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ご紹介いただきました小林でございます.き ょうは,朝

早くからおいでいただきまして,あ りがとうございました。

計算流体力学と申しますか,COmputational Fluid Dy‐

namicsと呼ばれておりますものの研究を1980年代のごく

初めのほうから開始しておりまして,16年 とか17年ぐらい

たったきょう,私 の思っておりますところ,あ るいは現在

研究室でどういうことをやっているか,あ るいはやろうと

しているかということをお話させていただく機会を得まし

て,大 変ありがたく思っております。

計算流体力学というのは,ご 存知のようにナヴイエ ・ス

トークスの運動方程式をどうやって解くかということにな

るわけですが,そ れを,き ょうは,式 を全然使わずにお話

させていただこうと思っておりまして,大 変私にとっては

難しい話になります。

CFDの 歴史を簡単に振 り返ってみますと, どうしても

コンピュータの発展と切り離して考えることはできません。

図 1をみますといちばん左惧1に1960年代から現在に至るま

での特徴的なコンピュータがどの時期に現れてきたかとい

うのを記してあります.

紹介にありましたように私は昭和40年 (1965年)の 学部

の卒業ですが,そ の当時東大の大型計算機センターに入っ

て きましたコンピュータが Hitac 5020 Eとい うコン

ピュータです。それからいろいろなコンピュータを使って

きました。

CFDに とりましての画期的なコンピュータの出現は,

たぶんCray lというコンピュータであったのではないか

と思っております。Cray lが出現 してからCFDが 市民権

を得てきたといいますか,た くさんの流体力学の研究者が

従事することができるようになってきたと思っております。

2列 目にありますのは,計 算法とかアルゴリズムとか,

あるいは乱流モデルというCFDに とっての特徴的な出来

事を示したものであります.

CFDは 連続の式とナヴイエ ・ス トークスの運動方程式
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図 l CFDの 歴史

を連立させて解 くわけですが,そ の方法にもいろいろあり

ます。いちばん基本的なMAC法 という方法が1960年代の

中頃に現れています。一方, きょうの話の主体となります

ラージ ・エディ・シミュレーションという方法が1970年の

はじめにDeardorffによって発表されております。

それより前に,k‐cモ デルとか, レイノルズ平均型のモ

デルを使います乱流計算というのが行われているわけです

が,Launder,Spaldingが k_εモデル乱流計算法をほぼ完

成したのは1972,3年 のことで,こ の頃に,今 最も実用面

で使われています乱流計算法のk_cモ デルというのが出

来上がっているという形になります。

それから,MAC法 という計算法に関しましては,そ の

後いろいろと進展があ ります。例えば1970年代後半に

PatankarによってSimple法が提案され,多 くの人に使わ

れるようになっております。
一方,計 算機が大型化してきますと,ナ ヴイエ ・ストー

クス運動方程式で, しかもレイルノズ数が比較的高い乱流

を直接解いてやろうという考え方が当然出てきます。ダイ
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レクト・ニューメリカル ・シミュレーションと呼ばれてい

