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LESによる二次元角柱に作用する変動風圧力の数値解析
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2．2 流入乱れの作成方法（計算（Ⅰ−a），（トb））

1．序

計算（IlI）の流入風の作成方法を図−1に示す．準備計

近年，構造物の高層化・軽量化に伴い風による振動が

算として角柱周りの乱れのある流れ場を解き，ここで得

問題となってきている．このような問題では接近流（風）

られる流れ場の時刻歴をストックして，計算（1ⅠⅠ）の流

の性状が重要な意味を持つ．本章艮では，LESによる角柱

入条件に与えた．計算（トa）は，乱れを発生させる計

周りの二次元試計算において，すでに実験的に確認され

算である．角柱が千鳥状に並んだ状態を想定して，その

ている流入風の乱れが風圧力に与える影響1）の再現を試

最小単位である角柱二個を含む計算領域を選び，∬1・ズ2

みた．また，空力変動の再現に関して，二次元計算と三

方向ともに周期境界条件で計算を行った．計算（Ⅰ一b）

次元計算の結果を比較した．

は，計算（トa）で生じる角柱の直接的影響を小さくし
て後流の速度欠損を回復させ，乱れ分布を一様化させる

2．数値計算の概要

ための計算である．ここで得られる乱れ特性は，計算（Ⅰ

2．1検討ケース 本研究では，正方形断面の二次元角

−a）の計算条件により異なる．すなわち，乱れの強さは

柱を対象として，流入風を，（∋乱れのない（空間・時間

計算領域と角柱の一辺の長さの比，乱れの長さスケール

的に流速が一定）風とした計算（ⅠⅠ）・（ⅠⅤ），②乱れのあ

は角柱一辺の長さにより調節することができる．

る風とした計算（ⅢⅠ），の三ケースを行った．計算（ⅠⅠ）・

2．3 計算方法 LES基礎式を表−2に示す2）・3）．ここで

（ⅠⅠⅠ）はともに二次元計算であり，流入風の性状が異な

はレイノルズ数が充分大きい場合を想定しているため分

る．計算（ⅠⅠ）・（ⅤⅠ）はともに流入に乱れのない場合で，

子粘性は含めていない．また，二次元計算において，

計算（ⅠⅠ）が二次元計算，計算（ⅠⅤ）が三次元計算であ

Smagorinsky定数Csは，計算（Irb）で0．345，他の計

る．また，計算（ⅠⅠⅠ）の乱れのある流入風を作成するた

算で0．15とし［注1］，三次元計算（ⅠⅤ）では0．1とした．境

めに，（トa），（トb）の準備計算を行らた。表一1に

界条件は，∬2（∬3）方向が圧力差d♪＝0の周期境界，∬ユ方

各計算の条件を示す．

向の流出境界はiil，為に関してfreeslip（すなわち，∂／

本来，LES等の非定常流解析は，三次元で用いられる

勧1＝0）．ただし，計算（トa）の場合のみ∬1・∬2とも

べきであるが，ここでは，乱れの作成方法および乱れの

に周期境界．固体壁面境界には壁法則（指数1／2乗の

影響を検討するための試計算として，計算（Ⅰ）〜（ⅠⅠⅠ）

powerlawによる）を用いた．圧力緩和はABMAC法7），

の二次元計算を行った．また，角柱に作用する流体力の

差分スキームは空間に二次精度中心差分，時間にAdams

変動性状に関して二次元計算と三次元計算を比較するた

Bashforthを用いた．ただし，計算（IAb）ではx．方向

めに，流入に乱れのない三次元計算（ⅠⅤ）を行った．

の流出境界近くで移流項の差分に一次風上スキームを便

表−1 計算条件（角柱辺長Dで無次元化した値）

メユ

ケース
流入乱れ計算（Ⅰ−a） 2 乱れを作成
10．0×10．0
の作成計算（Ⅰ−b） 2 乱れ分布を一様化60．0×10．0
計算（II）
2 流入乱れなし 37．5×10．0
角柱周辺
2 流入乱れあり 37．5×10．0
計算（ⅠII）
の計算
計算（1V）

102×102 周期境界
（ITa）で得た模擬風
302×102
153×90 乱れのない風
153×90 （トb）で得た模擬風

3 流入乱れなし 32．9×11．0×2．0101×65×12 乱れのない風

＊東京大学生産技術研究所 付属計測技術開発センター

周期境界

iilil2：freeslip
ill毛：freeslip
面1亮：freeslip
i21ii2菰：freeslip

＊■受託研究員■（大成建設㈱技術研究所）
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用した．これは，流出境界付近の空間振動を抑えるため

