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F干論

第 1章

序論

本研究は、 LargeEddy Simulation (ほ5)と呼ばれる数値解析手法を用、、て建物周辺気

?えを対患とした解析を行、人高精次予測が可能となる LES解析手法を検討するとともに、

この手法が実用的iニ利用で主るため円技術を特立することを目的とするものである。この

ような史物周辺気流の千加l解析技術は、高崎建物周辺で発生するピル風、建物の換気

i且風、汚染物の拡散等の建築 ・都市環境工学に関わる諮問廷から、建物に作用する瓜荷重

や構造物の瓜採動等の建築桃i主エ学に関わる間延まで、多(の問題解明的基昼夜となるもの

であっ、その有用1生は極めて大きい ものピなる。

本研究でJfJいる数億解析手法は、計算機能カの向ょに伴い近年急速な進歩をi重け'てきた

ものである。ょの手法はこれまでに専ら用い句れてきた風洞実験に比〈、設定条件の任意

怯が，晶、、ことや流れの微細~1J.it.の詳初な解析が可能といった制点を有し、!JiU問実験に代わ

りうる手法として多〈の注目を集め、また実用イιへの検討もil!oんできている。

数値解析手法に (1大き〈分けてJえの 2つがある。 1つはjt体の逐拘を記述する Navier

Stokes (N-S)方程式を何ら特別な操作を沈すニとなしに そのまま直接的に解 ( Direct 

Numerical Simulation (DNS)ピ呼ばれる方法である。この方法は単純明快JLつ理想的な

ものであるが、実用よI;!i車周囲挽である場合が多い。もフ 1つは DNSの困総をえ月止するた

めの方法として提案されている‘乱;瓦モデルを導入した数値解析手法である。この方法で

t;t N-5方程式に平均化操作を導入しである程度スウ.-1レ町大きいj正体の運動のみに希自し、

小さいスケールの変動についてはi且当なモデル(乱流モデル)により表1且する。この苦L流

モデルを導入した数値解析手法はさらに、本研究で用いる LESとReynoldsAveraged N-S 

equatlon (RANS)モデルと呼ばれる方法の 2つに分けられる 。

このような数値解析手法を本oit;;tで取 り扱う建物周辺久，瓦解析に通用するこヒを考えた

場合、解析を因縁にする要因として主にJえのような間延点と特徴卓'挙げ句れるロ

①一 般 にReynolds数が大きい

②微々な流れf生状 を令む絡めて千五織な苦し流場てふある

③建物の存(j，_IJ'球界条件に大きく影響する

5 
序4晶

①のReynolds4'tが大きいどいう問題t;tゐらゆる意味て数値解析を図慨にする a この問題

は特にDN5の迎用を困総どする。 DNSで必要とされる計算4晶子数 I;tf.吐}下でReynolds款の

9/4乗のオーダーといわれており、例え 11、Reynolds数が106のオーダーの建物周辺気，克を

DNSの解析対主とする場令、必要な4晶子点数は10'3のオーダーとなる。このようなDNSを

実行することは、 1且(j，_の計算機資泌では到底不可能と言わざるを得ず、特4主的にもその'A

行のJti通しは:少な、、。従って、建物周辺気流のような一般にReynolds数の大きい流れ1量的

解析には.必然的に乱流モデルを用いた数値解析手J去の導入が余儀tくされる。

また②にす吋ように、建物周辺町;えれは建物前面における衝突、角部かりの剥車jt‘後方

の循環;況など徐々合流れ怯4えを合む極めて椛維 ~iえれとな る。このような;えれの解析が総

しいことは経験的にも忠治的にもよ(~，;，れたところである。建物周辺気，乱も始的とする

被幸jt乱J瓦場的解析にRAN5モデルに基づ〈数値解析手法を適用した場合、あf青皮の解1.>'1ヰら

れないことは数多〈報告されており、モデルの構造的欠陥等、機々な同組点IJ'指摘されて

いる。一方.昔u瓦モデルを用いた数値解析手法のもう 1つの方法である LESI;!、RANSモデル

に比べてモデル jt. 近似化円程度が小さしこのよう ~i主体乱流場的解析に有効な方法と

考えられている。

また、数値解析は計算機ょに {瓦怠的~有限の空間壱吉見けて行うものてあるため、建物壁

面などの物理的~・堤界以外にも解析空間壬制限するための~~物程的なJ:t~が存4する。し

かし、一般には計算負荷等の問越から解析笠間を広、、4質成にiえけることは倒糊である。そ

のため、建物周辺気;正解析では③に示すように建物の存&による流れ悦~えの変化がえ::!:J.t

;f(..まで影響される。従って 、平行平板流(チャン不ル，え)を始めとする単純な沈れ場の解

析で多〈用いられる周期境界条件の適用が難しし流入、流出境界に対しては特別主取り

級いが必要となる。特に流入境界条件の取 り扱いは図掛tになる。

以ょのニとを踏まえ生が匂本研究では、 LESによる数値解析手法を導入し、史物周辺気，足

解析の/ニめの高精/主LES解析手法、さらにあ精度LES解析手法を実用的に利用できるための

技術を略立する。本研究てはまず始めに、 LES解析で用い句れる4並々な計算条件を革統的に

変化させ、各計算条件が千iAH古JJ..にJ.，urす影響の詳知な検討を行う。最終的にこれらの総

令的な判断に基づいてあ精皮LES解析手法が巧L之される 。次に、このよう古島精d(LES解析

手法を実用的にや11司するために、大きなま批抵の1つとされる流入境界条件としての風速変動

(流入変鋤風)に閲する検討を行う.流入変動風を人工的に生成する手法を導入し、生成

された変動Sえを流入条件とする建物周辺気流のLES解析を行、¥流入変動車いりえれ場に及{正

す影響について検討する。ここで用いる人工的 な流入変動JB.は4並々 な流入JB.t創えを模擬す

ることができ、これを用、、たあ精皮LES解析手法は実用問題への幅広い適用が可能ヒなる と

考えられる。

本論文は以下に示す 6つの掌より格点されている。



6 

序til

第 1:tでは、』子;J.}ピして本材先的目的と概要が述べられる 。

第 2撃では、本研究でmいられる LESの基処方程式を始めとして 、LES-'(導入される

sub-grid scate (SGS)モデルの慨.f-h'説明される。SGSモデルに関して は、代表的なモデ

ルモ耳えりみげて導出方法からそのをデルの持つ利点・欠点、まで、筆宕の解釈を交えなが句

詳し〈述べられる。 ここに示される SGSそデルの幾っかは第 4:tにおいて建物周辺気流町

LES解析にilJ司さ h.千j仲!特度の検証i)'行われる。

第 31宇では、第 2章でt止明を行った LESの基礎方程式、 SGSモデルを用いて実際に建物

周辺気流を解析するために必要な数値計算方法i}'"見明される 。

第 4:tで 1.;1、第 2章、第 3章で述べられる数値解析手法を用いて‘苦しれのない一株}/JL中

に置かれた単体建物モデルの周辺流れを対象とした LES解析が行われる。本章での目的は

建物周辺気;尻島平析のためのあ精度 LES解析手法を球主昔ることにある。このために、 LES

肉 SGSモデル、計算修子、グリッドンステムの計算諸条件を系統的に変仏させた LESJ解析

を行、\各計算条件が干i時'Jr~皮にZいます彩響!が詳し〈検討される。最終的にこれ句の総合

的な判断に基づき、建物周辺気流

立される。

第 5j宇では、第 4章て"'/i之されるあ精度 LES解析手法を実用的に利用するために大きな

改組の 1 つとなる流入境界条件としての瓜i主変動 (~tL入変動風)に闘世る検討が行われる 。

流入変動瓜を人エ的に生成する技術を LES解析手法に導入し、生成された流入変動Sえを剤

いて第 4草と同じ淀物モデルの周辺流れを対象とし f三解析を行、、、流入変動瓜がJえれJ骨に

>>"1[1・お!!l'についての検討がltわれる。

第 6，宇では、本t骨文全体のまとめとして 、本研究で待られた!IX.釆と今後の課題が総括さ

h~ ， 

尚、 AppendJxに示す項目は本論文の本筋か句 I.l.多少、逸れるものであるが、本五'11"充のi主行

よ、問越とされたことをまとめたものである。

7 

第 2" LESの基破才位式l:5GSモデJtの慨事

第 2章

LESの基礎方程式と SGSモデルの概要

2.1 はじめに

本章では、本研究で行う建物周辺気;瓦解析の解析手法として用いる LargeEddy Slmu-

lation (LES)の基礎方程式、並びに LESで用いられる sub-grid5cate (SGS)毛デルに附

して述〈る 。 尚、本.!Qf;iLで耳~~扱う建物周辺気流は等i晶 ・ 非Æ錦町 JTLれを忽定しており、

この条件を前提として以下に記述を行う。

2.2 数値シミュレーションと乱)，'ff.モデル

;ぇイ本1且象(流体の力学的変ィι)においても、物.I.f.力学的一般法即lである質量 重症動y.

エネルギーの 3つの保存自，)/，)，成り立つ。イB.L.、;正れ場が等2Eて.~f圧縮のf生省を持勺場合に

l;t、賃金係存則と述J励金保存骨!の 2つにより流体攻L象を記述することができる 。流体力学

においては骨量保存則を表す方程式のことをi主続式と呼ぴ、 i重量骨堂伶4平日'Jをikす方程式的

ことを NavJer-Stokes (N-S)方程式E呼..}:.... これらはそれぞれ(2.1)弐と(2.2)式で示され

る。

duム=0
a蕊l

ðu上+旦hーと主+土ív~1
dt dXj pdxj dXj( dXjJ 

Uj 速度ベクトルの瞬時位 (i= 1， 2， 3) 

p 圧力の瞬時値

p 密度

(2.1 ) 

(2.2) 
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高 2牢 LES円基処方綬式1::SGSモデル町板暑

V 分子動十川生係数

(2.1)式ヒ(2.2)久は流体的検紙、また局，え・乱$Iiに関わらず6x.り立つものである。これら

の式の導出については流体力学の教H書(例え 1.1'、日野 1992) 等を参恕されたい

」章、法的には(2.1)式と(2.2);，えは積分すれば厳密解を符られることになるはずであるが、持

S'J >j: t，晶舎を除予、一般にこれらの解析的な積分は実行できな、、このため、これ』の方程

式系を解〈えめには、通常、数値的な近似法(首拡散仇手法)が導入される ε このように緋

l状化された方程式卓を数値的に解〈方法が数値シミュレーションヒ呼ばれるものである。

本求、車体欣4とされた基礎方程式に対して何ら特別な操作を施さず、そのまま亘挨解〈こ

とが理想的な方法である。この方法を DirectNumerical Simulation (直接数値シミュレ-

"/3ン DNS)と呼ぶ。しかし、“特別企:操作を施さないでそのまま長接解<..ためには.

流体に含まれる全てのスケールの渦を分解できるよ?に充分知かい離欽点(格子点)を設

ける必婆がある そのため‘DNSで委求される計算-Jlt1;1必然的に膨大なものとなっ、実用

」二1;1i!J司困苦jtな場令が多、、。乱流場を解析する場令、 DNSで必要な格子点数は紙算で

o (Re9f4) (Re: Reynolds (レイノルズ)数)である(吉浮 1988)。本研究で取 '1扱う建

物周辺気況を始めとして、エ学で興味の対象となる流れ場町多〈はあ Re数の流れであう、

1C'Jえl主、 Re救が 106のオーダーの建物周辺気流を DNSの解析対象とする場合、必要な4晶

子点4'(1;110'3のオーダーとなる。 このような DNSを実行することは、乳在の計算機ー_I!.C湖

てIH'JA不可lilと吉わざるを符ず、 4守4主的に bその笑行のJt通しは少ないa

これを克服するための方，去として、 DNSのように流体に令正れる全てのスケールの渦を

解析対象とすることを枚帯し、ある程皮スケールの大きい渦変動のみに積回し、小主いス

ケールの渦変鋤 l;tj且当なモデルを導入することにより数値解析する方法が提案されている。

これは‘ lじ校的大きなスケールの渦によ q構成される流れが解析対象であるな句 11文化の

仕方はある程fi!をやかであるか旬、多少‘松川計算オ晶子を用いても解析可能と考えるもので

ある。ニの特令、 i札れの占r... 足方程式;f..に対してアンサンプル平均や時間平均に基づ(平均

化操作、災い 1;1空間的生:フィルア操作(フィルタリング)によるす且礼仏といった方法か専

される 。 まf二、この|懸に小さいスケール的変動をま英撫するために用いられるモデルがい

わゆる舌LiiI'cモデルである.

7ンサンプJレ乎均tx.い 1.:1時間平均に基づ〈方法でffl'、られる乳J瓦モデルは Reynolds

Averaged N-S equationモデル(レイノルズ平均モデル:RANSモデル)と呼ばれる。代

表的なものに k-t型2方程式モデルがある。 k-EモデルI;1JJ!'エ学における乱jえ解析の中で魚

も広<-Il~的に i史われているモデルである。 k-eモデルやモの他の RANS モデルの具体的な

説明については、本論文の本筋から逸れるのでここでは省略する。詳し< 1.:1乳~m.解析の教

科挙(例え 11、数伎;え体力学編集委員会 1995)等を参照されたい。 k-(モデルを始めとす

る RAN5モデルは管内流ャ平板境界局流等の比較的単純な;瓦れ場内解析では多大な成功を

句 圃圃圃園田園 V司
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可12章 LES町並使方程式と SGS"j'ル的保t-

収めて 5たが、本研究で対象とする建物周辺気えのような被鰍乳流1骨の解析においては

械々な問題点が指摘されてさている(例えば、村よら 1991).RANSモデルで1;1ア ンサン

プル平均金{えいは時間平均堂)からずれた変動成分をモデル化的対草としているため、

後述する LESで用いる SGSモデルに比べて相対的にモデルイιの.flJ，tが大さ〈なる。そのた

め、 J並々な流れ性状が混在する複雑乱;瓦場において普追的なモデルを緋策することはそも

そも図様であるといえ、このことが多〈の問題を引き起こしていると考えられる

一方、基'Jt方程式手に対してフィルタリングを秘す方法で用いられる乱流企デル1.:1SGS 

モデルと呼ばれる 。SGSモデルとフィルタリングを施した方程式忌に基つ'いて乱，止を解析

する方法が LESである。 LESの概念1;1、計算格子で捉えられるスケールの変動成分について

は直接解析し、計算格子以下の小与なスケールの変動成分を SGSモデルによりモデルiιす

ると考えると分かりやすい(この概念については後述の 2.3.1.2にお u て再度論じる).こ

のように LESで用いる SGSモデルiH晶子スケール以下の変動成分も模擬するものであるか

ら、 RANSモデルに比べて相対的にモデルイとの度合いが小さ〈なる。従って、 SGSモデル1;1

RANSモデルに比べ、ょっ普退的なモデルを株築すること可能と考えられ， -iJl給量u札場の解

析に対しても有効に機能する二とが期待される。次節以降において、 LESの基礎方程式及u'

SGSモデルについて詳し〈解説してい〈こととする。

2.3 フィルタ 1)ングと LESの基礎方狂式

2.3.1 フィルタリンク'

LESでlJ~.m:.れ場の変数 f に対して空間的なフィルタリングを流し、 f を計~格子で解1阜

できる gridscale (GS)成分(或いは resolvablescale成分) [と、解1*-でさない SGS次

分(炎、、は unresolvablescale 成分)f"に分離して取り扱九

[(x;.I) = f(x;.I)+ f'(xi.l) (2.3) 

fが LE5で解析対象となる "Iargεeddy" であり、 f"がモデル化が必要となる未炉愛で

ある 。ニニで、[1.:1フィルタ関数G(x;-x;)を用いて次式で定義される (Leonard1974). 

f(XHl)=51:IGh;)似 桝 (2.4) 

尚、 (2.4)式l.i1次元フィルタ関数G(Xj-xi)を3方向に録したものと tっている。



J 0 J J 

耳ifi2章 LESの基礎方程式と SGSモデルの将乱要
~2 章 LES同基礎才程式ヒ SGSモデルの械暑

2.3.1.1 フィルタの鍾額

511G(Xt-xi)dxiz] (2.11) 

LESでj司いられるフィルタ関数G(Xj-xi)としては、(1)Gaussian 7ィル夕、 (2)top-hat 

71ル夕、 (3)sharp cut-offフィルタのヨつが一般的とされている.二れらの 7ィルタは

実空間 (物I単笠間)及び波数空間のそれぞれにおいτ以下のよ 7に示される 。

‘、.. 盲目回目回目回目回目回目回目回目
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e
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'
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(
 

・
G附守

-
数ル

民 (2.6) 

但し 、離散iι手法として有限差分法や有限体積法を用いて実空間よて LE5を行う埼舎に

は‘このよヲなフィル F関数の定式化についてはあまり重要犯されていない(但し 、後述

する SGSモデルにおいて 2:lf[7 1 Jレタ徐作岩'J.I1.れる場合、 2回目のフィルヂ操作に対して

は陽&!Jな定式化が必要である。 よれについては 2.S.2.4t 2.5.3.5で後述する )， これ句町

場令には、基礎方程式系を離骨文化することによ q笠間的な 711レタ効果"'J.且れるとして 、

時にはフィルタを定義していない場合が殆どである J 次精皮の中心差分を用いて」主役~U

式系の微分演算を鰍散仏近似する場令には、微分;寅算に対してi崇的に上記の Top-hatフィ

ルタの効釆を持つとされているが(森.l'iJ 1993)、これと l:.tJi. なる差分i止似をmいた場令の

フィルタ効来がどのように定式化されるかというニとについては特に明暗にされて IJいt

(1) Gaussian 7 I Jレタ

(笑空間) 恥中長士叶竺よ主~} (2.5) 

、、。

(2) top-hat 7ィJレタ 2.3.1.2 フィルタの4生~

(実i:r.lj)
7a 

l

'

nu
 

I
 

r
l
i
d
--
t
 

=
 

)
 

V
A
 -

V
A
 

(
 

G
 

qx; -x;J '" 6; 12) 

<!X; -x:! > d; 12) 
(2.7) 

LESで用い句れるフィルタは、一般に以下に示す位iltを持つ。

f..f (2.12) 

(波数空間) G(kl)= (2.8) f /"..0 (2.13) 

(3) sharp cut-offフィルデ

。"f anf 

iJxj iJxi 
(n l:.t微分の階教を表す) (2.14) 

(2.12)式ヒ(2.13)式において、 をアンサンプル乎均、 停をアンサンプル平均0・句のず

れと考えると、 (2.12)式と(2.13)式の関係は等号Eなる。これがアンサンプル平均に基づ{

RANSモデルピ LESの大きな達、、で、こ れらの関係が生じる分、LESのモヂルィι(5GSモデ

ル)の耳元 q扱いLl煩雑となる。但し、フィルタとして sharpcut-offフィルタを通用する場

令は特別で、(2.12)式と(2.13)式的関係が成り立たず等号となる 。尚、(2.14)式!;l71Jレタ

(実笠間) G(x，) = 
¥山、 i (2.9) 
πX; 

(;t教笠岡)
<! kd日 l'Ij)

(2.10) 
d kd >π16;) 絵作 E微分演算の互換性が成り立つことを示したものである。

ここで、正は Xj方向のアィルタ橘であり、計算裕子憾に対応づけられる。 kjは実空間の

Xj方向成分に対応する，式数空間ょの成分を示す.また、これらのフィルタは j丈3えを満たす

ように正規仏されている。

図 2.1は(2.12)式に示す関係ピ、同式の関係が等.!ifである場合 (sharpcut-offフィルタ

を用いる場合)を適当なi主l.Ituのエネルギースベク トルを用いて概念的に示したものである 。

前誌の 2.2では LESの概念を分かりやすく 1JL識するために"計算裕子で従えられるスケー

ー 圃_，、 圃圃圃圃圃圃 ' 
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エキ ~r -式、 ? f~ 

E(k) 

li'2芋 LES的基礎方程式1::5GSモデル悶祝婆

ρ合企グ前F分1;1uの 1回

7ィルタに対する SGS

i#.，分吾北す

ユj"‘*.-̂、 n.
E(k) 

cut-o仔，止教

11 A 

波数 k

依i点数ー : 高波書t

U. U t U 

1/t:. 

波数 k

(1)通常のアィルタを用いた場合 (2) sharp cut-offフィルタの場令

図 2.1 フィルタ J善作によるエネ ルギースペク ト ルの ~iι

Jレ的変動成分については直後解析し、裕子以下の小さなスケールの変動成分を SGSモデル

によりモデルfじする・とi主べたが、図 2.1(1)に示す ように、通常のフィルタ操作を行 った

除の SGS成分は cut-off波数より も 低，止欽の領主主、 ~r ち、 4晶子スケールよりも大きなスケ

ールの矧成においても処分存企する。従勺て sharpcut-o行 フィルタを用いる場令(図

2.1 (2)参照)を除き、正時な意味では上述の枕念I.;I:J!X.り立たな、、.この概念はあ〈まで LES

を商めに』旦解するために用いられているものである。

2.3.2 LESの基礎 方程式 ヒ SGSJミカ

(2.1)式と(2.2)式に示す造銃式と N-S方程式lζ対し、前節で述べたフィルタリングモ施す

と、 LES で用いる基礎方程式革、 ~r 1;，、(2.15)まえと (2.16)式に示す GS場の追挽まえと N-S方

程式市t符られる 。

(2.15) 

13 

第 Z章 LES 同基礎すtl.式ヒ 5GS モデルの悦~

du， + du;uJ = __!_ dp +ょ(v~亘L d"tij 

dl dx j P dx， dx; l dx， J dx; J ~ _." .--J ¥ V " J J vo J 
(2.16) 

τ，=UIU.-U:U Ij -""'P" j -UjLl j (2.17) 

(2.16)式に示す GSの N-S方程式における窓辺第 31買のτ"はフィ Jレタリング内乱穏で

(2.2)式の N-S方程式の移流1jj起源て'新たにJR.れる未知数である。この承知数は SGSt:.，カと

呼l.fれる 。SGSの苦しれによる GS場への影響1.;1:SGS応力%を通して組み込まれる 。

また、 τijは従永次のように分解して取り扱われて会た。

'" = L" +C‘+ R" J -IJ リ 'J

Lij==uiUj-古1百j

e". = iiu: + u:ii !， =U，U1+UlU ij，-UiUjTUjUj 

R" = u :u ~ = U;ll 'j -UiU j 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

ここで"，L'J' Cij1)..ぴRijはそれぞれ Leonard(レオナード)項、 cross(クロス)将及

び Reynolds(レイノルズ)墳と呼ば れるSGS1商である 。このうち、 L'jは GS点分Ujのん

で構成される愛であるから、 2重フィルタが陽に花されるならばモデルイtなしに評価で主る

一方、CijとRijはと もにSGS成分u?を令む量であるため、何らかのモデル1tが必4舎となる

ニれらの笠を GSの-i:に結ぴつけ、 (2.15)式と(2.16)式を閉じた方程式畢にする t，めのエ夫

がSGSをデ，)ングである a

2.4 SGSモデ ')ングにおける留念点、

LESにおける SGSモデルを構築するにあたってしばしば議論さ れることに‘(1)ガリレイ

不変則に基づく制約条件、 (2)GS場から SGS場へのエネルギー輸送株造の 2つがある 。本

節では£ず‘これら 2つに関して説明する。

2.4.1 ガ リレイ不変則に基づ< SGSモデルの制 約条件

(2.18)式に示す SGSt:.，カtりの分解を行 フ場合、 cross1画C'jヒ Reynolds1Ji RIj 1こ対する

そデルJt.が求イ氏限必要となるが、 その際の制約条件の 1っとしてガリレイ不変則 (Galllean

句 園田園F、圃園田冒ヲ
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第 2章 LES円基礎方程式1::SGSモデルの概要

Invariance)がある。ガリレイ不変則は全ての移動Ii:.様t;1二対して基礎方程式 IJ'不変である

といっカ学」ニの最も重要な基本原、皮肉 1つである。当然のことながら、 (2.2)式に示す N-S

方程式!lガリレイ不's:.罰'J:を渇えする。しかし、 (2.18)式の分併を施したτijを令む GSの N-S

方程式ではカリレ f不変則を，持たすためには制約条件が生じる (Speziale1985)。ニれ1:1.

"tijを構成する Lij、 Cij及ぴRijの?ち R;jl.i独立にがリレイ不変則を満たすが. L'JとC'Jt1 

それぞれ独立にはガリレイ不変則が係Fれず、日当宕の和 (L，， +C，，)として扱うことにより
ー り U

初めてが，)レイ不変則 1;'満足されるという制約である。従って、 SGSモデルを排築するに

際には L'jt: C，jのl有者を同時にモデルィιする、えいは同時に無礼することが必妥で、どちら

か一方のみを考成し ん場令にはガリレイ不変則は満足されな、、。

これに対し、 Germanoは SGS墳の各1買が私立にガ')レイ不変貝'Jを満足する τ，jの分解

(Germano decomposition)を提索している (Germano1986) 0 Germanoによる τijの

分解Ij以下のようになる。

"tij=Lij+CU
1
+Rijl 

L~ = ii，u: -u.u J -1-J 

c!~ = U，U'; + u:'百 -Etiw-uR百J -'-J -"-J -'-J 

R r~ Q; u ~u ~ - u ~ u ~ =U.U:-U:U: J -1 ~ J 

(2.22) 

(2‘23) 

(2.24) 

(2.25) 

、こで L~ 、 C~ 1J..ぴ R ~ 1.1、それぞれ修正 Leonard項、修正 cross域及び修正 Reynolds
リリ 'J 

1買と呼ばれる。 Germanodecomposition に基つ'いた幼合 、 ~JJiは それ ぞれ独立にガリレ

イ不変則をJ拾えするため、 i創刊の刊の分解で必要とされたガリレイ不変則に関する制約条

件はな(なる。をのため、近年ではこ れに基づいて SGSモデルを燐築することも多(_ILら

れる但しその一方で、通W'jの刊の分解や Germanodecompositionに基づ(1:'i何分解を

行わず . τ日そのもの白 1~えをモ デルィιの対露とする考え方 もある 。

2.4.2 GS場から SGS場へのエネルギー輸送株主主

GS場 から SGSJ骨へのエネルギーの輸送構凌 1 .:1、 SGS モデルの排築上、~ .:，には SGSモ

デルのf生能富子価において多〈議論 されるニとである 。こ ニで、 このエネ ルギー輸送排造に

附して虫色3呈してお〈。

まず、 GSの巡動エネルギ一 kGS (=(1/2)'ujUi)の輸送方程式を考え る。 kGSの輸送方程

式 1.:1. (2.16)式に示す GSの N-S方程式の両i互に Ujを乗じて整f呈することにより 、以下の

15 
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よ?に導かれる。

並立し空色~=_a_(_ü)J_".T.. ~"ðkGS) "a古川 町+-.，--- =-. -1-一一-Uiτii +νー~1_v ..:..:..L...:...:..L +τ .:.::.L
dt dXj dXj l fl -'-'J" dXj! iJλj dXj -'J dX

J 
(2.26) 

一方、 SGS円連動エ才、ルギ一 kSGS (=C1/2)"H =(1/2)'(石，-uiUi))の輸送械式1;1‘

(1/勾 UiUi (ここでは kFS t:表記する)の腕方程式にフィルタリング惜した(川口;

(ここては kFSと表記する)の輸送方校式から (2.26)式に示す kGSの輸送方程式を差 UI(

ことにより導かれる 。

まず、 krsの輸送方程式は(2.2)式の N-S方程式の両辺に Uiを余じて整法することにより、

以下のように与えられる 。

竺1三土色__d( 叩 ...dkFSi ..dUi du， 
E ーー一 一 一一，_，，-_..-
・ 一 l 一 一一-

iJt dXj dXj l p dXj) dXj dXJ 
(2.27) 

(2.27)えに対してフィルタリノグを秘すピ k隠の輸送方程式が(2.28)弐のように導かれ

る。

キ+121可(子(UjkFS -Ü)~'FS )+V守}-ぞ芸 (2.28) 

従って、 kSGSの輸送方程式は(2.28)王えか ら(2.26)式を 乏し引〈ことにょう次式のように

与えられる 。

竺 主皐単旦L旦箆i立正+10絹仰UJりJkSCiS巴
{一一←+一一-lいUi山kI'S弐 -u，k阿 -Uτ Jt刊旬ニ斗辺担込主L

0釦t dx列j a似x勺jI p P 、1'-"i) -1悶"'J/'. dx川Jf 
(2.29) 

(du， du， au， a百， 1 au: 
-VI一一ー-一ーム ー--'.ーム 1-"， ー ι

1 dx， dx・ dx，dx，l Q dx， ¥'''J V"'， V"'J ""J/ ."j 

ニこで、 (2.26)式に示す kGSの輸送方程式と(2.29)式に示す kSGSの輸送方税まえを比宇えして

みると、丙式の本i旦最終1買が同じ形であるがi主符号でJ.lれていることが分かる。これは GS

とSGS阿のエネルギーの事官i是率を表すも のであ り、この1買の存在により GSとSGS問でエ

ネルギーの授受:が行われる。 GSJ脅からえたとき、即ら、 kGSの輸送方程式に必いてはこの

項は SGSへ失われる エネルギーの散逸率を示 L、 -ESGSと表される.