る方法がそれですが,1970年代の後半にNASA_Amesの

Kim博 士やMoin博士,い ずれも現在は大学に所属してい

ますが,チ ャンネル乱流の直接シミュレーション結果が発

表された。これは私ども乱流計算を行うものにとっては非

常に大きな業績であったと思っております。

もう少し別の面で見ますと,流 れの場というのは,私 た

ち大学では比較的単純な形状の流れ場を取り扱うことが多

いわけですが,工 業界でCFDを 使う場合には,形 状自体

もっと複雑な流れ場を計算することになるわけです。そう

いうときには流れ場の形状をどうやってつくるかというの

が問題になります。このグリッド・ジェネレーションに対

しては1980年代の中頃にThompsOnが この分野の研究を

まとめています。

乱流の数値解折の面でどういうエポックメイキングな出

来事があったかを振り返ってみますと,ス タンフォード会

議というのがございまして,こ こでいろいろなモデルの比

較とか,将 来性が検討されております。さらに日本では

1987年と,1993年 と2回 にわたりまして CFD関 係の文部

省科学研究費重点領域研究が活動しております。

したがいまして一言で言うと,1970年代後半から日本に

もCFDと いうのが出てまいったわけでございますので,

まだ20年ぐらいの歴史しか持ってないということになろう

かと思います。

CFDと いうのは何か。まず質量の保存則を示す連続の

式が一つあります。それから,運 動量の保存則を表す運動

方程式というのが空間のX方 向,Y方 向,Z方 向にそれ

ぞれに対して計3つある。それから,圧 力と密度との関係

を表す式が一つ, さらに, もし温度を問題とする場合は,

温度に関係する方程式一うを加えることになります.そ う

しますと,合 計 6つの式があることになり,求 めなければ

ならないのは,速 度 U,V,Wと 圧力p,密 度 ρ,温 度 t

の6つ ということになりますから,境 界条件を与えて,こ

れらの式をうまく連立させて解 くことになります。どう

やって精度よく,ど うやって速 く解 くかというのが問題に

なります。

こういう方程式を使いますと,例 えばカルマン渦や乱流,

あるいは音波や衝撃波というものもすべて流れの方程式を

解 くことによって求めることができます。ですからCFD

はうまく使うと非常に有効なツールであるということにな

るわけであります。

うまくCFDの ツールを使うためにはどういうことが必

要かというのが図2に示されています。例えば実用的な面

を重視して考えてみますと,流 れ解析コードというものが

市販されています。この流れ解析コードは格子生成とソル

バーそれにポストとから構成されています。まず,流 れの

形状を,あ るいは流れの中に物体が置かれたときに,そ の
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二伝熱 ・物質拡散

図2 CFDの 課題

物体の形状をどうやって計算機の中に取り込むか,あ るい

は流れ場をどのように格子分割するかが格子生成の課題で

すが,重 合格子,解 適合座標等実用上の工夫は進んでおり,

研究は,非 構造格子の経済的作成方法や数値解析結果の精

度に及ぼす影響に重点が移っているように思います。次に

ソルバーにおける計算手法に関して, どういうアルゴリズ

ムを採用するか,あ るいは差分スキームを選択するかが以

前は課題でしたが,そ れらは研究面では多くのノウハウが

蓄積されており,現 在の関心事は高次精度差分スキームの

性質の解明にあります。実用面では計算の安定性に重点が

置かれすぎており,不 安に思っています.ソ ルバーの中に

は例えば舌L流の場合には乱流モデルも含まれますが,そ れ

については後にお話します。ポストとよばれるものはある

ソルバーを適用して計算し,そ の数値化された計算結果を

可視化して流れが支配する現象を理解しやすくするもので

す。その間に計測データとか,あ るいは理論解析から求め

られる結果との比較によって,こ の流れ解析モデルを検証

することになります。

ポストに関しては実用面での進歩は著しく,流 体力学の

研究者にとっての関心事はどういう物理量が現象を理解す

るのに適当であるかを知ることです。さて,燃 焼とか化学

反応を伴うもの,あ るいは構造物との流れの連成問題,伝

熱,物 質拡散というような問題に関しましては,流 れとい

うのが根本にありますので,そ の流れのCFDを うまく行

うことによってこのような問題に対応することができ,そ

の結果最適設計,あ るいは具合の悪いところを予知する,

起こる障害を予知する,あ るいは現象を制御するというこ

とが可能になるはずのものであります。

私たちの研究室の興味の対象のひとつに渦があります。

図3は壁面からの噴流と主流との干渉を可視化した写真で
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図3 流 れの解 ― 渦―

