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温度フラックスに局所平衡型のWETモデルを用いた

k-eモデルによる非等温室内気流の数値解析
StudyonBuoyancyEffectedRoomAirflowbyA-sModelSimulation

withLocalEquilibriumTypeWETHeatFluxModeling
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1.は じ め に

筆者らはこれまでに,等温1･2)ならびに非等温の室内気

流3･4)の解析に関して,k-E型 2方程式乱流モデルによる

数値解析の有効性を確認してきている.しかしながら非

等温の解析に用いられている乱れによる温度フラックス

両 の勾配輸送近似モデル(EVM)は,その精度に関して

異論が多い注l).これに対して勾配輸送近似モデルを用い

ずに石諦自身の輸送方程式を解 く優れたモデルとして応

力方程式 (DSM)および代数応力方程式 (ASM)5)があ

る.しかし,これらは方程式系とそれに付随する決定す

べき経験定数が多いことから取 り扱いの簡便さの点で

A-Sモデルよりも劣ると考えられる.このためk一gモデ

ルを主体 として,勾配輸送近似仮定よりも精度を向上さ

せたu,･Cのモデルが求められている注2).これに関して,本

報ではuieの高精度近似モデルとしてLaunderの提案に

よるWETモデルを修正したモデルを用いたk-eモデル

による数値解析手法を検討したので報告する6).

2.温度フラックスの高精度近似モデル

(局所平衡型WETモデル)

表 1に導出過程を示す.これは,温度フラックスuieの

輸送方程式で局所平衡状態を仮定し,さらにDSM,ASM

モデルで用いられる変動圧力相関項の近似モデルを用い

て導出している.もともとLaunderは温度フラックス等

セカンドモーメント輸送方程式の生産項の重要性に着冒

し,この項のみを取 り出してWETモデル7)の概念を提案

している注3).したがって今回提案した局所平衡型WET

モデルとLaunderのオリジナルのWETモデルでは数値

定数等に若干の違いがある.

3.解 析 概 要

解析対象は2次元であり図 1に示す.メッシュ分割は

40×40の均等分割メッシュを用いる.基礎方程式は表 2,

境界条件は一般化対数則による壁法則を用いるもので文
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図1計算対象流れ場(2次元 )

献8)と同様である.壁面における石語の境界条件は,検討

の第一段階として温度フラックスを一定値として与えて

いる.諸量は吹出口幅L｡,吹出風速U.および壁面流入温

度フラックスulβを用いて無次元化して示している注4).

検討種類は表 3に示す.

4.解 析 結 果

比較のためuZ･Cの近似に通常のEVM (渦拡散モデル ;

表 1(5)式)のみを用いたk-eモデルの結果をあわせて

示す.WETによる結果は表 1(7)式の第 1項のみを考

慮するものをWETl,第 2項 までを考慮するものを

WET2として示す.第 3項である温度相関項までを含め

たWET3は,温度相関項のモデル化に問題があり,解が

発散するため十分な検討を行っていない注5)

4.1 流線 (図 2):EVM,WETl,WET2の順に左側

の大きな循環渦の強さが強 くなっている.これは以下に

述べる浮力効果の評価の差に基づくものと考えられる.

全体的な様相に大きな差異は見られない.

4.2 ㊥(図3):加熱壁側の特に天井付近における温度

勾配がEVM,WETl,WET2の順に大きくなっている.

無次元温度の3.0のラインを見るとWETlによるものが

一番よく発達している.

4.3 盲薄 (図4):水平方向 (Xl方向)の温度フラック

スの値の分布 は加熱壁 および冷却壁 ともにEVM,
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表1　局所平衡型のWETモデルの導出

温度フラックスuz･Cの輸送方程式は次式で与えられる(分子拡散項は省略している)5).

響-Die- (正憲+詔豊･iEgz･p) ･苦豊
定常状態の( 1 )式において局所的に移流拡散が無視できると仮定すれば左辺の実質微分項および右辺第1項

(Dieはu,Cの拡散項)は消え,生産項(右辺第2-4項)と圧力･温度勾配相関項(右辺第5項)が釣り合う.

DSM, ASMと同様に右辺第5項の圧力･温度勾配相関項を次式で近似する5).

P′　∂β

p　∂Xz.

--ciel言bcie2古語慧･cz･e3 82gz･p･◎Te(1,

(2)式において右辺第1項: Rotta項,第2, 3項: Rapid項,第4項: Wall Reflection項と呼ばれる.

(2)式第4項は無視して, (2)式を(1)式に代入し, uz.Cに関して整理すると,

詔-吾lcel正憲+ce2古語豊+ce3両Z･p]

これがufβの高精度近似モデル(WETモデル)の原形である.

A-eモデルによる方程式系をcloseさせるために(3)式の各項は次のように近似する.

･第1項のuz･uhはEVMを用いる.