句園田・・・・園田園F、・・・・・・・・・E2
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.." 
-ESGS =τりで1.=叫ん (対針生を考慮して、 τiJ'(duj I dx j) = 'ijSu) (2.30) 

_"J 

ミj=i(号+会) (2.31) 

一方、 SGSJ華から見.たとき‘即ち、 kSGSの輸送方程式においては kSGSを生産する役割を

担う 1耳であり、 九 と求される。k5GS 

P，..~.. = _'c.E.百ikSGS = -';jτ-=-τjjSU 
crx j 

フルスヶ-)vl1)運動エネ川一 kFs jutU1 

-\t~.笠L
a友 dx

j ''''J 

内部エ ネルギー

図 2.2 遂動エネルギーの輸送機構

(2.32) 
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PkSGS (ks俗的生産埼)1.>' jE.のときは、-ESGS (kGS町 SGSへの散逸平)が負となる1./'

らGSの運狗エネルギーがモの分減少する、つまり GSから SGSヘエネルギ一輪i乏がltわれ

る。このよ 7生・状況を forwardsca口er(エネルギーの順輸送)と吟~):。平均的に l .i forward 

scatter I}'生じていること h'多、、ピ考えられるが、局所的または瞬時的に SGSから GSヘエ

ネルギーが輸送されることもある巴ニの状況は backwardscatter (エネルギーの逆輸送)

と呼Uれる。backwardscatterは、境界局流の逐移迅手豆、さらには充分発達した功会等に

おいてかなりの領威 ・ 時間的な頻度で存在することが'íLtもされてきてお~ (例え If、Horiuti

1989， Piomelli et al. 1991)、これをどのように持JJ!.するかと川うことが SGSモデルの榊

築や怯能評価の際の大きな議論と 1うとなっている。

f昔、図 2.21;1: GSとSGS問のエネルギーの投交を 中心lこ運動エネルギーの輸i主ぬ株を図

示したものである。

2.5 代象 的な SGSモ デ ル

LESにおける SGSモデルとしては 1963年に Smagorinsky仁より徒索された

Smagorinskyモデル (Smagorinsky1963) Iニ始まり、近年内 dynamicSGS モデル

(Germano et al. 1991 等)に豆るまで、数多〈のモデルが提索されている。このヲちの

t買っbをSGSモデルの発展の革譜として1i:.2.1に示す。

2.2τで".i主べたよ?に、 RANSモデJルレでは k-寸E製

においては表 2.1に:示7示.l.たF殆吉とど，の SGSモデルを令め、 これまでに提索されているそデル1;1:

通常 0方程式裂モデル(代数近似製モデル)であ る.SGSのi重量勤エネルギー ksGSの輸送方

程式を解〈ことにより SGS1"-'カ%を与える 1方程式型 SGSモデル (Deardorff1980， 

Moeng 1984， Nieustads 1990等)や、 '0(Ljj+CIj=Oとして τIj=R;j)をモの輸送方位

式を解 {ことにより 求め る応力方程式型 SGSモデル (Deardorff1980， Schmidt et al. 

1989 ~手)なども気象分野を中心に検討 され て き たが、 一般にはそれほど多〈利用されて

、、な L、。これは、 0方程式製モデルの代表格である Smagorinskyモデルが計算安定性も合

的、多大な成功を~~め てき たことに よ るとよみが大さい。以下 ではこの Smagori n s ky モデ

ルを始めとして、代表的 ~ SGSモデルと して3且.tt.y(用い句 れている scale-slmllarityモ

デルや dynamicSGSモデルについて島特tし、 またこれらの SGSモデルの利点・欠点を艶J呈

する。

2.5.1 Smagorinskyモデル

前i阜の ように、 Smagorinskyモデルはそ の名の Smagorlnskyにょっ提索され た LESで

食初の SGSモデルであ る。 このモデルは Deardorffの Re数集1ft大のチャンネル流(乎行

、 、
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表 2.1 SGSモデルの発展の系持

. 1f;1世代 (1960年代): Smagorinskyモデルの主主場

1) Smagonnsky (1963) Smagorinskyモデル

2) Lilly (1967) Smagorinskyモデルの理論的裏付け

etc. 

- 第 2 世代 (1970 年代~1980 年代) : Smagorinskyモデルの改良 (staticタイプ)

1) Schuman円 (1975) 1方程式型 SGSモデル

2) Deardorff (1980) 1方程式型 SGSモデル、応力方程式型 SGSモデル

3) Bardina坦tal. (1981) scale-similarity (スケール相似剣)モデル

4) Yakhot et al. (1986) Renormalization Group (繰 り込み群:RNG)モデル

5) Yoshizawa (1991) Two Scale Direct-Interaction Approximation 

(2スケール直挨相互作用近似 TSDIA)モデル

εtc. 

- 耳'J3世代 (1990年代). dynamic SGSモデル町会場 急速な普及

1) Germano et al. (1991) dynamlc Smagorinskyモデル

2) Lilly (1992) dynamic procedureのF主良

3) Zang et al. (1993) dynamic mixed SGSモデル

4) Vreman et al. (1994) dynamk mixed SGSモデル (Zangらのそデルの改良1

5) Salvetti et al. (1995) dynamic two parameter mixed SGSモデル

6) Horiuti (1997) dynamic multi parameter mixed SGSモデル

7) Yoshizawa et al. (1996) 非平衡渦粘性型 dynamicSGSモデル

etc. 

手紙M;え)の LES解析 (Deardorff1970)に始まり、 禄々な乱;足場の LES解析において幅

広〈用、、句れてきたものであり、 SGSモデルの最も基本的なモデルとなっている。

2.5.1.1 Smagorinskyモデルの導出

Srnagorinskyモデルではまず、 SGSt<，力引jを構成する Leonard噸 Lij、cross1Ji CiJ， 

、園圃・・・・・圃園ザ司
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Reynolds 1買Rりのうち Lijとらはお互いに打ち消 L令う宮市泉があ ')、両者を合わせて鳥況

できる (Lリ+Cij同日)とし、'tljはRijのみて代表されると仮定する.さらに Rijは、分子特

性vによって生じるせん断応カピi主皮勾配の関係式とのアナロジーから、 SGSの渦均粘11.1手

数VSGS壬導入し、 GSの速度勾Ili?(盃み迭皮テンソル) Sij 1こ比例するものヒしてJえ3えのよ

?にモデル{ιする。

τ iJ 崎 町 ~~可=-2"SGS (2.33) 

(2.29)式的 VSGSt.i以下のよう に導かれる. まず、 SGSの代表物理量として SGSの足Ht.エ

ネルギーkSGSの粘性散逸率久 ((2.29)式の右辺第 21m とグ 1)."トスケールEをi韮J・と、

次元解析か句次式の関係が符ら れる。

VSGS = ε;ハ (CS~l I3 (2.34) 

ここで、 CsはSmagorinsky定数 と呼ばれ、Smagori円skyモデルに1且れる唯一のモデル

定数である。また‘ 且は一般に

';¥=(d，I，"d，)旧 (2.35) 

ι. i方向の格子幅

とする ことbヲ弘、 九 については、 (2.29)式に示す kSGSの輸送方程式に対して生産 .jl'(1阜

の局所平~j、 ~r ち、 k sGS の生 1.1ìi PkSGS (=ーτij内)と E.の釣 q令いを仮定して次式で与え

る。

Ev = P kSGS = -LijQij (2.ヨ6)

(2.36)式を (2.34)式的 Evに代入 し、さらに% を(2.33)式で近似すれは V50S1;1(2 37)}::て

与えられる.

"SGS = (CS~/同 (2.37) 

|司=(2事J)"2 (2.38) 
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(2.37)式の Ysos~ fflいて (2.33)式により刊を近似する SGSモデルが Smagorinskyモデ

ルである。 iliJ.(2.33)式 I こ1且れる Rij の対角成分 Rはは、 Y50S と t>.~用いて Jええ解祈により

代数的に与えることもできるが、通常は(2.16)式的右辺第 11覇に示す圧力項に令まれるとし

て時に取り扱わないI号令が亨札、

表 2.2 i!XA主的研究における各種乱流砂に対する Cs他

2.5.1.2 Smagorinskyモデルの向通点

〉えれ場の3往!類 研究者 CsII直

Deardor仔 (1970) 

(1 )チャノネ Jレ?乱 Schumann (1975) 0.1 

Moi円ーKim (1982) 

(2) 自由せん断，瓦 Biringen (1981) 0.2 

(3)等方位苦し流
Clark et al. (1979) 0.17~0.19 

Mansour et aJ. (1979) 0.19~0 .24 

(4)大気JjU下層

Deardorff (1972) 0.13 
中立

Manson (1989) 0.2 

不安定
Deardorff (1972) 0.21 

Manson (1989) 0.32 

安定 Manson et aJ. (1989) 0.13 

Smagorinskyモデルは等方f生乳J紅やチャンネルJえ等の」争処せん断乱iえなど、各殺の基本

的な苦u主j暴に通用され、 k-&モデルを始めとする RANSモデルとの比較において多〈円成功

を収めてきた。正た、{是迭するように Smagorinskyモデルではエネルギー輸送が GS1;・句

SGSへ向か つて行われる forwardscatterが常に仮定されているため、計算を安定に行つこ

とができるという利点も持っている。しかし、そのモデル仏が単純~渦粘他近似(勾配拡

散近似)に準拠しているため、本1iJt'JLで取り扱う建物周辺町ょっな抜雑乱流場に迎用する

には幾つかの問題点b・ある。主なものを以下に示す。

(1) 5magorlnsky定数Csの最i!化が閣総

C
s円値は Kolmogoroffの-5/3乗のスベクトル買1I (E(k)= 口ε 213k-~ !3 (日陶1.5)， 

Tennekes et aJ. 1972) に基づき法論他として算出すると 0.2程皮とされている a 一株等

方r.HL;f.tの LE5解折においては ζ の値がほぼ:l'k;&値と考え句れているが、千令ンネ 1レiAlや

王u瓦，昆令織でl;l大きす γ、それぞれ 0.1，0.15程皮肉他が良いとされている 。 二れにPI.l..ら

ず‘えれJ暑に応じて Cs1;1 0.1から 0.25.f!皮まで様々な位が用い句れて いる鴎 Z正1主の研究

において各級乱iえ場解析で用いら れている Csの他を表 2.2に示す.

手純な i乱れ十以えの乱;札場であれば、 Cs の ~1進協同決定(;i比校的容易であると考え句れる

が、本研究て解析対象とするような工学的に興味のある抜鈴乱訴し場においては、通常各t主

流れt主4えが混aしており、 Csのiti主催を決定することは非常に困難な問題となる。

(2)壁近1母で滅求問教の併用が必婆

(2.37)式で評価される旬SGSはi主度勾配の大きい壁面近傍で{孟をi邑大評価し、このままで

は佼近傍の YSGSの減衰効』止が表現できない。このため、 i通常は VanDriest聖!の淡笈関数

(damping function) f
l
• (Van Driest 1956) 

V5GS = (Csd:)2同司、GS= (C叫 )21司 (2.40) 

しかし、ニのよ?な滅求関数が被維乱流場て'妥当性を持たないこヒは数多〈指摘されて

いる.1911えは、剥総長やJ号付着点のように U.= 0 t官る場合、 (2.39)式より fμ=0となるた

め、 (2.40).;えから壁から鯵れたところでも "SGS= 0 となる領土えが1且れ、実1且~とは異なる併

を与えることになる。

(3) backward scatter効求が表JJLできな、、

2.4.2で述べた GS1:: SGS同のi主動エネルギーの輸送緋造を Smagorinskyモデルの場合

について考えてみると、その輸送手ーτijSoj (PksGS' -&SGs) は

)
 

Mおρ
 

/
 

+
n
 

v
A
 

(
 

n
y
 

x
 

p
 i

 
f
 

(2.39) 
-4jzhdR)ZE(CJ 同3 (> 0) (2.41 ) 

x~ . ::lli係 (=u.'Xn!V、 11. 壁面摩擦毛皮、 Xn: littl告か句の距離)
により常に.iE.となる。つまり、 Smagorinskyモデルでは逐動エネルギーが常に GSか旬 SG5

へ輸送される forwardscatterが仮定 5れていることになる 。数値解析上ではこの条件は計

算安定化条件として機能することにな f)、この吐デルの利点の 1っと k勺ている。し かし

2.4.2でi邑"":'1とように、実際の苦Li乱場で1:1局所的または瞬時的に backwardscatterが生 じ
をグリ y トスケールEに乗じて "SGSの補正を行う。

ー 、 -
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るニとb・6在認されているが、 Smagorinskyモデルにおいてはこの状えがモデル仏に会〈反

映されtいことになる。またこれに伴、， Smagorinskyモデルでは GSからの SGSへのエ

ネルギー輸送をしばしばi最大評価する。

上tLの 3つを五とした Smagorinskyモデルの FJl越点をえ服するために、これまでに幾つ

かの SGSモデルが提案されてきた。以下に示す SGSモデルもそのやに合まれるものである 6

2.5.2 scale-similarityモデル

Smagorinskyモデルと問品まに、 SGSモデJレとして多i1羽いられているモデルの 1つに

Bardina 句により 4足索された scale-similarityモデル(スケール相似目IJモデルまたは

Bardinaモデル、 Bardinaet aJ. 1981， 1983)がある。 scale-similarityモデルでは

Smagorinskyモデルで用いている渦粘位i丘イはの仮定は用いず、GS成分のうち SGSとの没

界的波数 (cut-o仔波紋 J，"i.)近傍の成分と、 SGS成分のうち同じ( cut-off波数近傍内

成分はその他4えが類似するという scale-simllarityの仮定に基づきモデル仏を行う。

2.5.2.1 scale-similarityモデルの導出

よず、 GS成分 U;のうち cut-off波数近傍の変動成分1:1、 Ujにさらにフィルタ')ングを施

したよりま立やbに変動する成分百sと百iとのli.(Uj -ii)により抽出することができると昔

る.また、 SGSh'1..分uJのうち cut-o仔波数に近い波数の変動点分は u:・にフィルタリノグを

北 L10 ~で与えられるとする。 s cale→imilariry モデルではこれ句ゲ等し いと考え、次式

に示す聞係がl#..~iLっとする。

“一-tJ:' =u， -u 1-"'1 ....1 
(2.42) 

このようなっィルタ回数に応じたスケールの変動成分の扮出 lこ閉して Bardina句は図

2.3のような図柄ーを行勺ている。

(2.42)式の関係に必つ・5、crosslJi Cij 1:: Reynolds lJi Rりをモデル仏すると以下のように

なる。

Cij = u，uj + ujuJ
信 CcfUj(iij-Uj)+ (uj -Uj)Uj) (2.43) 

R;i = U ~U ;-CR(Ü; -U;)σJ-ii) 
(2.44) 

ニこで、 CcとCR1;1モデル係数である。このうち、 Cijlこ関する係数Ccは:/]'，)レイ不変

高2軍 LESの基慢す程式l:SGSモデルの慨委

u， -u・=u7 -， ~ I U; -1I 
B ・

鴎 2.3 フィルタ回数に応じた乱流場の分離 (Bardinaet aJ. 1983ょう)
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骨Ii-考J!すると Cc=Jである必要がある e 一方、 Rijl.l:ガリレイ不変則の寄与イ'卜に制約される

ことがtいので、 Rijl二関する係数CRの位は自由に決定することができる。但し、 scale-

similarityモデルでは一被に CR=1とされる 。 CcTCR =1とし、 (2.43)式ピ (2.44)式を

(2.18)式に代入すると 5cale-similarityモデルに基づ<SGS応力刊 1;1次式て与えられる

tり=百円 -UiUj (=Lij) (2.45) 

2.5.2.2 E モデルの別の解f凡

(1) Germano decompositionに基づ(scale-similarityモデルの位毘づけ

(2.45)式に示す scale-similarityモデルによる刊の定式仏は、 (2.22)えに示 1-'t，]の

Germano decompositionにおける修正 Leonard項 Lijの形 ((2.23)式)に対応する.従っ

て、 Germanodecompositionに基づ〈と、 scale-similarityモデルはτ をじ"のみに代表
']り

させ、修正 cross項 Cij及ぴ修正 Reynolds項 Rjj'はともに Oとして制旦しているモデルと

考えることもできる。尚、 Germanodecompositionでは各項6'1虫立にガリレイ不変則を

満足するので、この考え方からも scale-similarityモデル1;1ガリレイ不変調，)を，荷えすること

が分かる。

(2) Shahらによる scale-similarityモデルの解釈1::de-filterモデル

Shahらによれば、 τ')の定義式 ((2.17)式)におけるトータル (GS+SGS)のi主皮成分u，

壬GSのi主/主成分Ujに毘き換えているのが scale-simJJarityモデルであるど Lている (Shah

ー 圃圃圃圃園田園田ド司圃圃.圃圃園田冒'
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etal. 1995) 

U 向 u-， 

第2f. LES的基礎方程式tSGSモf'l~の悦要

"Lij=UIUJ-UjUJ :::今't1j= UjUj -UjUj 

(2.46) 

(2.47) 

さ句に Shah らはよのょっ~解釈に基づき、 sca l e-similarity モデルのあ精度拡係モデル

を波常している。ょのモデルでは、 (2.46)式の代わりに百iをUj(侠宜上、以下u?と表記す

る)の Taylor及聞にょっ与え、抗告白の Ujか ら険的に求めた u ~ を"tjj を 構成する u j に代入す

ることにより τ'Jを算出 する。

~ u: τ=U:U:-U:U; :::今 τ=u~ u ~ -u ; u :lJ - I ~ J -1-1 -IJ -1-J -I-J 

-.. -，・-ilu， _ 
d・

Uj

U I 匂 U ~ + C1
ーよ+Cιー2 ".2 aXj -dxi 

(2.48) 

(2.48)式に示す Taylor及同は 21暗微分場までを求示 している。また、 (2.48)式は 1;ええ

で#えた場合てあり、 3次元で考える 場合には成りの 2方向に対しても同株の操作 を紘す

よとになる。 C，と C2は7 1ルタ 附数にt<， じて定まる係数である。ここでC1=CZ=Oとすれ

ば scaie-simllarityモデルになる.この意味から、ニのモデルでは(2.48)式の;6'i星第 21Jit

第3羽の部分が Germanodecompo引tionのcijとRijのモデル{ιに対応していると考え

ることもてきる。

このおlのモデルはそのそデルイLにおいて、形式よ、町 内フィルタを Pトす操作 I}'組み込ま

れることから、 de-filterモデルと 呼ばれるこ とも ある。

2.5.2.3 scale-similarityモデルの利点 欠点 とmixedSGSモデル

ニこで、 scale-similarityモデルに おけるGSとSGS同の運動エ 平ルギーの輸送株主主を考

えてみる。Smagorinskyそデルの峨令に1.1'tijと盃みi!1J(テノソル s，jの主軸の一致。z仮定さ

れるので、 GSt SGS閥的エ平Jレギー輸送率ーτjsijが正 となる forwardscatterが常に生じ

る (2.5，1.2参民主)。こ れにすナし、 scale-similarityモデルでは、 (2.45)式に示されるように

ち1ヒミ1
の主軸の一致則正定 していな いので、 -1:ijs，jは五億に も負 値にもなり、 backward

scatterを表J，II.するよとが可能どなる。この点1.1、 このモデルの Smagorinskyモデルから

の大きなE丸善である e

しかし、 scale-similarityモデルでは cut-off波数近傍の領域 (図 2.3の rransferflow 
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field)を対象としてそデルfιがなされているため. cur-off波数近傍の SGS成分に刈して

l .1 i亙切なモデルヒ考え句れるが、ょ~ i島波数の SGS，;;.分のモデJレとして l;t問紙1)'1，長る。こ

のことは、図 2.3に示す smallerSGS flow fieldに立すする.1:デルィιが考応 5れていないニ

どや、 Germanodecompositionに基づいてニのモデルを解tえした場合に、より i高，止数同

点分の寄与を示す Rt ゃc:rも無視されているとい 7 ことか句 L 直恵的にJÆ~!j.できる 。 この
ため、このモデルではあ波数で生じるエネルギ一散逸を充分に核擬できないといヲ欠点が

拾摘されている。またこれに伴い.lIil剰な backwardscatterが生じる問題点 L指摘されて

、、る。これらの問題点を 宙遊するため、 scale-similarityモデルを用いる際に Ij、一般に、

(2.49)式のょっにエネルギ一散逸を保証するモデルとして Smagorinskyモデルを導入し‘

これを併せてrn，、るよと IJ'推奨 されて いる(Bardi円高 et品1.1981， 1983， Piomelli et al. 

1988， Horiuti 1989)。

九十 内 =同-jbij山 -2vSG品 (2.49) 

このモデJレは mixedSGSモデルと呼ばれる. ~告 、 m ixed SGSモデルt:iGermano de-

composltlonに従えば、 LiJを陽に計算し、 c;;ヒRijを令わせて Smagorinskyモデルて ui
似しえと解釈することもできる。

2.5.2.4 scale-similarityモデルにおけ る2重フィルタ操作の定式化

刊のモデルとして scale-similarityモデルを用いる湯令には(2.45)式に示すょっ lニ2主

のフ ィルタ操作が1且れ る。2.3.1.1で述べたように、 有限五分法や有限体検法をmいて LES

的基礎 方程式革 を離散仏す る場合、 1回目 のフィルタ操作に対しては除的にその虫出身tlJ'.tヒ1且
される と考える こ どが~ ぃ。 しかし 、 2 重 フィル F操作に関し ては何 ら かの方法を用いて崎

!こ モの操作をえ式イもす る必要があ る。このフィ ルタ操作の定式化については後つかの域紛

があ るが、 一般には以下に示す Taylor及聞に基づ{定式化 (Clarket al. 1979) I)'Jflいら

れる。

まず、 1重フィルタ線作他Uiに対し、 (2.50)式に示す Taylor及附を考える。尚、以下で

は簡単のため 1;ええで考え るものとす る。

町Xi)=UTi)+(Xj-X:)盟 主J+(xi -Xi)2 . a
2u;年.LL+O{(χj_x:)3) 

21 axt " ， (2.50) 

2重フィルタ操作 について も、(2.4)式 ヒ同様にフィル;9111数 G(X;-x:)と被積分関数

百j(xilの畳み込み枚分1}';t4¥される。

、.圃・・・・圃園田ダ司圃圃・・・・・園田r
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;;，(x，) = l: G仇 ーxi附 (2.51 ) 

(2.51)式本辺の百j(xi)に(2.50)えを代入し、 G(Xj-xi)として(2.7)式に示される top-hat

フィルタを用いて (2.51)式の術分を実行すれば、;J正式が導かれる 。

= . _ . d.7 al古(x，)• r.f" ー (x ， )=u， (x ，)+';;::-ー」τム+ o(~i )
・ 24 dxt 

(2.52) 

(2.52)>えが Taylor及附に基づく 2重フィルタの定式化である。品、 (2.52);えは G(Xj-xi) 

として(2.5)式に示す Gaussianフィルタ壬用いた場合でも2時微分の項 ((2.52)式の右辺

.w; 21Ji) ;iでは同じ形となる。

しかし 、(2.52)式の定式仏に基づ(2重フィルタ操作を平均流が勾1i~を持った方向に対し

て流した場合、 scale-similarityモデル的評価l二対してしばし ば係拡し待ぬ誤差が含まれる

と筆者は考えている。こ れについて は AppendixAにおいて詳しく i主べる。

2.5.3 dynamic SGSモ デル

2.5.1.2 でi主べた Smagorinskyモデルの欠点を玖暮するために、 2.5.2 に示した

scale-similarityモデルを合的、これまでに幾つかの SGSモデルが4是索されてきた。この

中て最も!N..功を収めているモデルが Germanoらによ う従索された dynamicSGSモデル

(Germano et al. 1991)である。最近で1:1、このモデルが LESにおけるSGSモデルの主

流になりつつある。但し、 dynamicSGS モデルはぬ粋~: -f:デルというよりも 、SGSモデル

をiti且に取 り拠うための手法 (procedure)と、寸意味合いが強い ものである 。詳知は後述

するが.dynamic SGSモデルでは SGSモデル中に令まれるモデル係数 を流れ場向性状から

時間・ 空間同関数として動的 (dynamic)に問えできるこ とに大きな特徴がある。このモ

デルイ品数の決定方法は一般に dynarγlicprocedureピ呼ばれ る。このよう色:モデル係教の動

的1<.iait.t立、モデル{系教の事前の設定が特に困難である減給苦し;立場の解析において極的て

有効で、被J休乳，乱I骨解析を 主EしたしESの工学的応用・ 実用化は dynarnicSGSモデルの登

J骨により，急速に前進したといえる。

2.5.3.1 resolved応 力とGermanoidentity 

dynamic SGSモデルでは、 i通常の 7イルタ(グリッドフィル夕、 ・と表記)にがえ、こ

れよりも 大 5いフィルタ幅を持つチストフィルタ(小と表記)を導入する a (2.16)式に示

す逸常のグリ ッ トフ fルタを施した GSの N-S方程式にさら にテストフィルタも犯すと、
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次式6:1号られる。

OUj '"旦主=_~ iJp '" J!._( v!.主i-Ei
81 iJx j P dx i dx) l dx J ) dx i 

(2.53) 

ここで、 (2.35)式の宕辺第 3項の T;jは SG5応力 τりと同燥に、フィルタを抱す N-S方f1

ti.(ニ ニでは GSの N-S方程式 ((2.16)式))の移流域起源でJ.II..れるJ員てある この1百IJsub-

test scale (サプテ 1 トスケーら STS)応力と呼tj'4t、Jえ式で定義される 。

Tij=UjUJ-UjU， 

J大に、Tjjとτ')をl司いて.tjJを以下の ように定義する。

，〆問、、'‘'‘
.t" = T.， -i" ~ U，U，-百五IJ "IJ ~IJ -1-J -I-J 

(2.54) 

(2.55) 

.t;jは11t;と1/1'.の問の波数帯の寄与による応力であり‘これはテストフィルタが鴎に定

式イιできれば、 GSt#.分の量百1のみで1-・出可能となることから、 resolvediミカピ'1'1.1・れるー

また、 (2.55)式に示される関係が Germanoidentityと呼ばれるものである ここて、今て

示されるテストフィルタがグリッドフィル 7 ・E向じ憾のフィルタヒ考えると、resolved

応力.tjj11 scale-similarityモデル ((2.45)式)と同じ形となる.つまり 、Germanoidentity 

1.1一後円 scale-similarityモデルピ解釈するニとができる。

dynamic SGSモデルの核心は、 LES計算で待られる各時刻・各点的 GSイ，Ii..Uj1)'':' fリウ ; ~主

主Pt:なることを利用し、 τijヒTijを適当なモデルィιを行ったl鞍に札れるモデルイ晶殺を(2.55)

式の Gerrnanoidentityに基っ・き、呼問.笠附の関数として動h的甘に同定することにある@

Ge肝町「打ma

Smag口rけinskyモ子デIルレ1をL周いているが、これ をベースモテソレに限定する必要はなく、任主の

i韮択が可能である。以下では Germanoらのオリジナルモデルを始めとして、縫っかの代表

的~ dynamic SGSモデルについて解す止する。

2.5.3.2 dynamic Smagorinskyモデル (Germanoらのオリジナルモデル)と Lillyに

よる玖良

Germanoらのオリジ ナルの dynamicSGSモデルでは、 LUと1;)を Smagorjnskyモデル

((2.33)式、 (2.37)式)に基づいて、それ ぞれ(2.56);えと(2.57)式肉 よ?にモデル化する。
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を仮定している 。この仮定もモデルィιの簡便さのための Lのと考えるべ 5てあるが‘ C向笠

間分布を前提としている dynamicSGS -tデ中のそもそもの考え1iとはif'fIiする 。ニれに対

し、 Ghosalらは(2.64)式の仮定を行わず、 (2.61)式的形から Cを動的に同定する dy円am，c

SGSモデルを従索している (Ghosalet al. 1995)。こ伺モデルはテスト 7 ~ Iレタ内ても C

の空間分布を3午容するもので、 dynamiclocalizedモデルヒ"'1'ばれる。し かし、このモデル

は定式化が煩絡であろこと、また1十拝堂もよ骨大することから通用例は殆どな、、。

(2.64)式の関係を許容して (2.62);;えが点。立つとしても、 (2.62)j¥，I;19つの独立した方程

式(対称{止を考応すれは・ 6つの方程式)からなるため、ニの止までは C ~.-:I!;に決定する

ことはできない。そこで、 Germanoらは(2.62)式的両辺に弓を乗じてテンソル方程式をス

カラ一方程式に』宜き1島えることにより、 Jえまえから Cを導出できるとしている (Germanoel 

al. 1991)。

第2主 LES伺基使方程式1:SGSモデルの掩委

|斗(結i)lIZ

(2，S6) 

(2.57) 

(2.58) 

TぺOojTkk= -2CPI本

γi8111k z-zdl事J

言j=%(号令)

(2.65) 

これに対し、 Lillyは(2.62)式の残差がゑ小となる CをAl:.小自乗法によ 勺て決定するす，去

を従察している(Lilly1992)0 Lillyの方法を説明すると以下のようになる 。

まず、 (2，62)式的両i互の差、つま 1)fjjの真値とそデルイLによる誤差を千方したものを E

として以下の3えを導く a

一号一仰向
-リ一

k

£二
M

・1
一
句
必=

 
c
 

(2，59) 

ここで Cはモデル係数でありふmagorinsky定数Csの 2乗に対応する sこの係数 Cはτ
り

((2.56)式) !:: T
ij 

((2.57)式)の双方に対して閉じものが用いられているが、これが正し

いという例報な根拠はな、、これはあ(までもモデJレイιの簡便さのための仮定ヒ考えるの
~ 

が妥当であろう。また、 互はフィルタ{直fに対応する 7ィルタ幅であっ、 Germanoらは二

の7 ィJレタ怖に閉してチペンキ Jレ流を対象とした検討にょっ

2
 )
 

吋
"“
v

M
 

C
 

ウル
k
 

k
 

£
 

H
 

会

υ
-一
3

n
£
 (
 

=
 

戸』

(2，60) 

ヒAl:.，且イLしており、通常はこの関イ革が用いられる。

;えに、 (2.56)式と(2.57)式を(2.55)式に代入すれば、以下に示す関係が待られる 。

6i =26;) =今((d，6);dI3
・2(6んO3)6 -26 

(2，66) 

E は(2.62)王えの校差の平方値であるから、なるべ〈小さいことが笠まし、、.ある Cにおい

て、。E/dC= 0つまり EiJ'極低で、さらにa2EIac2 > 0つまう下に凸であれば Eが1<..ト依と

なっ、その際の C が~i直値であると考え匂れる。

ここで、(2，66)式の本辺第 1項とif;2lJiを令わせて mピおき‘さ匂に 2Mjj=nとすれば、

(2，66)式 1;1次のように表される。

(2，61 ) 

(2.62) 

)
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M
M
叫

1

J
F
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F
L
 

内

L凶hτ
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k
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文
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l
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paE 

。
M
 

C
 

弓

L己

k
 

k
 

c& J
 

εo 
l
-
3
 

J
 

FJ町司

Mij=市吋
(2.67) 

m とnが Cに4主主であると仮定し (滋密には秒、立ではない)、 (2，67)式の両辺を Cで微分

すれば次式が待られる。

E=m2_2mnC+n2C2 
(2，63) 

但し、 (2.61)式か句(2.62)久への及悶に際しては、テストフ fルタ内向そデルi8，数 Cの空

間的な変イtiJ'小さいものとみなし、 Cをテストフィルタの外に虫せるものとして

(2.68) 
。E _ ， 
==-2mn +2nιc 
ac 

(2，64) 
，〆，ー~、、，〆~、

C~~陥=cd2!S!s，j 
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第 Z章 LESの基礎す位jt，t:SGSモデル伺阪要

dynamic mixed SGSモデル

(l) Zangらによるモデルと Vremanらによる Eデル

Zangらは Germanoらの dynamicSmagorinskyモデルに対し、 SGS応カτ"とSTS(.:， 

力Tリのベースモデルを Smagorinskyモデルから 2.5.2.3で述べた mixedSGSモデル

((2.49)式)に変来した dyn司micmixed SGSモデルを提索した (Zanget al. 1993)。

二円モデルでは、τIJとτijをmlxedSGSモデルに基つ・5、以下のようにモデJHιする

2.5.3.3 

。E lðC~0とすれば、(2.68)式よりー2mn+2n2C=0であるから

州 u-;8州;IOkk

4M~ 
となる 。 ここて、 (2.69)式を再皮 CでJ微分すればa2E/ac2=2n2 

> 0とな，)、 Eは極値て'最

小値をとるニとになる 。 また、連続式より OijM1j=0であるから、 (2.69)式1;1.次式のように

主り、これが Cの算出5えとなる 。

(2.69) nH
一
例

4

m
一
n

c
 

(2.72) τrjb内旨月十b山-2c621事J

(2.70) M
一」川

リ

-
b

ε-
一

F
L
 (2.73) 

ここで、 (2 .73)式の宕辺に会まれる L~ は可に対する scale-si milarity モデルであり.