す。平面に沿って流れが左から右に流れております。境界

層を制御する目的で,壁 面の穴から噴流を吹き出すと,そ

れが, もともと存在する主流との干渉によってどういう流

れが見えるかというのを示したものです.非 常に複雑な流

れになっており強い渦度の存在が可視化によって観察され

ています.こ の種の流れをCFDを 使って解 くことができ

る。図3の下の図は, 2次 元のスリットを通して比較的速

い噴流が吹き出されたときに,下 流の渦の構造がどうなる

かというのをCFDを 使って解いたものです。CFDを 使

うことによって,こ ういう渦の構造とか挙動とかいうもの

を当然解けることになります。

機械工学の分野で扱う流れというのは,非 圧縮性流体を

仮定することができるが, レイノルズ数が高い領域を対象

にするケースが非常に多い。そういう場合はほとんど流れ

は乱流状態になっています。いままでお話しましたCFD

を低いレイノルズ数,層 流の場に適用することは現在のと

ころほとんど問題ないと思われます。次なる問題は,乱 流

の場にCFDを 適用したときに, どのくらいの精度になっ

ているのか, どういう問題点があるのかということです.

すでにたくさんの市販のプログラムが存在しております。

その市販のプログラムが, どういう性能を持っているのか

というようなことを調べてみるのも非常に重要なことかと

思います。しかし今日は,具 体的に市販のプログラムのこ

とについてお話する時間はないと思います。私たちはどう

いうところを問題にして, どういうことをやろうとしてい

るのかをまずお話させていただきます。

乱流をシミュレートする場合に大きく分けて3つ の方法

があります。DNS, LES, RANSと よばれています。例

LES

口乱れの渦構造
ロエネルキ一`カスケード

図4 乱 流渦(Eddy)のシミュレーション

え|ゴカルマン渦というのはよくご存 じだと思いますが,舌L

流の場合は構造規模の大きい渦と,そ の大きな構造の渦の

中の小さな構造の渦が存在 していることが観察されます。

DNSと いうのは,空 間的に小さな渦を,そ れが意味のあ

るように分割する,つ まり非常に細かいメッシュで分割し

て,小 さな渦の運動自体をナヴイエ ・ストークスの運動方

程式から解いてやろうというのが考え方です.そ れを示し

たのが図4です。上方が速い流れで下方が遅い流れ,あ る

いは上方の流れと下方の流れが相対的に逆方向を向いてい

る。そういうような流れを想定してみますと,そ の境界面

に存在します渦の構造は大きい渦の一部を拡大すると同じ

ような渦構造が存在するというフラクタル的な構造となっ

ています。図の一番小さい渦が舌L流の渦の中で一番小さい

と仮定いたします。DNSと いうのはこの渦を分解するよ

うな細かい格子を使って計算するということになります。

DNSを 工学 。工業の場に, しかもレイノルズ数の大きい

ところに持ち込んでくるというのは,コ ンピュータのパ

ワーからいって相当無理があるように思われます。した

がって,コ ンピュータの負荷を緩和 させるような工学的な

モデルをつ くる必要がある.そ れが乱流モデルです。では

RANSと LESは どう異なるのか。それは乱れを見る目が

違う。一口でいうと乱れの場をマクロで見ているかミク●

で見ているかという違いになると思われます。

マクロな目で眺めると,ど ういう乱流モデルを作|りうる

かというもののいちばん基本的なものが勾配拡散型モデル

と呼ばれているもので,乱 流運動を分子運動とのアナロ

ジーとしてとらえたものです.

