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1．は じ め に

乱流の数値シミュレーションにおいて，ゑ一亡モデルは，
その単純さ，および，数値計算の実行の容易さにより，

いるだけである3）．本速報の主要な目的は，高次項の重要
性を指摘し，特に，3次非等方表現項の渦粘性係数強度
の効果的な減少の手段としての利用により，烏−どモデル
の欠点の一つを改善することを提案するものである．

広範に用いられている．より複雑な二次モデル1）・2），たと

ラージ・エディ・シミュレーション（LES）法により生

えば，レイノルズ応力モデルは，レイノルズ応力の輸送

成されたデータ・ベースを用いた A priori なテスト

と拡散の効果をフルに取り入れているといった利点があ

は，3次の非等方表現が，壁の極近くを除いては，通常

るにもかかわらず，大規模数値計算に適用された例は，

用いられている経験的なVan Driest型の減衰関数7）の代

現在までのところ，少ないように思われる．電子計算機

わりに使える可能性を示唆している．passivescalar輸送

の能力の向上は，こうした傾向を変えるかもしれないが，

における同様な3次非等方表現の重要性は，すでに，堀

々−どモデルは，効率的な乱流シミュレーションの手段と

内8）で指摘されている．さらに，非等方表現と代数応力モ

して，広く用いられていくものと考えられる．しかしな

デ）L／（AlgebraicStressModelあるいはASM）9）との関連

がら，通常の々−どモデルは幾つかの欠点を持っている．ま

にも触れる．

ず，レイノルズ応力の渦粘性係数による等方表現に基づ
いた々￡モデルでは，レイノルズ応力の非等方性を表す
ことは不可能で，特に，レイノ／レズ応力のノーマル成分
を適確に予測できないという欠点は，モデルの応用可能

2．非等方表現の3次項とASMとの関連
スケール・パラメータに関する2次までの展開では，
レイノルズ応力は，次のように表現される：3）

性を著しく低下させる．次に，過去の多くの数値シミュ
レーション結果は，通常のゑ−￡モデルにおける渦粘性係

〈狗拘〉＝♂どJ〔‡々ニ‡雲〈（C−1＋Cで3）慧

数の強度は大きすぎ，散逸的すぎることを示しており，
モデルは，詳細な乱流の構造を予測することができな
いl）．最初の欠点を克服するために，レイノルズ応力の
（2次の）非等方表現が，Leslie2），Yoshizawa3），
Speziale4），等により導入された．これらのモデルは，乱

流強度成分の非等方性をある程度正確に予測できる

＋Cr脅）慧〕−Cリ雲（慧＋慧）
●＋雲〈？71慧慧十字（慧讐

＋慧慧）＋Cで3慧慧〉，

（1）

が4）・5），統計理論的には，この表現は，スケール・パラメー

ここに，坊は平均速度の第オ成分，点は乱流エネルギー，

タ展開に基づくDIA近似の2次の展開項中に見いだされ

￡はエネルギー散逸率を示し，Cレ，C−1，CT2，CT3等は，

る．詳細は，西島6）による解説を参照されたい．しかしな

定数係数であり，銑∫は，クロネッカーのデルタ記号であ

がら，この2次の非等方表現が導入されても，渦粘性係

る．この展開を3次まで拡張すると，1次と2次の項の

数，あるいは，レイノルズ応力と平均ストレインとの比

積から，下記のような注目に値する項が生じる：10）

例係数そのものには，何ら変更は生じない．非等方表現
は，数学的には，高次項まで拡張することは可能である

−ぎ〔cAl慧慧＋CA2監警〕（慧＋慧）■

が，非対称な管内流における応力の零点と，平均速度の

最大値をとる点の不一致を説明する項のみが指摘されて

（2）

（1）と足し合わせると，渦粘性係数γgは，実質的に
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＋〔董雲〈2（1一α）慧慧

炉‡cy…〔‡ゑ−‡去雲

＋（1−α−β）（慧慧

〈』∃辛（慧＋警）2
＋』謹呈（慧一驚）2）〕・

（3）

となる．（3）の第2項は通常正であり，渦粘性係数の強

＋慧慧）＋2β慧慧〉〕−（5）

は，乱流強度の2次の非等方表現に対応することに留意

ここに，手＝γ十2（1−α−β）／3である．ここで，非等
方表現（3）式とASM（5）式の類イ以性に注意されたい．た
だし，（3）式は，渦度に関係した項を含んでおり，レイ