Zangらはニれを次式のように与えている。

(2.74)式で与えられる 4ld最も単純には九円え泉式 ((2.54)式)中町 U1~. u1で近j.J.した

ものと解釈できる 。(2.72)式と(2.73)式でをれぞれモデルjl:，される刊とT;jを(2.55)式の

Germano identltyに代入し、 Lilly円最小由来法による dynamiιprocedureを用、、れl.i

(2.72)式7..tぴ(2.73)式中の係数 Ct;l次式で与えられるニヒになる。

(2.74) 

ぬ
一

chリ

同
門

局
一

A
円
」

内
ノ
-

パ
Heo 

1

一3
F
句k

 
k
 

T
 

e
O
 

l
-
3
 

p
l
l
 

，〆、、、.
.1'ごτァ--
Lij =UjUj-UjUj 

ここでは、 Lillyによるモデル係数の決定方法を dynamicSmagorinskyモデルの係数 C

を同定する方法として吉見明したが、この方法は、後述する他的 dynamicSGSモデルに含ま

れるモデルイ手数の同定に対しても i車用することが可能で、始どの場合にLillyの方法が用い

られる。

dynamlc Smagorinsky .f':デルては、モデJレ係正文 Cが(2.70)式により秘的に$時出されるん

め、 Smagorlnskyモデルのよヲにこれを事前に決定する必要がな L、.また、壁面近傍では

CがOに漸i丘してい{た的‘Smagorinskyモデルで導入される;成釆関数が必要とされな、、

う h に、 (2.70)式で与えられる C は正依のみならず負イ直にもな~. {えって‘このモデルて

は SGSから GSヘエネルギーが輸送 5れる backwardscatterがゑ犯できることになる 。

-，IJSiJ = 2"SGS(Sj/ ~ C621司3

(2.75) 

ニニで、 H ~ 1;1 dynamic p肌 edureの酎呈で1且れる τIJとT1jの scale-simllarityモデルに

由永する項である。

(2.76) 

(2.72)式に示す刊のモデルを用い、モデル係数 C を(2.75)，えから働的に同定するモデル

が Zangらの dynamicmixed SGSモデルである。 Zang句は二のモデルを用いてキャヒテ

ィ (cavity)内の流れを解析し、 Germanoらの dynar了licSmagorinskyモデルに比〈て係

!
 

M二]
 

Z

J
一
i

z-
-
2
k
 

J
a-

一M
l
 
!
 

£ニー1
一
z

z
 

「」

/"、、、，、，、
Z IT ;m == ::::= H;;-= L:. -L';'; = U.U， -u，ij り 1) -1) -1-J -1-J 

(2.71) 

i!'l. L， dynamic Smagorinskyモデルで評価される Cはあ〈までまえ学的操作を躯伏して与

えられるも閃であリ、 この際の負の C、ひいては backwardscatter I}'物理的に.iE.しいもの

かどうかは議論の分かれるヒころである。しかしこの議論は別として、員の Cが評価され

るというニとは員の渦特性 (dynamicSmagorinsky モ デルの "SGS!ま (2 .3 7)式て'C~ → C と
することに対応)が生じることになる。負の渦粘性は数値計算よ、計算不安定を招(. こ

の点か dynamicSGSモデルの最 も大d-'J.'問題点、であり、これを回避するために幾つかの方

法が従業されている 。これに関しては 2.5.4において後述する。

(> 0 or < 0) 
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数 C円変動が抑えられ、Cの員住が1J1"れる>lHえがi点ったと報告している (Zanget al. 1993) 

一方‘ V問問n句は Za何 らのモデルに対し、日の定式化において数学的矛盾刈る E

持病し た (Vremanet al. 1993). (2.53)式に示されるように、TijlまUiのスケールにおけ

る乱流応力てあるため、%を格点する 4litsのスケー Jレで表1且されるのが数学的に正い、

と考えられる。これに対し、 Zang らのモデルでは叫が百iのスケ一川基づM て定式iιが

なされてしまっている。さらに4の定式仏に対し、 Sm刊 0川 kyモデルの部分l;tuiのレ

へ I~ て定式化されていることから両者で整令性がとれていないという問題もある 。 Vreman

らはよれに対して、 (2.74)式目代わりに次式のよ?な古1円スケールに基づ〈叫の定式化を

徒索して、、る

/'、、、.. 

Lij=Zλ-i}iii'j (2町77)

(2.77)式に示す日の定式化に基づき、 dynamicprocedureにより係数 Cを同定すると

Jλ3えのよ?になる。

1佐 -H'J)M 
C~ 一一」一一て一一」

2 Mkl 

ここで、 H:Jは次式で与えられる。

ここ三 二 ム 〆ヘ ..--.... 
"内"三士一

H，j -古町ー百戸l 証内+U1Uj 

(2.78) 

(2.79) 

Vremanらは(2.7η式の4の定式化に基づいた dynamicmixed SGSモデ川'$L流混合

Jiの解析にi且用L..Zang句のモデルに比〈千洲精度が玖暑されたと報告している。Vrema門

らの dynamicmixed SGS-{:デルがZangらのモデルに比べて数学的に'm:合t生のとれたモデ

ルてあることに，.!告はないと忍われる 。しかし一方で、チャンネル流ゃ;昆令指を対糸とし

た解析において、 Vremanらのモデル よりも Zangらのモデルにょう千測されたモデル係数

の偵の方が DNSデータベースから aprioriに算定L.t~他にi止に、といっ報告もある (Horiuti

1997). 

(2) dynamic multi parameter mixed SGSモデル(多係数 dynamicmixed SGSモデル)

前i主した dynamicmixed SGSモデルでは、 τijを犠成する Srnagorihskyモデルの係分に

含まれるモデル係数 Cを動的に求めるものであったが、 scale-similaritYモデルに聞達する

部分においてもモデル係数を導入し、これについても dynamicprocedureにより動的に奔

出するモデルも4是索されている。 ここ では、この ようなモデルを総称して dynamicmulti 
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parameter mixed SGSモデルピ'1"ぶことにする。

dynamic multi parameter mlxed SGSモデルの原裂の 1つは、Liuらの twop司rameter

mixed SGSモデル(Liuet al. 1994)である。 Liuらはジエプト気況を対象とした実験デ

ータから SGS1:;カτijとresolved応力 flj円相関がd沿いことを示し、

-C，;IO 日 L--jj (2.80) 

と近似し、さらに(2.80)式にエネルギ一散逸を係証するモデルとして Smagorinskyモデル

を絡会させた twoparameter mixed SGSモデルを挽察している。

τ刊sりrぺi-すihト6久h匂:リ♂仏ij1:kk=戸円τ九k (2.81 ) 

Liuらのオリジナルのモデルでは(2.81)式の 2つのモデル係数 C
L

t cをえま止として与え

るとしているが、これらの係数を dynamicprocedure を用いて動的に~-出することも可能

である。イ旦し、 Liuらのモデルでは刊に立すして Aと品のスケールに閃i呈する応力;IO1jをmい

ているので、このモデルを dynamicSGSモデルとする幼令に I.iOゃEよりも大きな幅を持

つフィルタを導入する必要がある。

一方、 Salvettiらは千ャン午、 Jレ流の DNSデータ〈ースを基に、 2つのモデル係款を合む

dynamic two parameter mixed SGSモデルを検索している (Salvettiet al. 1995). 

Salvetti .:，のそデルでは、刊に対して GermanodecomposItion ((2.22)式)を t.t、

チャンネルiilLの DNSデ-1ィースから修正 Leonard項L'i]ヒl'J-正 cross明qがあい相聞

を持つことを示し、 L~ ヒ Cij に対して次式のよヲな近似を行勺ている。

Lr;: oc C~ Ij --ij =今 ~ +C~ -c， L~ ij T -ij -.......LLJij (2.82) 

また、修正 Reynolds項 Rijに対しては(2.25)式の宕辺第 2域 (-ui u;) を向且すること

により、 Smagorinskyモデルを用いてモデルィιする 。

Rijーがsト RぺOiJRkk~ -2c71岡高j (2.83) 

(2.82)式と(2.83)式を(2.22)式に代入すれば‘次えに示す刊のモデルtえが待られる。

τ。-jb内=中-~lìiJ LTk ) -2c71[柄 (2.84) 
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l.ijを(2.84)式でモデルィιt..同式に含まれる 2つのモデル係数CLt: C を dynamic

procedureにより動的に算出するモデルが Salvetti 句による dynamictwo parameter 

mixed SGSモデルてある。

ょた、 Horiuti1:1 Germanoの generalizedcentral momentによる表J.I!..(Germano 

1992) 

(Jg-i1fJ-c'(iii-H) (C'はモデル定数) (2.85) 

を用いて修正 crossJJI cijと修正 Reynolds1買Rijをモデル化し、 (Horiutiの吉爺を借 I)A'L

l.f) "最も一般的な mixedSGSモデル"として、 Jえまえに示す threeparameter mixed SGS 

モデルを王手虫している (Horiuti1997)。尚、 Horiuti1.t(2.85)式の主犯を generalized

scale-similarityモデル(一般ィιスケール相似則モデル)と呼んでいる 。

τぺO，{[kk= CL(同ーがi川+CB(4-jaudk)-2d|司王j (2.86) 

ここて、 L~ lJ:Rij 1ニ由来する項であり次式で与えられる a

L~ =(百，-'U';) (百j-音j)ー (Uj-U，)'(百j-UJ) (2.87) 

(2.86)式に令まれる 3つのモデル係数 Cし、Cs及び Cを dynamicprocedureにより動

的に同定するモデルが、 Horiutiが最初に提案した dynamicthree parameter mixed SGS 

モデルである。但し、このモデルに令まれる 3つの壬デル係数を同時に.f<.迫化するよ今に

鋤的に同定する止めは、これらに関する巨大な行列淡~を行う必要があり、計算負荷は i'f1

大する。そのた人 Ho山 tiはニのモデルに対しLijにかかる苦デル係数Cしを CL=lと固定

し、 C1lt: Cの 2つを dynarnicprocedureにより動的に同定する dynamicIWO parameter 

mixed SGS壬デルとしても生索し直している (Horiuti1997)。

"'[ij令vq-j帆 +CB(4-jh叫2Ctl-防 (2.88) 

尚、 (2.86)式と(2.88)式に示す dynamicmulti parameter mixed SGSモデルt:l、 7iル

タ リングによる SGS成分u:の分解という >J'Iの慨念からも同禄lこ導出される(場内 1997)。

ニの概念に恭づ< SGSモデルの導出というものはこれまでに例を危ないが、非常に興味自主
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いものと忠hれるので‘ここで簡単に紹介することにする固

2.3.1.2で述べたように、 i通常的フィ ルタリングを用いた場合、 uiは cut-off波紋ょうも

あ波数の領成(ここでは unresolved1貫主主と称する)だけで~ <、低波数の領域(ょこでは

resolved >iiJ主と称する)にも存aする(図 2.1(1)参照)。フィルタリン 7'として sharp

cut-offフィルタを用いる場合、 UIは unresolved領域のみに存企することになるが(国

2.1 (2)参照)、 sharpcut-off フィ ルタを用いた場令には、そもそも Lt等の同じフィルタ絡

を持つフィルタリノグによる scale-similarityモデルがえ北できな〈なるので、よニでは

sharp cut-offフ fルタについては考慮しな、、。

ニこで、 resolved領主主に令まれる u?をuアピ永記L、unresolved域主置に含まれる uj'を

uケと表記すれば、 u1'1.;1次のように分解できる。

u;=uf+Ui (2.89) 

(2.89)式的関係を utEEl+u;' のフィルタリングの定義式的 uí' に代入し 、 u ;~αu;'< か1N..り

立つヒ仮定すると、 Ujは;j:ζ5えの よ うに表せる。

Uj=Uj+(Uア +uj")....uj+C'ujC; (Cはモデル叉数) (2.90) 

さ句に、 uf は u~' ( =u7<+U;'つに 7 ィルタリングを秘すこビにょう拘出てきる ( ll r"" U:< ) 

と考えれば、 (2.90)式は以下のよ 7に変形できる。

Uj=Uj+C'ui<抱 Ui+C'・uトUj+ C'(百j-ul) (2.91) 

(2.91 )まえで評価 5れる Ujを、刊の定義式 ((2.17)式)中の UIに代入すると

'ij = Li] + (e' + ê'2)L~ + ê'L~ (2.92) 

L~ =ヰ-UjUj-u)lj +百九+百jUj+lljUj -ul吉j (2.93) 

L~ =Li] -Ujも+売も (2.94) 

IJ' 導占、れる。尚、 (2.93)式で定義される L~ lJ、(2.87)式の咋をさ句に及閉を進的花形と等

しいものである。

(2.94)式で与えられる埼!こか、て、同式の右辺第 2J買と第 3項 の局者はえし令わせて微

小笠として終犯できるとし (L~ 同 Lij ふさらに(2.92)式に対して Smagorinsky モデルを導
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入して$l:J)lLすれば.(2.86)えに示す threeparameter mixed SGSモデルが得られる巧

τぺd，j'tkk=中-j刊)+中-~ÔijL~k ) -2Ct;z陣j 同)

19..し

CL =l+e'， Cs =己'+e，l (2目95)

てある 正丘、 C
L
-Jとすれば(2.88)式に示す twoparameter mixed SGSモデルとなる。

Horiutiのモ デJレを4色めとして dynamicmulti parameter mixed SGSモデルは、そのモ

デJレ僻築」二の扮湿地、ら単純な dynamicmixed SGSモデルに比べ、あ持皮lニil位するこど

が期待される。しかし、筆者が行ったチャンネル流の解析では、 dynamicmulti parameter 

mixed SGS モデルは単~.tな dynamic mixed SGSモデルよりも 予測精度がやや悉仏すると

いう絡釆が得句れている。但し、これはモデル綿築 上 の物理的な問越というよりも

Appendix Aに示す Z重フィルタ操作の定式化的問題によるものであると筆者は考えてい

る巴この士古来は AppendixAの最後に補えとして示す。

2.5.3.4 ~þ 平衡渦粘怯型 dynamic SGSモデル

これ正でに f~{史的主 SGS モデルとして述べてきたものは、ベースモデル或いはをの一部

として渦粘1生泣f"，に基づ< Smagorlnskyモデルを用いている (scale-slmilarityモデルに

しても単独てはな〈、 Smagorinskyモデルとの鰭令モデルとしてj丹、、られることが推奨さ

れているいつまり、 LESの SGSモデルの構築において渇粘性近似の概念は、ある念味、相J

1)由巨せな、、ものとなっている。

2.5.1.1 で述〈たように、 Smagorinskyモデルの導出のi鞍には SGSの運動エネルギ-

k;GS に対して生産.llXi島の局所平衡の仮定が用いられている e この仮定に忠実に従う のて

あれば‘その前j是として Kolmogoroffの-5/3乗のスベクトル剣が点。立ち、スケールの

日月五1(な分離が行える慣性小領域と呼ばれる領成に cut-off;1点数が存aでさるように格子分

割を$¥114'<することが必要Eなる。しかし、実用上の LESではこの前t是を満たすことは困

総である場令が多い u平合 1997)。

この問題に対し、 Yoshizawa句は渦粘怯i丘イ叫は導入するものの、 Smagorinskyモデルで

仮定する局所乎衡の仮定に基づかない非平衡型的渦粘性モデルを提案した (Yoshizawa

1996，汗倉，;， 1996) 0 Yoshizawaらのモデルでは、 RANSモデルの 1っとして通用例的

多い WETモデル (Launder1988) の考え方を導入し、さらに scale-simllarityモデルに
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よる近似を駆使してその導出が行われている。また、モデ'.tf 1こ1且れるそデ I!-係数につい

ては dynamicprocedureをi車用 している。以下lこYoshizawaらのモデゅの胤婆を示す

A時粘f生モデルはその物3里町]な筏念から、 SGS1.<;カ%に対して通111)の分解 ((2.21)式)壬

行づえ際の Reynolds1fi Rij (=uj'uj) Iこ対するモデゆとするこどがi且当と考えられる(呼

倉 1997)。そこでまず、 R'Jの輸送方程式を考える。

Rijの輸送方税まえは、 (2.2)久的 N-S方程式から(2.16)，史的 GSの N-S方程式全差L'il< 

ことによっ 待られる uiの輸送方綬式の両辺に ujを乗じた方程式E、壬の方程式に対して i

とjの suffixをAh都えた方程式をえし合わせるよとによ 1)、(2.96)式のよワに導かれる

。uu:了すてつ
一~+Uk~u~ui= Pi;+φ +D・ーε +ドーdl -， dX

k 
-'-J "J リ IJ -'J' 'IJ 

P:: = -u7u;. aUj 卯"~u = -UjUkττー-UjUk-;:
ν̂ k Vλk 

)ij叶合計

(Rjjの生産Jli)

( Rjjの圧力歪相関項)

( -.-，-，一一 -"-，， - .， Ii"'if'l 

= _o_ 1--;;-;τ正ー丘Lo 主.!:_o，"+ v竺jUょl
OX" 1~ UiUjUk --o-VJk --o-Uik-r品 I
Xk I P P dXk I 

(R'jの散逸Jlj)

R， = u 7~τjk t主比‘= U，-一一一+U (そのイ也の項)
っ・ dXk 'dxk 

(2.96) 

(2.97) 

(2.98) 

(Rijの拡散Jli) (2.99) 

(2.100) 

(2.101) 

ニこで、 (2.96)式に示す Rij(=川)の輸送料試に対して WETモデル (Launder1988) 

の概念を導入し、同式を WealthocEarnings xTimeの形でモデルイとすれば以下のよ?に弘:

る。

R ia.R 卑 Tu/'P::tj -"3Uijl-'kk 内 (2.102) 

(2.102)式的 Twはi!当な呼問スケールであり、これについては後述する。一方‘ r'Jは
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(2.97)式に示すように織に算出することができない量が含まれるため、何らかのモデル仏が

必要となる 。これに対し 、Yoshizawaらl.iscale-similarltyモデルによる近似を導入し、r"

を次:;tのように壬デルイιしている。

一4
c
可

-
内
£

一角

一
二

u
て

σ-w' 
a

一4rぃN
 

C
 

ウ
deo 

‘i
-
4
d
 

T
 

(2.108) 

r --;1'三一一札 1
p 同 C，I_ur:u~， 二二L- u'u:一一よ 1
， i ，. dx k .• dx ~ J 

(C] モデル係数) (2.103) ミ=1:.1 aUi dUj 1 

.， 21 ')}'k dXk 1 
(2.109) 

Yoshlzawa句はさ匂に、 (2.103)式に令まれる ujuj (= Ru) に対して“ン 7成分を Oヒ

L、ノル7)レ点分については等方位を仮えする"という近似を用いて 、(ο2.103刃)式を(ρ2.104伺) 

式式4のように納w略畠iι している (什Yos山hi巴zawaらは

る (坪倉ら 1996)入@ これについて lは.!{後瓦i述主する)λ@ 

(2.107)式のLijと(2.109)式の Tijを(2.55)式の Germanoidentityに代入し 、最小自粂法

を用いて CNEを決定すれば以下のようになる。

1 fi，Mi 
CNfi =::;-ーよτ一

2 M~j 
(2.110) 

でア--;-{a'U'. du;， 2 でア寸守

PIj ~すC] lI川 !宗主~ j=すC1川司j (2.104) 
「一ーでーーム -------

叫j=丸!tuk-~d 主 Ó~(Uk -ii'k)弓 (2.111) 

=ム川
(2.105) 

以上が Yoshizawa匂が提案する非平衡“等才"渦粘住生!dynamic SGSモデルの慨裳て

あるが、 Yoshizawaらはこ のモデルにかえて、 1ド平衡“非等方“渦品位型的 dynamicSGS 

モデルを向械な方法に より導出している (呼倉勺 1996)。このモデルでは、"等方;時勉

t生型モデルの導出過程でJ司いた Rijの等方挫の仮定 ((2.103)，えから(2.104).1'¥への展開でl町

、、た仮定)を行わずに、 (2.103)式のままの形で Pijを評価する 。その他t.i ~方"渦粘怯型!

壬デルの導出と問株の方法を用、¥最終的に(2.112)久のようにτ"をモデル仇する 。

Jえに‘ (2.102)式町時間スケールTwについて考える 。Twの与え 7Jに 1:1殺つかの方法が考

仏れ るが、Yoshizawa.:， t.t峨スケールとして伝言 E、長さスケ一川してク')'Y ド

スケールEを附いて、 Twを以下のように与えている 。

Tw =c2or{u苛 (C2 ;モデル側) (2.106) 
百 A百; 2. r du， ¥ 

τ円 (2.112) 

(2.104)式に示す Pijヒ(2.106)式に示す Twを(2.102)式に代入し、さ h にUkUkを scale-

similarityモデルでi止似守れli、Yoshizawa句の非01'-1針“等方"渦粘性モデルが(2.107)，;え

のように導かれる 。
v" = C，，-，cdσj -Uj)・σj-Uj) 

りZWE J(EK-Z)σk -主)
(2.113) 

守、
-、，.

一
一一

Ui
 

-
-u
 

Ta E
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弓
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e
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l

一3u
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 τ

 

E
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 --3 

τ
 

(2.107) (2 .113)式中に流れるモデル係数CNE は、 4~平後十l等方"渦粘f生型 dynamic SGSモデル

と同様に dynamicprocedureを用いて動的に同定される 。

会F倉は、 4~平衡“等万白渇粘位型 dynamic SGSモデルJ，lぴ非平衡“非等方"渦粘f生製

dynamic SGSモデル、さらに比絞のために局所平衡を仮定した白等方勺鳥粘性裂の dynamic

SGSモデル (dynamicSmagorinskyモデル)の 3つの SGSモデルを l司、、て Re，= 180のチ

ヤノネル;瓦解析を行い、平均速度や乱;え強度分布に関して、#乎jli .~~等方 渦粘怯型、

ニこで、 CNE= C
1
Cz/3である。尚、'tijを樵IAする LeonardJ1i Lijと crossJ買C'Jについ

ては Smagori円 sky モデルと向係に、両者を令わせて微小笠として無~l している a

ま/三、モデルiUI:CNEについては武小自乗法を用いた dynamicprocedure (Lilly 1992) 

により動的に同定される。 この場合、 STS応カ Tjj1.1(2.108)，;えのように毛デルイιされる。
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~~平衡 等方 " 渦~.J; i生盟、 dynami c Smagorinskyモデルの順で DNSの緯糸に対応する良

好な結来が符られたと秘令している(洋倉 1997)。

2.5.3.5 dynamic SGSモデルにおけるテストフィルタ操作の定式ィι

これまでに述ペてきた各4圭dynamicSGSモデルを含め、あらゆる dynamicSGSモデル

にお M て、通常的グ，)'y ドフィルタにかえて新たにテストフィルタが導入される 。従って、

どの dynamicSGSモデルを斤l'、る場令にも、 2.5.2.4でi主〈たグリッ，:フィルタの 2重 7

1 'レ 7j品作と同微に、テストフィルタ操作に対して I唱に定式化を行う必要がある，

テスト 71Jレタの定式ィιについては、グ')ッドフ ;Jレタの 2j[フィルタ操作と同禄に幾

つかの謙治がなされているが、グ').yドフィルタの 2重フ ィル P操作の一般的な定式仏

((2.52)式)と同伐の形式を用いるのが分か月やすく、ニれが多〈用、、られている 。即ち

& a2u，(x:) ~.~. 
UI(Xi)=U;(X，)+::ム占考:..LL+O(ιi)
.." ""  24 8xI 

(2.114) 

とするものである 。尚、 (2.114)式的テストフィルタの定式化を!fJいる場合に 1.:1新たな永知

数として 6;f.J'T且れる 。ここで、 (2.52)式及び(2.114)式と同ほの操作をフィルタ絡を正とす

る7 ィルタ操作についても考えてみると、 6;とo;及び6iの聞係式として次王えが符られる。

72 72.:2 64 
= o. +且 (2.115) 

ニこて、可については Germanoらが来通比した o=2dの関係から 6，= 2b， ((2.60)式

参照)。 これに従え1.[、(2.115)式により 6;1;1以下のよ?に与えられる。

ム=J3b， (2.116) 

尚、 AppendixAではグリァドフィ ルタの 2}主フィルタj票作の定式北上町問題点に閲し

て述べているが、この定式仏と同じ形式を用いたテス ト7 ;ルタ操作においても悶株の問

殺が含まれると考えら れる 。これに闘しては AppendixBにおいて、dynamicSmagorinsky 

モデルの係数 Cの評価を例として検討を行っ ている 。

2.5.4 dynamic SGSモデルのま十J平安定仏手法

これまでに述べてきたように、 dynamicSGSモデルではモデル中に含まれる係数を
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dynamic procedur巴にょう時間・笠間の関数として動的に向えすることができる。そのた

