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立方体周辺の非等方乱流場の再現に関する
k−ぐモデル，ASM，LESと風洞実験の比較
Comparisonofk−eModel，ASMandLESwithWindTunn白1TestforFlowfieldaroundCubicModel

村 上 周 三＊・持 田

灯＊・林

吉 彦＊＊

ShuzoMURAKAMI，AkashiMOCHIDAandYoshihiko HAYASHI
立方体周辺の流れ場をかe型2方程式モデル，代数応力方程式モデル（ASM），brge Eddy
Sim山ation（LES）の3つのモデルにより同種の境界条件のもとで解析し，風洞実験結果と比
較した．また，LESと比較したときのASMの問題点に関して検討した．

1．序

m／s，模型高さおよび流入風速で定義さ叫るレイノルズ
数月βは約8．4×104となる．

立方体周辺の流れ場は一般に，前面のstagnation，屋上

3．数値計算の概要

面の逆流，後方の循環流等を伴い，きわめて複雑である．
このような流れ場の特徴は，変形速度テンソルのさまざ

3．1基礎方程式（表1）

まな成分を含み，この値が局所的に大きく変化し，乱れ

表1にASMの基礎方程式を示す．kreモデル，LESに

の非等方性が非常に強い点にある．既報1）ではこのよう

ついてはおのおの文献4），5）を参照されたい．3モデ

な流れ場についてゐ−eモデル，LESおよび風洞実験結果

ルともに丘βは実験値と同じとした．ASMにおけるレイ

を比較し，渦粘性の概念（EddyViscosityModel）に基

ノルズストレス〈扉勿 〉の輸送方程式の代数化はRodiに

づくゑ−eモデルの構造上の問題点について考察した．本

よる方法（表1（5）式）6）を使用した．また，今回の計算

報では，代数応力方程式モデ）t／2・3）（Algebraic Stress

の場合，〈ui uj 〉方程式中のRapid項に対応するwall

Model，以下ASM）を加え，これら3つのモデ）L／により

reflection項◎設2）（表1（15）式）は0としている．これは

立方体周辺の流れ場を同種の境界条件のもとで解析し詳 J

impingingflowを含むような流れ場では，現在一般に用

細に比較する．なお，以下の諸量は立方体高さ筏と高さ

いられているGibson−Launderのモデル化7）には問題が

筏の流入風速く鋸b〉等で無次元化されている．
2．風洞実験の概要
模型は一辺20cmの立方体．境界層内の風速分布はべき

あり，発散の原因となることがあるためである2）．なお，

LESは通例のSmagorinskyモデルを用い，Smagorinsky
定数Gは0．12とした注1）．
3．2 計算領域
3モデルともに15．7（ズ1）×9．7（鞄）×5．2（鞄）．鞄，鞄方向