例えば壁に平行な流れがあったとしますと,分 子粘性と

いうのは速度勾配に比例することが実験的,統 計理論的に

確かめられています。乱流渦があった場合も,そ の考え方

生 産 研 究
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図5 コ ンピュータ性能の推移

を適用して乱流にも渦粘性というものが存在し,そ れが空

間の速度勾配に比例するという考え方で進めていく方法が

勾配拡散型モデルで,k_ε モデル等 もこれに属 します。

RANSは 比較的大きな乱流構造を表現するモデルといえ

ます。

それに対してラージ ・エディ0シ ミュレーションは乱流

構造をもう少しミクロにみる方法です。いちばんミクロに

みるとDNSに なる。DNSで は,計 算機の容量と計算時

間カツト現実的になるということで, もう少し粗くみること

になる。ですから,大 きい渦構造はナヴイエ ・ストークス

の運動方程式で分解できるとして,そ れより小さい渦につ

いては,RANS型 モデルと同じように乱れの統計理論を

使って重ね合わせてやろうというものです.大 きい渦とそ

の中にある小さい渦の構造が比較的似ている。つまり,あ

る程度細かく格子を切ってやると,そ の格子で考えられる

渦の構造と,そ れよりも細かくして,細 かい渦を考えたと

きの渦の構造というのは相似的であるというような性質を

利用して乱流モデルを組み立てていくというのがラージ ・

エディ・シミュレーションの考え方です。

さて,私 たちの研究室で行っておりますいろいろな流体

計算を例にとって, どういうコンピュータを使えばどのく

らいの規模の計算がどのくらい速くできるのかということ

を例示してみます.図 5は横軸に記憶容量が,縦 軸に最大

演算性能が示されています。ここに□印がコンピュータ性

能で,○ 印が計算例です。例えば100×100×100という

メッシュで,あ るラージ・エディ。シミュレーションを行

おうと考えます.そ うすると,☆ 印よりも右傾1にあるコン

ピュータを使えば容量的には大丈夫だということになりま

す。それに対して計算例における縦軸は24時間で演算可能

4
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な能力を意味しています。非常に大まかな話でありますが,

例えば☆印レベルのコンピュータを使い,100× 100×100

程度の格子の計算をしますと,24時 間で結果が戻ってくる。

そうぃう規模の計算ということになります。ですから,こ

の計算を1日以内で計算結果を得たいと思う場合には,こ

れよりも右,☆ 印よりも右上のコンピュータを使えばいい

ということになるわけです。

ただ,そ の評価が非常に難しい,DNSと かLESと いう

のは,本 来時間的に変動する流れ場を対象としているもの

であり,一 方,工 業的に必要な量というのは時間平均値で

ある場合が多いわけです。ですからどれだけ長い計算をし

て平均値をとったら,意 味のある値を得られるかというこ

とが問題です。上図は大まかにいって, どの計算方法でど

の程度の格子規模の計算をどのコンピュータを使ったらど

のくらいの時間でできるというノウハウが蓄積されている

ということになります.た とえば,LES,曲 線座標系によ

るk‐εモデル,直 交直角座標系によるk‐εモデルに関す

る私どもの研究室のコードを使うと,格 子数がどれだけ増

えたらどのくらい計算時間が必要になるかということが,

だいたい推定することができることになります。

図にはDNSの 例も言己入されています。例えば250×200

×200ぐらいの計算は,現 在でも可能であります。速いコ

ンピュータを使いますと, 1日 で計算結果が返ってくる,

そういう規模で可能です。それではDNSも 工業的,あ る

いは工学的なセンスで,近 い将来に使い得るかということ

になりますと,そ れはなかなか難しいということを先亥J申

し上げました。それはどうしてかというと,つ まり250×

200×200ぐらいの格子数で切った計算が DNSと して意味

を持ってくるかどうかというのは,現 象の渦のいちばん小

さい渦のサイズとの関係になってくるというわけです。そ

の渦のサイズというのは, レイノルズ数に依存します。レ

イノルズ数が高くなると渦のサイズは小さくなる。つまり

レイノルズ数が高くなると,メ ッシュを細かく切っていっ

てやらなければいけないということになります。例えばレ

イノルズ数が104め流れをDNSで 意味ある結果を得よう

とすると, 1方 向に少なくとも103の格子を切ってやらな

ければいけない。つまり1000×1000×1000ぐらいの格子を

切ってやると,104と ぃぅ比較的工学の場では低いレイノ

ルズ数の計算が,DNS直 接計算として可能になるという

ことになります。ですからそれを,106の レイノルズ数の

ほうに到達させるには相当大きなコンピュータが必要に

なってくるというわけで,現 在のところでは,な んらかの

モデルを使うというのが舌L流計算の工学的利用に関しては
一般的になっているわけです.こ こで,そ ういうものを

使ってどういう計算をしているかという例を少しお話しま

す。CFDを 非常に早くから導入している業界というのは,

例えば原子力とか,自 動車とか建築とか幾つかありますが,
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PVM (Pararell Virtual Machl■ 6)