め、通常の Smagorinsky モデルのようにJILれ~向性状l二応じてモデル係数を事前に ìtì主化

する必婆がな{、これが dynamicSGSモデル的政も大きな利点とな っている 。 しかしモ の

反面、 dynamicSGSモデルで秘的に同定されるモデル係数 I:UE他にも負他にもなり.これ

によっ計算不安定が生じ、ひいては計算負荷揚大につな IJ'6.特に. dynamic SGSモデル

において Smagorinskyモデルの部分の係数 Cb'負となることは、負の SGS渦粘f止を.i.し

ることになり (2.5.3.2参照)、数値計算上は絶対不安定条件として働〈 。この点ゐ・ dynamic

SGSモデルのi亙J円上の最も大きな問題点であり、そのため、モデJレ係殺の評価に除して何

句かの安定化対耳えが必妥となる。本官rでは、この dynamicSGSモデルの計算安定化のため

町手法に閉して詳し〈説明する。

尚、本節の内容は dynamicSGSモデルに附するも のであるので、本求 2.5.3に含める べ

きであるかもしれないが、後i卓する Lagrangian型安定化手法 (Meneveauet al. 1994， 

1996)などは一組のモデルピ捉えられる こともあり、またニニで示す内容に閉してはi下，!tn

t 説明が必要であると考えることか旬、 $'Ji主の節として記述することとしん

2.5.4.1 代表的~ dynamic SGSモデルの計算安定化手法

以下で 1.:1、 dynamicSGSモデルの最も代表的なモデルである dynamlcSmagorinskyモ

デル (2.5.3.2参照)に合まれる係数 C

j主M:
C=一 .'1:;'1 (;tjjとMjjの定義式については(2.55)式、 (2.63)式参照) (2.70)再

2 Mkl '1 '1 

に対する安定化手法について述べる。但 L、他の dynamicSGSモデルに含まれる$'1のモデ

ル係数に対しても同禄の考£方を通用できる。

(2.70)夫の係数 Cに対する安定化手法として最も単純な方法l"i、 Cが負のj号令に Cを O

にJ置き換えて係数の正を強制 (cJlpping操作)するニとである(例え l:i.Zang et al. 1993， 

松升ら 1994)。 しかし、ニの方法では本永負の伎を Oで足き換えるため、領域内のトータ

Jレの誤差を培太させる要因となっ得る。そ こで、この方法ピは別に係数 Cに対 して何ら 1;'

の平均化待作を施 L、計算不安定を回if!.することが必妥となって〈る。また 2.5.3.2で述べ

たように‘ (2.70)弐を導出する際に C はテストフ 1Jレタ内で一定E仮定して.テストフィ

ルタのP卜に出しているため、 Cに対して何らかの平均仏操作を施し 、その分布をよ O平滑な

ものにすることは、この仮定により忠実になると考えられる。

平均仏操作の導入による dy円amicSGSモデルの計算安定化手法的代表的なものとしては

以下の 3つが挙げられる。
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①空間平均操作

②時間平均操作

第 Z章 LES的基礎方uえtSGSモデル向胤要

③ Lagrangi，m型1安定fι手，去

①の方法IJ、チャンネル況などのように笠間にー禄な方向を有する場令に、 (2.70)式円分

子・分母に対して一株主方向に平均仏操作を施すこ Eにより、計算円安定化を図るもので

ある (Germanoet al. 1991， Akselvoll et al. 1993， Yang et al. 1994等)。ょの方法の

概要を図 2.4に示す a 空間平均操作は、空間に対して一株な方向が存在する流れ場の解析

に対して有効な方法であ り、等方位乱，itやチャンネルi瓦の解析で広{用い句れている。 し

かし.本刈究で取 q扱う建物周辺気流を始めとして工学で興味的対象とす る複雑乱i足場内

ょっに、 ~ÂLれの 3 次長乙t主 I} '1皇( 一株な方向が存在しない場令にはこの方法を i主用すること

はできず、これとは別の安定仏手法が必要となる。

一方、②の時間平均株作はある時刻における急点の係数 Cの算出において、各点での前

時刻の Cのも，t.'!:宝みづけて時間平均する Euler型の計算安定仏手法である (Breueret al 

1994，松井勺 1994)。しかし、本研究で取 1)扱う建物周辺気流などのように非定常怯の絵

、、，えれては‘特定的位互に風上1s']b、 h 移流 されて〈る 渦の t生4え は jたれ場町 A~定常変化に伴

、、時々刻々と変化する。従って、 こ のよう t流れ場において、時間平均 ~hた並 0 ・ b評価

される Cによ qをの位単における瞬時四乱流持怯が永乳できるとは考えにく、、e

これに刈し，G.lの Meneveauらによ り従索さ れたLagrangian型安定仏手法(Lagra円gian

モデル係数 Cはニれbの方向(一株t才向j

に平均11:.され止諸量から同定される

図 2.4 モデJレ係数 Cの空間乎)i，1仏操作 (千ャンネル流の場令)
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dynamic SGSモデル，Meneveau et al. 1994， 1996) 1.1、固定{主lLT:同時間千均jli<l午のi'"

わりに流跡鰍を~って平均化操作を施 L 、これに基づ Ut量からモデル M， tt を肉定すると

いうものである。この方法の悦念を図 2.5に示す。渇は;庇跡線に沿って移流されるわけで

あるから、本研究で取り扱う建物周辺気流などのような非定常性的姶い視線孔，正』暑の解析

に対しては、この方法の方ががri!ll.町時間平均操作よりも妥当怯があいと考ιられる。また‘

この方法で l:t流跡主主に沿って平均化操作を行うので玄附的に一株主・方向も必安と L~' ，.， 

このよ 7に Lagrangian製安定化手法は、後総量u尻場解析 を主ヒした工学て取り叙う乱え

場解析への dynamicSGSモデルのi車用どいう丸池か h は、極的て有効な方法であると考え

られる。本研先においても、第 4章に示す dynamicSGSモデルを1t)いた建物周辺費u阜の

LES解析におし、て、この手法を導入している。そこで、以下において dynamicSGSモデル

への問手法の導入について-t!f-しく吉見明する。

2.5.4.2 dynamic SGSモデルへの Lagrangian製安定化手法の導入

ニこでは、 dynamicSmagorinskyモデル (2.5.3.2参照)及び dynamlcmixed SGSモ

デル (2.5.3.3参照)を伊!とし て、dynamicSGS tデルに Lagrangian製安定仏乎i去を込

用する場合の定式化について述べる。但し、これらのモデルに眠らず、他の dynamicSGS 

モデルに対しても Lagrangian製安定仏手法を導入することは可総である。例えは'， 2目5.3.4

でi主ペた非平衡渦粘性型 dynamicSGSモデルに対して Lagrangian製安定化手法を導入す

ることも可能で、呼念は これ を用 L 、てチャンネル~tや平面衝突噴流同月半4々を行っている(将

倉 1997)。

さミ

ニ白地虫でのそデルIf，白書記 C 1.:1;且去に過るに従勺て宜h. ð'.)、~ ( 

なるよヲにi足跡線に沿勺て平均化され止措量から同首こされる

図 2.5 Lagrangian製安定仏手法の概念
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第 Z章 LES四基GJt.才程式1::SGSそデルの概要
語>;2 f LES同基礎方程式と SGSそデル的帆晶

(1) Lagrangian dynamic Smagori円skyモデル

通常的 dynamicSmagorlnskyモデルで!;!、計算の各自寺安l 各点において resolved応力

f;Jの4値 tSmagorinsky モ デルの千;~'){，査の差 eJj

告 ~8c{"lM;þ山')FW(I-t')dt '
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(2.117) 

ここで、 (2.121)式で与えられる dE/oCが O と古れt;f ‘ (2.119)式 lニ示す筏~E I)'経， 1 ・ 1品

をとることになるので、この条件で得られる係数 CがJ!t在住ということになる.1止。て、

(2.121)式=0から Cは(2.122)式のように与えられる。

が致。l、ピなるように、 (2.70)まえによりモデル係数 Cが動的に同定される (2.5.3.2参照、)。

こニて、 tとxl;tモれぞれ時刻、位互を示す。これに対し、 Lagrangian製安定化手法を用

いた dynamicSmagorinskyモデルでは.(2.117)式の句を，足跡線iこ沿って続分し、積分さ

れた e，jがJ]t，I、となるように最小白宋法により Cを同定する。

正ず、時密Jt、イ主主 x!二存在する流体位子の流跡とは、その粒子が時刻 l以前のある時刻 t'

に存在 Lt，位JI.z(I')の集令のことで、 z(tヲは次のよ ヲに定義される。
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(2.122) 

I L山 t)~ムfij(z(山川(z(I ') ， t')W(t-伽 ' (2.123) 

l川吋mMij附，，'州z的 t')W(t-t')dt' (2.124) 
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(2.118) 
α.123)式と(2.124)式に札れる重み関数 W(tー1')については任意向設定が可能であるが、

Meneveau らはこれを (1fT)'e-(I-I')/1'型の関数で与えている (Meneveauet al. 1994， 

1996)。 ょの型的悶数を用いた場合、 lt..Mと IMM1:1モれぞれ(2.125)式と (2.126)式に示す

輸送方程式の解となり‘これ句の方程式に基っ・いて ILMtlMMが算出三れるニとになる。

二二で‘ 百(Z(I')，t')I立時車'11打、位星 z(t")における i主皮ペ7 卜Jレを示す。 Lagrangian型!安

定lt.手法では、 (2.119)3えに示すように(2.117)式の町の平方値を(2.118)式の流跡線に沿っ

て昨刻ー∞ -11で積分し、最小由来法によって刊を最小とするように係数Cを決定する。

E~ム札(川 (2.119) 

主L弘 +Ur 旦.bM.. =~(fiiM;;-1出)
針 。iJx

1

T¥-w'.，.! 凶 刊
(2.125) 

(2.119)久中町 W(t-t')は重み関数で、 I-t'IJ'大き〈なる、即ら、 i邑去に迦るに従って 重

ム0・小さ〈なる問教である。 Lagrangian聖!安定ィι手法では、この重み関数の与え方により

よ流出彩響をどれどけ検分に取っ入れるかが決まる。

次に、 (2.119)式に示す積分 5れた残差 Eを係数 Cで微分することを考える@

dIU¥A _ iHuu  l 
ずιベす十干(M内ーIMM) (2.126) 

。E ~，_ ，，" ." dejj(z(t')，t') 
一=r 2efi(z(t')， t')よ半-~ l'二W(t-t')dt'
aC J-a 'J"'" a C 

(2.120) 

ここで、 Tは(2.125)式と(2.126)式の積分時間花園をえ配する時間ス ケールてあり .T阿

久小は時間町長短に対応する。そのため、 Tの与え方によ って は解が大き く変1tする ニとも

考えられ、これが Lagrangian型安定仏手法を導入する際に最も重要'-:"，ラメータとなるe

ょの T円与え方に関しては幾つかの方法が考えられるが.Meneveauら!!当初、

T=α:il i:.U 4 (α= 2) (2.127) 

l!'!.l 、 (2.120)式の導出にあたっては重み同数W(t-t ') が値を持つ範囲、 ~r t，、積分が有

効な純図で係数 C IJ・一定 であることを仮定している。この(2.120)式中の町に対して

(2.117)式を代入すると次式が得られる 。

の*3を推奨した (Meneveauet al. 1994) D しかしをの後‘別の定式化として

T=日五(ILM1 MM )-1/8 (口=1.5) (2.128) 
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を4是案している (Meneveauet al. 1996)。但し、この Tの定式イしさらに Tに令まれる

係数日については多〈町議論を呼ぶところであ 1)、これに闘しては AppendixCにおいて別

途!*.明を1tう 。

尚、 Meneveauらによれば、実際の計算において ILMとIMMを算出する際にI丘、 (2.125)

弐ヒ(2.126)式的輸送方程式を五篠解〈のではな(、 (2.129)式と (2.130)式に示す簡略化さ

れた方程式を燐〈ピしている a そのため.これに係わる計算負荷の得力ロは無視し得る程度

となる。

l出(か仇;jM1Jぺか(1-ε)lLM(ト ず い)t.l) (2.129) 

l凶作)=r[Mi)Mji]n'l(か(J-e)IMM (x -un 
(x)且t) (2.130) 

E = (t.I/Tn )/(1 +阜IfT
n
) (2.131) 

ここで、 n1立時点を表す。

以上が Lagrangian製安定化手法を周いた dynamicSmagorinskyモデル (Lagran9ian

dynamlc Smagorlnskyモデル)である。 Meneveauらはニのモデルを等方1生若し;主的解析に

滝!lJt..，実験との It絞からその有効f生を示υえしている。さらに、 Meneveau 句 1;1チャノネ

ルえの解析も行".モデJレ係数 C に対して笠岡的にー掠な方向への乎均化操作を施した

dynamic Smagorinskyモデルに比べ、 Lagrangian!li!安定仏手法を用いた問モデル 1;1乎均

;況i主に附して実験との対応が向ょすると、、う結書えを報告している (Meneveauet al. 1994， 

1996)。

(2) Lagra円glandynamic mixed SGSモデル

Lagrangian型安定仏手法は 2.5.3.3で述〈た dynamicmixed SGSモデル!こも容易にi車

用てきる。 (1)で述〈た dynamicSmagorinskyモデルの場合と同株に、 Lagranglan型安定

化手法を用、、て dynamicmixed SGSモデJレの係数 Cを動的に同定すれば、このj島令の C

1.i(2.132)式のように表される。

J ILM (X，I)ーlllM(川)
C(X，I) =ー

2 IMM(X，I) 

111M (x吋ooHij附

(2.132) 

(2.133) 
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'
レの椛串

(2.133)式に含まれる Hijについては 2.5.3.3 を参照された、、。喝、実際のi十咋において

lllMを算出1る際には(2.129)久と(2.130)式と向縁に、次式に示す簡略化された方程式を解

〈こと lこなる.

Ilit:(x)=e[Hj川]川X)+(l-E)II山-un (X)t.I) (2.134) 

以ょが Lagrangian型安定仏手法を l司いた dynamicmixed SGSモデル (Lagrangian

dynamic mixed SGSモデル)である。

2.6 第 2孝まとめ

第 2章で11.、本研究で取り扱つ建物周辺気，えの解析手法として用いる LES:llぴ LESで用

いられる代表的な SGSモデルについて解説した。特に SGSモデルの.11.明においては、導虫

方法からそのモデルの持つ利点・欠点まで、筆者なりの解釈を交えつつ詳し〈述べた ニ

こで説明した幾っか町 SGSモデルは、第 4:1容において建物周辺気流の LES解析に適用され‘

子洲精度の検証がltわれる 。

次の第 3章では、ここで説明した LESの基峻方程式、 SGSモデルを用、、て実際に LES解

析を行うために必婆な数値計算方法について述べる.
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第3牢建物周辺気流解析のための数値計算方法
第3章 建物周辺~iAi.解析のた拘同数値ttJ手方法

Re-UuD =ー
v (3.4) 

第 3章 ここで示きれる (3 . 1)式、 (3 .2)式に基ついて 、 詩t4 章、耳~ 5章の建物周辺気流の LES解析

が行われる。尚、イ史宜上これ以降l:l無次元化された愛でも牟は省略1るものヒする 。

建物周辺気流解析のための数値計算方法
3.3 離散スキ ー ム

3.3.1 空 間 スキ ー ム

3.1 はじめに

空間スキームとしては、有l'民差分法、有限体税法、有限要素法など、幾つかの方法b'ゐ

るが、本研充では有限差分法的 1つである 2i.え精度中心主分壬用いる。

本章ては、第 2掌で説明を行った LESの基礎方程式、 SGSモデルを用いて実際に建物周

辺気流を解析する史的に必要な数値計算方法について説明する。

福子格算f
+
l
 o

 

山
知

M
円
一
以

(3.5) 

3.2 基礎方程式‘の主宰次元仏
3.3.2 時 間 スキーム

数{車解析を行う場合、 1主皮~ぴ長さに関するi!当(L代表スケー Jレを用いて基礎方程式を

再生次元イt.(基準1t.lするこどが一般的に行われる。これによれ取り奴うパラメータの教

を最小限に波れ、方程式をl1J{足に取り扱うことができる。第 4章、第 5章で行う建物周辺

qU尻町 LES解析においても基礎方程式に対しては候次元化が行われる。代表i阜皮に流入平

均瓜..tUo、代表長さに建物帰 Dを周 L、て、 LESの基礎方程式(第 2章(2.16)式、 (2.17)式)

に対して鉄次元{t.を行うと以下町ようになる。

時間スキームとしても様々な方法があるが、本.Jt'Xでは(3.2)式の移流域に Adams-

Bathforth法 (explicltスキーム，陽解法)、拡散1Jiに Crank-Nicolson法 (impllcltス-+ー

ム， I安解法)を用いた semi-implicit法(半陰解法)を導入する。

• Adams-Bashforthスキーム (explicitスキーム)

1'+'-[' 3n， 1 
一一一一一='::p'- ~Fト'+0(111 2 ) (F=dlldl) 

111 2 2 
(3.6) 

(3.1 ) 

• Crank-Niclosonスキーム (implicitスキーム)

手与=安吋主(訓告 (3.2) 1"" -1'" 1 ~， .J . 1 
一一一=ーF' ←F'+0(111') 

111 2 2 
(3.7) 

ニニでf"は無次元化された量を表し、それぞれ以下のようになる。

3.4 アルゴ')ズム

-. U; 
Uj =τι ， 

v" 
p p τ" 

X， =ι1. t. ==一-=7一一一一寸 n = ~一=一 τη =ー--=-
D 1" lD!U"J 1'0 pU~ 'J U~ 

(3.3) 
MA仁 (Markerand Cell)法や SIMPLE(SemHmplicit Method for Pressure-Linked 
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Equatlons)法、 FS(Fractional Step)法と計算アルゴリズムにも幾つかの方法があるが、

本研究で1;1MAC (Marker and Cell)法から発及した SMAC(Simplified MAC)法を用い

る SMAC法を用い る場合、圧力修正支の Poisson方程式を解〈必4舎があるが、本研究で

は圧力修正堂の Poisson方程式の解法としては にCG法の玖良紙である MにCG(Modified 

にCG)法を掠周している。

3.5 毛色芥条件

3.5司 1 ).混入境芥条件

流入境界条件の取り拡いは、 LESにおいて最も黙しい問題の 1つである。 LES同流入境芥

条件と Lて1.1、所定的苦し流統計量(苦しれ強さ、苦しれの長さスケール等) を満足する非定常

の風i主変動を与える必妥がある。 ~å入条件としての乱れ怯4えが流れ場全体に大きな影響壬

及ぼす鴻令も多しこの状況をどのように再現するかにより千掃作古書とが大き〈左宕される.

主主物周辺気流てd は建物的存，1.による流れ怯4えの3tiιが;，n_:l::境芥まで影響するため、チャ

ンネ Jレ流などの単純;正れ場の解析で用いられる周期境芥条件がi在用でき t、、。従って建物

周辺気iえの LES解析においては、流入条件としての風速変動(流入変動瓜)を生成するた

めに草'Ji主的取り扱いが必要となる。 LESにおける流入変動風の生成方法に関する研究は政近

のふ y トな話趣向 1つであり、 J<の研克司王例がえられる (Leeら1992，丸山ら 1994，近

私ら 1997，1998， Lundら 1998，片岡句 1999)• 

流入変重b反を LESで再乳する方法としては大別してJえの 2つがある。

①}JI)淀の，jL体計算、或いは流入境界前方にドライパ却を設けてこれを本計算領域と同時

に計算することにょう変重油風を生成する方法 (Lundら1998，片岡 ら 1999)

②回線とする 昔L流統計量を，靖えするスペクト lレを処定し、規定されたスベクトルのフー

リエi止変換によ り人エ的に変動瓜を生成する方法 (Leeら 1992，丸山ら 1994，近

格句 1997，1998) 

②の方法は さ，:，に、(a)波数空間の 3次元エネルギースペ7トルをターゲ yトとする 方法

(Leeら 1992)と、 (b)周波数空間のパワースベクト Jレ、クロススベグトルを Fーゲ yト

とする方法的 2つに分けられる。

本研究で 1;( 第 5~ において、②の (a)の方法、即ち、波数空間的 3 次えエネルギースヘヲ

トルをターゲ y トとする方法を用いて人エ的に流入変動Sえを生成し、これを流入境界条件

として建物周辺~l}況の LES 解析を行っている 。

尚、第 4:tの建物周辺魚沼Lの LES解析においては、流入没界条件は簡易にモデルイLし乱

れなしの一様;えを用いている.
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3.5.2 流出洗芥条件

流出境界においては、 i主皮肉ti.fr..条件で与えるj最令と圧力の牝界条件で与える渇令があ

るが、一般にi主皮肉枕芥条件として与える場令が多い。 lt皮の境界条件としては、従来Il

法線方向に対して勾配Oの条件

会=0 (x，#向も流出向して法的向とする) (3.8) 

が用いられることが多かったが、近年1.1(3.9)式に示す移流型境界条件と四十ばれる沈折L条件

の宇)1司が殆どである。本研究でもこの条件を用いている匂

dii， aii 
V~Ui + Uc ~ u i =-0 (u

r 移;瓦i主皮)
dl -dx， 、 (3.9) 

移流速~ Ucの也については流入平均速皮が用いられているニとが多、、が.(3.9)式の物』且

的意味がえ分明石在でないことから1且在のところその与え方に定吉えはないa この Uc1;1(3.9) 

式の左辺第 1域的時間微分項ヒ第 211iの移流項の重みづけ"ラメータとえ?えることもでさ

るa 例えIj'Uc→ Oとする場合、 (3.9)式 1.1du， / 01・o1:: ~ 1)、これは U，・COI1"町ディレタ

レ型のJ主界条件に対応する。 Uc→ ∞とする場合には(3.9)式は dUI/dx，・りとなれこれは

勾配 Oの条件に対応するこどになる。

3.5.3 壁面境界条件

壁面境界条件としては no-slip条件 (linearlaw)を用いることが笠止しいが、 4れをt!

周するためには粘性底層と呼ばれる領威まで充分な伽かさで計算格子を絶す必要がある i

LIJ・し、建物周辺安じえのようなi島Re数の流れでは粘怯広届lJ極めてit<なう、no-slip条

件がi車用できるための計:)j:.格子を施すことは困難である。そこで本研究ては、壁面会主界条

件としては Werner句的提案する linear-1/7powerlaw昔日の 2層壬デル (Werner句 1991)

を丹]いている o Werner勺の 2厳モデルを以下に示す。

U(x"~ .. = x: (x~ sl1.81) 
(τ'" /p)'" 刷 "

(3.10) 

U(X". ~" =問.;)"1 (x;>lL81) 
(T杭 Ip)"・ .. (3.11) 
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この壁面JU-条件は格子が拘占いときには no-slip条件と同値になる。

3.6 まとめ

本章では、軍;4章、第 5#の建物周辺気流の解析で用いる数億計算方法について.i&_"た

主主物周辺気流のような;匂 Re数の#.申jt乱流場を解析する場令には、境界条件的取り扱、、に特

に注意b'必要である。
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第 4章

建物周辺気流の高精皮 LES解析手法の造用

4.1 はじめに

本章では、第 31宇で述べた数値計算方;去を用いて、実際に建物周辺気流を対車とした

Large Eddy Simulation (LES)を行九対車Eする;えれ場は、衝突、静l部、循3章、渦放出

などの様々な流れ性状を合み、 極めて複雑な乱流場である。本章における目的 1:1.、こ のよ

?な建物周辺町筏雑乱流場をあ精度に子測できる LES解析手法を峨主することにある s こ

こで確立される高精皮 LES解析手法は、本研究で取り扱う建物周辺気流に限らず‘王宝エ学

分野で取り扱われる嫌々な+主総舌Li本崎町解析に対しても応用が可能で、雄的て有用弘:もの

になる E考える。

当然のことながら、 LESを始めとする数低解析では計算諸条件が子;s'J柑皮に微々な影響を

及 I正す。従 って高精度子iP，l)b'可能な数値解析手法を峨iJ.ーするためには、それぞれの計算条

件が予測精皮にRIIす影響を革統的に鰭雑してい(;ことが重委となる。そこで本章では‘

LESのsub-girdscale (SGS)モデル、計算裕子、グリ y ドシステムの諸条件を呆統的に変

化させた LES解析を.!tぃ、各計算条件が予測精皮にRIIす影響を詳J仰に検討し、これらの

総合的な判断に基っーき為狩皮 LES解析手法の検討を行う 。

4.2 計 算対象

図 4.1に示す単体建物をモデルィιした正方形断面の角柱周辺;えれ吾計算対象とする。本

研究では以後、対象とする建物モデルを 2次元角柱と呼ぶことにするが、ここで用いてい

る 2次元 l の意味は、時間平均量に対 して主流 (x，)方向と主流直角 (χ2) 方向の水平 2

方向的みの分布となるとい 7 もので、瞬時には 3次元的に激 L(変動しているロ計算は当

然 3次元計算である 。

本解析対象は、 Lyn句が LDV(Laser Doppler Velocimetry :レーザ一流i主計)を用いて

精密な挨蛍笑験を-itっている (Lynら 1994，1995)。本章で行う LES解析の千洲梓皮肉検
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流入 j瓦出
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図 4.1 計算対象

ま正1;1Lyn .:，の実験結系との比絞に基づいて行九流入子均風速 Uo と角柱一辺の長 ~. D I二

基づいた Re 数 (~UOD / v )は Lynらの実験と同じ 2.2X104である。 r局、言者全は UoとD

を用いて保次元化して取 りl1tうニとにする。

図 4.1に示すように、古十.l):fl高成は主流 (x，)方向に 200(角柱前方領Iえに 4.50、角ヰ主後

方領戒に 14.50)、主流直角 (X2)方向に 140、角柱軸 (X3) 方向に 20(但し、計算ケー

スによっては 40Jとしている。この計算領事記は、本解析対象をテストケースとして行われ

た LESworkshop (LES workshop of Flows past Bluff Bodies (1995)， 2nd ERCOFTAC 

workshop on Oirect and Large-Eddy Simulation (1996) : Rodiら 1997，Voke 1997) 

で指定されたものど同じである D !昔、本章で示す研充Jえ泉は二れらの LESworkshopにお

、、ても illH告を行っている。

4.3 計算ケース

本解析では、① SGSモデル、②計算裕子、@グ，)'1ドシステムの 3つの1十耳条件を系

統的1:変イLさせて計算ケースをま量定している。

①の SGSモデルとしては

(1)標準 Smagorinskyモデル

(2) dynamic SmagorinskyモデJレ

(3) dynamic mixed SGSモデル

5モデル

05モデル

OMモデル

(4) Lagrangian dynamic Smagorinskyモデル LOS -Eデル

(5) Lagrangian dynamic mixed SGSモデル LOMモデル

;j>4軍 主主物周辺気d屯白鳥'IilLES解析手法町a車用

4.5D 10 

(1)水平 (x，-x，)断面

(2)必卓 (x，-x3J断面

図 4.2 絡子分割 (girdAの場合)

の 5つを用いている。また、②の計算格子としては

(1) grid A : 1 04(x，)X68(x，)X 1 03(x，) = 70，720 

(2) grid B : 1 07(x，) X 1 03(x，) X 14(x，) = 154，294 

(3) grid C : 140(x，)x103(x，)X32(x，) = 461，440 

の 3つを設定している 。図 4.2IこgridAを例として絡子分割図を示す。

③のグリッドシステムには

(1)コロケーンョング'):ノド (colocatedgrid) 

(2)スタガードグ').~ ド (staggered grid) 
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6.5D 

1D 

6.5p 

の 2つを用いている a 以上のパラメータを基本的l二1パラメータずつ系統的に変化うせ、

表 4.1に示す計 9つの計算ケースを設定している。
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数値計算方法

。笠rJjスキーム 2 ;.え精度中心差分

②時間スキーム ;f;i瓦項 Admas-Bathforthスキーム

拡散項 Crank-Nicolsonスキーム

③ T/レゴリズム SMAC法

圧力修正受の Poisson方程式の解法に MICCG法

@境:fr.条件

(a)流入境1'i-条件 --11主流 百-Uo， u2 = ") = 0 

(b)流出境界条件 移Jえ型境界条件 。IiJt + Up' iJ I dXj_ = 0 

(c)側面(x，方向)境芥条件 slip壁条件 U2 =0， au，/iJx， =塑31ax 2 = 0 

(d)角主主軸 (x，方向)境界条件 周潮流:fr.条件

(e)壁岳t主芥条件 linear-1 /7 power law型 2層モデル

(Wernerら 1991，jjl; 3章 3.5.4参照)

4.5 

表 4.2

各校 SGSモデ ル の予測精皮の検証 (case1 "-case 6の比絞)

計算ケース

case SGSモデル クリ y ド 計算領域 計算格子数 h '1 

1 S (0.13， sf，.)・2

2 DS 

3 DM コロケーション 20(x，)X 
104(x，)X 

4 LDS (T=2N)・4 グリソド 14(x2lX 
68(x0 X 

0.022 

LDS (T=0.2N)叫 2(x，) 
10(x，) 

5 
[gird Al 

6 LDM (T=O.2N)吋

7 LDM (T=O.2N)・4 スタガー ドグリソド

107(x，)X 

S (0.1， mf，，) '2 
コロケーンヲン 1 03(x2l x 

B 
グリッ ド 14(x，) 

20(Xl)X 
[gird Bl 

14(xvX 0.02 

4(x，) 
140(x，)X 

9 LDM (T=O.2N)可 スタガードグリッ ド
103(xvx 

32(x，) 

[gird Cl 

表 4.1

本節ではまず、以下に示す 5つの SGSモデル

(1)標準 Smagorinsky(S)モデル (case 1) 

(2) dynamic 5magorinsky (D5)モデル (case 2) 

(3) dynamic mixed 5GS (DM)モデル (case 3) 

(4) Lagrangian dynamic 5magorinsky (LDS)モデル (case 4， case 5) 

(5) Lagrangian dynamic mixed SGS (LDM)モデル (case 6) 

の予測符/主の検証 をU 7.この検証 にあたっては比較的粗い計算絡子(gridA)をJ丹、、るが、

格子が組、、ほど SGSモデルの寄与が大き 〈な るため、 SGSモデノレの性能をょう明確に判断

できるという意図が含ま れている。

ここで用いる SGS モ デルの基礎方程式を以下に示す。各モデルの詳畑については第 2 ~

2.5 r.rを参照されたい。

角はにJ書する裕子絡 OH主一辺の長さ Dで熱次元ィιしたもの)

5 (Smagorinsky定数，併用さ れる壁面式表附救・3)

sf" 標準 VanDriest型滅求側数，fμ=l -exp(-x ~ 125) 

mf" 修正 VanDriest型液衰関数，fμ={l-exp(- x ~ 125)3}0.5 

LDS 01' LDM (Lagrangian型安定化手法で用いられる積分時間スケール・5)

T=2N : T ~ 2:t;'ril( 4 (第 2章 2.5.4.2及ぴ AppendixC参照)

T ~ O.2N : T = o.2ór;:~' 

ーー、
，ι

、t
J

W

血
曹

-a

""4 

*5 

(4.1) (C5=0.13) 

(1)5モデル(第 2掌 2.5.1参照)

τリ jb内 =-2(C川

数値計算方法

数値計算方法(郁散スキーム‘アルゴリズム‘境界条件)については第 3掌で述ペた方

法に基づ〈。求 4.2に本解析で用 、、た数値計算方法をま とめて示す.これらは全て表 4.1

に示す case1九 case9で共通でゐる。尚、 本章で示す LES解析では流入境界条件として簡

易にモデルfι した乱れなしの一様流 を用いている。流入境界条件ピして変動瓜を用いた解

析については次章で検討を ~t ')。

4.4 
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fド=l-exp(-x; /25) 

i司=(25;t'ij)lf2 

(2) DSモデル{第 2掌 2.5.3.2参照)

刊-jaFhk=2CP|司忌=-2vsGSS;j 

1 ;t;，M;; 
( >: ， 1)=一~

2 M~I 

，戸、、.. 
;t = u.ii. -u.ii り l~J -1'.) 

