差分法に対する解析条件の比較

Discretization scheme
FEM

(lin:vel, p-w:pres
FDM

(2nd Central)

Dimension of the channel 3.2Hxl.OHxl.6H

Total number of elements 32x40x32 32x64x32

Boundarv conditions
Periodic(xl,X3direCtions)

Non…Slip(x2direCtion)

Coupling algorithm MAC method SMAC method

Poisson solver CG Method ICCG Ⅳ Ietllod

Time advancement methot
2nd-order

Adams-Bashforth method

Revnolds number Reτ=uτ α留2)/v=180

Time step size △t=0.0005

有限要素法による非構造格子を用いる場合には,要 素が直

方体とはならず,ま た隣接要素の幾何形状の情報が必要と

なるため,TypeBの 方が簡潔で適切 と思われる。

5解 析 結 果

5.1 解 析モデルと解析条件

解析はFig.3に示す 3.2 Hxl.O Hxl.6Hのチヤネル乱流に

ついてReτ(uτ(H/2)/ν)=180の もとで解析を行った。

有限要素法 (FEM)と 有限差分法 (FDM)の 離散化手法

の違いによる速度統計量の比較を行い,各 々の解析条件は

Table lにまとめている。流れ方向とスバ ン方向には周期

条件をかし,等 間隔に分害Jしている。一方,壁 に垂直方向

は固定境界条件であり,非 等間隔に分害」している。

本報のLES解 析では,速 度 1次 と圧力は要素一定の補

間関数による六面体要素を用いた有限要素解析を行つた。

圧力 と連続の式のカップリング ・アルゴリズムはMAC法

に準 じている。ここで,対 流項に1点積分を適用すること

により計算の安定化を図った。また,圧 力のポアソン式は,

左辺のラプラシアンを全体化せずにElement―by Ëlement法

〓
島

一竹
〓
％

Ｔ
綺

一

↓

●

-2レ:LJょ十レjLィル|…9D



Table 2 フ イルタ操作の検証計算における解析条件

Case Discretization Filterins Space Filterins Type

FDM

FDM

FDⅣ【

FDM

FDⅣI

FDⅣ【

FENII

Test

Test

Test

Test

Grid

Grid

Grid

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

2

2

2

2

2

2

2

戸

戸

漏

漏

月

漏

腐

100

y+

Fig.4 モデル定数 C'分布の比較

を適用 した共役勾配 (Cottugatt Gradient CG)法により解

析を行った
11)。

時間進行法は2次 精度 Adams―Bashforth法

を用いた。

5.2 速度統計量の比較

4章 で提案されたフィルタ計算を適用する場合,係 数α

とテス トフィルタ幅と計算格子幅との上ヒγは二律に定める

こ とが で きないので最適化が必要 であ る。ただ し,

Tsubokttaら
2)に

よるSmago五nsky定数の最適化では差分

法と差が認められなかったことから,少 なくとも差分法と

同じ構造的な格子を用いた場合にはダイナミックモデルも

差分 と同様に算定 しうると考えられる。Table 2にフイル

タ検証のために行った解析条件についてまとめている。

まず,Fig.4と Fig.5にFDMと FEMの 計算におけるモ

デル定数 C'=σ sA/んの計算値に関する比較を示 した。全

てのフイルタ操作 に対 してy+<10で はモデル定数 C'が
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Van Dreistの減衰関数の分布 とほぼ一致 している。一般に