指数拍の指数則に従う．風速の測定にはタンデム型熱線
風速計を使用した．模型高さにおける流入風速は約6

の計算領域の広さは風洞実験とほぼ対応している．
胃己号

ごi：空間座標の3成分（f＝1主流方向．巨2横方向．f＝3鉛直方向）
輿＝エi方向の風速3成分 ♪＝圧力
テ：変数／の格子平均（ここでは用加hgによる格子平均）

る（Cけ−βり＝≡掌（戸々一己））・臥ASMの移流・拡散項のモデル化の妥当

性を検討する際には方程式の右辺に移項した形（⊆（Ciノーかけ））で考える・

＜′＞：変数／の時間平均 ′■：時間平均値からのずれ り：勤粘性係数

￠が圧力ー歪相聞項：Rolta項￠研けR叩id那加・Wallr8†l∝tion項輔（1）で構

〃b：建物高さ町高さ〃ゎにおける流入風速のUl成分

成本研究では￠芹（2）は0とした（珊2）〟f：渦動粘性係数（リf＝C〟勅）

く比i■吋＞：レイノルズストレス た：乱流エネルギー（班＜ui 吋＞）

㌔：烏の生産項 Pfメ＝＜好吋＞の生産項 亡：ゐの散逸
∂＜以々＞＜ゆメ■＞

Cけ＝＜輿■吋＞の移流項・Cけ＝

おた

恥＜叫＞の乱拙紙βiメ＝計＜仰々・＞一叫＞∂i占一叫＞句点）
ASMではRodjによるモデル（文献6）を使用し、移流項と拡散項をまとめて近似す
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：乱れの長さスケール わp：壁面第1セルの壁面直交方向の嶋
（以上）p：壁面第1セルの接鴇方向速度成分 たp：壁面策1セルのた
βp＝壁面第1セルの仁 一Ⅳ：盤面のシアーストレス
U＊：壁面摩擦速度 β：チャンネル半幅
伽：＜軸＞．〃ゎで定義されるレイノルズ敦（＜払わ＞〃b／〟）
月錯：＜混＊＞．βで定義されるレイノルズ数（く祝＊＞βル）
本文中の諸量は〟ム．＜ub＞及び密度βで無次元化されている・
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2g

し，立方体コーナー部に接するメッシュ幅ゐpは3モデル

3．3 メッシュ分割
上記の計算領域に対してゑ−￡モデル，ASMは50（範）×

ともに1／24である．

49（∬2）×28（∬3）＝68600メッシュ，LESは63（∬1）×

3．4 境界条件（表2）
LESの解析では別途チャンネル流を利用した境界層流

49（鞄）×

の計算を行い，この結果をべき指数減の指数則（風洞実
表1 ASM基礎方程式

験における平均風速分布）に正確に従うように調整し，
その結果得られた各時刻の風速分布を非定常な流入条件

（連続式）＝0

として使用した注2）．烏「￡モデル，ASMの流入のゑ（鞄）は

（1）

（勤方程式）筈＝号聖賢

LESによるチャンネル流の計算結果（図1）を使用した．

く2）

（射方楯式）芸≡捏P々−e

（3）

（￡方程式）芸＝町れ1Pた−C626）

（4）

風洞実験値ではなく，LESの値としたのは，烏−eモデル，
ASMとLESで流入のk（x3）を全く同一とした上で比較検
討するためである．チャンネル流の計算より得られたゑ

（＜中予方程式）（戸々−f）竺誓＝Pり十￠り−￡り

の鉛直分布はほぼ風洞実験と対応している（図1）．壁面

（5）

境界条件は3モデ）t／ともにgeneralizedloglawより

β瑞C舶・＞・÷・芸）（6）β瑞（C抽り・÷奇（7）
（々＜

〈7㌦を与えた9）．LESの場合，さらに，表2（19）式にこ

∂＜以＞
（8）

i

のく7諺を代入し，各時刻のァwを算出し10），これを境界
一輔筈（9）
亡iブ；・∂りC

条件として与えた．

3．5 差分スキーム

（10）

時間差分にAdams−Bashforth，空間差分には2次精度

￠け＝￠酬）十￠iブ（2）＋輯（1）十輔（2）（11）

中心差分を使用した．ただし，ASMの運動方程式および

￠−C．‡（＜叫＞一昔研（−2）￠iブ（2，；−C2勘「与醐（13）
酬＝

烏，￡輸送方程式の移流項にはQUICKを使用した注3）．

輸＝岩c・1÷（＜〟々・レ爪・＞・塘叫漂）・∂iノー号＜刷＞・舶メU）

4．計算結果と実験結果の比較

一組湖彗蒜 3

（14）

4．1乱流エネルギー烏と平均風速ベクトル（図2，3）

暇2，＝岩cか捕り仰悪）・∂り一昔￠賊（2，竹托プU）

まず，風上コーナー部周辺に着目する．点「￡モデ／レの結果

一毎脚輿蒜

（15）

（図2（2））は既報1）で指摘したように，風洞実験（図2

Ct＝1・8・C2：0・6r Cl ：0・5・Ck：0・22・Ce：0・16

（1））に比べてこの部分の点を過大に評価し，このため屋

C￡1：1・44・C￡2：1・92・C ：2・5・C〟‥0・09

上面で逆流が発生しない（図3（2））．ASMの結果（図2

本計凱D場合・堵2）（（15）式）は0とした（文献2）

（3））は風洞実験，LESに比べて立方体前面でゑの値が多

表2 境界条件
々−eモデル．ASM

LES

＜佑（∫。）＞：風洞実験値（ペき指数Hの指数分布）
＜〟之（エ3）＞＝0．＜鋸払）＞＝0
た（J8）はチャンネルの結果（風洞実験とほぼ対応（図1）） 勘∴机∴机：各時刻のチ