Mll =手i-EJJ待。

(CはCsの2乗に対応)

(3) DMモヂル (Vremanらの定式化に基づし第 2章2.5.3.3参照)

γjhjh=叫がjLTk-2Ct:1司Sij-時十ij山 -2vSGSSij 

TIn 77一一一L'，: = 1I:1I. -U;U .....'J ~' I-J -1-1 

1 (;til-Hjj)Mli 
C(X， I)=::-~ーーさι」

2 M ~I 

ここL ム~ .............. ~ 
、a、一一-

FG =ii，ii，-百古 -u.U!+U:U ) - "'1'" J "' I ~ J "'l-j' -1-1 

ijjとMりは(4.6)式、 (4.7)式と向じ。

(4) LDSモデル(第 2章 2，5.4.2参照)

tぺB内=ー2Ct:jSjミJ-hA

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4，9) 

(4，10) 

(4.11) 

(4.4)再
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(4.12) 
1 I 

C(X，I) ~ー」札
21MM 

l凶作)=仏M;i]削 l(x)+(1ーのlLM(x -iin (x)t.l) (4.13) 

l叫(x)=仇IjM上I(X)+(1一的M(X-U"(X)t.l) (4.14) 

ε=(1'.1 /Tn
) 1(1 + t.l/Tn) (4.15) 

T=αEILr (4.16) 

(5) LDMモデル(第 2章 2.5.4.2参成)

τtj-j6内 =Lij十A-d|司王j=Lt-ib}ル旧民 (4.8)再

J L" -1 C(州)恒三一.:J，M_ー~且
2 lMM 

(4.17) 

Ir.li.l (x) =山内]n.I(昆)+(1-ε)IIIM(ト iin(ゆ 1) (4.18) 

他は(4 . 13)式~(4.16)式と同じ。

(2)~(5) の dynam i c SGSモデルの計算ー安定ィιとしては、 DSモデル (case2)及ぴ DMモ

デル (case3)の場合、 C<O→ C=oとする clipping操作を府 、、ている[第 2章2.5.4

参照)。 一方、 LDSモデル (case4， case 5)及び LDMモデル (case6)では Lagrangian

型安定化手法をj司いているため clipping操作は必要としない。また、角捻前jj7J..ぴfU'J方に

おける一株流中では、 (4.5)式、 (4.10)式、 (4.12)式及び(4.17)式の分母の M
IJ

(i
MM

) 1;'0 

に近づき計算不能となるため、 M~< lO-5 (IMM <10-
5)の場令には C=o1:': Lている。

以下に計算結主主として示す統計量的平均時間 1;1、無次元時間 (I，Uo/D)で灼 15 (角柱

後方恥ら抜出される均ル7 ン渦変動的 2周期分)としている。 case1の条件で集次元待問

で灼 61 (カルマン渇変動の 8周期分)まで計算を行ったが、図 4.3に示すように平均風速

に闘しては熱次え時間約 15で平均し完結来と殆ど変わらなかった。
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-2 -1 0 

2周期平均 (5モデル)

8周期平均 (5モデル)

2 3 4 5 

図 4.3 角柱中心刺d:.の平均風速 <U} > 

4.5.1 標準 Smagorinskyモデル と dynamicSGSモデルの 比較

(case 1へ case3の 比較)

Xl 

6 

まず始めに、近年 LE5の 5G5モデルの主流になりつつある dynamic5GSモデルを Z次

元己角位f.1i旦気J況の解析に通用し、 static'"通例の 5magorinskyモデル (5壬デ Jレ，case 1) 

との此fまから、その有効性を検証する。

dy円amic5G5士デルとしては、 5magorinskyモデルに基づ< dynamic 5magorinsky 

モデル (D5モデル.cas邑 2)と、 mixed5G5モデルに基づ(dynamic mixed 5G5モデル

(DMモデル， case 3)の 2つを用いる。尚、本解析の DMモデJレは Vreman，;，内定式化

(Vrema円 句 1994，第 2章2.5.3ヨ参照)に基づいている。 case3で用いている計算条

件に準じて Zang，;，のえ式イLによる DMモデル (Zangら 1993，第 2:f2.5.3.3参照)を

用いた解析も行ったが、図 4.4に示す よ うに平均風速に関しては丙 DMモデルの結泉の問

に大きな是は JLられなかった。

4.5.1.1 平均風速<UI>の分布 (臣)4.5) 

図4.5に角柱中心軸よの乎均風速〈百J;.を示す。角 柱前方領主主においては、 5モデル (cas巴

1)、 05モデル (case2)及ぴDMモデル (case3)の各モ デル問に差はえ』れないが、角

0.8 f¥ 
0.6 

0.4 

0.2 

。
-0.2 

ー0.4

Z 

第4章 建物周辺~況のあ持1( LES解村手法のi車用

。 1 

戸ー

一一一一 Zang型DMモデル

一-ー. Vreman裂 DMモデル

2 3 4 56  

図 4.4 角柱 中心軸ょの平均風速〈百1;. 

(Zangらによる DMモデルと Vremanらによる DMモデル円比較)

< u1 > 

O. 

。
0.4 

0.2 
× 実Z全 (Lynら)

。 実年売 (Duraoら)。 ー一一一- 5モデル

ー0.2
D5モデル

DMモデル

-0.4 

苧2 -1 。 2 3 4 5 6 

図 4.5 角柱中心軸よの平均風速<Ul>

(5モデル、 DSモデル及ぴ DMモデルの比較)
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X1 

Xl 
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{主後方領iえにおいて顕著な差。r認め』れる o 5モデルでは後方循環J尻島正 (0.5< x
1 
< 1.5 )の

大~ ?:を4小評価している。一方、 DS.DMモデルのdynamicSGSモデルでは循環;え主主をs
f デルよりも大き〈評価し、実験と良く一致した結釆と~づている 。 この領成において 05

モデルピ DMモデルに大きな差は見られないが、 DMモデルの方がそのビークの位.Jl.、循環

;!.tの広さ等h'-G'千実験に近L、。二れ匂の差呉は、次の4.5.1.2で述べる角拡側方事'J総絞にお

ける乱流拡散性4えの評価の相遣に関連しているものと考え句れる.

循環流ぬよりもさらに後方領主主 (X1> 2) では、ここに示す全ての LE5の結来は Lyn句

の実岐に比べて風速を大さめに評価している。 一方、 Re=1.4x104の Duraoらの実験結果

(Duraoら 1988) li LES的結泉に近、、。この領成では実験問の差兵も大き仁実験誤差

と予測誤差の尚宕を令めた検討を今後nう必要がある。

4.5.1.2 剥離成の言者堂内分布(図 4 . 6~図 4 . 9 )

図4.6に角柱併l方向剥離主主(角柱瓜よコーナー より0.5後方の位亙)の平均風速<U
1
>を

示す。D5モデル (case2)、DMモデル (case3)は5モデル (case1)に比べ、事l総によ

る i主 j，{J~h'広〈、角柱側面的よ り 逮方まで風速が負となる。 DMモデルではこの i主流成がDS

モデルよりやや小さ〈なるが実験には一番近い@

こ円領成でのモデル係数の分布を図4.7に示す。 5モデルの結来1.:1.Smagori ns ky定数 Cs

(=0.13) にVanDriest型の法求問数fμ((4.2)式)を衆じた催、 DS、DMモデルの総来は

<C>1/2を表示している。角柱i丘傍においてSモデルヒ DS、DMモデル円dynamic5GSモデ

ル的問には大きな差異ーがJLられる。 5モデルではfの効釆にょう モデル係数は角柱近傍で単μ 

調にOに向かうているが、 05、DMモデルでは角主主近傍で もあま り減衰していない。

このモデル倒的布形加速いは図4.81こ示す内GS>(-♂ |司)に開l二問返す L

Sモデル同総来では角柱近傍において<vSGS >は大き〈滅求するが、 05、DMモデルではあ

より減求しな、、。 このよ?な<vSGS >の評価の遣い L:lSGSの苦Litt.拡散怯状、さらにはgrid

scale (GS)の苦L流拡散性状に大き〈影響1る。ニれをGSとSG5の連筋エ牛ルギーの愉送株

i主(第2牢2.4.2参照)より考えてみる。

SG5の連動エネルギ- kSGS の輸送方程式中の生産~ P
kSGS 

(--'t;jS，j) i.:l.GSの連動エネル

ギ一 kGSの輸送方程式中的倣迄J1i-ESGS (-τijSij)と逆符号町形で対応する.~r ら、 τij S;j は

GS ど SGS附のエネルギーの輸送率を示す(第2 ~2.4.2 参照)。

5モデルヒ DSモデルでli-.ij3"は(4.1)式、 (4.4)5えから次式のように評価される。

PkSUS ~ -.jjSij ~ 2vSGSCS;/ (4.19) 

Sモデルの1品令、 DSモデルにtt.べ角柱近傍において <v5GS >が小さな{轟を持つため(図4.8
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xzl× 鰍(刷 ら)|
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。 。

ー1 0.5 。 0.5 1.5 2 。 0.1 0.2 0.3 

図4.6 角柱側方の平均瓜i主〈百1> 図4.7 <C>"2 

(5モデル、 D5モデル及ぴDMモデルの比較)
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図4.8 <"SGs> 図4.9 - τ ‘12 
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参照)、 (4.19)式によリこの領威での PkSGS
が小さく好イ面される。 PkSGS

が，トさいので-eSGS

も小さ(なる。つまり、 5モデルで(iGSからSGSへ輸送されるエネルギーが，)、さ〈評価され

る こ円ため、;五れ』暑で丈配的'.tGST'X.分の運動笠拡散がi邑大となる。これにより 、5モデル

ではDSモデルに比べ剥離lえの成長が抑制され、帯l離による逆流主主が狭{立ると考えられる

(図4.6参照).

一方、 DM モデルてはSGS応カ屯りは (4. 8)式に示すよう lこ s ca l e-s lmi l a川モデル L~ ((4.9) 

1¥，)とSmagorinskytデルの和として表される(第2掌2.5.3.3参照)。図4.9にー<1:12>円

比較を示す。 DMモデルの結来は全体的lこDSモデルのF古来よりもやや小さ(なっている。こ

れは <VSGS>がDSモデルよりも小::<なっていることにかえ(図4.8参照)、鳴時的に

scale-similarityモデルの1JiがSmagorinskyモデルの項と送符号に働い fこためと推測され

る これによっ、 DMモデルではDSモデルよりも P，.___ (=ーτ$.，)が小さ〈なる。その結kSGS • - "U-'J 

来、 DSモデルに比べて GS~分のi主動笠拡昔!(iJ 'ì且大にな 1) 、剥 ~tによる i主流成が狭〈なると

考え匂れるが、平均.!Ri主で比校すると DMモデルが実験と最も一致する結来となっている

t図4.6参照)。

>，J..ょのよワな各SGStデル問における剥熱性状の変化が、国4.4に示す角柱後方的循環流

の大きさ等に彩響を及ぼしていると考えられる。

4.S.1.3 dynamic SGSモデル導入の効釆と 問題点

4.5.1.1、4.5.1.2で示したように、 dynamicSGSモデル (DSモデル (case2)及び DM

モデル (case3)) は sratic'.t通例の Smagorinskyモデル (Sモデル， case 1)に比〈て、

角柱側方や後方循潔流成の風速分布の千i~'1 にお いてその精皮を大幅に改善する c !g L、DS

モデルピ DMモデルの dynamicSGSモデルを比絞した場令、雨モデルの問に著しい差(;!見

1:' J'l~、、。

一方、 AppendixAに示すように scale-similarityモデルの 2重アイルタ操作の定式Jt

ょの問題0・旬、このモデルをベースとする DMモデルを千ャンネル流解析に迫周したゆ令、

DSモデルに比べて、さらには Sモデルに比べても子調')if青皮が劣毛主主釆となる。二の?自主主に

ついて、また 2次元角柱周辺気流的解析における DMモデルの導入の主義を以乍に考えて

みる。

Appendix Aで指摘している問越は、平均J況が勾重己を持った方向に 2重フィルタ持作を

抱し止場合、 scale-similarityモデルの評価にしばし ば熱視し待ぬ数値誤差が会まれるとい

うものである e しかし渦放出を伴う 2次元角柱周辺流れのJ量令、特に角柱近傍において i主

皮勾配の符号が淑しく変化する#定常性の強い流れとなり、千ャンネ 10流のように明確な

速度勾配が存在しない。そのため、 2次元角柱周辺気J況の解析で(.;1scale-similarityモデル

のフィルタ操作に1¥11わる問題点が予測精度に対して顕著に影響しないものと考える。
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つまり 2 次元角柱周辺気;立のJ#;合、非定常怯の ì~い流れ崎町性状により給者七的に scale

similarityモヂルの問題点が瀕往イLしないと考えているが、このような，えれ怯状l.idynamic 

SGSモデル町i!用 上、別の問題を招く 。非定常f止h'i'主〈、 i主lえ勾百己の符号も igU<変{とす

る ~J1i.れ場においては、 DS モデルのモデル{手数 C は負となることが多<.計算不冬定($1.拡

散)が生じる。そのため、通常は強制約に五円拡散を保託する clipping操作が導入 2れる

しかし筆者の修牧かりは、 clipping操作1;1あ〈まで11拡散の場大による計算発散を防止す

るためのものであり、計算安定化やモれに伴う計算負荷の軽減にはあより i初来かない。実

際、 clipping操作を用いた DSモデル (case2) は 5モデル (case1)にlじべ、計算時間

が約 4.3倍増炉している。この点、は dynamicSGSモデルに基づ(LESを;凡用的に利用する

ためには大きな障害となる 。

一方、本解オ1fの DMモデル (case3)の計算時間 l.iDSモデルの 6害H:i皮となっている.

これは DMモデルを構成する 2つのモデル (Smagorinskyモデル及ぴ scale-slmilarityモ

デル，(4. 8)式参.~?.)のうち、係数 C を合ι. Smagorinskyモデルの1Jiが員拡散に寄与する冷

合でも、もヲ一方的 scale-similarityモデルの1JiiJ' Smagorinsky 1買ti乏符号に働いて負拡

散を成和し、計算が安定こになるためと考えられる。以上を踏まえると、本解析における DM

モデルの導入の:意義は、 DSモデルに対する予測精度の大幅な改善といヲよりも、 DSモデ

ルの計算安定化のための方策の 1っと解釈できる。しかし DMモデルにしても、 SモデJレ

に比べて灼 2.5f告の計算時間が必妥とされる。

そこで次に、建物sJi互支{.i，えのよ?な予定維苦LiIff.場の解析に dynamicSGSモデルを i且片]す る

際に計非安定化 高速仏に有効と期待される Lagrangian型安定化手法 (Meneveau ら

1 994 ， 1 996) を DS モデルに導入した 2 次元角柱周辺j!;Lれの LES 解析を行い、問手法的~I

釆と有効性を検証する。

4.5.2 dynamic SGSモデルへの Lagrangian!M安定化 手法の導入とその効求

(case 2、case4及び case5の比絞)

ここでは dynamicSGSモデルの計算安定化手法として、特に建物周辺気流町ょう t扱雑

垂L流場の解析に有効ヒ期待される Lagrangian型安定仏手法 (Meneveauら 1994，1996， 

耳~ 2 :f 2.5.4.2参照)も DSモデルに迩J司した LagrangianDSモデル (LDSモデル， case 4 

及び case5)にょう 2次元角柱周辺流れの ほS解析を行い、 DSモデル (case2) との比

較!こよう、その有効性を検証する。

Lagrangian型!安定化手法 を用いる場令、積分時間スケール Tがそデルイ手数 Cの平均時間

(Lagrangian積分時間)を決める最も 重要なパラメータとなる(第 2:f 2.5.4.2 blぴ

Appe円dixC参然)。本解析で(;1Lagrangian型安定化手法の提案者である Meneveauらか

推奨する形の 1つである T=2d1i:U4 (以降T=2N (N=a1i:li4) ，case4)と、モの Tを
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図 4.10 角柱中心軸ょの平均風速<Ul> 

(DSモデルと LDSモデルの比較)
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図 4.11 角柱側方的平均風速<UI>

(DSモデルと LDSモデルの比較)

1ハ0としたT-O.2ðlL~4 (以降T-0.2N • case 5)の 2l主主語の積分時間スケールを用いて

L、る 。

0.8 
4.5.2.1 乎均瓜i主〈百1>の分布(図 4.10) 。

、. 

Xz X2 

図 4.10に角柱中心軸上の平均風i且〈百1>を示す。T-2Nの LDSモデル (case4)的場

令、事寄験や DS毛デル (case2) に比べて角柱後方循環流成をかなり小~ (評価している 町

一方、 T=0.2Nの LDSモデル (case5)で評価される循環流主主的広さは実験と良 〈一致し

ている。まえ、循F在iえぬよりさらに後方領滅 (X1> 2)では LD5モデルは雨ケースとも DS

モデルi二比べてやや実験に近い傾向を示すが、依然として風速の回復が平〈実験との差兵

0.6 0.6 

0.4 0.4 

は大きい@
0.2 0.2 

4.5.2.2 剥離成の諸量の分布(図 4 . 11 ~図 4.13 )

角柱側方の風上コーナーより 0.5後方の位進における平均風速〈百1>を図 4.11に示す。

T = 2N (case 4) hlぴT-0.2N (case 5)の LDSモデルはともに角柱側方向尋.)絡による

進流主主の大きさを実験よりやや小さ〈予測するが、実験との対応はかなり良い。

0 

o 0.1 0.2 0.3 

。
。 0.001 0.002 

図 4.12 < C >112 図 4.13 < "SGS > 
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図 4.12 はこの領成におけるモデル係数 <C>112円分布である。 LDS モデルの結果は

T = 2N t: T = 0.2Nともに DSモデルよりも小さし特iニT=2N11大幅に小さな位を iてす e

また待系ti示さないが、 LDSモデルを用いた 2つのケースでは解析会領成にお、、て係数 C

の{直がほぼ完全仁正とな り、その空間分布も比較的穏やかなものとなった。 これは計算安

定化に大主〈宵献し、 LDSモデル (T-2N及ぴT=0.2N) の計算時間はともに DSモデル

の約半分となうた。

図 4.13によの領成の SGS渦粘怯イ手数<"sos >同比較告示す。LDSモデルは角柱壁面b

，;， x2 = 0.3の範聞ではT=O.2NがT=2Ni-大き(よ回るが.角柱ょう x2= 0.35 以上~Itれた

均所では尚ケースの LDSモデルt:!よ〈似た推移を示している。

図 4.12と図 4.13における LDSモデルの姑釆と DSモデルの結来を比へ'ると‘いずれの

結来も角柱。・ら離れると LDSモデルの方が DSモデルの場会よりも速やかに減少する様子

が五Lられる 。こ れは角4主か句離れるに従ってー十主流の影響を強〈取り込むた的と考え匂れ

る。 DSモデルと LDSモデルにでは、 <C>112や<vSGS >等の分布f生状の1LJI.により角柱側

方向平均風速分布が変化し、剥維持記の大 きさにおいては LDSモデルは DSモデルよりも実

験に近づいた結来となっている(図 4.11参照)。
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o c...........，，;T:.;.， •• "，.1 .." 1 L 0.01 

0.01 0，) 100 -2 1 。
(1)角柱側方剥雄氏

一一 LDSモデル IT=O.2N)

ー- LDS -1: i' '" (T=2N) 

角4主

l
l
 

J

{

瓜
同

十

J
J/

ー

が
グ
h

し

ん

2 3 4 5 6 
x， 

7 

(2) J自社中..:.;軸よ

図 4.14 係数 Cの積分範園 L

4.5.2.3 モデル係数 Cの算出における積分範囲 の評価 (図 4.14)
非常に大き 〈なる

図 4.14に LDSモデル (case4，臼se5)のモデルイ手数Cの算出における積分乾凶 じ (流

跡線l二沿ったよ，えへの再生次元距離)を示す。図示した伎は、 Cの算出式に1且れる 1LMとIw"

の納略イιされた輸送方程式 ((4.13)式と(4.14)式)を導出する際に用いる重み関数 W(第 2

1f 2.5.4.2参照)の特分他が金重み(ー∞までの積分値)に対して 90%と立るよう t時間に

対し、その位患でのスカテー瓜i主催(<UI>2 + <U2 >2)"2を乗じたものとして表示して いる。

図 4.14(2)に示すように、角柱i丘傍における特分l!f!.総LはT=2Nの場令、 T=0.2Nの 2

~4 f告大~ <なっている。例え t.f、 Xl司ーlの角柱風上位11.でT=2Nの場令L=16であり 、

T=0.2Nの場合L 陣 4である 。

この積分Jr.離町長さは. ~ttれ場の位状があまり$:ィι しない範囲を越えないのが妥当であ

1) .角柱近傍の流れのスケールは角柱幅 1(角柱一辺町長さ D で鉄次元fι) より小~ <な

ると考えられる。図 4.14(1)ょっ T=2Nでは角紘側方向 Xz=0.2 (角キ主側方剥離渦外縁，図

4.11参照)の返りでピが 1よ 1)大 き 〈なっているのに対して、 T=0.2Nの場令は X2= 0.2 

の位震でピ田0.6となり、図 4.11等の比較からみて T=O.2Nの方が妥当と推測される 。即

ち、T=2Nの場令の ビ は過大であり、 Meneveauらが等方位乱;瓦などの単純流れ場でf，:j主

化しと T=2Nの関係 (AppendixC参照)をそのまま建物周辺気;況を始めとする被雑苦し;屯

j毒の解析に通用することには問越があるものと考えられる。 また、 jえれの性状があまう変

化しない角柱上流や側方途方の一株流中において積分銀総は角柱近傍の 100倍以よとなり

4.5.2.4 Lagrangian型安定仏手法的導入の効来ヒ問越点

Lagrangian型安定化手i去を導入した DSモデル (LDSモデル， case 4及び case5)は、

DSモデル (case2)に比べて灼 2倍計算時間が高速ft.され、 DS壬デJレの計算安定ィιのよ

て'有効である 。ま た、LD5モデルの積分時間スケーJレTを調整来週イιすることにより (ιase

5 ) 、角?主fU'J 方のl!"]離是正の大きさ~に関して DS モデルに比べて若干の精皮の市Jょが札られた.

子規付青jJ_に関 i主して、積分時間スケール T の伎については Meneveau らが~It奨する T=2N

(case 4)よりも T= O.2N (case 5)が良好な結釆を示し 、角柱周辺5.in.れ場では T-2Nか

必ずしも i車当でないことが明らかになった。 T=2Nという値は等方f生乳，えtどの単純jえれ

場を対象として長i且仏されたものであり (AppendixC 参照)、これを 2 次元角柱周辺~J{Lれ

のよう t各種流れf生4えが混在する季五総苦uえ場に対してモのまま用いることには問題がある。

Lagrang ian 型安定仏手法の積分時問スケール T I:1流れ場の怯~えにJるじてf，: j車仏される必要

があり、問手法をより汎1自的に剥mするためにはこの点が今後の謙越される 。

4.5.3 Lagrangian dynamic mixed SGSモデ ル の通用

(case 3と case6の比車¥t)
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実験 (Lynら)

DMモデル

LDMモデル

-1 0 1 2 3 4 

図 4.15 角柱中心軸よの平均風速<u，> 

(DMモデルと LDMモデルの 比較)

5 6 

X l 

4.5.2で示したように、 DSモデルに対して Lagrangian製安定化手法を導入することは

計算安定仏や千知H青皮のdーから 大変有効と考えら れる。一方 4，5.1 で述べたように、

dynamic SGSモデルの 1つである DMモデルも建物周辺気流解析においては DSモデルの

計.)j'.安定仏対東の 1 つと考えられる。 1えって、この両宕を組み合わせれば、 ~r ち 、 DM モデ

ルに吋して Lagr'angian型安定化手法を導入す れば、 dynamicSGSモデルの計算安定イι上

さらに期待ができる ロそこで次に、 DMモデルに Lagrangian ~目安定化手法を導入した

Lagrangian dynamic mixed SGSモデル (LDMモデル， case 6)を2;J;.え角柱周辺j/.i.れの

LES解析に通用し、通常の DMモデル (case3)との 比較に ょっその有効f生を検証する e

尚、 LDM モデルの納分吟問 スケール T として は 4.5.2 で有効性が検託 さ れた T~O.2N を用

いて、、る。

4.5.3，1 平均瓜i主〈百1>の分布 (図 4.15)

角柱中心軸ーとの平均瓜i主<U
1
>について 、DMモデル (case3) t LDMモデル (case6) 

を比較した結采を図 4，15に示す。DM-t:デルと LDMモデルの結釆はともに角住後方の循

環流成のf生4えが笑験と 良〈一致して いるが、 LDMモデルの方が さらに実験に近、、。LDMモ

デルの持家はこれ までに比絞した 4つの SGSモデル (S，DS， DM， LDSモデル)と比べても

C 
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図 4.16 モデルイ手数 Cの時系列変化

(DMモデルと LDMモデルの比絞)

0，8 

実験とtえも良、、対応を示している。

4.5.3.2 モデルイ手数 Cの時系列変化 (図 4.16)

71 

図 4，16は角柱後方循環流威内のある 1点(角柱中心勅よで角柱彼方笠岳0・ら 0.5制tれた

イ主毘)でのモデル係数 C の時~列変イι を示した も のである。 LDM モデ 1レは DM モデルに比

べて滑らかな変動を示している。これは計算安定化に大きく貢献し 、LDMモデルの計算時

間1;1DMモデルのさらに 6割程度に短縮された。こ れまでにもらいた 5つの SGSモデルの

計算時間を 比絞すると， 5: DS : DM : LDS : LDM 与 1・4.3・2.S: 2，2・1.5ヒtる。子

規JT青皮も含めて、 LDMモデルが本研究で対象とする 2次元角柱周辺流れのような被総昔Li瓦

}告の解析に秘め て有効であること が分かるe

4.6 計算格子依存性の検討

本音Fで1;1、計算条件が予測精皮にZいます影響の検討の 2つめとして、千，則精皮に対する

計算格子依存性の検討を行う .まず始めに、 2つの.fi，なる計算格子 (gridAどgridB)を
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用いた5モデルによる解析 (case1とcase8)を行い、格子分割の速いが予測精度にJ，l.lf

す影響を示す， また.格子分割数だけではなく隣り合う裕子の拡大牟 (gridstretching 

ratio)に若回し、これが子沼l精度に及ぼす彩響についても検討する e

4.6.1 絡子分割の相i主のi)._ぽす影響 (case1と case8の比較)

表4.1に示すように、ニこで比較する case1とcase8の計算条件の遣い1;1、① 計算格

子分割、 ② Smagorinsky定数Cs、③主主求関数fμ、@角柱事b(X3)方向の解析領域的広

さの 4 つである 。本永1;1裕子分割のみ変突するべきであるが、 case8は前述の LES

workshop (LES workshop of Flows past Blu仔 Bodies(1995)， 2nd ERCOFTAC work-

sh叩 ohOirect and Large-Eddy Simulatio円 (1996))で標準とされたケースに従ってお

り、これらの相速が生じた。 しかし、以下の理由から case1とcase8の計算条件の主要

な4日夜は格子分割でゐると考える。

②のC句ヒ@の解析f貫主主については、 Murakami句が本解析と閉じ 2Jええ角柱周辺;えれの

ほ5解析を行い、Cs= 0.13 (case 1の条件に相当)ヒ Cs= 0.1 (case 8の条イ牛に相当) の

進いや、町方向的解析領成 20(case 1の条件に相当)と 40(case 8の条件に相当)の自主

いにより千測結来に殆ど変仏lまえられないと報告して いる (Murakamiら 1991)。また@

の fl• については、 case 8の計算条件かららのみを case1で用いている様再生型の欲求問教

( (μ ー 1-口p(-x~125))に代えたケース (caSe8') ~-設定し、予備解析を行 っ た。 しかし

図 4.17に示すように、平均風速〈百1>に関する眼 1)case 8とcase8'の総書主に大きな遣い

IH..られなか司た。 以よのよとから case1とcase8の計算条件の主要な相i主は格子分割

であるとみなし 、以下に両ケースのb叫主持来を述べる.