されたい．CA．とC。2の理論値は，おのおの0．119，0．0424

ノルズ応力の座標の回転にたいする不変性を破ってい

である．ここで，非等方表現と代数応力モデル（ASM）9）

る12）．同様な展開手法により2次の非等方表現が得られ

との関係に言及したい．ASMでは，レイノルズ応力く鋸i

ることは，Rubinstein等13）によっても指摘されているが，

度を減少させる役割を果たす．ここに，［］括弧内の項

拘〉の輸送方程式を代数化して，次のようなモデル化を行

そこでは，渦粘性係数にたいする付加項については，まっ

う．

たく言及されていない．DIAによるアプローチでは，（3）
式の各項の起源を探るのは容易ではないので，ここでは，

く的拘〉至デ＝書ノー‡銑je−G言（〈的拘〉一‡萌ノ烏）

ASMに従ってたどってみる．ASMにおけるpressure−

strain項のモデル11）のチャンネ）t／流の直接シミュレー

一頭（慧＋慧）

ション・データ・ベースを用いた検証は，壁の極近くを
除いては，許容できる精度をもっていることを明らかに

−α（ろノー‡げ）

−β（βが−‡銑ノけ

した14）．ここでは，ASMにおける輸送および拡散項のモ
デル9）をラージ・エディ・シミュレーション（LES）によ
（4）

り生成されたチャンネル流のデータ・ベース15）・16）を用い

項，第2項は散逸項，第3項から第6項はpressure−

て検証してみる．このLESデータ・ベースの生成には，
下流方向（ズ）に128，壁方向（ッ）に129，横断方向に128
の格子点を用い，壁面摩擦速度とチャンネル幅にもとづ
いたレイノルズ数（斤g）を1280としてある．壁座標を以
下ッ．で示し，最初の格子点は外〜0．8に配置してある．図
1は，レイノルズ応力方程式中の拡散項のLESデータか
ら得られた値と，（4）式の左辺によるASMモデル値の分
布を示す．両者の一致は，〈的拘〉／烏の変化が大きい壁の極

strain項のモデル11）である．このモデ）t／は，実際上〈uiu，〉

近くを除いては良好であり，ASMにおけるモデルがある

の6成分が複雑にカップルしているので，数値的には通

程度信頼できることを示している．2次の非等方表現，
（5）式の［］括弧内の項は，（4）式の生成およびpres−
sure−Strain項に由来している．（5）式中の渦粘性係数は

ここに，

㍍＝−く祓−〈均〝↓〉
砧＝−〈ゆ豊−〈拘〟♪慧p＝島m／2・
である．（4）式の左辺は，レイノルズ応力の輸送および
拡散項にたいするモデル9）であり，右辺の第1項は生成

常〈〝f拘〉（0）の初期値を2∂臼点／3と置き，（4）式への反復
代入を繰り返すことにより収束させ解を求めている．こ
こに，右上の（）内の数字は，反復の回数を示す．ここ
では，この過程を解析的に追ってみる．反復を2回繰り

〈的拘〉（2）＝銑∫〔‡点−‡吉和−α一β）

雲（慧＋警）慧〕

SELβUO濁nヒ州q

返した後，く拘拘〉は次式のように表現される：

一〔〈去（1十去）夕雲一去堵（慧

＋警）慧〉（慧＋慧）〕

図1レイノルズ応力の（1．1）成分のバランス方程式中の拡
散項の分布．−：LESデータから得られた値，
一（4）式左辺によるモデル値．
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は，一般の場合には，レイノルズ応力の渦粘性係数表現