壁面近傍の粘性低層内では分子粘性によるエネルギ散逸が

支配的であるが,SGSモ デル定数の壁面近傍の漸近性 を

適切に予測することはダイナミックモデルの実用上必要不

可欠である.Fig.4と Fig.5の結果に見られるようにy+く

10では全てのフイルタ操作に対するモデル定数 C'の依存

性が小さいということは,壁 近傍の挙動は空間フイルタ幅

とは独立に格子幅に直接依存 していることを示 していると

いえる。y十>10で はFig。4に示されるようにTcst SPaccあ

るいはGrid Spaceとテス トフィルタ化された値を評価する

格子空間が同じである場合には,フ イルタ定義が Typc A

あるいはType Bにかかわらず同じγのもとではc'分布は

ほぼ同じような分布を示すことがわかる。同様に,テ ス ト

フイルタ化された値を評価する格子空間が同じであ り,7

が同じである場合には,FDMあ るいはFEMの 離散化手法

の違いはC'分布に影響を与えないことが Fig.4か らわか

る。 しかし,Fig.5に 見られるようにテス トフイルタ化さ

れた値を評価する格子空間がTest Spaccでγ
2=3の

ときの

C'分布が Grid Spaceでγ
2=6の

ときとほぼ一致する。一方,

Grid Spaceで/2=3の ときはC'分布が Van Drcistの減衰関

数の分布とほぼ一致 し,低 い値で予測されている。このこ

とから,Gird Spaceでの実質的なγは小さく見積 もるべ き

と考えられる。

ところで,速 度分布 (Fig.6)や乱れ強度分布 (Figs.7-9)

には差分法で従来指摘されていたものと異なる傾向が指摘

~FDM,Tcst,B,γ 2=3

~● ~FDM,Tcst,A,γ 2=6

●  FDM,Tcst,B,γ 2=6

雌 ■1■

=難甜量腐     :I・・4・X‐

000■■
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y ■

Fig.6 平均流速分布の比較
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Fig.7 流れ方向の乱れ強度の比較
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Fig.5 モ デル定数 C'分布の比較
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Fig.8 壁に垂直方向の乱れ強度の比較
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る。また,複 雑形状内の乱流解析は工学上必要不可欠であ

り,非 構造格子を用いたLESの 需要は益々高まると思わ

れる。今後はLESに 有限要素法を適用 してい く際には,

非構造格子を用いる場合の計算精度とモデル精度の格子依

存性の評価が重要な課題 と思われる。また,一 般にLES

においてはPe■Ov_Galerkin法などの低次精度の風上化手法

を用いるのは得策ではないので,数 値不安定性の評価と安

定化手法の開発も必要と考えられる。

本研究は文部省科学研究費 (08650188)の助成のもとで

行われた.こ こに記 して感謝いたします。

(1997年11月10日受理)
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Fig. 9  スパ ン方向の乱れ強度の比較

される。本計算のように粗い格子を用いた場合に差分法で

は壁垂直方向やスパン方向の乱れ強度が過小評価され主流

速度が中央で高 く予測する傾向があるのに対 して,有 限要

素法を用いた本計算ではむしろ逆の傾向を示 している.ま

た,壁 に垂直方向 (Fig.8)あるいはスパ ン方向の乱れ強

度 (Fig。9)は 差分法が DNSと 比較 して過小評価されてい

るのに対 して,要 素法の結果は過大評価されている。一方,

粗い格子を用いているのに も関わらず流れ方向の乱れ強度

分布 (Fig,7)が 差分法の細かい格子分割の場合 とほぼ同

じ傾向を示 していることに注 目したい。速度分布あるいは

乱れ強度に見られる差は,TsubOkuraらの Smago五nskiモデ

ルを用いた計算
2)に

も観 られる点で,空 間フイルタやダ

イナミックモデルの定式化によるものでないと思われる。

主 な要因は壁方向の格子分割が FDMが 64に 対 して,

距Mが 40と格子解像度が十分でないと考えられる.ま た,

対流項などの離散化スキームの数値誤差の影響 も考えられ

るので,今 後は格子依存性および圧力歪み相関項などの詳

細なメカニズムの検討を行う必要がある.

6.今 後の研究の方向

乱流解析では一般に有限差分法が主流であり,有 限要素

法は記憶容量あるいは計算時間などの計算負荷が高いため

に有限要素法によるLESは ほとんど行われていなかった。

しかし,コ ンピュータ技術の向上そして数値解析技術の発

達により,非 構造格子によるLESは 可能となってきてい
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