図 4.18に角柱中心軸ょの平均風速〈百1>の比較を示す。角柱後方向 >1の領主主において、

case 8では分布に激しい数値妹重油が生じている。一方、同じ領域で case1の結泉には級車。

は丸られない。この差1;1雨ケースの計算格子分割の相i主によるものである。case8の格子

分事'1(grid B)はX1> 1の矧』えにおいて case1 (grid A)よりも組〈 、また角柱勅 (X3)方

向も領級全体で case1に比べて粗い分割とな勺ている。このため、 case8の姑来では角柱

後方領tえの氏追分布に採鋤が発生したと忠われる 。一方、角柱近傍領主え(ーI<X1<I，

ー1.< x2 <けでは、 case8 (grid B) 1;1 case 1 (grid A)よりも知かい格子分割とな って

おう、 case1に比べて case8の方が角柱後方循環流成 (0.5< x1 <1.5)において精度の良

L、結来を与える。 このような計算特子の速いにょう 生 じる子洲符皮の変仏については、さ

らに幾つかの計芥格子を設けて詳仰に検討する必要がある。ζ の点は今後のま畢越となるが、

この検討の一段と Lて隣う令つ格子の拡大手 (gridstretching ratio)に着目し、これが子

;p.'j精度に及l正す影響について検討したものを次に示す。
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ー2 -1 0 

case 8 (Sモデル)

case 8' (Sそデル)

2 3 45  6 

図 4.17 角柱中心軸ょの平均瓜s阜〈百1> 

(標準型;成愛関数と修正型滅求問数の比絞)

-2 -1 0 

ぷ余ふぷ~山

) × 笑験 (仏Ly卯n句ω
日 1(5モデル)

ase 8 (Sモデル)

2 3 45  6 

図 4.18 角柱中心軸ょの平均風速<U1> 

(格子分割のi!いによる彩響)
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第 4章 建物周辺11.流町高精度 lES解析手法的通用

1< 4.3 計算ケース

SGS -1':デル 計算領域 計算格子数

1 04(.，) x 1 03(x，) 

SモデJレ 20(x，) x 14(.，) x 10(x3) 

(CS =0.13) X2(λ3) 121 (x，) X 1 03(x，) 

X10(x，) 

一一- case 1-A ; stretching ratio大

ーーーー.. case 1-B : stretching ratio ，1、

:-:'---¥ 

5吋 ingrati 

("方向)

1 ~ 1.6 

1.05 

stretchlng ratlo 1.05 

XJ 

-2 -1 0 234  5 6 

図 4.19 主流方向の格子憾の分布

4.6.2 grid 5tretching ratioの及ぼす影響

P41}令う格子の拡大率 (gridstretching ratio)に着目し、 これが子，即時皮に及ぼ1彰響

について検討する。この検討では、主流 (x，)方向の gridstretching ratioのみを変仏さ

せ、 2つの計算ケースを設定する。こ れらのケースは基本的!こ case1的条件に従うものと

し、 case1 -A 1:: case 1 -Bと表記することにする。 i旦し、 case1の場合には主流直角以，)

方向的計算修子が籾いので、この彩響h'"方向の gridstretching ratioの速いによリー予測

精度にRIまされる影響よりも大き(なる怨れがある。そのため、 X2方向の格子分割につい

ては case1よりも何かい格子が施さ れている case8を用いることにした。表 4.311 case 

1-Aとcase1-Bの主な計算条件を示 した ものである。また、 図 4.19Iこcase1-Aとcase

1-Bの主流 (x，)方向の格子隔の分布 hI"'す。
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，y"，"，XX X
X 
xx xx xxx 

× 実験 (Lynら)

一一一- case 1 -A (stretching ratio大)

case 1-B (stretching ratio小)

ー2 -1 0 2 3 4 5 6 

図 4.20 角柱中心軸上の平均風速ぐ古1> 

(grid stretching ratioの遠いによる影響)

X[ 

4.6.2.1 平均風速<UI >の分布 (図 4.20)

図4.20に戸l柱中心軸ょの平均風速〈百， >も示す。 1当社後方循環~;f[主主に tμ 、て 1 ;1; case 1-A、

case 1-Bともに実験に比べて循;1.草;i!i.主主内大全さをi&小評価して M る。この点は 4.5.1で示

した 5モデル (case1)の結果と同株であ り、この誤差はdynamicSGSモデルをIIJいるこ

とによ り玖毒される (4.5.1参照)。循環流成よ りもさらに後方 (X1> 2) では、 caseトA

に比べ grid.stretching ratioの小 さ、、 case1-Bは定皮肉回復がやや巡(>;，: I) ，Lynの実験

に近づいた結釆と tどっ ている。図 4.21(1)に示す よヴ に、 casel-A でIj五J>2の grid

stretchingがi且大となる領成(図 4.19参照)で発生する数億採剥が拡散的に働さ.この領

Jえでの速皮肉回復が平〈なる。 一方、 case1-Bでは同じ領主主における数値線あが抑 ζ 句れ

(@ 4.21(2)参照)、速度の回復が case1-Aに比べて進〈なっ実験にi丘づ〈。しかし、 case

l-Bにおいても依然として実験結泉よ りも速度何回復は平、、。

4.6.2.2 角柱後方向ノ ルマルス トレス〈uf〉と乱流エネルギ-k(凶 4.21) 

図 4.21に角柱中心勅よのノルマルス トレス <u;l > の各氏分と乱流エネルギーk(ともに

GS成分のみ)の分布を示す。 .， > 2の領主誌において、case1-Aでは <ui.2>1:: kの分布に
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串4'" 建物周辺司し主的高柑IllES解桁千法の<lJII

。

，2 
-ーーー・ ・ < uj > 

一一一一一一 〈 U22〉

一一一 〈uf〉

ーー一一 k 

届L

E三>

6j+1の cul-off
6;肉 cUI-off

〆k 
エヰルギー

スベクトル
0.8 

〈 Uiz〉

0.6 

0.4 
6， 6"t 

0.2. 

di+1と61の GSエネルギーの丞

-0.2 X 1 図 4.22 cut-off 波数の変ィιに伴う GSエネルギーの変化

-2 -1 0 2 3 4 56  

-0.2 X[ 

激しい振動が丸られる(図 4.21(1))。一方、 case1 -Bではそれらの振動は大幅に抑えられ

ている(図 4.21(2)) 0 case 1-Aでえられる係動的大半1;1xt > 2の gridstretching ratioが

急』せする領主主で生じている。 ζれに対し、 case1-Bではこ円領威の stretchingratioを小

さ〈することにより数値採動が抑えられる。本島平析のように不等間隔伶子を用いる場合、

各格子で解f患できる GS成分が兵なるため、この差から生じる余剰エネルギーが数値振動を

:を走塁し、特に gridstretching ratioが急増する領成において悪影響を及ぼす。

図 4.22に事正念図を示すが、鳩町異なる隣り合'12つめ4晶子 (Llj，LI，叶)がある場合、Llt守1

の cut-off波数は 6 j の cut-off 波数よりもイ&波数1~'J に移動するため、 6 j ヒ ðj .，. 1 の問て GS

成分のエネルギーの差が生じる(図 4.22 の斜線吾~) 0 6jか句 L¥+1に移るとき 、図 4.22円

斜線幸~のエネルギーが 6 ;什で直ちにはすべて SGS 成分に変換されず余剰エネルギーとなっ

て行主場を失、、、これが数値採動を引き起こすと考えられる。ニのため、 case1-A では

Xt > 2の gridstretching ratioが急神する領践において激しい数値掠動が生じ、これによ

りi主皮変動のエネルギーが滑かし、 i且動IJ1:遥動量拡散が起こり case1-Bに比べてこの領成

ての速度の回復が平〈なったものと考え句れる(rgJ4.20参耐t.)。

(1) case 1 (grid stretching ratio・1-1.6)

。

.2 ...・一一 < u1 > 

一一一〈uf〉

.2 
一一一<U3 > 

ーーーー- k 
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o
r
o
 

h

U

A

U
 

〉z
 

'

l

 

H
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〈
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-2 -1 0 2 3456  

(2) case 2 (grid stretching ratio守 1.05)
4.7 グ リッドシステムの相違の及ぼす影響 (cas巴61:: case 7の比較)

図 4.21 jl]柱中心事b上のノルマルストレス〈u;2〉と舌L;!.i.エネルギ-k
本IIj¥では、コロケーショングリッドとスタガードグリッドの 2種類のグリットシステム

を用いて 2 次元角柱周辺~jftれの LES 解析を行、\千iA')精皮肉比絞を行う。

速度と圧力の定義夕、が同一ピなるコロケーショングリッド l;t、速度 3成分J.，lぴ圧力の定

義点が異なるスタガードグ').:/ドに比べ、 一般的維産標や後令グリ y ドへの拡張 h' 'f:.~ で
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Aら<XXXXXXXXX 

× 実験 (Lynら)

一一一一 ヲロケーショングリッド (case6) 

スタガードグ 1)'1 ド (case7) 

X] 。 2 3 4 5 6 

図 4.23 角柱中心勅ょの平均風速〈百t>

(ヲロケーショングリッドとスタガードグリヅドの比較)

あるニとや、解析結来として算出1る統計量の取り扱いが簡明であるといっ丘中l夕、を有す

る.し かし大問らは、チャンネル流を対~とした LES 解析においてコロケーショング，) '1 

ドを刊J司した坊令、コントロールポ，)ューム中心て'定義する速度に基づ{述続条件が高精

度で渦えきれないため、lE.カ歪み拘闘ljiによるエネルギ一再分配が不十分となり、スタガ

ードグリッドに比べて予測特)1:.;"低下するという報告を行っている(大岡ら 1997)• 

モこで本節でli2次ゐ角柱周辺iたれに対し、グリッドンステムにコロケーショングリッ

ド (case6) とス Pガードグリヅド (case7)を用いた場令の LE5解析の予測精皮を比較

する。 ニニでは SGSモデルとして LDMモデルを用いる。

図 4.22に角柱中心軸ょの平均風速<Ul>の比絞を示す。大向らが行った千ャンネル流の

LES解析て札られるほどの差11本計算給与とにおいて IjA..られず、スタガードグリッド円高古来

の方申'ほんの1豊かに良いヒいえる程度である。 2次元角柱の場令、国体'ltlll影響がえ亘己的な

千ャンヰルi足解析に比〈て正カ互み相関項の影響が小さ〈、そのため、両グリ y ドンステ

ムの結糸町向に大きな差が生じなかったものと考える。

4.8 あ精皮 LES解析手法の迎用 (case9) 

最後にこれまでの検討を踏まえて、① SGSモデルとしてはあ精皮且つ安定な LDM
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表 4.4 インテグラルパラメータ

計算領成 計算格子数 hw s < Cd > q c: I 
LES 

case 9 140X103 

(LDMモデル)
20x 

X32 
0.02 0.131 2.05 0.12 1.39 

146X 146 
group 1 14X 0.01 0.13 2.23 0.13 1.02 

4 
x20 

192X160 
group 2 0.01 0.13 2.03 0.18 1.29 

X48 

実験

Lynら

(1994， 1995) 
0.132 2.1 

Vickey (1966) 2.05 1.32 

Le巴(1975) 2.05 0.23 

group 1 : Karlsruhe大学 (Rodiら) group 2 : Illinois大学 (Vankaら)

hw : flJ柱に接する格子帰， 5， ストローハル数J < Cd > 千均抗力係正k

C~ 抗力係数の rms値 I Cj:揚カ係数の rms値

モデル、②計算裕子分割については 4.6掌における検討を考慮して設計した gridC (求

4.1参照)、③グリ γ ドシステムにはス 111ードグ')'1 ドを用い/と LESIニより 2次え角柱

周辺流れの解析 (case9)を行う。以下に示すように、 case9の条件をl招いた LES解析は

経めて精皮肉高い予測が可能となる。

表 4.4 にインテグ?ルパラメータについて、 case9の LES舘泉の比較、前述の LES

workshop (LES workshop of Flows past Bluff Bodies (1995) : Rodi 句 1997) て報告

された他の研究グループの結泉及び実験結采を示す。尚、本計算 (case9) で(j各校統計

量を角+主後方で発生する IJル7 ン渇変動の 8周期分(持基次え時間 tUo/Dの約 61)円時系列

デ-5'から算出している。制Lの研充グループの鰭釆と比べても case9の待来は実験{也との

対応が極めて良い結呆となっている。

図 4.24は角柱中心軸上の平均風速<u1 >を示したものである。case9的結釆は角柱後方

循様;主主主において、実験と極めて良〈 一致 している。しかし、角柱後方循環流域のさ勺に

後方 (Xt>2) においては、依然として風速の回復が早〈実験ピ~なる分布を示している。
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第 4章 建物周辺11.1宜的高精度 LES解析手法町通府

× 実験 (Lyn句)

一一- cas巴9 (LDMモデル)

ー1 0 2 3 4  5 

図 4.23 角柱中心軸上の平均風速くU1> 

6 

X l 

前述したよヲに、ニの点に1¥11しては今後笑験誤差1:'f. ;，.'1誤差の局者を含めた検討が必要と

なる。

4.9 第 4章まとめ

本*では、 LESの SGSモデル、計算格子、グ，)γ ドシステムの計算諸条件を系統的に変

凡させた 2 次元fH主周辺~流の LES 解析を行い、各条件が予測精皮に及ぼす影響を詳畑に

検討しん

各彼 SGSモデルの予測精皮肉検証においては、ぬ精皮 SGSモデJレとして多〈の期待を集

める dynamicSGSモデルを導入し、従永の staticな Smagorinskyモデル (Sモデル)に

比べて千洲精度。r大憾に改善されるこ Eを明らかにし た。しかし、 dynamicSGSモデルは

あ特皮の子測を可能とする 一方で、吉十算不安定、それに伴ヮ計算負荷の局大という LES的

実用 化的渇からは大 5なネソクとなる問題点.を持つ。本研究ではこの問題に対し、

lagrangian型安定仏手法と呼ばれる dy円amicSGSモデルの計算安定化手法を導入し、問

手法が千測粉夜・計算安定性の両面から、建物周辺気iえのような読書事乱流場の LES解析に

有効であることを峨認し夫。特に、 dynamicSGSモデルの 1つである dynamicmixed SGS 

モデル (DMモデル)に Lagrangian製安定仏手法を組み令わせた lagrangiandynarnic 

mixed SGSモデル (LDMモデル)は子j骨l精皮、計算安定住を含めて設雑舌L)，1i.場の解析に極
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めて有効なモデルヒ期待される。但し、 lagrangian 型安定化手法を用いる場合には l~分時

間スケールの調隻・武i車化が必f.ーとされ、問手法の J凡用的色・利用のためにはこの点。z今4主

の課題とされる。

計算修子にIl/lしては 2f重幼の格子を用いて解析を行い、それぞれが予測特皮に及ぼす彩

響を示しん。正た"tr:)i-格子依存怯に関する検討の一環として、隣 1)合う格子の拡大率 (grid

stretching ratio)に着目し、 gridstretching ratioの変化0・千刈精度に;!l1iす彰響につい

ても検討した。 gridstretching ratio ó'大~ 1"，場令、昔L流エネルギー等の分布に;紋しい数値

採動が引主起こされ、これにより i主皮変動のエネルギーの1替か・通事!なi韮!動量拡散が生し、

風速分布等の予測精皮にゑ影響が及ぼされる。但し、このような予測特皮に対する計算偽

子依存性については、さらに戎つかの計算格子を設けて検討することが必要となる.今後

はイえ用する SGSモデJレの遣いにより変イιすると考えられる格子依存怯の検討等も含めて詳

知7~検討をüいたいと考えて b 、 る。

グリッドシステムについてはコロケーンヨングリッドとスタガードグリ γ ドの 2綾瀬に

ついて検討を行っと。但 し 2次元角柱周辺気流の解折においては、両グリッドンステムの

結来の聞にF告と-~1Ì 長Lられなかった。

以上の検討を踏まえて本章では最後に、最もあ精fJ..の千測が期待される LES解析手f去を

確立し、この手i去を用いて Z次元角柱周辺気流の lES解析を行、、、経めて持参皮肉高川千点l

が可能となることを示した。

尚、本:t-で示しえ LES解析は会て剖しれなしの一係;えを流入会主芥条件として計}干をrrった。

しかし実際の建物周辺気J況の流入風は常Iご苦しれており、この状況をどのよヲに持J{するか

が LES の工学的応用において最大同様怨の 1 つとなる 。 をよで次章ては、流入t.t fi品~件と

して人工的に生成される変動風を与え、ニれに基づいて 2次え角拡周辺;えれの LES解析を

行、、、流入瓜の変動性状の注いが流れ場にZいます彩響について検討を行う。
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第 5章

人工的に生成した流入変動風に基づ〈建物周辺

気流の LES解析

5.1 1:1じめに

災物用i旦気i!.f.の LES解析を行う場令、流入境界条件の取り扱いは最も総しい問題の 1つ

である。前:f:に示した解析では流入境界条件として苦しれなしの一株;えを用いたが、実際的

建物周辺気;f，Lて:!.i流入風 li常に乱れている 。 流入風の乱れ怯~え(流入変動1ã.)が流れよ毒に

及ぼす彩響は大主しこの状況をどのように再J_tするかにより千刈声古来が大き〈左方され

るe そこで本章では、流入境"f"，条件として人工的に生成した変動瓜を用いて建物周辺気流

の LES解析を行い、流入交草地氏。r流れ場に及ぼす影響について検討する。

W; 3:f: 3.5.1で述べたように、流入変あ風の生成方法には大き〈分けて次の Zつがある。

① >>') 1定の流体計詳、来いは流入境芥前方にドテ イパ告~を設けてこれを本計算領域ヒ同時

に計算することにより変重由民を生成する方法 (Lundら1998，片岡句 1999)

②目標とする舌Li瓦統計量を満足するスベタ トルを使え L、総定されたスベクトルのフー

')エi旦変換により 人エ的に変動風を生成する方法 (Leeら 1992，丸山ら 1994，近

総ら 1997，1998)

本解析では、②の方法のうら;点数笠間的 3次元エネルギースペクトルをターゲットとす

る Leeらの方法をm、、て、苦Lれ強さが 2%と6%の 2種類の流入文動Sえを人工的に生成し 、

これらを流入境界条件として建物周辺気流の LES解析を行 7 (図 5.1参照)。

5.2 計算対象

第 4~~ 1:::同じ単体建物を.çデルィι した 2 次元角柱周辺~tlれを対象とする 。 流入平均風速

Uoと角柱一辺の長さ Dに基づいた Re数(=UuD/v) も同じ 2.2X104である。計算領成

も第 4i:の解析ピ同じで、主流 (x，)方向に 200、主流直角 (X2)方向に 140、角柱紛 (X3)
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図 5.1 瞬時風速ベクトル (case3 :流入乱れ殺さ 6%)

方向に 20としている(第 4掌図 4.1参照)。また、本章においても諸量は UoとDをI丹、、

て得次元化した愛として取り級う。

5.3 t十算ケース

計算ケースは表 5.1に示す 3ケースである。これらのケースは計算条件として，尻入沈:fi...

条件のみを変化させている。 case1は苦しれ tしの一抹流(U"， = U~ ， u2 =百3~O) を流入条

件としている。このケースは流入変<JhBえを組み込む case2、case3の比較として補足的に

検討するケースである。

case 2の流入条件は、 Lyni.，の実験の流入条件 (Lyn句 1994，1995) に相当する条件

を設定し止。但し Lynらの実験の流入条件として l立、角4柱主中心bか、ら 30上3流瓦にi迎砲勺たイ位立毘

(団図 5口2参照附) における主i流え (ω)(.，刈，) 方向迷皮の乱れ銭さ (よ万7/川U山u=斗2拘%)川#が料z弓1計削十れ:t;ft，揖浪員昨l日れ

ているのみである。モこで、本解析対象をテストケースヒした LESwork5hop (LES 

workshop of Flows past Bluff Bodies (199S)， 2nd ERCOFTAC workshop on Oirecl 

and Large-Eddy Simulation (1996) : Rodiら 1997，Voke 1997)にιいて、 Lynらの実

験的流入条件に対して以下町仮定が付炉された。

EE=壬豆=正U~2 > =2% 
Ua Ua Uu 

主=0.2 
D 

(流入居Lは等方位乱i乱を仮定) (5.1 ) 

(5.2) 
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求 5.1 計算ケース

case 実験条件 (Xj=-3) LES流入条件付j=-5) 

乱れ~. L.一線;瓦

よ U;2> IUυ胃 2% よ u;'> fU" =3.5% 

2 
よ u;'>fUo=2% よ万二fUo=3.5%

よ万二IUo= 2% よU~2 > IUn =3.5% 

^/D = 0.2 /̂D=0.19 

よ万二/Uu~6% よ万三fU()=11.3% 

3 
よ万二IU，， =6% ぷ万二IUo=川%

戸戸IUu=6% よU~2 > fU{¥ =11.3% 

A1D=O.2 A1D = 0.18 

X， 
20D 

語L
14D 。 XI 

: 3D : 
1モ一一一一一号M 角柱

5D : 

LESの流入境界位車 (Xj= -5) 

図 5.2 計算領成ヒ流入稔!I:-

case 2で(;1(5.1)式、 (5.2)式に示す流入条件に従っている。また前述したように、本章で

行う LES解析では第 4掌でl司いた計算領主主と同じもの (LESworkshopで指定された領主主)
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を用いるため、 LESの流入反則立盗 (Xj= -5)と実験の流入条件が測定された住民 (XJ=-3) 

が異なる(図 5.2 参I!~.) 。 そのため、 X J =-3で目標とする条件を満たすように しES肉流入

境界f主J1Lで生成される変動風を調整して与えている.この羽生E方法については 5.5.3て後

il!'_する。

case 3の流入条件(;tDuraoらの実験的流入条件 (Durao句 1988) に相 当する条件全

設定しん Duraoら同期的計測されている流入条件はよ万二IUo=仰 の条件のみであ

る。そこで本解析では、 cas巴2の設定条件に準じて以下町条件を case3の流入条件として

与えることにした。

主主ZEEs正Ez同

Uo UυUO 

土=0.2 
D 

(流入風は等方f土雷Uifi.を仮定) (5.3) 

(5.4) 

(5.3)式、 (5.4)式的条件も case2と同様に X]=-3で与え』れるものとし 、こ れを満たす

ょっに LESの流入没J下位泣い1=-5) で生成される変動風を調整する。

5.4 数値 計算方法

ゑ 5.2に本解析で用いた数値計算ー方法を示す。ここに示す条件は case1 ~ca5e 3て夫通

である。 LESの SGSモデルとしては.様準 Smagorinskyモデル (5モデル、5magorlnsky

定数Csは 0.13) をl司いる。5モデルに比べ dynamicSGSモデルが守・測柑皮のめで有効で

あることは第 4章で述ペたとおりである。但し、本章では SGSモデルの千;p.'J精度よりも流

入条件の速いにより生じる流れ場の変化を調べることを主目的とし、dynamicSGSモデル

よりも安定で計算時間が短縮できる 5モデルを使用した。

5.5 jifL入 変動瓜の生 成

本解析 (case2， case 3)で用いる流入変動風は、 Leeらが徒察する波数空間の 3<ええエ

ネルギースペクトルをタ ーゲットとする人工的な変鋤風の生成方法 (Leeら 1992)に基づ

いて生成する 。 ここでは目擦とする流入条件として設定した条件 ((5 . 1)式~(5 .4)式参照 )

に従い.等方位量Li，えの性4えを持つ変動S止を模擬する。本prではまず、 Le巴らの方法に基づ〈

変動JiI，.の生成方法について説明する。第 3章 3.5.1T bi主べたように、この方法では遠鏡

条件を満足した変重油風 を生成できることが大 主な特徴となっており、これをその次にi主べ

る。また 5.3rrで述べたよ?に、本解析の場令には目標とする流入条件の住民が LESの流
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表 5.2 数値計算方法
ku :代表波数

kj ，'，点数イクトルの i成分

①グリッドシステム スタガードグ，)ゾド

②空間スキーム 2次精度中心差分

③時附スキーム 移i瓦Jii: Admas-Bathforthスキーム

拡散Jii: Crank-Nicolsonスキーム

@アル コ リズム SM，t¥C ~去

正五カ修正室の Poisson方程式の解法に MICCG法

⑤計 算 領成 20(x，)>< 14(x，)x2(x3) 

⑥ 計算修子数 1 54(x)) >< 1 03(X2) x 16(x，) = 253，792 

⑦ SGSモデル 標準 Smagorinskyモデル (CS~O.13 ) 

③境界条件

(a) )瓦入生v下条件 表 5.1参照、

(b) ;瓦出毛色芥条件 移流型境界条件 。Idt+UII'd/dx， ~O 

(c)側面 (X2方向)境界条件 周期境芥条件

(d)角柱軸 (Xl方向)境界条件 周期境界条件

(e)壁画境界条件 linear-1 /7 power law型 2局モデル

(Wernerら 1991，第 3章 3.5.4参照)

二こ で、 kol.iインテグヲルスケール (苦しれ町長さス ケール) ^の送車止に対応する代表，正数

である。本解析では kll̂ =O.3JS1< (・J) としたe

Le巴らの方法で1.i(5.6)式中の k，については(5.7)式に示す TaylorのjJ!t給乱流町イ旦定をIflい

てX)(1止は7庇数 k))方向を時間 t(ま 101:1角周波数ω)特に軍き換える (Leeet al. 1992) 

即ち、空間 3方向に分布告持つ;瓦れ場を X，-X3oo内に分布を有する;えれが時間的に変動する

状況に毘き換え、流入変革。成分u;を流入 (XZ-X3) 面内及び時間の関数として与える。

x， ~Uct (5.7) 

Uc 移;託速度(ょこでは UC~ UII とする )

ここで L，、T をそれそ'れ波長、周期とし L，~ UcTとすると、 k)~2π I L) ‘ ω ~ 21r. /T より

k， ~ωIU c となる 。

守主索フー ')エ係主主"，はJえに示す(5.8)式で与えられる。(5.8)式の E(k)はk，=ωIUc円関係を

用いてωに対応する k)~;jtめた後に、 (5.6)式により 波数へ'クトル円絶対他 k を求的、これを

(5.5)弐に代入することにより与え句れる。

Ht..J'i-イ主ilよりも下流側にあるため、生成される変動風を調書Eする必要が生じる。この;!JlJ

1E方法についても本節で1止明を行う。

阿一川
(5.8) 

4

…
 

(5.5) 

(5.8)式において tロよIで、中『は phase>:-)}~めるパラメータである。ここて'凧を一定 M
ると生成される流入変動fJI..が周期{生を持つ ことに"るので、中rをある一定時間間隔1'rの中で

一様乱数(O~l)を用いて任意 lこ 1 回 、 血中'"け変化 (phase-shift) させる。この phase-shift

される幅A中rもヱた乱数によ ってランダムに与える 。むをあまり短〈すると変動瓜の統計的

性4えがFーゲッ トとする条件からはずれてしまい、逆にあまり長くすると変動が周期的に な

る (Leeet al. 1992)。 ここでは Leeら (1992)を参考にして|刈，1
，， 0.11<とし、 百 は集次え

時間 (t.tUII/O)で 0.031とした。

最後に、フーリエ係数 Uk
をフーリエ逆変換して流入変重治成分 u;cx21X3・t)を求める 。この

とき X21X)方向に対しては FFT(Fast Fourier Transform，高速7ーリエ変換) を用」、、X)

方向に対しては解析できる会周波数領域での数億積分を実行することにようフー リエ逆変換

を行う 。 またこの際同時に波数空向上でi主統条件を諜 L、これを満えする流入変動成分を生

成する。生成される変動反に対するi主続条件の謙し方については次の 5.5.2で説明する 。

5.5.1 変動瓜の生成方法

Leeらの方法でターゲ y トとする 3次元エネルギースベクトルE(k)としては幾つかの候補

が考えられるが、本解析で1;1(5.5)式に示す Karman型 3次元エネルギースペクトルを 7ーゲ

ッ トス ベク トJレとしてJ司いる 。

k~応百五百

乱ia1.!!lJA.(~よ万二よ万二J<";2 > ) 

(5.6) 
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k3 k~ • 
u k 

(5.11)式の日と日は一般に彼絡も位相もランダムに与えることができるが、唯一， (5，12)，え

の判的条件が課される.

k九

削 =f山氏)dA(k)=fCαα・+13'13')州) (5，12) 

i'iJA 

k; 
ここで、 PA(k)同似の胸ょの表面積分であり、 f・は/の共役帥数である e

ま丘、 Ukt: kj恥bのなす角を中とし (図 5.3参照)、 (5.12)式を満足するようにαt:sをえめ

ると次式となる。k、 3方向の令fii.ベク トJレk

図 5.3 フーリエ係数むの位産関係 =Uk 'C時 (5，1ヨ)

本方法による流入変動瓜を用いて LES解析を行う場合に 1;1、 LE5解析の各時刻毎に上記の

採作を繰り返 L，流入変重iJJJjえを与える。このため、流入変動瓜に関するデータの保存は必要

とされず、 これに関わる計算負荷は小さい.この点も流入変動瓜生成における本方法の制点

的 1つである。

日=uk仲居exp(i8，)'sin中 (5.14) 

5.5，2 生成される変動風に対する i主続条件の採し方

(5.12)式、(5.13)式中の911821中が phaseを決める"ラメータであ丹、ある一定時間附陥

Tr のやて 、 -~革~主k を用いて任意に一回どけ変化させる。 k~ -k~ の座標軸の与え方 1:1任意 で

あるが、ここでk;料と k3半、hl;'直交するよヴに k;一時座標軸を救出Eする回ょの場合、 Jえ式1;'成

り立つ。

Lee らの方法leょう生成される変動瓜は遠鏡条件を満えすることができる。こ れを以下に

説明する。主ず、波数空間よでのi且続条{中1;1(5，9)式で表される。

e; 'e， =0 (5.1 5) 

(5.9)式、 (5.10)式及ぴ(5 .15):;えから e; と e~ は

uk'k = 0 (5.9) 

3
 

t伽

r
-
3
 

L

ER
 +

 
，‘
 c
 

av
-

L
K
 +

 

」
h

L
K
 

冒
し
Mn

(5.10) 

Ik，l • ~ Ik，l • 
，-再三I711町三72 (5.16) 

ここで、 絶対値記号1;1ベクトルの長さを-ttL、C1，e11 e3はそれぞれ k" k1， k，の各方向の

単位ペクトルとする.