流入面

レ【（ヱ8）＝抽3）り守山），ど（エ8）＝C〟抽3）㌍〟（エ3）

ヤンネルの結果（注2）

O h−6モデル．ASM．LES
（」ESによるチャンネル流の結果）

拇3）＝（C〟抽3））1′2（∂＜混血∂）＞／蝕））￣1（Pた（エ8）＝e（ご∂））

＜混1 2（ご一＞＝＜以2 2（耳。）＞＝＜祝ユ 2（ごd＞＝％烏（エd

■ 風洞実験
1．ぴぁ以3：∂／飴l＝0
ご3
2

壁面上のシアーストレス＜T〝＞は（16）式，た方程式中

の壁面第一セルのど由は（17）式．ど方程式中の壁面昇
−セルの抽局は（18）式で与える．

床面．

立方体
壁面

レ
＝

わ（

どp＝…

）…（17）

広）

Tw＝＜てⅣ＞×−＝＝＝− ＜

1．5

叫）♪＞

・・（19） ここで、＜7Ⅳ＞はその時

1

刻以前のLESの結果よ

り井出した＜叫）予，たp
を用いて（16）式より

（18）…蝕戸0

与える．

C〟＝0・09，〝＝0．4．E＝9．0

0

0．01 0．02 0．03 0．04

点

図1 流入側境界における彪（鞄）の比較
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少大きめであるが，ノト￡モデルにみられるようなきわめ