図 7 ト ルクコンバーター内の流れシミュレーション

乗員まわりの気流の可視化

温度分布の予測

′/「:|:|ノ障]

腫量[|
(A)被 験者中心 断面

自動車工学における事例
◆複雑形状への適合

～ フォーミュラーカー

～ トルクコンハ―゙タ

◆連成問題
～ 車室空調(熱)
～ 車体まわり(音)

■計算負荷 → 並列計算

■格子生成二画像表示の自動化

■予測の精度と信頼性
図6 乱 流シミュレニションの工学応用

機械工学で最も近いのは自動車ということで, きょうは自

動車に関係する研究を少 し紹介させていただきます。

取 り扱っております CFDを 自動車に適合させたときの

例としまして,比 較的複雑形状へ適用した例でトルクコン

バーター,そ れから連成問題,連 成問題というのは熱との

連成とか音との連成でどういうことがなされているかとい

うのをごらんいただきたいと思います。

まず,複 雑形状ということで,こ ういう計算をしていま

,す。図7は トルクコンバーターの断面図です。 トルクコン

バーターというのは非常に複雑な流れ場をもつ流体機械で

す。インペラ, タービン,ス テーターという3つの要素が

あり,そ こを流れは回転しながら回るということになりま

す。これを解 くのはなかなか技術を要するようであります。

例えばインペラと呼ばれている部分, タービンと呼ばれ

ている部分,ス テーターと呼ばれている部分をそれぞれ独

立して解 くことは現在のレベルではそれほど難しいことで

はなくなっている。ただ,流 れはつながっていますので,

独立にして解いたとしても,ス テーター出回の計算結果を

インペラーの入口条件として使わなければならない。それ

を使って計算していき,イ ンペラー出回の計算結果をター

ビンの入口条件として与えて循環させなければいけないと

いうことになります。ですから境界領域の情報の取り扱い

とか,あ るいは何回も回してやったときに収束してくれる

かどうか等たくさんの問題を含んでいます。そういうのも

工夫によって計算できるようになっております.

2番 目の例の,車 室内の空調の例をお話します,1990年

ごろ,車 室内の空調について計算いたしました。その当時

のOHPを 持ってきました。3次元の定常問題として等温,
つまり流れだけの計算で温度はまだそのときは考慮されて

おりません。車室前方のスリットから流れを入れ,車 室後

図8 車 室内空調のシミュレーシヨン

部から出す.自 動車の車室内のどこから流れが出ていくか

を限定することはなかなか難 しいようでありますけれども,

計算の都合上,後 部のある部分から出ていくということで

計算空間をつ くり,計 算をさせたのが1990年のはじめの頃

の例です.最 近ではどういうことがなされているかという

と, この図では運転手一人でありますが,乗 員が運転手他

3名いるようなケースをグリッドでつくり, しかも車室内

に入ってきます空気には温度,温 風とか冷風とかいう分布

を与えて,さ らに外側から太陽光線の影響を考慮した計算
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図9 フ ォーミュラーカー流れ解析と格子生成

が現場ではなされているわけです。ですから, 1対 1に対

応いたしませんけれども, 5年前に苦労して計算していた

ものが,一 度企業のほうに,こ れは使えそうだということ

で入りますと, 5年 あれば十分に咀疇され,ず っと立派な

ツールとして設計手段になっている一つの例です。

もっと顕著な例をお話いたしますと,1980年代の後半,

研究室で自動車の車体周りの流れを数値計算いたしました.

図9はその一例です。これも古いのを拾ってまいりました.

自動車を,こ ういう単純な形で置き換え,計 算しまして,

圧力分布とか速度ベクトルあるいは抗力係数等を求めます。

当時は,例 えば抗力係数で50%違 うとか100%違 うとかい

うような話をしておりました.