(5，9)式より、 U.Ii k" k" k，の各方向ベク ト Jレの合成ペタトル k に~交する岳 (面 A，図

5.3参照)J:_I二位置1することになる。 ここで岳 Aょにおいて任念の直文科壬設えする(図

5.3)。ζれを k;-k;勅と表記する。 k;I k ~ 串bよの学位ペクトルをそれぞれ e; ， ei とすると、

九は(5.11)式のよ?にお〈ニとができる。

ei=~山_31 ..'ム」出Le一五豆Zc
h点打k;/ν1 γ Ikl兵三k7 ~2 " Ikl 

(5.17) 

となり、 (5.15)式、 (5.17)式を(5.11)，えに代入して整理すると次式が符られる。

Uk = aei +ße~ (α，13はf!l-tフーリエ成分) (5.1 1) 

U
k 
=州州州州4州判帆州lド恥川k，吋，1+131叫R同|

|川JklJ2+kzJ2v「1|件klJk，2+ k，' V2 Ikl 
(5.18) 
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(5.18)式窓辺町各単位〈クトルに係る係数がk"k2，k3の各方向のフーリエイ手数である会こ

れらに対 [..7ーリエi主要u島を行え 11'、 i主疲条件を満たした実空間 (x" X2' XJ) 上の~成分的

ßl.. tt変向 (u;.u~ ， u~) が求められる.

5.5.3 生成主れる流入変動瓜の調整

5.3節でi主べたよ?に、本計算で比較対象とする Lyn句の実験の流入条件は x，=-3で測

定されたものである e 一方、 LESにおける流入境界条件は" =-5の位涯で与える。そのた

め、目様とする位混同 X，=-3で実験条件を満たす止めには LESの流入条件を調盤して与え

る必要がある 。 この際、 i;iL入境界から目標とする位J宜までの問で生じる苦しれの滅玉えとして

は以下の 2つを考感する。

①下流へ何物1~的な舌Lれの滅笈

②数値計算ょの非物理的な昔Lれの減衰

①については、;丸入風が角柱に到達するまでの領成を等方怯乱流場と仮定すれば、乱れ

阿波表皮令を理論的に求めることができる。等方f生乱j(t場では昔Wi.エネルギ-qとその散逸

手εc1l~市送方程式より、 q 1;l ぴεの X，方向の減衰はJえ王えで与えられる 。

q(x，) = {q;~C仁川わ) (5.19) 

E(x，)=a qC，(x，) (5.20) 

ここで、 qmは流入境芥における q(= 3/2 < U;2 > ， suffixの iは悠約をとらない)の他、 C，
は 1.92である 。

まfニ長さスケール八の変イLは

八(円)=Ck日 (xJ/f(x，) (5.21 ) 

から求められるロ (5.21)式本i互の係数 C1:1 C=0.3 とする。従って (5.19)式~(5.21)えにより

X， =-3の{立症での実耳貨条件を代入すれば、 LES計算の31L入条件としての<uj2，>1/2 aぴAが

JJI!.i角的に算出可能となる。

一方、②の非物理的な苦しれの;点茨は、 (a)差分i丘似に伴う数値的なフィルター効果や、 (b)

生成される変動瓜が連続条件は満足しているが連動方程式の満足に対する考底はなされて
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0.0012 
q 

0.001 
~~命イ車

0.0008 L 
0.0006 

0 子イ市計算 (LES) 

切ヰ
0.0004 

0.0002 

。
Xl 

ーコ ー4 -3 -2 -1 。
図 5.4 王ur.tエネルギ-qの滅衰退程 (case2，引前十算)

いないニとによる解の変化等か句生じると考えられる流入孟後の~f.物』旦的な乱れの減求

である。ニれに閉しては、角柱計算を行う前に子的角柱前方領域 (-5<x，<0、角な1;1令め

な、、)のみを対象とした子備計算を行、、、理論イ';tから求正る害'1り増し分にかえて必・4与な看L

れ強きのよ普分f置を見積もったe 図 5.4は予備計算における昔L)，えエネルギーqの x，.方向のぷ

表i邑程を示したものである。流入直後で急激なエネルギーの;成表がえられるが、モ h.より

下流威ではJll1~有佳と経めて良〈一致している。

以上司ょっにして見積もられ/三重しれ強さ、長さスケー Jレを case2 Rぴ case3町 LES計

算における流入皮芥条件として与えた(表 5.1参照)。

5.5.4 生 成される流入変動風の性状

1例 として case2同条件で生成主れた変動瓜各点分の流入断面 (x，-x，oo)中心位互にお

ける時系列波形を図 5.5に示す。

5.6 計算結糸

以下では、流入f!l..の乱れ性状の変牝により生じる流れ場の変{ιの傾向の再1見性を中心に

検討する a
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自品 5章 人工的I~生成した流入定働瓜に基つ{建物周辺世流の LES 解析

1 ・ 、、 ~ 、、

U3 U2 

0 2 4 6 8 

図 5.5 変動風の吟t，列波形(流入断面，case 2) 

5.6.1 インテグラルパテメータ(ゑ 5.3)

5.6.1.1 効力係数の rms値C;

t 

10 

case 3 (流入活しれ強さ 6%)の結果は ca5e1 (流入乱れなし)に 比べて C;を小さ(評価

している。流入!Il..の苦しれが時すとが減少、すると L叶傾向は Vickeryの実験結泉 (Vickery

1966)ビ対応して、、る。流入瓜の苦しれが強い場令、角柱か句の渇放出運動が抑制され、そ

のためC;，;I小':<<むったと考えられる。二 れにより、流入風の苦しれが増すと渦放出に伴ヲ

五;1"，直角 (X2)方向的速動量輸送が減少・し 、角柱背後の wakeの回復がi且{なれ逆流域が

広〈なる(図 5.6参然)。 一方、本計算の case2 (流入乱れ強さ 2%)の場令、 ca5e1に比

べて c;が僅かに大き い位を示 している。このことは ca5e2のょっねえ入瓜の苦しれのレベル

が小さい場令 (2%)、今回同計算条件ではこの影響を十分に再1且することは稼しか ったこと

を示している。従って、吉十11:条件の再検討が今後必要であると考え られる。

5.6.1.2 平均抗力係数の rms値 <Cd>

c;の結来と向禄に、 ca5e3は case 1 に~t.ぺ <Cd ">を小さ〈評価し 、;，t入瓜の若しれが強

(なるとくC，>が減少‘する傾向を示す。ょの傾向は Leeの実験結釆 (Lee1975)の傾向ヒ

対応する。この流入瓜の乱れ怯4えの遣いによる <C
d
>の変化は C;の変化に密接に関連して
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耳， 5章 人エ的に生成しと椛入変重油A.に基づ〈吃物周辺型U.li.向 LES解析

.tz 5.3 インテグラルパラメータ

流入条件 Re数 c: < Cd > S， 

LES 

ca5e 1 苦しれな L 0.86 1.99 0.135 

t.l. : 2% 
ca5e 2 

2.2，，104 
0.89 2.01 0.140 

1.5. : 0.2 

t.I.: 6% 
ca5e 3 0.79 1.93 0.140 

1.$. ; 0.2 

実験

Lynetal. t.l.: 2% 

(1994， 1995) 1.$. 一
2.2，，104 2.1 0.132 

Durao et al. t.l.・6%

(1988) 1.5.: -
1.4x104 0.138 

苦しれなし 1.32 2.05 0.118 

Vickery (1 966) t.1. : 10% 1.0x 105 

1.5. : 1.33 
0.68 0.120 

苦しれな し 2.05 

Lee (1 975) t.l.・6.5% 1.8x10S 

1.5・1.14
1.93 

t.l. ;乱れ強さ ， I.s 長さスケール

いる。前述したように、 C;の浪少に伴い角柱背後のi主流域は広 (弘:る。ニれによ q角低背

面の負互の絶対値が小さ〈なる。この結来、 jifLJ、風の苦しれが噌すと <C
d
>は，J、さ〈なるも

のと考えられる 。

5.6.1.3 ストローハル数 S，

S，伺 1十.1j'.~.古来は c; ‘ <C， >の結来とはi主に、流入Sえの苦しれがま普すと値が大きくなる傾向

"I-示す。これは Lynらの実験 (Lynet aJ. 1994， 1995)とDuraoらの実験 (Duraoet al. 

1988)にえら れる傾向と同株である。また Vickeryの実験結来て，t周徐の傾向が丸られる。

この流入瓜の乱れf生状の速いによる S，の変化も前述した苦しれの増かによる渦放出の性状の
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Jf;S章 人工的に生成Lた浪人主動I!l.に基づ<A物周辺気，えの LES解析 第 5章 人エ的に生成した流入吏蜘瓜に基つ〈建物周辺気流町 LES解析

0.8 

入瓜の苦しれが強くなると逆流域を大きく評価する傾向にある(図 5.6(2))0 i旦L、その差1;1

小さ、、。一方、farwake ~貫主昆 (xρ2) では、流入届えの乱ht主牧町速いにより分布に大き

な乏がえ句れる。流入風の乱れが強〈なるにつれて、farwakeでの瓜j{の回復1;1返〈なる。

実験結来ヒ比較すると、 case3の結来は同じ苦しれ強さをもっ Duraoらの実験と極的て良 〈

一致して、 、 る ，しか し、いずれの計算結泉もやはリ Lyn 句円実検に~t.べ風速町回復が平、 、。

く U]> 

に
U

凋
仏
寸

q
L

n
u
n
u

n
U
 

。実験 (Lynら，乱れ 2%)

x 実験 (Duraoら，乱れ 2%)
5.7 第 5章まとめ

XJ 

Leeらの方法を用いて乱れ放さ 2%と 6%の流入変動瓜を人工的に生.rx.L、ニれら吾，え入

条件として 2次元角柱周辺流れの LES解析を行い、流入乱れなしの場令J.，lぴ実験結求と tt.

絞した。インテグラルパラメータについては、流入瓜の乱れのJj初日に伴ぃ、c;、<C
cl 
>は

減少・し、$， I;1j乏に会脅かする傾向がA.られた。これらの傾向は実験結来的傾向と良〈対応し

た。平均風i主に関しても流入風の乱れf止状の速いによ q分布に変ィιがえられた。特に far

wake領成でその差は大きし流入瓜の乱れが後<~るにつれて速度の回復が返〈なる傾向

を示した。この領域において.case 3 (;!，i.入乳れ強さ 6%) は同じ却しれ放さをもっ Durao

らの笑殺と極めて良〈一致した。

本掌で1;1 2 t主主Eの流入変動瓜に関して検討を行ったが、本解析で用いた流入変動風の生

成方法IH也にもほキ ';.:t生4えの流入風を模択することができ、この技術 ピ員~ 4章て検討した

あ精度 LES解析手法を組み合わせることにより、実用問題へ焔広行車用すること か可能な

LES解析手法が特立される。

ハU
q

L

A

斗

ハU

AU

同園周 case3 (苦しれ 6%)

-2 -) 0 2 3 4 5 6 7 

(1) -2< x1 <7 

0.6 
< U1 > 

case 2 (乱れ 2%) -， 
j .. ' 

......... / ~ -" 
.. 

0.2 

。

:;|¥-J case 3 (苦しれ 6%)

Xj 

0.5 1.5 2 2.5 3 

(2) near wake 領域 (O.5<x，<3， case 2ヒcase3) 

図 5.6 角柱中心軸よの乎均風速<U1>

変化に岡達するむ ~r ち、角柱からの渦放出の抑制により渦放出向周期が短< ~d ， そのf吉

来、流入fJI.の乱れが婚すと$， IJ.大き〈なると考えられる。

5.6.2 平均風速<Ul> (図 5.6)

図 5.6に角紘中心軸よの平均瓜i主<U} >を示す。nearwal従 軍買成 (O.5<x1<2)では、 Jえ
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結論

第 6章

結論

本研究l立『建物周辺気流解析のためのあ精皮 LESi在用技術の附発」をテーマヒ L、Large

Eddy Simulation (LES)と呼ばれる数値解析手法を用いて建物周辺気;えを対象とした解析

を行、、、高精皮千測が可能となる LES解析手法を検討するとともに、この手法が実用的に

利用で主るための技術を開発したものである。

島村皮 LES解析手法の検討においては、 LES解析で用いられる様々な計算条件を系統的に

変イもさせ、各計算条件が予，州精度にJ，U王す影響を詳知に検討した。また、このようなあ精

度 LES解析手法を実用的に利/刊するために大きな課題の 1つとされる流入沈界条件の取り

扱、、に閉して、流入条件としての風速変鋤(流入変動瓜)を 人工的に生成する手法を導入

し、生成された$Ai..入変動瓜を用いて建物周辺気流の LES解析を行い、流入変動瓜がJえれ場

にa.1.fす彩響についてu仰に検討した。ニニで用いる人エ的な流入変動風l;l株々な流入風

住状を核疑する」ことができ、これを用いたお精皮 LES解析手法1.;1笑用問題への幅広いi車用

が可能となると考えられる。

主与奪を簡単にまとめると、以下のように述べられる。

第 2章では、本研充で用いられる LESの基礎方筏式を始めとして、 LESで導入される

sub-grid scale (SGS)モデルの祇4与を説明した.SGSモデルに閉しては、代表的なモデル

を取りあげて導出方法か句モのモデルの持つ利点 欠点まで、筆宕の解釈を交えなが句詳

し〈述べた。また、ここに示された SGSモデル1;1第 4j宇において建物周辺気流の LES解析

に i車用され、子;~，)持皮の検1正が行われ た。

第 3章ては、第 2章で説明 を行った LESの義僕方程式、SGSモデルを用いて実際に建物

周辺気流を解析するために必袋な数値計算方法 を説明した。

第 4章では、第 2章、第 3:l宇て-1主ペた数値解析手法を用いて、苦しれのない一株流中に星

97 

培1島

かれた単体建物モデルの周辺流れを対象とした LES解析を行った.本章での目的は建物周

辺気流解析のためのあ精度 LES解析手法を開発することにあ i このために LESの SGSモ

デル、合十年格子、グリッドシステムの計1i-t者条件を系統的に変化させた LES解析を行い、

各計算条件が子治')精皮に及ほす影響を詳し〈検討した。最終的にこれらの総合的な判断に

恭づき、建物周辺気流をあ精皮に予測することが可能な LES解析手法をぱ立した。

第 5季では、第 4章で確]Lされるあ精皮 LES解析手法を実用的に利用するために太きな

課題の 1つとなる流入境芥条件としての風速変動(流入変動瓜)に関する検討を行った。

流入変動風をヘエ的に生成する技術を LES解析手法に導入し、生成された流入変動瓜を用

いて第 4 ~ ヒ閉じ建物モデルの周辺流れを対象とした解析を行い、流入変動Eえが流hj~に
及ぼす影響について詳細な検討を行った。

尚、 Appendixに示す項目は本論文の本筋からは多少逸れるものであるが、本研究の逆行

上、間長主とされたことをまとめたものである。
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Appendix A scale-s/milarityモデルにおける 2主 ?.ルF劫{午前定式化上司問題占 Appendix A scale-slmiJarity-をデルにおtする 2宜7 ィルタ持作同定式1ιょの問題九

Appendix A 

の計算領域を持つチャンネル，疋れを計算対象とする。チャンネルキ格ト!と壁面/手探i主lJtt1. 

に基づ< Re数 (Re，~u.H/v) ti 640 (チャンネ Jレ中心部i邑皮で量l4'.する Re数l:l1.38 

X104) である。

s ca I e -s i m i I a ri tyモデルにおける 2重フィルタ

操作の定式化上の問題点

(2)計算条件(表 A.1)

SGSモデルtiscale-similarityモデルを含む dynamicmixed SGSモデル(以下 DMモ

デルと略託、第 2~ 2.5.3.3参照)と、 DMモデルの比較対象として VanDriest型円減求

問教をイ苛周した Cs~ 0.1の様準 Smagorinskyモデル(以下 5モデルと略記、第 2章2.5.1

参照)と dynamicSmagorinsky モデル(以下 05 モデルと略託、耳~ 2章2.5.3.21<!町l)の

1十3つをJ司いている。

. DMモデル

Appendix Aでは、比較的高 Re数のチャン平ル流の LES解析を通 じて、 scale-similarity

モデルにおける 2玄フィルタ持作の定式化ょの間縄点、を数法的に調べ、これが予測精皮に

及ばす~;~を検討する。尚、ここでは scale-similarity モ デル単一のモデルではな〈、 scale

similarityモデルと Smagori円skyモデルの線形結令モデJレである mixedモデルをベースと

した dynamlcmixed SGSモデル(第 2掌 2.5.3.3参照)を基に検討を行っている。
市
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(A.1) 

L川一一一-ij=UiUj-UiUj (A.2) 
A.1 チャンネル ;~L解析の紙婆

.S-tデル

(1)計1f-~皐(図 A. l)

図 A.1に示す主流 (X/) 方向に 2πH、スパン (X2) 方向lこπH、壁面鉛lIi. (xJ)方向に 2H
τぺOijTkk~ -2(Csf~;;:flsISíj (Aヨ)

2πH 
ら ~1-exp(-x~ /25) (A.4) 

1 42Xl 

.05モデル

2H 

τぺOiん=ー2cii21弔J (A.5) 

その他の計算条件は求 A.1 に示す。この中で特に、計算格子l.tエ学的実用計算への応用

を考えて:意図的に組い格子分割 (24(x，)X24(X2)X20(xオ=11，520)を用いている.尚、 1者

支は Hと1I.を用いて無次元イとして取り扱う。

図 A.l チャンネル流の概要
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Appendlx A scale-similarityモデルにちける 2重フ<1レタ操作内定式化上司問題忠

表A.1 計算条件

①グリッドシステム スタガードグ 1).，ド

②計算領域 2"H(x，)Xπ日(x，)X 2H(X3) 

③格子分割
24(x，)X24(xz)X20(x，) = 11，520 

t..xj : 166.4， t..xi : 83.2， t..xj : 38 .4 ~83.2 

⑤ 71レゴリス'ム H5MAC法

③笠間スキーム 2 <火精皮中心差分

⑥時間スキーム
~~5Jñ.>買: Admas-Bathforthスキーム

拡背丈Jjj: Crank-Nicolsonスキーム

⑦境界条件

(a)町方向ll.ぴx，7J向
周期境界条件

流:tf..条件

(b)壁面Jj;fr..条件
linear-1/7 power law 型 2~ モ デル (Werner ら 1991 ) 

=今 実質的には 1/7power lawがi車用されている

A.2 解析結曜と

(1)平均流2主〈E;〉の分布(図 A.2)

図A.2に5モデル、DSモデル、DMモデル及びHussainらの実験結釆(Hussainら 1975)

の平均流i阜〈EJ〉の分布を示す。 5モデルの結采は実験に比較的良〈対応している。これは

チャンネル;えに対して id釘ιされたモデル定数 (Cs=0.1) がlfJいられているためである。

DSモデルの結果は、 xj> 60の領主主にお、、て Hussain句の実験伎に比べて;瓦i主を通小評価

している。但I_.， xj >160の領信託では普追定数を 5.0とした対数日リ(<uj戸 (1/K).ln"j+5.0‘ 

K . Karman定数 (=0.4))からのずれは、 SモデJレピ DS-{:デルで同fVlとなっている 。

一方、DMモデルの結泉は千ャンネル中心部で DSモデルに比べても実験低からさらに外れ、

小さな値>-示している。

(2) シアストレス〈u;ui〉の分布(図 A.3)

図 A.3に千ャンネル壁面 ("3=0) から中心部 (X3=1) における卜-;'ル (GS+SGS)

のシアストレス<u;u3 >め分布を示す。 DSモデルの結果(;1:Sモデルの主古来に比べて.壁面

i丘f:tにおける<uj見〉の絶対値が大き(、 DM モデルではさ』に大きな値を示している。

DSモデル及ぴ DMモデルでは壁面近傍て'のこの大きな<ll;UJ >により、苦し流拡散抑制ロし、

千ャンネル中心部付近での平均jft速の減少を引き起こすと考えられる (lillA.2参照1.)。

Appendix A scale寸 Imllarityモデルにお付る 2宜7，ルタ持作四定式仏ょの問題点

25 
+ <U1 > 

20 

15 

10 

5 

。

。
〈日，U3> 

-0.2 

ー0.4

ー0.6

-0.8 

(チャンネル壁画)

< U j >= 2.5 'In x~ + 5.0 

+ヂ+自 十 実験 (Hussainら)

10 

o 5モデル

d DSモデル

ロ DMモデル

100 + 
Xj 

図 A.2 平均流i主<ut >の分布

o 5モデル

d DSモ子'ル

ロ DMモデル

j()OO 

0.2 0.4 0，6 0.8 X3 1 

(チャンヰル中心叫)

図 A.3 シ7ストレス<uiu; >の分布

(3) SGS 応力的ノルマル成分〈刊〉の分布(図 A.4~図 A. 6)

101 

SGS 応力〈 τij> のノルマル成分〈 τji> の分布を図 A.4~図 A. 6 に示す。〈 τ11 >と<'[22 > 

はともに DMモデルの結来が5モデル及びDSモデルの主古来よりも大きな他を示す (lillA.4、

図 A.5)c特に、 DMモデルの〈τ11>(j:壁面近傍で SGSのノル7'レストレスとしては呉市・に
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Appendix A scalε-slmilarltyモTルにおける 2重アィルP綿f干の定式化上内問題岩 Appendlx A scale-simllarltyモデルにおける 2宜フ fルタJ操作の定式化上向同組占
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大きなf直を示している(図 A.4)。また図 A.6に示すように、 X3-0.15付近の壁面近if壬除

5、全体的に DMモデルの〈τ33>1.1 5モデル;Jlぴ DSモデルの給米よりも大きな値を示すむ

(4) DMモデルにおける〈苅j>の scale-similarity項t:Smagorinsky fjjの比絞(図 A.7)

DMモデルの〈刊〉の各成分における scale-similarity域<Lij>ヒ Smago山 sky羽の比

較を図 A‘7に示す. <τij>の各成分ともにトータル (scale-slmilarity1百+Smagorinsky

Jjj)に対して scale-similarity1買が大辛I1分を占めてお ')， Smagorinsky 1~ の寄与は絡めて

小さ、、。 従って、図 A.4~図 A.6 で~匂 れ る DM モデルと 5 モデル;Jlぴ DS モデルの附の

〈 τJ1> -0- 5モデル

--f:r-- DSモデJレ

-D- DMモデル

2 

。
o 0.6 0.2 0.4 0.8 X3 1 

(チャンネル壁面) (チ奇ンネル中。<:~) 9 
図 A.4 SGS応力〈τ11>円分布
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AppendlK A scale-similarityモTルにおける Z重フィルタ持作の定式仏よ的問題点 Appendlx A scale-slmllarityモ1'1.における 2重7.ルタ織作の定式化ょの問題札

〈τjj>のkJ¥1lDMモデルにおける scale-slmilarityfIiの評価に起因する。;えにニの

scale-similarity 'liの評価に関して検討する e

まず、 DMモデルにおける dynamlcprocedure 1品、 Germanoidentltyに基づいて (A.8)

式のように表される(第 2章 2.5.3.3参照)。

A.3 scale-similarity J買の定式化に係わる問題点、zlぴモの予測精』互に及ぼす影響1・対策に

関する検討

£ーHIT=2CM日IJ .-11 リ (A.8) 

〆J、、・'‘
f_.=百U.-百E
リ 1-J -.-J (A.9) 

(1) scale-similarity IQの 2重フィルタ繰作の定式化に係わる問題点

DMモデル中の scale-similarityJ買Lij((A.2)式)に現れる 2重7ィルタ操作を行 う場合、

フィルタ関数として top-hatフィルタ或いは Gaussianフィルタを与えれば 1笠フィルタ

J吾作値"，をj丹いて以下町ように表される(第 2章2.5.2.4参照)。

，〆、、 a

Hlf = u)fj -ii;'5'j (本解析では Za吋c， (1993)のえ式仏を用いている) 仏 10)

MIj=稀JJltRJ (A.11) 

= _ ~ O 2"， _ .-:-. 
u，=U1+-L一一寸+O(t.j) (A.6) 

24 aぉ「

ー「一一ーー均一一 一 『一一

LT， =主i竺上企1上+丘~~+主主主主L~工+ O(t1~) (A.7) 
12 d x 1 a x 1 12 a x2 a兆2 12 dx. oX3 

ここで、£リは問。Ived応力と呼ばれる域であり、日?と MIjI.H:れぞれ 5ωe-similarity

積Lij1:: Smagorinsky 1耳に由求する羽である(第 2傘 2.5.3.3参照).このうち、 刊行は LT，
に由永する項であ 1)、前述し た LT，の定式化上の問題点は H~ においても同禄に流れる 。 即

ち、 Hf，も壁面近傍で進大な値となる。

次に、 (A.8)式に1，tれる DMモデルにおけるモデル係数 Cを dynamicに向定するよとを

考える。(A.8)式の各(i，j)成分に対して GerrnanoIdentityを仮定する tらIj"、同式l:i各成分

ごとに解かれる ペ きであるが、通常は最小自粂法を用いて次えのように各成分に対して等

方的に悶ーの値をとるように係数 Cが同定される(Lilly1992)。

(A.6)式的関係を(A.2)式的 i=j=lの場合に代入すれば、 (A.7)式が待られる 。

(A.7)式よ~ ， scale-similarity j買LT，は局流・苦Liえに関わらず、速度勾ilie.iJ'存往する場合

には常に値を有し、 i阜皮勾配h:大きい場合には集犯し符自大きさとなる 。特に本解析の場

令、平均j瓦の勾百己d< ul >/dx3が壁面近傍で大き〈、また格子も粗いため、 (A.7)式的下線

部は JF常に大き公値を持つ。 これが、 <l~\:> (図 A.7(1))ひいては〈刊:> (図 A.4)を、

本*-SGS成分が減少してい〈ぺき壁面i丘傍において i邑大評価する原因であり、ょの点 1)1

scale-similarity 1百における平均;九が勾配を持った方向に 7ィルタ繰作を施したJ身令の定

式化ょの問題点である 。 ニれは、.CJ.面近傍の速度勾百己の大きい領域において SGS渦動粘性

係数、'sos がi且大評価され、 "sos の idt~虫'j1* 1J'~J.且て4 きないとい?楳準 Smagorinsky モデ

ルの問J旦点(第 2~ 2.5.1参照)と類似するものと考え句れる。この scale-similarity項

的評価の問題点が前述の平均流速やシアス トレス等の予測精皮に影響を及ぼしていると推

察される。

i
 

M二J
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l
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ド

H
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斗
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£二1
 

1

一z
z
 c

 

(A.12) 

(2) scale-slmilarity lJiの問題点が子治l精度に及ぼす影響に関する考察

scale-similarity墳の問題点と平均風速等の子炉l精皮の3呈論的関係を推察すると以下の

ように止る。但 L.以下町議論は丙宕の直接的な理論的関係を明確にしたもの ではな〈、

今後さらなる検討が必婆である。

速度勾配的大きい壁面近傍では 2重フィ jレタ操作の定式仏よ向的越から lザi~ Hr2' 1-1;3 
となるので、(A.8)式によれば、 τ11に対する Cは本永小さ〈評価されるべきとニろを(A.12)

式にょう相対的に大きし逆にτ22tτ33に対する CはCA.8)式によれは'大き〈評価される〈

Eとよろを(A.12)式により相対的lこ小さ〈評価することになる。このため、笠面近傍で DM

モデルの<1::33>を小さ〈評価していると考え句れる(図 A.6参照)。このょっに DMモデル

では壁面近傍における〈主臼〉がi!l小評価されるために、〈τ13:>の主婆な生産I買である

Pi3 =ー〈τ33>・d<UI>/dx3が小さ〈なる。これにより〈τ13:>の絶対値が小さ(~り 、 その

分寄与牟の大きい GSのンアストレス〈EiEi〉の絶対他が大き(~ ~ .結泉としてトータ ル

(GS+SGS)のンアストレス<UiU; >が増かし{図 A.3参照)、平均i瓦迭をi邑小評価するヒ

考えられる(図 A.2参終).{!!L、格子分割等の遣いによっては平均流速結釆等が兵なる傾

向を示す場令もあ 1)、上記の関係については今後さらなる検討が必委となる 。



107 

Appendix A scale-similarityそデルにおける 2重フ fルタ撤作同定式化ょの問題点
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図 A.8に示すよヲに、水平 2方向のみのフィルタ操作による LTは 3方向 7 ィル F持作

