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1 緒言
本研究で対象とする流れはバックステップ乱流である．バッ

クステップ乱流は流路が急拡大するステップ部ではく離点が

固定されるという特徴をもつ．バックステップ乱流に関する

従来の研究では，流路拡大比やレイノルズ数の違いに対する

再付着距離への影響などが調査されてきた．しかし流れ場を

支配する重要なパラメータの 1つである，ステップ上流の圧

力勾配の影響に関する研究はいままで行われていない．そこ

で本研究ではステップ上流の流れタイプをポアズイユ流およ

びクエット流に設定し，再付着点の特定やその後の流れを調

べる．それらの結果よりステップ上流の圧力勾配がはく離・再

付着現象やその後の流れの回復にどう影響するかを考察する．

2 実験概要
実験装置の概略図を図 1に示す．静止壁，移動壁，側壁で

囲まれた領域が流路である．流路入り口から 2500 [mm]の位

置の静止壁上に高さ 15.05 [mm]のステップを設けている．移

動壁は可変速モータにより駆動されるベルトにより構成され

ている．また流路入り口には別の可変速モータにより駆動さ

れる送風機を設けている．

図 1: 実験装置

本研究ではステップ上流がポアズイユ流，クエット流とな

る流れタイプをそれぞれReτ = 150, 300で測定した．これら

4つの条件を表 1にまとめる．ただし，流速に関してはレイ

ノルズ数を Reτ = 300のみ測定した．また，これ以降では各

測定条件を表 1に示す表記法を用いて表す．

表 1: 測定条件

表記 流れタイプ Reτ β

P150 Poiseuille 150 -1

P300 Poiseuille 300 -1

C150 Couette 150 0

C300 Couette 300 0

∗ Reτ = uτh/ν , β = αwh/u
2
τ

3 結果および考察

静圧分布測定結果 壁面静圧の流れ方向分布を図 2 に示す．

ステップ上流の静圧分布よりいずれの流れタイプでも x/H =

−60までに流れが十分発達していることが確認される．ステッ

プ上流の圧力勾配により比較を行うと，ステップ上流の圧力

勾配が大きくなる (β が大きくなる)ほどステップ下流の圧力

勾配も大きくなるということがわかる．またレイノルズ数に

より比較すると，ステップ上流では同じ流れタイプでレイノ

ルズ数が異なっていても静圧値はほとんど一致するが，ステッ

プ下流ではレイノルズ数が大きいほど静圧値が大きくなるこ

とがわかる．

図 2: 壁面静圧の流れ方向分布

可視化実験結果 タフト法により可視化実験を行った．

0≦ x/H ≦ 10に取り付けたタフトを動画 (30秒間)と静止画

(3連写)により観察した．その結果から理解される再付着領

域の結果を表 2にまとめる．また動画より再付着点は時間変

動することがわかった．そこで本研究では再付着領域の中心

を時間平均再付着点とした．これより今回の全ての流れ場に

おいて時間平均再付着点は x/H = 6.5であり，時間平均再付

着点は流れタイプパラメータ βおよびレイノルズ数Reτ にあ

まり依存しないという結果を得た．

また，タフトの動きをレイノルズ数Reτ＝ 150，300の流れ

場で比較したところ，レイノルズ数 Reτ＝ 300の流れ場にお

いて再付着領域内でタフトの向きが大きく変化しており，ス

テップ上流のレイノルズ数Reτ が大きい方が再付着領域内で

再付着点の変動が大きくなることがわかった．

表 2: 再付着領域および 時間平均再付着点

測定条件 再付着領域 (x/H) 時間平均再付着点 (x/H)

P150 5.5～7.5 6.5

P300 5～8 6.5

C150 5.5～7.5 6.5

C300 5.5～7.5 6.5



図 3: 平均速度分布

流速測定結果 I形熱線流速計による流速測定結果のうち，平

均速度分布を図 3に示す．なお，x/H = 5の断面は仲條・本

阿弥 [1] の方法を用いて測定点の一部を除外した．この除外方

法は，除外後の本測定データを Kasagi & Matsunaga[2] の測

定データと比較することでその妥当性を確認している．図 3

よりいずれの流れタイプでも，ステップ直後のステップ壁側

の速度が大きく減少していることがわかる．一方，対向壁側

の速度分布の形状はステップ通過後も大きな変化は見られな

い．x/H = 10以降のステップ壁側の速度回復を見ると，いず

れの流れにおいても下流に向かうにつれ徐々に増速している．

その変化はポアズイユ流の方が大きい．すなわち，ステップ

上流の圧力勾配が大きくなるほど，ステップ壁側の平均速度

の回復は遅くなるといえる．

ステップ下流で対数則，1/2乗則の成立領域について流れ

方向の変化をみる．

対数則は次式で表される．

U+=
1

κ
ln y+ + c (1)

上式を y+ で微分してさらに y+ を掛けると次式を得る．

y+
dU+

dy+
=
1

κ
= const. (2)

すなわち y+dU+/dy+が一定となる領域で対数則が成立する．

一方，1/2乗則は次式で表される．

U+ = K1

³ y
δp

´1/2
+K2 (3)

上式より ³ y
δp

´1/2 dU+

d(y/δp)
=
K1

2
= const. (4)

が得られる．すなわち式 (4)の左辺が一定となる領域で 1/2

乗則が成立する．

上記の方法で対数則，1/2乗則が成立すると判定した領域

を図 4,5に示す．これらの図よりステップ上流の圧力勾配が

大きくなるほど 1/2乗則の成立領域が下流に広がり，対数則

が成立し始める断面は下流に移動することがわかる．

P300 C300

図 4: 対数則成立領域

P300 C300

図 5: 1/2乗則成立領域

4 まとめ
本研究では以下のことが得られた．

1. ステップ上流の摩擦レイノルズ数が大きいほど，ステッ

プ下流の静圧値大きくなる．

2. ステップ上流の圧力勾配が大きいほど，ステップ下流の

圧力勾配も大きくなる．

3. 時間平均再付着点はステップ上流の圧力勾配やレイノル

ズ数によらず一定で，x/H = 6.5になる．

4. ステップ上流のレイノルズ数が大きい方が再付着領域内

で再付着点の変動が大きくなることがわかった．

5. ステップを通過した直後，いずれの流れタイプでもステッ

プ壁側の流速は小さくなるが対向壁側の速度分布に大き

な変化はない．

6. ステップ上流の圧力勾配が大きくなるほど，ステップ壁

側の速度分布の回復が遅くなる．

7. x/H = 10ではいずれの流れタイプでも強い逆圧力勾配

となり，1/2乗則が成立する．

8. ステップ上流の圧力勾配が大きくなるほど 1/2乗則の成

立領域が下流に広がり，対数則が成立し始める断面は下

流に移動する．
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