次式のよノうに書き換えられる．

叛（2）＝雲一管掌

とは合致しない．それは，（9）が，渦粘性係数と平均ス

P（1）＝芭雲（慧＋警）告

で提案されたモデルは，レイノルズ応力がこうした塾で

トレインの積としては書かれていないからである．ここ
（6）

書かれている．

すなわち，生成項と散逸項の不均衡が渦粘性係数に入っ

次に，（8）式の第2項の役割をチャンネル流で調べて

てくることになる．3回目の反復での渦粘性係数は，

みる．ここでは，ゑ−eモデルで通常導入されている減衰関

数
叛（3）＝芭雲一去晦（2）巴聖上

e

−か−α−β）2…；p（1）

（10）

ム＝一〈〝1独〉／C考告
（7）

・

にたいしての検証を行う．本速報では，前述のLESデー
タとの相関を調べるta priori′testのみを報告する．（10）

となる．ここに，

式のCγはチャンネル流において平均速度分布が対数則

P（2）＝−〈〃 〝閏〉（Z）

に従う領域で最小二乗法を用いて最適化したところ，
である．（7）式の第2および3項は3次の非等方表現を

0．07となった．これは，広く用いられている値0．094・5）よ

含んでいる．（6）式の場合と同様に，第2項は生成項と

りも小さい値となっているが，このこと自体が，エネル

散逸項の不均衡から生じているが，第3項は（5）式中の

ギー・スケールとしてのノーマル・ストレスの選択が望

恥項と∂坊／岩城との積，および，恥項と∂坊／軌との横に

ましいことを示していると考えられる．ノーマル・スト

由来しており，乱流強度の非等方性に関係している二以

レスの値はチャンネル流においては見よりもかなり小さ

上より，3次の非等方表現は，生成・散逸の均衡からの

く，この差異を補うため，小さなCyが選択されなければ

ズレと乱流強度の非等方性に由来しているものと考えら

ならなかったものと思われる．Cy′あるいはC尺は流れ場

れる．（7）式は，2次および3次の非等万乗現に加え，

によらない普遍定数になりうる可能性はあるが，C〃その

derivative skewnessに関係した4次の非等方表現も含

ものはそうではないと考えられる9〉．ただし，LESの行わ

んでいる．ここで，ASMは，平均速度の一階微分とその

れたレイノルズ数が比較的小さいことも原因の一つとし

積のみから成るのにたいし，非等方表現は，高階の微分

て考えられる．4つのケースの減衰関数たの分布を図2

を含んでいる24）という両者の重要な相違に留意された

に示した．ケース1では，〈〝1鞄〉はLESデータ・ベース

い．しかしながら，数値計算への高階微分の導入は，余

から得られた値を用いている．ケース2では，〈的〝2〉を

分な境界条件を必要とするため，実用上はあまり望まし

（8）式によって近似しており，Cγ′とC。。はおのおの

くないと思われる．

0．16，0．016とした．CA。をより大きな値に設定すると鬼は
負値をとる．CA3を0．016とすることは，Launder等11）のG

3．LESデータ・ベースを用いた検証

を約3．0とすることに相当するが，この値は，通常用いら

1次元の場合には，（3）および（6）は，
C乙…〔÷ゑ−CA3雲（晋）2〕・

れている1．5から2．5よりもやや大きめな備になっている．
（8）

となる．CA3を0．033とすれば，＿渦粘性係数中のエネル
ギー・スケールとしては，乱流エネルギーのノーマル成
分〈祝2勉〉を選んだことになる5）．Rodi17）はエネルギー・

スケールとしてノーマル成分を選ぶ一次元モデル
く〟1鞄〉＝−C月く鞄物〉

（9）

を提案した．ここに，Cガは定数である．このモデルの原
点は，〈的拘〉のバランス式中の生成項が−く拘拘〉∂坊／
aち−〈殉職〉∂坊／軌で与えられることにある．（7）式の
第3項は，同じ生成項に由来しており，ゐ以外のエネル
ギー・スケールの選択は，3次の非等方表現にこのよう
に反映されている．しかしながら，Rodiのモデル（9）

0

50
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γ十
図2 減衰関数f。の分布．−：ケース1，−−−−：ケース2
（（8）式），△；ケース3（（9）式），○：ケース4．
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ケース3′は（9）式を用いた場合で，C虎は0．21である．

欠点を克服することができる．非等方表現とASMの関係

ケース4は，Van Driest型の関数fl＝（1−eXp（−yJ

を指摘すると共に，渦粘性モデルをASMから得る新しい

25））2である．

アプローチを提案した．提案されたモデルは，チャンネ

図からわかるように，3次の非等方表現は，buffer

ル流においてLESデータと比較することにより，その妥

layerにおいて，渦粘性係数の強度を効果的に減少させて

当性を検証した．詳細については，HoriutilO）を参照され

おり，生成項が散逸項を大きく上回る領域においてLES

たい．また，本モデ）t／のLESにおけるSmagorinskyモデ

データと高い相関を示している．bufferlayerにおける平

）t／への導入18〜20）および，paSSive scalar輸送モデルへの

均速度分布を近似するさまざまな関数，たとえばSpald−

導入8・16）については，他の文献を参照されたい．

ing則1）を（8）式に代入することにより種々の減衰関数

公式が得られる．ケース2から4のうち，ケース3はLES

なお，本研究は科学研究費重点領域研究『数値流体力
学』の援助を受けたことを付記する．

データとbufferlayerにおいて最も良い近似を与える．こ

（1990年10月5日受理）

のことにより，ノーマル・ストレスがエネルギー・スケー
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