大きな値を示している．ASM（図5（2））はゑ−eモデル

て過大なゐは解消し，屋上面の逆流も再現される（図3

に比べて風上コーナー付近のf㌔が大きな値を示す領域

（3））．ASMの場合に前面の烏の値が多少大きめとなる

が大幅に縮小され，それに伴って，この付近の々の分布が

点に関しては4．2節で検討する．

大きく改善される（図2（3））．しかし，LES（図5（3））

次に，壁面近傍の点の分布を比較すると，ゑ−￡モデル，

に比べると前面の鳥の値はなお大きめとなっている．前

ASM（図2（2），（3））は屋上面や後方循環流内床面近

述したように，ASMの前面のkの値は風洞実験やLESに

傍で実験，LES（図2（1），（4））に比べてゑの値が小さ

比べると多少大きめとなっている点（図2（3），（1），

くなっており叫，それに伴って，床面付近の風速絶対値

（4））から考えて，LESのf㌔の値の方が妥当であり，ASM

が大きく計算されている（図3（2），（3），図4（2））．

ではこの部分で鳥が多少過大となっているものと推察

特に，ASMでは屋上面近傍の烏カミ実験よりかなり小さく

される．f㌔に対して同一の数式表現を用いたASMとLES

なり（図2（3）），屋上面の逆流域も広く計算され（図3

でその値が異なるのは，ノルマルストレスの分布の性状

（3）），逆流域内の風速絶対値も大きくなっている（図4

が両モデル間で異なるためと考えられる．詳細は次節で

（1））．

示すが，風洞実験やLESでは立方体前面ではく房2〉≦〈砿2〉

これに対して，LESの烏の分布（図2（4））はゑ−￡モデ

であるのに対して，ASMでは逆にく祓2〉≧〈砿2〉となっ

ルに比べるとはるかによく実験と対応し，後方循環流上

ている（図7，9）・また・この領域では旦＜0であ

部のfreeshearlayer付近のkの値が実験よりやや高くな

るから，島中のノルマルストレスに関連する成分筏乃注5）

る点を除けば，ASMよりさらに実験に近く，屋上面の剥

（≒−（く〟12〉−〈〟㌘〉）之）はLES（図6（3））では

離域の性状や立方体後方循環流内床面近くの風速絶対値

負，ASM（図6（2））では正となる．この影響が立方体

も実験とよく一致している（図3（4），図4（1），

前面の鳥の分布に見られる両モデルの差に反映された

（2））．

ものと考えられる．
また，屋上面の再付着点付近からその後方free shear

4．2 乱流エネルギー生崖項f㌔（図5，6）
点−eモデル（図5（1））は風上コーナー部を中心に鳥が

（1）風洞実験

layerのf㌔の値を比較すると，ASMの方がLESよりもや

（1）風洞実験

一D．5

0

0．5

1

l．5
く〟1〉

（2）ゑ−￡モデル

〔2I長一亡モデル

（1）風洞実験における屋上面

再付着点直後の分布

−0．5

ロ

h与

1

1、5
くI†−）

（4）LES
図2 ゐ（建物中心軸上）
30

（4）LES

図3 平均風速ベクトル（建物中心軸上）

（2）後方循環流内の分布
図4 く〟1〉の比較
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や大きくなっており，この点に関しては今後検討を加え