瓦- - yt (慧+普) +‡6ihk

･第2項のuheはEVMを用いる.

uhe-
zJi　∂㊥

68 ∂Xk

･第3項では扉の近似が問題となる.今回は扉の輸送方程式について,移流拡散のない局所平衡状態を考える5'.

02--cc4旦詔憲
£

( 6 )式のuheはEVMを用いる.

したがって今回のuz･eのWETモデルは次式で与えられる.

詔(-T,-一書lcel瓦(EVM,豊+ce2両(EVM,慧ICe3 cc4鼻面(EVM濃glβ]
E

(1)

(2)

(3)

表2　基礎方程式(A, eおよび㊥の方程式)

琵-孟〈 (y･言)叢〉･pk･Gh-e　　(8) Pk -yt(豊十豊)蟹　　　　　(9,

Gk --uz･0 g2･P (WETび,レ) or芸濃gz･p (EVM)　　　　　　　　　　　　(10)

告-義( (V+芸)農〉+cl言(pk･C3Gh,-C2宕(ll)欝孟(一両, (13,　yt-C考　(14,

C3-1.0(Gh>0) orO.0(Gh≦0) (Violletmodel) (12)　CJL-0.09, C1-1.44, C2-1.92, 51-1.0, 62-1.3

表3　検討種類

uieの近似方法 儖Xﾖﾂ�

EVM 廼dﾘ,ﾈ-ﾘ,�.h.仗�r�

WET1 茶r俾��c�ﾘ�,ﾈ-ﾘ,�.h.仗�r｣��

WET2 茶r俾��c(ﾘ�-ﾈ,X,�.h.仗�r�

WET3 茶r俾��c8ﾘ�-ﾈ,X/�ｭﾈ-�+ﾘｽ�rﾙJﾘ藝(ﾓR��

*1 1ユZ･CのGGDH (Generalized gradient diffusion

bypothesis)表現とも見なせる9).この場合にのみ

Cβ1-0.15とする.

WETl, WET2の順に大きくなっており,特に冷却壁側

においてその差が大きいことがわかる.天井および床の

断熱面ではWETモデルのほうがEVMよりもやや高い

値を示す.

数値定数5)

Cie1-3_0

Cie2-0.5

Cie3-0_3

Cβ1 -0.15 (WETl)

Cβ1 =0.25 (WET2,3)

C∂2 -0.25

Cβ3 -0.25

cc4 -1.6

♂♂　=1.0

記　　　　　号

U.･ : i方向の平均速度

u.  : i方向速度の変動成分

P′　:圧力の変動成分

⑳　:平均温度

o　:混度の変動成分

k　:乱流エネルギー

6　: kの散逸率

Z'L　:渦動粘性係数

g. :i方向の重力加速度

(ここではg2に負の加速度)

β　:体積膨張率(1/300)

GJ. :浮力による舌Lれの生産項

SL, :クロネッカーデルタは平

均操作を意味する

4.4　u28 (図5):鉛直方向(X2方向)の温度フラック

ス石詔は石万と同様にEVM, WETl, WET2の順に大きく

なる.吹出し口付近のメインシアー(∂U2/∂Xl)の大き

い領域および両壁面近傍の温度勾配の生じる領域でその
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(b) WETl

(C) WET2

(a) EVM

(ち) WETl

(C)WET2　(無次元)

図2　洗練の比較　　　　　　図3　温度㊥の比較

差が大きく, EVMとWETモデルとの差異が顕著に現れ

ている.これはWETモデルの適用によりEVMでは評価

しえなかった速度温度相関項と速度勾配による寄与分を

考慮したことによる結果である.

4.5　-Gk/Pk (図6) :加熱壁･冷却壁近傍において

Gk, Pkの両者とも値は小さいが, WET2の-Gk/Phのレ

ベルは10以上の領域が現れ, EVMに比べて顕著に大き

い.これはWETにおいて浮力による乱れの生産がEVM

に比べてより正確に表現された結果と考えられる.

4.6　乱流エネルギーk (図7) :EVMとWET2ではほ

ぼ類似しており室中央などではGkによる影響はほとん

ど現れていない.

5.ま　　　と　　め

2次元の室内空間を対象として, ul.Cに局所平衡WET

モデルを用いた非等温k-Sモデルの検討を行った.この

モデルは温度フラックスuieや浮力によるkの生産項Gh

をより精度良く表現しており,勾配輸送近似モデルを用

いたフラックスモデルに比べてuZleやGkを顕著に大きく

評価している.これらの結果はASM8)のそれに近く,

(a) EVM

(b) WETl

戟

(a) EVM

(b) WETl

(C)WET2　(無次元)　　(C)WET2　(無次元)

図4　uleの比較　　　　　　　図5　u20の比較

WETモデルは従来の勾配輸送近似モデルに比べて格段

に精度が向上したものと考えられる-.さらにこの局所平

衡WETモデルを用いた温度フラックス高精度近似k-6

モデルは簡便さの点でASMより優れているため,今後の

改良･検討により,より適用性の広いモデルとなること

が期待できる.　　　　　　　(1989年11月16日受理)

注1)浮力が働く流れ場では,浮力が乱れ(特に乱れによる拡

散輸送)に及ぼす結果は二通りある.一つは平均運動方程式中

に現れる時間平均された温度によるg㌔△⑳の項である.これ

は平均速度場(変型速度)に影響を与えてシアーによるk等の

生産項を通じて間接的にu.･ujやuie等の乱れ成分に寄与する.