による L'l]tこ比ぺ、各成分とも小さい他を示す。特に、 3方向フィルタを施した場合同壁面

近傍における L~l のiJtl大評価は 2 方向のみのフィルタ持作においては格段に改善されて い

る(図 A.8(1)lo1:旦し、平均Jえが一線な方向のみフィルタ操作を施すという対策1:1平均iAtに

一株な方向が存在しない故維部Lれ場に対してはi車用困難であり、エ学的に興味のある減給

乱流場への scale-similarity1買のi車用のためには、 (a)フィルタ操作において乎均，え成分を

除去する、 (b)減求関数の導入、などの.8'J造の対策を考えてい〈必，聾がある。

Appendix A scale-Srmilarityモデルにおける 2重フィルタ操作同定式北上向問絹恵

(3) scale-slmllarity r買の間延夕、の対策に関する検討

本解析の DMモデルでは空間 3方向の全てに 7ィルタ操作を施しているが、F止{土のチャ

ンネルj瓦の LES解析においては、フィルタ待作1:1平均筑が一株である水平 2方向 (x，方向

と X2 方向)のみて 、 平均j瓦が勾(j~を持つ x，方向にはフィルタ繰作を施さないことが多、、 (1，1

えr1、堀内 1995)。モ二で、水平 2方向のみにフィルタ操作を施した場合ヒヨ方向全てに

7 { IレF操作を絶した場令の scale-similarity項 Lij~j:.1じ較してみることにする 。 二の比絞

を図 A.8に示す。但し‘ここに示す水平 2方向のみにフィルタ操作を施した Lijとは 3方

向7ィ'レタをmいて計算した時革列データを抽出し、これに再び水平 2方向のみのフィル

タ操作を絶してLUを得たものであり、いわゆる apnorテストである。 DMモデルと dynamictwo parameter mixed SGS (DTM)モデルの比絞

本解析では. DMモデルのあ精度拡依モデルと考えられる dynamictWO parameter 

mlx巴dSGSモデル(以下 DTMモデルと略記、 2.5.3.3参照)を用いた計算も行っている 。

DTMモデルの筏類は幾っかあるが、ニこでは 卜loriutiが提案する DTMモデル (Horiuri

1997)を用、、ている。

補足

Z方向7ィルタ

一一- 3方向フ ィルタ

0.6 

0.4 

2方向フィルタ

一一-3方向フィルタ

B 

6 

.DTMモデル

0.2 

4 

Z 

(A.13) qj-jhM=q-jMけら(時台叶2co2jS'!S;j。。。
。

図 A.9に DMモデル、 DTMモデル及ぴ Hussainらの実験総与も (Hussainら 1975)の

平均流速〈可〉何分布を示す，チャン平 Jレ中心都において DMモデルの結泉が実験他より

も流速を通小評価するニヒは前述したとおりであるが、 DTMモデルの持来1.:1DMモデルよ

りも さらに流速を1且小評価している。 (A.1)式と(A.13)式を比べると分かるよヲド.DMモ

デルと DTMモデJレの大きぽいは時の仰の有鳥である(この項の存症によりモデル係

数 Cの桝窃も勿1奇異なる).(A.14l式に示すように、時には 2重、 3支の7ィルタ操作が

含まれ、このフィルタ務作は(A.6)式の定式仏に基づいて行われる。従って、 DTMモデルで

は DMモデルよりも (A.6)式に基づ〈フィルタ操作岳行う回数h'J<なるため、前述した 7

イJレタ操作の定5¥.1ιょの問題が DMモデJレよりも大き〈影響し、その分数値誤差が増大し

たものと考える。

DM モデルがチャンネル中4却での ~jfui主を i是小評価し、 DTM モデルがそれようもさらに

流迭を小 さ〈評価するという傾向は、坪倉が行った Re
t
~180 のチャ ンキル流解析(格子分

割は 32(x，lX32 (x，)x64 (X3))においても同様にみられる(坪倉 1997)。但し、坪念が用

(A.14) 斗=σj-llj)町-uj) -(uj -訂正-llj) 
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Appendix A scale-similarityモデルにおける Z重フィルタ操作の定式化上町問題点

25 
+ 

< U1 > 

20 
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5 

。

< ut >= 2.5・Inx; + 5.0 

+++査

10 

+ 実験 (Hussainら)

ロ DMモデル

・DTMモデノレ

100 x; 

図 A.9 平均流速<ur >の分布

1000 

いた DTMモデルは本解析で用い t:DTMモデルとは異なり、以下に示すモデJレを用いてい

る

zu-jb内 (A.15) 

Rト(百;-ul)円ー百j) (A.16) 

このモデルは、通例のτuの分解に基づいて ReynoldsJ罰Rリを scale-similarityモデルで

モデルイLする際に1且れる係数CR(2.5.2.1参照)を 1tせず、係数のまま残L.t:形で mixed

SGSモデルを構成したものとなっている。尚、 CsとC1ミ的関係は CB= CRー1である。
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Appendix B テスト 7 ，ルタ繰作同定式仏に基づ~ dynamic Smagorinskyモデル内IHtc的評価

Appendix B 

テスト フィルタ操作の定式化に基づく dynami仁

Smagorinskyモデルの係数 Cの評価

Appendix Bでは、 dynamicSGSモデルで導入されるテストフィルP操作の定式化が、

scale-similarityモデルにおけるグ').，ド 7;ルタの 2重フィルタ操作の定式ィιの阿'JM:点

(Appendix A 参照)と同様に、 SGS モデルの評価に対して大きな影響をZいますか~b' を教
法的に検討する。{旦し、グ 1)';1 ドフィルタの 2重フィルタ繕作の定式化の場令と同様に .

テストフィルタ操作の定式化が及!fす影響を厳密に議論にすることは図判Eである。モニで

ここでは、グリッドフィルFの 2重フィルタ操作の定式ィιょの問長宜点において、平均;瓦が

勾直己を持つ方向にフィルタ操作を施した場舎には.f流成において t， SGS rz，カが Oとならず

有限円値を持ってしま ?といウ点 (AppendixA参照)に着目し、これに関して検討する 。

尚、検討する dynamicSGS モデルとしては最も一般的~ dynamic Smagorinskyモデル(以

下 DSモデルヒ略託、第 2章2.5.3.2参照)を用いることとする。

B.1 DSモデルの基従 方程式

DSモデルの4/;.礎方程式については第 2章 2.5.3.2で記述しているが.説明円都合よ
、

こで政めて整湿しておく。

τ11-4htkk=-2CFS真I
:> - ι ， 

，〆向、、. . 

f" = u.u. -u，u 
IJ -，.. J -，-J 

(B.l ) 

(B.2) 

(B.3) 
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Appendix B テスト 7ィルタJ手作の定式化に基づ(dynamic Smagorinskyモデル肉係数Cの評価 Appendl)( s テストフィル 7操作の吃式lt.に基づ(dynamlc Smagorlnsky そデル同係~C 的評価

M，戸市'J主体 (B.4) 刊主祁恥R民J汁川十吋吋(

「 ιI氾~ dρ2[S互 tか2.':;，ð 司 rl~言E 
+ (t，.<-IJ:)ミナ十ド+ニ子王子i・ヲ九o(o¥') 

4斗 rJX1 lL. (1X1 cJX1 

(B.9) 

tl=tl+I}， 6=2O ， A=.J3o (B.S) 

尚、:Eijの定止まえ ((B.3)式)と Mijの定義式 ((B.4)式)に札れるテストフィルタ操作に対

しては、次式に示す定式イLがl司いられる(第 2:f-2.5.3.5参照1.)。

67 a2! (x;) 
f(x;) = !(Xi) + :~ーーす+O(同)

24 dxi 一

(B.6) 

次に、 (B.8)式と (B .9)式に対して (B .S)式に示すフィルタ憾に関する関係式岳代入し、~ i， 

にEf以上のオーダーとなる項を微小笠として熱視すると、 (B.8)式と(B.9)式1;1以下のよヲに

変形できる 。

05モデルの場令、平均;ftLが勾配を持つJ時流成において SGS1主力τijが Oになるか:r.-かは

(B.1 )式によりモデル係数 Cが Oになるか否かを調べればよいことになる。また、係数 Cが

Oになるか否かについては(B.2)式により，LM，が Oにな るか否かを調べれは'よい。
IJ "~ 1) 

E
h
 

一h
h

品-一ロ+
 

-hh 

-h
州

司一ロ£ー (B.10) 

MlJ=-32|ElEj (B.11) 

B.2 層流成における DSモデルの係数 Cの評価 (B.10)式と(B.11)式で評価される.tijllぴMリをm"て、各種単純流れ坊における 05モデ

ル円モデル係数 Cの評価を以下で検討する。

こ4ては簡単のため、 DSモデルの係数 Cの評価を検討する，えれ場としてはい)せん断，花、

(2)白紙A、(3)繍J花町 3つの単純i氏れ場 (2次元}を想定する 。尚、本材先で取り扱う建

物 βJiZlJf'いえを始めとしたtUli，1f.れ場は、通常このよ?な単純;乱れ性状がilt，(}_したものと位

J1Lづけられるので、ここで述べる議論は複雑流れ場に対しても:少なからず有意なものであ

ると考える 。

まず、(B.6)式に示すテスト 71ルタの定式化を用いて£日 ((B.3)式)ヒ M'J ((B.4)式)を

及附することを考える 。(g(..、検討対象とする流れ場は簡単のため 2次元流を想定するの

で、 f'JとMijの及聞についても 2次元とする。また、各方向のフィルタ幡(格子暢)はそ

れぞれ~p-緋に再生関係に等しい格を m いるものヒする 。 ニれも M.t告を簡易にするための依定

てある この仮定を用いる場令、 (B.4)式の右辺第 11:買に対して以下の関係が成 1)立つe

(1)せん1t'ri.阜の場百

せん断;えの崎令に !j流れ場の性質として次5えがh"<.')主つ(凶 B.1(1)参照)。

主上訴0， ~=O ， ü~ =O 
dX2 dX1 " 

(B.12) 

(B.12)式の条件を用、、て、 (B.10)まえと(B.11)えで評価される£リヒMijの各成分 (2，ええで

考えるのでモれぞれ 3成分)を求めると以下のようになる。

ó' ~IS，j = tll*jj (B.7) 
:1:"引去)zM日 ， .t22 = 0 (B.13) 

以ょをt骨まえて、 fjji::Mijを(B.6)王えをl司いて展開するとそれぞれ(B.8)久と(B.9)，えのよう

になる 。
い M12=Mペ71

1出芝 山 (B.14) 

~~ au， du i t.; au， a一
£u=」」」+i」」L+O(A4)

リ 12dXJ dX1 12 dX2 dx， (B.8) 
従って、<fijM，j1;1 
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Appendix B テストフィルタ操作の定式fιに基づ(dynamic Smagorinskyモデルの係数 Cの評価

中心点

中心軸

"l 

しx Lx Lx 
(1)せん断筑 (2)回転;ぇ (ヨ)線iえ

図 B.1 対皐流れ場の概要図

.EijM1j =.EI1M11 +fI2M12 +.E2IMlI +f22M22 =0 (B.15) 

となり、 (B.2)式により c=oとなるロつまりこの場令、 (B.6)式的テストフィ ル7円定式ィιを

用いることて係数 Cの評価に数他誤差が含まれることはないと考えられる 。

(2)回転流円以f合(回転中心イ主主で考える)

回転流の中心イ主1Lでのi1.tれi生状としては以下のような性質が!N..1) iLつ(図 B.1(2)参照)。

(B.16) 

(B.16)式的条件を用いて、 (8.10)式と(日11)式で評価される fijt M;jの各成分を4とめると

以下町ようになる.

「 ・ ‘2 ~.、Zt;， ( eJu， ¥ - n n n ð~ ( duo ¥ 
l' = u.21 ~ I ' fl2 = .5:21 = 0 ， .5:22 =ユI:~2 I 

4 l dx 2 ) ，... -- 4 l dxI! 

M" =0. M門 =M91=-2E12主+生.I(eJul + duZl 
.• -. 2 ldx2 dx，ll dX2 iJx，) 

従勺て、 f;，Mーは)"'-IJ 

(B.17) 

M22 =0 (B.18) 
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Appendix B テスト 7jルタ持作円定式化に基づ(dynamlc Smagorfnskyセデル円係者tc白評価

f;jMij =flIMII +f12M12 +fZ1M21 + f22M 22 =0 (8.19) 

とな 1)、(8.2)式により c=oとなる。つまりニの場合も、 (8.6)式のテストフィルタの定式化

を用、、ることて係数 Cの評価に数値誤差が令まれることはないと考え句れる

(3)縮i尻町場令(中心軸上て'考える)

1~1tí ~Ai.の中心村上における流れt生状ピしては以下のような怯慣が成句立づ(図 B . 1(3) 歩 n~.) < 

。u， aτ 
三上戸o， ぞらo， U2 =口、，、t '/̂2 

(B.20) 

(8.20)式的条件を用いて、 (B.10)式と(8.11)式で評価される£日ヒ Mijの急成分を求めると

以下のようになる。

ムl引号)¥子(告f ~ aU 応f12 = ~2.1 = u.2 ~ U l • ~ U 2. . 

4 dX2 dX2 

.5:22引去)
コ問。Ur • • ~ • 3-:-")出i1u. -， 1-1 t1ii 

MII=一世間子 Mn= M21 = -::: /I/'阿斗 M22=-3~問主ニl川 ox， .- _. 2 ハ dX
2

<L --1-1 dX2 

但しこの場令、 1:511:!川のように与えられる e

|斗刊号r+(去)は(安)
fえって

ijMI]=ー弔問仁平l司副長f-苧|世間z

ー苧1
8
1(去)

(B.21 ) 

(B.22) 

(B.23) 

(Bφ24) 



114 ， 1 5 

Appendlx B テストフィルタ4品作同定式化に音色づ(dynamic Srnagorinskyモデル町係数Cの拝筒
Appendlx C Lagrangian製安定仏手法におIt品格分時間スケール T同定式仏lご附する検討

ま丘、 i主縫条件より 8百'11dX1 ~ -ilu21 dX2であるから(B.23)式は次3えのようにll-j.!l!.できる.

、B
E
E
t
l
e
J

-u-x 

、“υ
一

司

A
V

，e'B
E
B
E
E
-
-

、

同
州
ハ

「
炉
内局F

 

3

一4
M
 

c- (B.25) 
Appendix C 

従ってこの場合、等方絡子61=62 (~ 6 ) を J司いる ならば、.EijM ij ~ 0 となっ C~O とな

る しかし、非等方格子[;1~ X2の場令にはooijMij損 O→ C言。であり、層流で bSGS応力

が値を持ち、注意を要する 。これはかi主流の場令においても同嫌である。

Lagrangian型安定化手法における積分時間

スケール Tの定式化に関する検討

8.3 DSモデルと scale-similarityモデルのフィルタ操作の定式仏に関わる問題点の 比較

scale-similarityモデルのフィルタ操作の定式仏に関わる数値誤差は、流れ場の4主主翼に依

らずあ句ゆる場合に生じるものと考えられるが (AppendixA参殿)、 DSモデルの係数 C

の?刑通に対してテスト 7jルタ操作の定式化がもた bす数値誤差は、 8.2で述べた検討に基

づけl正、特有の流れ場で非等方伶子を線用しえ場令にF且』れろ 。従って、 DSモデルにお付

るテストフィルタ操作の定j¥.1とに附わる問題は、scale-similarityモデルにおけるグリァド

アィルタの 2重アィルタ操作の定式化に関わる問題に比〈、1ランク軽微なものと考えら

Appendix Cでは、 dynamicSGS モデルの計~.安定化手法的 1 っとして、特に本研究で

取っ扱う建物周辺気流のよう t複雑乳流場の解析で有効と考え句れる Lagrangian型安定

化手法(耳~ 2章 2.5.4.2参照)において、最も重要なパラメータとなる箱分時間スケーノレ T

に閲する検討を行う e ここでは、同手法の提案渚である Meneveauらが推奨する Tの定式

化の妥当性を考えるとともに、建物周辺気流(角柱周辺流れ)を対糸として、定式itの遣

いによる Tの評価に関する予備的な検認を行う。れる。

但し、伊H.ば本五汁先で取り旅う建物周辺Zいえにおける建物前方向街案成ャ建物後方的i主

度回復成等li8.2 で検討した縮J点、加i主流の性状を有しており、このような流れ場>-4T等

方格子を用いて解祈する場合に 1;1、 DSモデルの係数 Cの評価においても数値誤差が令まれ

ることになっ、充分な j主念を4与する。

(，1 積分時間スケールTの定式仏

dynamic SGSモデルの計算安定化手法として Lagrangian型安定化手J去をl丹、、る場令、

積分時間スケー JレT!;:重要なパラメータとなることは第 2掌2.5.4.2でi主べた通りである

この Tに関しては、 Jええ解析にょう株々 t定式仏が考えられるが、問手法の提案z昔である

Meneveauらは、まず以下に示す GSの諸量から株成された 6つのオプションを徒察した

(Meneveauら 1994)。

T=a!司1 ((，1 ) 

ム
nu
JU臼S

 T
 

((，2) 

T=all例 ijMjj)ー1/4 ((，3) 
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AppεndJx C LagrangJan '~安定化手法における積分時間スケール T の定式化 1: 関する投討 Appendlx C Lagranglan型安定凡手法における精分時間スケー中 T内定式化に閉す毛検討

T = U6(;fJJMijrI14 ((.4) おいて fijMlj壬 Oとなる(通常的 dynamicSmagorlnskyモデルでI;l.(c手数 Cb'負となる)場

合、((，11)式で与え匂れる TLM(iijMJjの積分依)が小さ〈なるので、送に T(民]/]出， ((，6) 

式参照、)b味付n し、ょっ退去に過って平均化耕作を施すことになるので C の地大な員1孟を
~r剰できることを挙け'ている。

しかしその後、 Meneveauらは((.1)式か句(仁.6)まえにかえ

TzqEIJZ ((，5) 

T芦目玉ILr ((，6) 

((，1 )式か句((，6)式に1且れるま己号については、第 2:t 2.5.3及び 2.5.4町中でi卓べた通り

であるが、説明の古F合よ、こよでtえめて記述する。

T=α6(ILM1MM)
斗 18

((，14) 

|斗(市J)1/2

1ヰ(2主主)川 ((，7) 

の事「しい T の定式fι を提案し、((，6)5えに代わ り この形を新 1とにffi;~完 L ている (Meneveau
句 1996)0 ((，6)式と((.14)久的 Tの定式仏を比較すると、((，6)式ては;EJjどMijの主人I}'

1: 1であるのに対して、 ((，14)王えではその重みが 1: 3となっている(((，11 )j.¥Zlぴ((，12)

式参照)0 ((，9)式に示すように、 M日にはグリッドスケーノレEが令まれている。従って、((，6)

式に比べて Mリの重みが大きい((，14)式の定式化は、 Tに対して格子の粗密による影響。f大

き〈なることが推測される。

次に、 Tが満たす〈きと考えられる条件について考えてみる。耳t2掌2町5.3.2で述べてい

るように、 dynamicSGSモデルではモデル係数 C円算出時に CをテストフィルFの外に虫

すという仮定を l干]いている。この{且えに反 し ないためには、 T ~ テストフィル F に立す("する
スケールよりも大き〈耳元上広い粍聞で C の乎均イL操作を行うこと I)'必妥となる。こ同点

に着目すると、 Tは修子肉親密に応じて災住す〈さであ q、この点からは裕子分割の影響が

ょう大きいと推測される((，14)式の定式化の方が、((，6)式ょうも笠正しい形であると考え

亘
九

((，8) 

Mij=稀 j榊 i ((，9) 

.--、、、'“

;E" =百U:-u，u 。J-
"1"'1 "'I"J 

((，10) 

l刷 -.[aiiJ(1州 1')W(I-I')dl' ((，11 ) られる。

lMM=LMij(13MijOW川 dl' ((，12) 

しかし一方で、TIJ各位毘での昔Li1.i.の特徴的時間スケールよりも短〈なるべ 5と考えられ、

これよりも長(なれば位状の異なる渦の情報よで取り込んで L;):う可能性がある 当Fえの
ことながら、重し流の特徴的時間スケールはj庇れの{生状にょう決まるもので、格子の秘密と

は本来無関係なi:である。 T の定式化円妥当性については、化iニも~っか倹討することがあ
ると考えられる bヘいずれにしてもまず、格子の粗密ヒ Tの評価の関係をより具体的に把

握するための検字}が必要である。
W(l-l')十xp件立} ((，13) 

((，1 )5えから((，6)式のうち、Men町 eauらがTの定式仏 として最初に推奨したものは((，6)

式の形である (Meneveau ら 1994)0 ((，6)式的形を進んだ理由として、①I凶といヲ

Lagrangian平均した企を構成要素としているので(((，11)式参照)、((，1)式から((.4)式の

よう lニTの構成要素ピして|司や Mijなとの倒的な笠をmいるようも Tの激しい変動州

えられること、②II..MはJ主力 fuと盃み速度テンゾル 5ij1こ関i主する Mijの績で檎sJ..されてい

るニとか句(((.]1)式参照)、 GSから SGSへのエネルギー輸送手いτ，/au)dXj))‘ ~r ら、

苦し流エネルギーの SGS成分の生産:IJjに対応すると考えられること、③ある時刻、ある点lこ

(，2 積分時間 スケール T に令ま れる係数日の~j且イι

Lagrangian型安定化手法における積分時間スケール Tに関して 1;1、定式fιが重要である

ことは勿論であるが、 これに含まれる係数αのibむιも定式化と同放に重委な問題である。

Me円巴veau らは、 DNSによる等方性乳流的解析結Sとから以下のようにαの最適化を行って

いる (Meneveauら 1994，1996)。
まず、((，6)式のαに対しては;定跡線lこ沿った£日Mijの自乙相関係数が約 0.10となる時間
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Appendlx C lagrang岨nil安定ィι手法におけるf量骨時間スケールT内定式仏に関する倹討

から口 =21:: i'l:. i~_jι している (Meneveau ら 1994 ) 。 一方、((， 14)式のαに対してはえ跡絡

に，合った.fjJMjJとMijMjjの自乙相関係数が失に 1/e(鈎 0.37)となる時間から a=1.5が最

迩値であるとしている (Meneveauら 1996)。しかし、この臼 =2やα=1.5という推奨値

か任意向;立れ場‘特に各種のJえれ性状が混(iする被幸jt乱 r足場に対して最適イ車であるという

{是認はな、、。実際、 第 4章 4.5.2で示しているように、建物周辺気流を対象として、 u分

時間スケール Tを((，6)式の形とした Lagrangiandynamic Smagorinskyモデルを i直l司し

た際、 Meneveau らが推奨している α=2よりもその 1110 である a=0.2、つまり

T=02ELrの積分時間スケールを用いた場合的方が良好主総来を示し、建物周辺気流で

は Meneveau らの推奨他T=2EIzrが必ずし も通当ではないことが明らかとなっているの

これは史物周辺気流の場令、 Meneveauらの推奨位では T を不当に大き〈評価し‘必要以

上にi&_去(よi仙の情幸置がJLM (((，11)式)や 1MM ((C.12)式)に反映され、モデル係数 C

が不止時になったためである。以上のように、積分時間スケール Tについては、定式ィιの

検討にか，え、 T に含まれる係数αlこ 附 しても、 ~)ttれJ量的性状に合った調隻 最適化を行って

い(ニどが必婆ビなる。

(，3 f貴分時間スケー ルTの評価 に関する 予備的検証

四 (.1(1)-....(3)に処物周辺気流 (2次元角柱周辺気流)における Lagrangian型安定化手

法をmいた dynam1cmixed SGSモデルの各磁積分時間スケールTの瞬時等位線図を示す 5

tl・，w_条件等は第 4:1宇 4.5.3で周いている LagrangiandynamJc mixed SGSモデルヒ同.j，"で

あるのて、そら句吾参照 きれた、、。積分時間スケール Tとしては、① Meneveauらが最初

に推奨した T= 2o'IW' (((，6)式，日=2 : Meneveau i， 1994)、 ② ((，6)式的係数日を

Meneveauらの推奨{宜的 1110にした r= O.2o'1j]' (((，6)式，臼 =0.2)、③((，6)式に代わ

りMeneveauらが新たに-tit奨したT= 1.5A(1 LM IMM)
ー1/8 (((，6)式，臼=1.5 : Meneveauら

1996)の 3つを用いている。

図(.1(1)の T =2AJ~' は図 (， 1 (2)のT= O .2Ó]l.~4 Iこ比べ、全体を過 して 8倍程度大 きな

他を示す。第 4~ 4.5.2で詳し(i!eべているように、 2次元角柱周辺流れのような各穫の

流れ怯4えが;昆&する後維流れよ量において、 図(，1(1)のTはi&大であ り、図 (，1(2)のように

T に令ま れ る係数q も 小 さ〈することに よ~ Tを滅 じる必要が生 じる。次に、図 (，1(2)の

T = 0.2A1 ï.~4 と図 (.1(3)の T= 1.5d(J LM r MM) 
-118を比較すると、 図C.l(2)では角柱近傍に

おいて 0.25 経1ft であるのに対し、 1~ (，1 (3)は同じ領成で 0.5~豆皮 と 2 j告4呈度大きな位を

示す。2Jえ£角怯周辺流れの解析ではT=02EIlrを用 いた場令に良好なF古来を示すことを

踏まえ(第 4:f 4.5.2参般にこれ をi車iEl皐と考えると、 Meneveauらが新たに推奨してい

るT= J.5A(ILM IMM r1/8においても T を大きめ!こ評価している可能性があり‘ この定式化

においても係数αの淵!'!が必要ヒ考 え句れる。 また前述したように、図 (，1(3)の

Appendix C lagral1gian型安定化千次におIt品積分時間スアールT同定式!t.I;関する?をtJ

氏

亡ニミ〉

flZ 

亡 二>

風

~ 

(1) T = 2ÓJ ï:~4 (Meneveauら 1994)

(2) T = O.2A1il.{4 

(3) T = 1.5A(1 LM 1 MM)ー1/8 (Meneveauら 1996)

図(，1 2次元角柱周辺の Tの瞬時等イ車線図

119 
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Appendix C Lagrangian ~安定仏手法における枝分時同スケール T 内定式仇に附する検討

T ~ 1.56(1刷lMM)ー1/8は図(，1(1)と図 (，1(2)のT=口EILM4に比べ、格子のまE密の影響か徐

い分布形1えになっており、これについても充分な検討。ι必婆となる。
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吉正号t

記号表

C dynamic SGSモデルのモデル係数

Cs dynamic multi parameter mixed SGSモデルのモデル係数

Cc scale-similarityモデルのモデル係数

Cd 抗力係数

Cij cross 1A 

Cij ・ 修正 cross項

C1 揚カ係数

CL dynamic multi parameter mixed SGSモデルのモデル係数

CNE 非平衡渇粘性型 dynamicSGSモデルのモデル係数

CR scale-similarityモデルのモデル係数

Cs Smagorinsky定数

。 角柱-i互の長さ

E(k) エネルギースベクトル

f 変数 /の瞬時他

f 史数fにグリッドフィルタを抱L.Iヒ伎

f 変数fにテストフィルタを施した値

<f>・ 変数f何時間乎均値

J' 時間平均イ直<f>からのずれ，f'=f-<f> 
f' フィルタリングイ直fからのずれ.f ' ~f -j 

f 変数fの義次元住

f4ι ' 壁面減衰関数

hw ・ 11]位に接する格子橘

H チャン不ル半幅

Hjj 
町

Cの算出式に含まれる scale-slmilarityモデルに由来する1買

ko 代表波数

kj 波数空間の 3成分

kos GS円運動エネルギ-

kSGS SGSのi星動エネルギー
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L H 

L'iJ 

Leonard J買

修正 LeonardJ買

fij resolvedストレス

"!ê.号~

Mij Cの算出式に含まれる Smagorinskyモデルに由永する項

p ・ 圧力

13kSGS • SCSの連動エネ Jレギー kSGSの生産項

q 
白 苦Li乱エ不Jレギー

Re Reynolds救

Rij
・ Reynolds~ 

Rf 修正 ReynoldsJJj 

5，j GSの亙ム速度子ンソル

5， ストローハル数

時間

T Lagrangian型安定化手法の積分時間スケール

Ui i主皮肉 3成分

U7 ・ u.で務次危イιしたI車皮肉 3b'X.分

u. '1 OI1摩J事i主皮

Uo ・ 代表i主11

Xj 空間A操の 3II見分

X
n 坐0・句の 1~書jt

x~ 壁t主楳

α 積分時間スケール Tに含まれる係数

Oij ・ 7ロネ yカーのデルタ

ι ・ グリ γ ドフィルタ

角 川方向のグ')ッド憾

Ai 壁出撃での X1方向のグ1)γ ド幅

ESGS ・ GS円運動エネルギ一 kGSの散逸項

E，. SGSの運動エネルギー kSGSの散i主J買

K Karman定数

^ 1ンテグラルスケール(苦しれの長さスケール)

v 分子動粘怯係数

VSGS SGS渦動粘性f手数
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1ι号~

p 密度

τ') SGS 1主力
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