前面の〈砿2〉や屋上面の〈〟；2〉の値が低めとなっている

ていきたい注6）

（図9（3），図7（3））．

4．3 ノルマルストレスの非等方性の再現に関する比較
図7〜11にノルマルストレスの3成分の和（2ゑ）に対

以上のように今回のASMの結果は，立方体前面，屋上
面，後方床面等の壁面近傍におけるノルマルストレスの

する各成分の割合を示す．風洞実験結果は屋上面では

接線方向成分を全般に過小に評価する傾向がある．これ

〈房2〉の占める割合が非常に大きく（図7（1）），後方循

は今回のASMの計算ではwallreflection項中のRapid項

環流内では〈zぜ〉が逆に非常に大きく，床面に近づくに

に対応する項◎岩（2）を0としたために，壁面近傍における

つれてその程度はさらに顕著になる（図8（1），図

壁に垂直方向のノルマルストレスの減衰および壁に接す

10（1））．また，前面壁面近傍では〈砿2〉が比較的大きく

る方向のノルマ／レストレスへのエネルギーの再配分が不

（図9（1）），〈〟；2〉の占める割合は小さい（図7（1））．

十分となったことによるものと考えられる．したがうて，

LESの結果（図7（4），図8（4），図9（4））は前面，

この項を入れることにより問題が生じるimpinging

屋上面，後方循環流内における各成分の非等方的特徴を

flowの領域以外では◎呂（2）を組み込む形で計算すれば，壁

よく再現している．これに対して，ゐ−￡モデルの結果（図

面近傍のノルマルストレスの予測精度はある程度改善す

7（2），図8（2），図9（2））は風上コーナー付近の速

ることが可能と期待され1り，現在検討中である．

度勾配の大きい領域で各成分ともに実験にみられない異

また，ASMの場合，立方体風上コーナー上方の速度勾

状な分布を示し（図11（2）），屋上面付近や後方循環流内

配の大きな領域におけるノルマルストレスの非等方性の

では各成分の割合はほぼ等しく（図10（2））；ノルマルス

再現に関してゑ一￡モデルと同様の問題点を有している．

トレスの各成分の非等方的特徴を全く再現していない．

すなわち，実験やLESでは屋上面上方では全般に〈α12〉＞

一方，ASM（図7（3），図8（3），図9（3））では後方

〈砿2〉（図7（1），（4），図9（1），（4），図11（1），（4））

循環流内で〈房2〉が相対的に大きくなる傾向はおおむね

であるのに対し，ASMの〈〟i2〉や〈〟昌2〉の分布には点E

再現されており（図8（3），図10（3）），この点に関して

モデルの場合と同様に実験やLESにはみられない極小値，

は点eモデル（図8（2），図10（2））に比べてはるかに改

極大値が現れ（図11（2），（3）），〈〝12〉は〈〝；2〉よりも

善されている．ただし，床面に近づくにつれて〈〝㌘〉の

小さくなっている．

割合がさらに大きくなる点に関しては，LESではこの傾

向がとらえられているのに対して（図8（4），図
10（4）），ASMでは十分に再現されていない（図8（3），

5．ノルマルストレス輸送方程式中の移流・拡散項の役
割とASMの代数化に伴う問題点（図12〜16）

図10（3））．また，ASMの場合，前面や屋上面近傍でのノ

本章では，ノルマルストレス輸送方程式中の各項の大

ルマルストレスの非等方性の再現に関しても問題があり，

きさを比較し，移流・拡散項の役割を示すとともに，ASM

（1）烏一亡モデル

（3）LES
図5 島（（建物中心軸上，○は負領域）

（1）々どモデル

（3）LES
図6 鳥刀（（建物中心軸上，（）は負領域）
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rll凧汁某駈

（1）風洞実験

（2）ゑ−￡モデル

（1）風洞実験

（2） 々一古モデル

（2） 点一亡モデル

（4） LES
図8 〈〝ら2〉／2点（建物中心軸上）

（4） LES

図7 く〟l 2〉／2々（建物中心軸上）

（4）LES
図9 〈〟；2〉／2ゑ（建物中心軸上）

‖＝〇．琶蕗‖慧叫

㍉サ磨
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図10 〈祁i2〉／2々，〈〃；2〉／2点，〈〟去2〉／2々（立方体後方循環流内）
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の計算で得られた〈的〉，〈弟毎〉，点，丘等を用いて代数化

域内において相対的にほかの項よりも大きく，この領域

されていない移流・拡散項（−（Gノーβどブ））を評価し，Rodi

の〈〟㌢〉を増加させる要因（輸送方程式中で正の値とな

のモカレを用いた近似（一也㌘−（鳥−e））と比較し，

る項）として大きな影響力をもつことがわかる．一方，

〈〟；〟；〉輸送方程式を代数化することの妥当性を検討す

循環流内の〈〃；2〉の輸送方程式の各項の収支をみると，

33

る．なお，移流・拡散項は，右辺に移項した形（−（Gノー

−（Gl一玖1）（図12（1）○）とともに圧力ー歪相関項中の

鋸，一（島−￡））で評価し，代数化されていない

◎．．（1）（図12（1）□）も比較的大きな正の寄与をしてい

移流・拡散項の評価の際には，βざブはGGDH12）（βど∫＝

る．

告（0．22．互〈哀感〉
範 ∈ ∂、〉●￣￣

勧

））を用いて算出する．

5．1後方循環流域におけるノルマルストレスの移流・
拡散項の役割（図12，13）
まず，循環流域内を例にとり，ノルマルストレス輸送
方程式中の各項の分布を比較し，他項と比較したときの

また，水平面内の各項の分布（図13（1），（2））にお
いても鉛直面内の各項の分布と同様の傾向がみられ，循
環流側方のfreeshearlayerでは賞1，P；2（図13（1）（2）
△）は正，−（Gl一旦l），−（G2一哉2）（図13（1）（2）○）
は負となり，循環流内では旦1，鳥2は比較的小さく，

移流・拡散項の相対的な重要性を検討する．図12は立方

−（Gl一旦l），−（G2一上ち2）は正となる．また，循環流内

体後方循環流内の〈〟i2〉，〈〝㌢〉の輸送方程式中の移流・

の〈〟去2〉を増加させる要因としては，−（G2一上ち2）（図

拡散項−（G∫−βが）と生産項j㌔，圧力ー歪相対項◎姉），

13（2）○）が大きく寄与し，〈祝；2〉を増加させる要因とし

◎湘）を比較したものである．ただし，ここでは移流・拡

ては圧力ー歪相関項◎11（1）（図13（1）□）もー（Gl−β11）

散項は代数化されていない形で評価している．代数化さ

と同程度に寄与していることがわかる．

れた場合との比較は次節で行う．
循環流上部のfreeshearlayer付近では，移流・拡散
項−（Gl一斗l），−（G2一上ち2）（図12（1），（2）○）はと