Ll（integralscale（記号参照））が約1ADである．乱れ

である．計算（ⅠⅠⅠ）の流入境界に使用する流入風データ

成分に定数を乗じることにより生じる問題については今

の採取はこの部分を避けたかなり上流で行った（図−1

後検討する予定であるが，今回の計算（ⅠⅠⅠ）に関しては，

（2）参照）．

流入境界近くにおいて解の収束性が悪くなる等の影響は

2．4 メッシュ分割

ほとんど認められなかった．

（1）二次元計算（計算（ⅠⅠ），（ⅢⅠ））153（∬1）×90（∬2）

3．2 ＝次元計算 計算（ⅠⅠ）（Ilりともに，無次元時間

で約14，000，最小メッシュ幅を0．05Dとし，角柱一辺を16

f＊＝50〜214の間でデータを採取した．

分割（不等分割）した．』f♯（＝d托ち／♪）は1×10−4．

3．2．1風圧分布 計算（ⅠⅠ）（ⅠⅠⅠ）の風圧係数の時間平

均値〈Cp〉を図−3に示す．計算（ⅠⅠ）（乱れなし）は既

（2）三次元計算（計算（ⅠⅤ））スパン（∬。）方向長さを
2．ODとし10等分割した．角柱近傍のメッシュ分割は二次

往の流入乱れの非常に小さい実験9）（乱れの強さ約

元計算と同程度，その周辺ではやや粗くした．メッシュ

0．2％）と良く対応する．また，計算（ⅠIl）（乱れあり）

数は101（∬．）×65（∬2）×12（∬a）で約79，000とした．』州ま

よりも角柱側面の後方や背面で負圧がやや大きくなって

2×10￣4．

いる．乱れがある場合よりも側面・背面の剥離渦が強い
ことが示され，既往の実験の傾向10）と一致している．抗力

3．計 算 結 果

係数〈C。〉は，計算（ⅠⅠ）が2．12，計算（ⅠⅠⅠ）が1．97で

3．1流入乱れの作成 計算（ⅠⅠⅠ）に用いる流入乱れの

あった．

強さの目標値は，自然風の乱れの強さ10％〜20％である

3．2．2 空力変動のパワースペクトル 角柱に作用する

が，計算（Ⅰ−a）・（トb）により得られた乱れの強さ

空力三分力，抗力F。・揚力FL・モーメントMのパワース

は，主流（∬1）方向51％・主流直角（∬2）方向68％であっ

ペクトルを図−4に示す．図−4（2）中の○印は既往の実

た．乱れの強さを小さくするためには，計算（トa）の

験値1）である．計算（ⅠⅠ）では，いずれもいくつかのピー

角柱の一辺を短くして再計

‖一且〉の速度を転
入 「計算川11卯ための

算すれば長い．ここでは，

i首席をユトリク

便法として今後の工学的応

−、
．

．

口Xp

れの強さを小さくする8）と

l

l

l

口XD

国

た流入風の主流方向（∬1）
流速のパワースペクトルの

」√軋熊石向：周期瑞珊l

一例を図−2に示す．乱れの

丸 柑L几を作成1

強さが∬1方向17％・∬2方向

（l）計算（トa〕

23％，乱れの長さスケール

（

37，5D

10Dl

いう一，より簡便な方法を用
いた．本計算（ⅠⅠⅠ）に用い

／

−

〝1 ，〟2 に定数を乗じて乱

＼隠鮎許誤皿）
州

T

川心

用性も考慮して，乱れ成分

l（∫訪向のみ凋期境界）l

（乱れ分布を一様化）

（2）計算（トb）

（本計算）
（3）計算（III）

図−1 流入風の作成方法
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図−2 流入風のパワースペクトル
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クが認められ，これらは角柱後流に生じるカルマン渦の
4．結