ごく最近, 日産自動車から計算結果を入手いたしました。

これはドアミラーを含む車体流れの解析で,k‐kス キーム

というスキームを使ってのデータです.形 状には,ダ ン

パーも車輪もついている。特に,図 10はドアミラーの周辺

の流れを注意深く計算した例で,拡 大すると下図のように

なります.あ る瞬間の圧力の分布と,カ ラーで示してあり

ますものがドアミラーの表面の圧力の,瞬 間値,細 線が空

間の等圧線図,そ れに対 して渦まいています線はトレー

サーパーテイクルと呼ばれておりますもので,上 流からト

レーサーを発生させたら, ドアミラこの後ろではどういう

流れになるかというのを示したものです。これをビデオで

見ていただきます。この研究では流れの計算結果を用いて

流れがひき起こす音を計算しています。どうやって音が計

算できるかということは省略しますがCurleの式というの

を使って音の計算もできます.こ の計算の規模は車体部分

が200万格子弱,合 計で260万格子という非常に大きな規模

の計算です.

今日は自動車の例をお話しましたが,研 究の進展という

6
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トレーサー・バ
°一ティクル

の分布

圧力の等値線
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カラー表示)

図10 車 体周り流れによる流体騒音のシミュレーション
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図11 乱流モデルの予測精度

のは 5年 ぐらいの間にものすごく進むものでそれでは大学

でどういう研究をしたらいいかという最後のところを少 し

お話してみたいと思います。

特に乱流計算の場合には,そ の計算がどのくらいの精度

を持っているかということをわれわれは気にします。図11

は正方形柱に働 く抗力係数を計算で出し,実 験と比較 した

ものです。横軸がレイノルズで,縦 軸にその抗力を無次元

化 した値が出ています。

例えばレイノルズ数が2×104ぐらいの乱流領域になって

いる部分について,k‐εモデルとか,LESと か,k‐kス

キームの計算結果とか,渦 法による計算結果を比較 してみ

ます。それぞれ異なる。抗力係数というマクロな量を計算

するにも,手 法によっていろいろな値が出てくるというこ

とがおわか りになると思います。この場合,幸 いにも
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LESで 計算した値というのは実験結果に近かったわけで