これらのことから，循環流内での〈〝㌢〉の値は，循環
流上部や側方のfreeshearlayerで生産されたくu㌘〉が循
環流内に移流，拡散されてくる量に大きく影響されてい

もに生産項貧1，鳥2（図12（1），（2）△）と同程度の絶対

るといえる．また，循環流内の〈祝i2〉の場合，移流，拡

値を有し，賞1，昂2は正，−（Gl−β11），−（G2一銭2）は負

散によるfree shearlayerからの輸送とともに圧力ー歪

という関係にある．また，循環流内では旦1，残2は相対的

相関項中の◎11（1）を通じてのく〝㌘〉からの再配分の影響も

に小さくなり，ここでは−（Gl一旦l），−（G2一上ち2）は正

比較的大きいが，いずれにせよ，循環流内のノルマルス

の値をもつ．特に，−（G2一哉2）（図12（2）○）は循環流

トレスの分布に対して移流，拡散項は強く影響している
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0
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￠．鵬
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（2） く〝㌍〉輸送方程式

図12 ノルマルストレス輸送方程式の各項の鉛直分布（ASM，立方体後方循環流内）
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凶13 ノルマルストレス輸送方程式の各項の水平分布（ASM．立方体後方暗渠節付
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い移流・拡散項−（Cu−Du）とRodiによる近似一

結果が大きく変化するものと予想される．
まず循環流域内において，Rodiのモデル化による項
（図14（1），（2）×，図15（1），（2）×）と−（CどノーβgJ）
（図14（1），（2）○，図15（1），（2）○）とを比較する
と，循環流内では両者はほぼ対応しており，ASMの結果
（図8（3））をみると，この領域内で〈躍〉が相対的に大
きくなる傾向をおおむね再現している．ただし，床面付

（鳥一点）とを比較する．Rodiのモデルと代数化されてい

近では〈〝㌢〉方程式中の一笠（鳥−￡）（図14（2）×）

といえる注7）．

5．2 ASMにおける移流，拡散項のモデル化に伴う問題
点（図14−16）

上記のように立方体周辺の流れにおいて大きな役割を
果している移流・拡散項がASMにおいてどの程度正しく
評価されているかを検討するために，代数化されていな

の値が−（G2一銭2）（図14（2）○）に比べて小さくなって

力方程式モデ）t／（DifferentialStressModel，以下DSM）

おり，これがASMの場合，床面付近の〈〟㌘〉の相対的寄

の計算を始めた場合，計算初期に移流・拡散項の評価が

与を実験やLESに比べて過小評価することの原因の一つ

どの程度変わるかを示している．したがって，両者の差

であると推察される（図8（1），（3），（4），図10（1），
（3），（4））．ただし，この点に関しては，申設2）の取り扱
いの影響も大きな要因として考えられることは4．3節で

が大きい領域ほど，ASMの代数化に伴う誤差の影響が大
きく，ASMからDSMに方程式系を変更することにより，

⁝∴∴・二

ない移流・拡散項との差はASMの結果を初期値として応

L魁，0＝¶：ご‖ ：妄荒叫噂ミ○
匝鵬｝彗ち

包軋勘一叫
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（2） 〈〟；2〉輸送方程式

（1） く鋸i2〉輸送方程式

図14 ノルマルストレス輸送方程式の移流・拡散項の比較（ASM，立方体後方循環流内）
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図15 ノルマルストレス輸送方程式の移流・拡散項の比較（ASM，立方体後方循環流内）
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図16 ノルマルストレス輸送方程式の移流・拡散項の比較（ASM，立方体上方）
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指摘したとおりである．

謝

次に，コーナー上方の速度勾配の大きい領域をみる
と，一（月rl）（図16（1），（2）×）は−（G−βぴ）

辞

本研究の一部は文部省科学研究費重点領域研究（1）

（図16（1），（2）○）より絶対値がかなり小さくなってい

「LESによる乱流解析技術の確立」（01613007）による．

ることがわかる．く〝㌘〉方程式中のバランスをみると（図

記して謝意を表す．

（1990年11月13日受理）

16（2）），コーナー部上方で生塵項晶が正のピーク値を

注

示しているが（図16（2）△），−i警−（鳥−￡）（図16（2）
×）の値がきわめて過小となっているためらこ，ここで生
産された大きな〈〝㌘〉を上方や風下側に輸送し，この領