いま一つはkやSの乱れの統計量の方程式中に現れる温度変動

成分による浮力の効果であり, kの生産項Gk(-uZ･egz･P)として

直接乱れの生産に寄与するものである.後者は直接乱れによる

運動量や熟流の拡散に影響を与え,浮力の働く流れ場の乱れ性

状に対し重要な役割を持つ.特にシアーによる乱れの生産Ph

に比べてGhによる乱れの生産が重要となる自然対流場のシ

ミュレーションでこれが重要となるlD).

参考図に示すような垂直加熱壁の対流熱伝達を考える. Xl

方向の熟伝達ulβを正確にシミュレートするためには,ここで

=JJH川川HH川川川1日川ll川川111日川‖日日]日日川日日川=川川日日川日日1日11日JIH日日日日HHl川HHI川1日日日IH]HIHH日日IlH日日川11日日日川
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の的, A, u12等の乱れ成分,そしてさかのぼればその生産過程

まで正確にシミュレートする必要がある.ここで浮力による乱

れの生産は重力と同じ方向のu2βのみが寄与する. u2βに関す

る輸送方程式(表1 (1)式)を考えれば明らかなようにu2βに

はX2方向の平均温度勾配∂㊥/∂X2のほか,多くの要素,特に

∂U2/∂Xl等が影響を与える.しかしこれを勾配輸送のみで近

似した場合,浮力による乱れの生産はX2方向平均温度の勾配

∂⑳/∂X2のみしか反映されない. X2方向の平均温度勾配が小

さい場合,たとえば壁面付近の温度が一定の場合など∂㊥/

∂X2≒0すなわちu20≒0とされ,浮力による乱れの生産が過

小評価されてしまう.これは結局,kおよびytを小さく評価し壁

から室内へ伝達されるXl方向の熟伝達u.Cを正しくシミュ

レートすることを不可能にしてしまうだろう.

注2)浮力が働く流れ場の異方性に着目して同様の考え方を

導入した相良11)や倉淵12)によるモデルも提案されている.

注3) Launderは古語等乱れの統計量のレベル(Wealth)がそ

の生産項(Earning)に乱れの時間スケールを乗じたものでほ

ぼ近似できるとした説明用のモデルに対し,この命名を行っ

た.これは財産(Wealth)はほぼ収入(革arning)に時間(王ime)

をかけたものに比例するという比倫によっている.

注4)今回の解析では,これらの代表量で無次元して得られる

数値を, (壁面からの温度フラックスによる浮力)/(吹出しの慣

性力)-gp(ule/U.)/(U.2/L.)- 1/3000とした.この数値は

ほぼ吹出風速を1m/S,吹出口幅0.1m,温度フラックス0.10c

m/S(108kcal/hm2), g-9.8m/S2, β-1/300とする場合に対応

する.

注5)表1(7)式第3項を付加すると発散し,解が得られな

い.その理由として以下のように扉のモデル化に問題があると

考えられる. β2のモデル化にはEVMが用いられている.表1

( 6)式のuheをEVMで近似すると扉は次式で与えられる.

扉-一cc4鼻面莞-⊆碧雲(莞)2　(15,
E

すなわち表1 (3)式からuz･e(WET)の第3項は

-cc3号扉gz･8--讐碧雲(莞)2gzβ　(16)

と評価される. (16)式は重力方向に温度勾配が生じれば,温度

勾配の正負にかかわらずu,Cが重力と逆方向に温度勾配の2乗

に比例して生じることを意味する.

次に平均温度㊥の輸送方程式(表2 (13)式)において扉に係

る項の重力方向(添字を2方向とするg2≠0)の拡散を考え

る.

孟(一面,-孟(碧雲β莞g2)莞(17,
(17)式のカッコ内は拡散係数に相当する.ここでg2(ここでは

負としている)と∂㊥/∂X2が逆符号(流れ場が安定)であれば

負の拡散を意味する.実際にはこのような負の拡散効果はuke

が温度成層により小さくなるので,それに伴って扉も小さくな

り減少する.しかし, EVMにより(15)～(17)式のモデル化を

行うとこの効果を正しく表現させることができなくなる.すな

わち,流れ場が安定であればこの温度勾配をどんどん助長する

方向のヒートフラックスが働き㊥の輸送方程式を安定して解

くことを困難とする.
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