あります。でも,本 当にそれだけでいいのか,こ ういうマ

クロな量の比較だけでいいのかというのは問題になるわけ

です。

では, もっと細かく比較 してみると,LES計 算の例が

図12で,上 が時間平均をした速度,先 ほどお話しましたよ

うにカルマン渦が発生していますから,時 間的に変動する

わけですが,時 間変動を長時間にわたって平均化した流れ

方向の流速の等値線図で,そ の上側が実験結果,下 側が計

算結果で良く合っています.し かしこれも時間平均ですか

らマクロな,し かも流速であります.例 えば流れ方向の速

度変動のRMS値 ,つ まり乱流の強さに関係する量を示し

たの力,図12の下例の図です。こちらのほうが下よりも少し

細かい比較になります.こ ういう変動分のRMS値 も実験

と計算でよく合っているということがおわかりいただける

と思います。

さらにこれを位相平均,つ まり正方形柱の後ろの渦は振

動しているわけですが,そ のある位相の部分のところだけ

積分平均して実験と計算とを比較するということも行われ

てぃます。LESと いう乱流計算法を使いますと,比 較的

実験をうまく記述することができています。私たちがいま

行っております計算関係の研究の主力はLESで すが,従

来実用面でよく使われております k_cモ デルは,流 れの

はく離とか回転場とか,あ るいは非定常な状況に弱点を

持っており,そ のために,RANSモ デルでも高度のモデ

■乱

生 産 研 究

流モデルの改良と検証

流れの剥離、回転場、非定常

ZOnalモデル

■ LttS

◆境界条件 ～ 流入、流出、壁面

◆複雑形状 ～ BFC、FEM格 子

◆非定常 ～ 流体関連振動

◆SGSモテリレ ～ 夕
゛
イナミック・モテリレ

図13 乱流シミュレーションの研究展開

ルが導入されています。非等方k‐cモデルやZonalモデ

ルも提案されていますが,そ ういうので完全にうまくいく

かというと,必 ずしもまだうまくいっていない。特に問題

が非定常な現象になったときに,従 来のRANSに おける

平均化操作の意味がどういう意味を持ってくるのかという

のが問題になります。ですから,私 たちは計算負荷は少々

高いかもしれませんが,コ ンピュータの能力というのはま

だ上がっていくとして,LESを もう少し発展させて工学

の分野に寄与するようにしたほうがいいのではないかとい

うことで,LESに よる乱流数値風洞の構築を考えている

わけです。

ただ図13にありますようにいくつか問題がございます。

それは,境 界条件についての問題とか,複 雑形状に対応さ

せ るために BFCを 導入する,あ るいは FEM格 子 をつ

くって FEM‐LESを 構成 したときの問題点,精 度の問題,

時間の問題等々。それからLESに も乱流モデルが必要で

して,通 常 SGSモ デルと呼ばれてお ります。そのモデル

が,普 通はスマゴリンスキーモデルという比較的単純なモ

デルが使われておりますが,モ デル定数をどう選んだらい

いのか等いくつかの問題があります。そういう問題を全部

解決しなければいけないわけであります。

既にお話しましたように,LESと いうのはいくつかの

課題を持っていながら, しかし非定常の現象に非常に強い

とか,あ るいは従来RANS型 モデルで弱点とされており

ました旋回流とか, きょうは例をお見せしませんでしたが,

2次流れがある流れとか,圧 力勾配がある流れ等について

は比較的強いので,そ れをどうやって構成していくか,実

用化のほうに向けていくかというのをここ数年のターゲッ

トとしております。図14はLESを 工学上のターゲットと

してとらえたとき,あ るいは工業 ・実用上のターゲットと

してとらえたときの緊急の課題を示したものです。

最後に,私 たちの研究室の最近の論文が, どういう方向

を向いているかを示したのが図15です。横軸が年度,縦 軸

◆

　

◆



4 7 0   4 8巻 1 0号 ( 1 9 9 6 . 1 0 )

工業上 工学上

スケール相似則モデル
ダイナミックSGSモデル
非等方型渦粘性モデル

計算負荷大

中心差分法

不安定

%計 算手着

町 SaSモル

等方型渦粘性モデル
+壁 関数

計算負荷小

風上差分法

安定

786      '88      '90      192      '94

年度
図15 CFD研 究の推移

が LES,k‐ εモデル,そ の他の論文件数です。

何を申し上げたいかというと,凹 凸がありますが,LES

の発表例が,私 たちの研究室では増加 している。ある年に

発表 しすぎると次の年,苦 しくなっているという傾向はあ

口実験なし

の設計

・Friendly

システム

・効率性
・信頼性
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:現象の発見
。新理論
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・高精度

図16 CFD ― 研究と実用―

りますけれども,そ れはちょっと目をつぶっていただきま

して,研 究の主方向はLESに あります。
一方,k‐εモデルの論文が多く出るときは,実 用上の研

究が多いという感じがしますが, LESが 多くなるに比例

して,同 時にその他の論文が多 くなっています.こ れは

LESを うまく構成するための周辺の技術の開発がやはり

必要というか,だ んだんと整備しておかなければいけない

ことがわかってきたというのが現状です.CFDに 関して

実用の面からいえば目指している方向は効率性,コ ストパ

フォーマンス,friendly systemか ら最終的には実験なし

の設計ということになろうと思います.一 方,研 究面では

精度の検討,複 合現象,連 成現象への適用を通して新しい

現象の発見とか現象制御の方法の開発が最終の目標になる

と思われます。大学の研究と実用化の間には当然ギャップ

が存在するわけですが, もともとのターゲットが違うこと
だし,ギ ャップは当然あってよく,そ のギャップが大きけ

れば大きいほど私たちのやりがいも大きくなる。その

ギャップを埋める橋というのが当然必要であり,大 きい

ギャップをどうやってうまくつなげるかということを目指

したいと考えております。

ご清聴ありがとうございました。

(1996年6月 6日講演)