35

注1）筆者等の従来のLESの解析ではG＝0．1を使用して
きたが，その結果得られたゑの分布は立方体後方循環

では月．はわずかに負のピークを持つ（図16（1）△）．この

流上部のfreeshearlayer付近の値が実験に比べてや
や大きくなる傾向にあった（文献1）．今回はfree
Shearlayerと性状が似ていると思われるmixing
layerを対象とした半場等の解析（文献8）で用いられ
たG＝0．12を使用した．G＝0．12の結果（図2（4））
はCs＝0．1（文献1）に比べて屋上面からfree shear
layerにかけての々の値が減少し実験との対応はかな
り改善されるが，その値は実験に比べるとなお大き

部分では−（Gl一皿l）（図16（1）○）は正であり，負の賞1

い．この点に関してはさらに今後の検討が必要と考え

域の〈〟；2〉を減少させるという移流，拡散項の本来の役
割が十分評価されず，ASMでは昂3の大きな値がそのま
ま〈〃㌘〉の分布に反映し，実験やLESに比べて過大となっ
ているものと推察される（図9（3），図11（3））．一方，
〈〟i2〉の場合はく．〝㌘〉 とは逆であり，風上コーナー上方

の影響を減少させる働きをするはずであるが，一迎−−

ゐ

（鳥−ど）（図16（1）×）はこの部分の移流，拡散の効果を
きわめて過小に評価し，結果として，ASM（図7（3），
図11（3））の場合，風上コーナー上方のく〝i2〉の分布に
実験（図7（1），図11（1））やLES（図7（4），図11（4））
には現れない極小値が発生している．
6．結

（1）LESによる烏の分布は烏−Cモデルに比べて実験と

ている．

注2）LESによるチャンネル流を利用した境界層流作成の
概要を以下に記す．本文と表記を統一するため，本注
も月も，〈〟ゐ〉で無次元化した量で説明する．
（1）解析領域：6上）（弟）×3エ）（鞄）×2上）（鞄）（ただ
し，βはチャンネル半幅）．
（2）メッシュ分割：32（ズ1）×32（範）×42（∬。）＝
43008．
（3）境界条件：

①霊宝碧こ慧塁讐
｛

く甘心〉 ⊥仙．⊥．

の対応が格段によく，ノルマルストレス各成分の非等方

を課す．〕
J〕

的特徴もよく捉えている．この結果，屋上面の剥離部や

立方体後方循環流内の平均風速ベクトルも非常によく実
験と一致する．

（2）ASMの場合，烏一￡モデ／レにみられたコーナー部に
おける烏の過大評価はかなり解消され，屋上面の逆流も

⑨・壁両横界条件：

器孟㌫蕊諾孟諾蕊孟≡忘，
め推定．

（4）壁面摩擦速度とチャンネル半幅から定義され
るレイノルズ数丘g，rは5．6×104．βは立方体高

実験同様に再現され，結果はゑ一eモデルに比べてかなり

さ月ムの5倍（β＝5）とイ反定し，風洞実験におけ

改善された．

る模型高さの流入風速と壁面摩擦速度の関係

（3）ただし，屋上面や立方体後方床面近傍の女が過小
となる傾向にあり，この影響で屋上面の逆流域や後方循
環流内の床面付近の風速性状が実験やLESと異なる．こ
れは局所平衡を仮定して与えた壁面の言が不適切である
ことによる可能性が強い．
（4）ASMの場合，後方循環流内で〈鋸㌢〉が相対的に大

（〈〟りは〈紺♭〉の約13％（〈灯り＝0．13））を用い
て，この点g，了の値を尺gに換算すると，風洞実験
における斤gの値（8．4×104）と対応する．

（5）以上より得られた流れ場の平均風速プロファ
イルは0．5＜褐の範囲でほぼ実験（べき指数摘の
指数分布）と一致し，0．5以下では，多少低めの
値を示す（補図参照）．