放出周期に関連する値であると考えられる．計算（ⅠⅠ）
に比べて計算（ⅠⅠⅠ）では，これらのピークはやや小さく

①LESを用いた角柱周りの二次元解析において，乱れの

なめらかな形状となっている．これは，流入乱れの影響

ある流入（模擬）風を数値計算により作成し，流入乱れ

で計算（ⅠⅠ）ほど明確な後流渦の周期変動が形成されに

の有無が風圧力に及ぼす影響を検討した．

くいためであり，定性的には，乱れの影響が現われてい

②今回の試計算は二次元であるため，実験との厳密な比

ると言える．ただし，既往の実験にみられるような鋭い

較は困難であるが，実験で報告されているのと同じ傾向

ピークではなく，また，横軸ピーク位置も実験における

の流入風の乱れの影響が確認された．すなわち，乱れの

カルマン渦発生周波数0．13から外れている．

ない流入風では，角柱側面後方，背面の負圧が大きいこ

本計算後，実験値との対応をより向上させるために，

とから，乱れのある場合より剥離が大きいことが確認さ

壁面や角柱隅の境界条件を変更した計算を行ったが，二

れ，既往の実験と対応した．

次元計算においては大きな改善は得られなかった［注2］

③角柱に作用する空力のスペクトルに関しては，二次元

3．3 三次元計算 流入乱れのない計算（ⅠⅤ）の結果を

計算の場合，流入乱れの影響を定性的には確認できたが，

図一5・図−6に示す．無次元時間オー＝100〜264の間でデー

既往の実験の揚力スペクトルに見られるような鋭いピー
流入乱れ

タを採取した．ともに揚力FLの計算結果で，図−5が二次

計算値（ⅠⅠ）なし−一
計算値（nl）あり 一
実験値9） なし ○

元計算（ⅠⅠ）と比較した時刻歴，図−6が既往の実験値ユ）
と比較したパワースペクトルである．三次元計算では，
計算スパン方向が短く，スパン方向のメッシュ幅も0．2D
と大きいにもかかわらず，二次元計算に比べてスペクト
ルの実験値との対応が著しく改善される．これは，三次
元計算では，角柱側面渦の変動が，角柱スパン方向に拡
散するため，二次元計算に比べて，その変動量が小さく，

後流渦の周期的放出に対する影響が小さいためと考えら
れる．三次元計算と二次元計算の構造的な差異に関する
定量的な検討は今後の課題であり，別報で報告したいと
考えている．

流入乱れ
計算値（ⅠⅠ）なし 一
計算値（1n）あり 一一
美験値1） なし ○

図−3 風圧係数〈Cp〉の比較
（二次元計算の時間平均値）

nS〔n）

㌧・吊∴」り

0→10￣11（〕、−川

8￣翼

0￣3 1〔l￣■ 1口0 10

〔1）FD
図−4 空力三分力のパワースペクトルの比較（二次元計算）
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クは再現されなかった．
④これに対して，三次元計算の場合，揚力スペクトルの
鋭いピークがかなり再現され，実験との良い対応が見ら
れた．三次元計算の場合，角柱側面渦の変動がスパン方

らの値は，三次元計算によるもので，二次元計算にそのまま適
用すべきではない．二次元計算では，三次元（三つの）方向の
渦粘性のうち二次元分が基礎式により表わされており，残りの
一次元はfreeslipとして扱われていると考えて，これを補償す
るため一次元分の粘性を付加するという考えの下に0．10，0．23

向に拡散するため，小さなスケールの渦が平滑化されて

それぞれの値を1．5倍とした．

消えやすい傾向になり，スペクトルに明確なピークが発

［注2］具体的には，①壁面境界条件にpowerlawの代りに
generalizedloglawを適用する，②周期境界を用いている計

生するものと推定される．この点に関するより定量的な

算領域側面の境界条件において圧力差』♪＝0の代りに計算

検討に関しては別報で報告する予定である．
（1990年11月14日受理）

境界側面における流量（嘩速の積分値）を0とする，③角柱隅
における移流flux石．高を0とする，等を検討したが，大きな改
善は得られなかった．

［注］

［注1］Smagorinsky定数Csは，チャンネル内乱流では0．10，
格子背後の一様乱流では0．23が推奨されているが4），5）・6），これ

ただし，これらの検討過程において，実験値と対応しない要
因が多少明らかになった．計算値において実験値に見られるよ
うな鋭いピークが得られないのは，角柱後方に生じるカルマン

渦が周期的に放出されないためであり，この周期性を乱す要因
のひとつとして側面渦の時間的な変動の影響が挙げられる．二
次元計算の場合，風上隅における剥離に伴って生じる顕著な側
面渦の変動により，角柱後流渦（カルマン渦）の放出周期が乱
されている可能性が考えられる．

f■ 加0
（1） 二次元計算（ⅠⅠ）

〈記号〉
〟1：風速の3成分，i：方向（1：主流方向，2：主流直角方
向，3：スパン方向） ♪：流れ場の圧力（瞬時値） 九：壁
面圧力（瞬時値，九基準）れ：基準圧力（流れ場全体の平均
圧力）β：流体密度 び〉：変数／の時間平均 ′：格子平均
′ ：平均からのずれ（＝′−ぴ〉）点＊：格子スケール以下の乱

れのエネルギー 盲り：格子スケールのせん断歪 ゐ．：ズ．方向

のメッシュ幅 D：角柱一辺の長さ U。：流入平均風速
m：周波数 ≠書：無次元化時間（＝≠U。／D）』f■：無次元時
間刻み エ■：乱れの長さスケール（＝U。T一）T−：J凡dT
丘．：α．の自己相関係数，S（n）：パワースペクトル C。：風圧
オー 2（10

（2） 三次元計算（ⅠⅤ）

係数（＝Pw／（1／2・PU。2））CI，：抗力係数（＝F。／（1／2・PU。2））

F。：抗力 FL：揚力 M：（空力）モーメント
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