きくなる傾向をおおむね再現しているが，立方体風上

本研究で示すLESによる立方体周辺気流の計算では，
各タイムスチップで必要とされる非定常な流入境界

コーナー上方の〈〟i2〉，〈〟；2〉の分布等，移流，拡散の影

条件として，各タイムステップのチャンネル流の結果

響の大きい領域におけるノルマルネトレスの分布に関し

を用いているが，高さ0．5以下でもべき指数減の指数
分布と正確に一致するように流入風速を多少調整し

ては風洞実験，LESと大きく異なる傾向を示した．
（5）また，Rapid項に対応するwallreflection項◎設2〉
を0とした今回のASMの計算では，壁面近傍におけるノ
ルマルストレスの非等方性が十分再現されておらず，こ
の点にも問題を残しているので，◎設2）を組み込む方法を
現在検討している．

ている．この操作は連続式および運動方程式を厳密に

満足させた流入境界条件を与えるという観点からは
多少の問題が残ると思われる．しかし，本研究では，
風洞実験結果と詳細に比較するために，流入境界条件
に関するLESと風洞実験との厳密な一致という点を
優先的な条件とした．この取り扱いによる流入風速の
35
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補正量はかなり小さく，解の収束性への影響はほとん

ど認められない．LESの解析で必要となる非定常な
流入風の作成に関しては今後さらに検討していく予

注7）循環流内では，く〟㌘〉＞烏＞く〟；2〉（図10（3））であ
るから，ここでは，表1（12）式からわかるように，

◎11（1，〜一（〈鋸；2ト‡ゐ）＞0，◎22（l，〜−（〈〟㌢〉一‡
烏）＜0となる．したがって，〈鋸12〉は◎坤）をとおして

定である．なお，チャンネルと立方体まわりの計算に

おけるメッシュ分割の相違に伴う流入風速の定義点

〈〝㌘〉からエネルギー再分配を受けているといえる．

の変更は，通常の直線補間を用いた．

注3）計算の初期ではASMの運動方程式も中心差分として
いたが，無視し得ぬ空間振動が発生したために，
QUICKに変更した．
注4）この大きな原因の一つは壁面境界における言が大き
すぎることが挙げられる．かどモデル，ASMでは壁面
第一セルの彪の値を輸送方程式を使って算出する際
に境界条件として表2（17）式の形で壁面第一セルの
言を与えている．この条件は壁面近傍で局所平衡を仮
定しているが，屋上面付近の剥離域や後方循環流域で
は移流，拡散の影響が相対的に大きく（図12〜16），

必ずしも，局所平衡は成立していない．このような領
域に局所平衡から導出した言を与えることにより多
くの誤差が発生することは避けられないものと考え
られる．

注5）建物中心軸上では流れの対称性から

∂く高〉＝0（ブ≠2），〈亮〉＝0
￣￣￣
∴

‥

＿
鳥≒−（〈〝i2〉−

旦
く祝㌘〉）
（20）
f㌔和

− 〈〟；〟；〉

∂く召丁〉
（21）

凡8

注6）今回のASMの結果では図3（3），図4（1）で示した
ように，屋上面の逆流域内の風速絶対値や速度勾配
∂く鋸1〉／aちがやや大きく計算されている．この影響で，

ASMの場合，屋上面再付着点付近やその後方におい
ても∂〈〝1〉／醜が大きめとなり，島中のシアストレス

に関連する成分筏8（注5（21）式）も多少過大となっ
ているものと予想される．一方，LESの場合もGを
0．1から0．12に変更したことにより，この領域の彪の

値が減少し，鳥の分布もかなり変化している．した
がって，Gの最適化を行い，Gの値が変われば，この
部分の鳥の値はさらに変化する可能性を持っている
と考えられる．

そしてこのく卯㌘〉は主に移流，拡散により循環流内に
輸送されることを考えると，◎11（1）による〈〟i2〉の増
加も間接的には〈以乙2〉の移流，拡散の影響を受けてい
るといえる．
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補図 〈録1（箱）〉のプロファイルの比較
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