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第1章

序論

1. 1 キャビティ音
流体音とは渦の変形を始めとした流体内の様々な非定常現象から発生する音であり,
特に空気中から発生する音を空力音とよぶ. 流体音の音響強度は流速の 4 ~ 8 乗に比例
して増大する性質を持っている1). そのため, 飛行機や新幹線をはじめとした高速輸送機
関では空力音が大きな問題となっている. 近年では航空機の騒音基準が Chapter 4 へ移
行するなど騒音規制が強化される傾向にあり2), 高速化のためには空力音の予測・低減
手法の確立が必要不可欠となっている. また, 自動車騒音においてはエンジンノイズや
ロードノイズなどの低減が実現されてきており, 相対的に空力音が顕在化している3). 車
室内騒音は長時間の走行において運転者の疲労の増大につながるため, 低減は新型車の
開発において重要な課題となっている. 一方, 輸送機関以外でも, エアコン, 換気扇, サー
バ計算機, コピー機などにおいて空力音は問題となる. また, 近年では Personal Computer
(PC) など家庭・オフィスなどで使われる情報機器に高性能なプロセッサが組み込まれ,
そうした機器の冷却用小型ファンから発生する空力音の低減が課題となっている4).
こうした空力音の一つが, キャビティとよばれる凹み部まわりの流れ (キャビティ流
れ) から発生する音すなわちキャビティ音である. 高速輸送機関において, キャビティは
飛行機の着陸装置格納部・新幹線の車両車間部という形で存在し, 多くの場合乱流境界
層内に存在する. キャビティ音は輸送機関の高速化において大きな問題となっている5).
また, ガス輸送システムのパイプラインでは枝管からの強い圧力波が問題となっている
が6), こうした圧力波の発生機構も本質的にキャビティ音の発生機構と同様であると考
えられる. 以上のように, キャビティ音の低減手法を確立することは工学的に重要な課
題である. また, キャビティ音の低減手法の確立のためには, キャビティ音の発生機構を
解明することが必要不可欠である.
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1. 2 先行研究
キャビティ音は広帯域音と狭帯域音 (ピーク音) に大分される. 前者は広い周波数に
おいて音圧レベルの高い音であり, 後者は特定の周波数において音圧レベルの高い音で
ある.
Rossiter7)は, キャビティ流れにおけるピーク音の発生機構は Powell8)が提案したエッ
ジトーンの発生機構と同様であり, 流体と音の相互作用 (Fluid-acoustic interactions) によ
る自励振動が原因でピーク音が発生すると考えた. すなわち, キャビティ上流端部から
渦構造が放出され, 下流端部に衝突することで音波が発生し, その音波が上流端部まで
伝播し再び渦を誘発するといったフィードバックループが形成されると考えた. 図1.1
にキャビティ流れにおける渦と音波の概念図を示す. また, Rossiter7)はこうしたキャビ
ティ音発生機構に基づき, 式 (1.1) のようなピーク音の周波数予測式を導いた.

fL / u1  (n   ) /( M  1/  )

(1.1)

ここで, f はピーク音の周波数, L はキャビティ長さ, n は正の整数, M は主流マッハ数
(以下では単にマッハ数) , κ は渦の対流速度の主流速度に対する比, γ は渦と音波の位相
関係に関する補正を表す. Rossiter7)は比較的高いマッハ数 (M ≥ 0.4) において, 乱流境界
層内のキャビティまわりの流れ (乱流キャビティ流れ) から発生するピーク音を測定し,
音の周波数が式 (1.1) による予測値と一致することを確かめている.

Flow

Vortex

Acoustic
feedback
Fig. 1.1

Vortex and acoustic wave in cavity flow.

キャビティ形状がピーク音に及ぼす影響は多くの研究者9) - 11)が調査している. 例えば,
M = 0.2 ~ 0.95 の範囲の乱流キャビティ流れでは, キャビティ深さ D を一定としてキャ
ビティ長さ L を長くしていくと, L/D が 6 ~ 8 においてせん断層が底部に再付着し始め,
ピーク音が小さくなることがわかっている9), 10). また, East11)はマッハ数が 0.2 以下の乱
流キャビティ流れにおいて, キャビティ長さおよび深さを変化させ, 発生するピーク音
の変化を明らかにした. その結果, Rossiter7)によって提案されたフィードバックループ
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による自由せん断層 (以下では単にせん断層) の不安定性だけでは強いピーク音は発生
せず, 深さ方向の音響モードとせん断層の不安定性が連成した場合に強いピーク音を伴
う自励振動が発生することを明らかにした. しかし, マッハ数 0.2 以下の乱流キャビテ
ィ流れにおいて, せん断層の不安定性のみで自励振動が生じない理由は明らかになって
いない. Rockwell ら12)は音響モードとせん断層の不安定性との連成による自励振動を,
せん断層の不安定性だけにより生じる Fluid-dynamic oscillations (流体力学的振動) と区
別し, Fluid-resonant oscillations (流体共鳴振動) と命名した.
流体力学的振動に関して, 層流境界層内のキャビティまわりの流れ (層流キャビティ
流れ) を対象として, Knisely ら13)は上流端部近傍で音波によって発生したじょう乱が,
せん断層の不安定性すなわち Kelvin-Helmholtz (K-H) 不安定性によって発達し, 渦が形
成されることを示している. この際の発達率は線形安定性解析により予測される発達率
と一致する. また, Rowley ら14)は Rossiter によって提案されたフィードバックループの
モデルにしたがって, マッハ数やキャビティ形状に関し, 層流キャビティ流れにおける
流体力学的振動の発生条件を導いている. この発生条件は, 二次元圧縮性 Navier-Stokes
方程式に基づく直接数値計算の結果とも良く一致する14). また, 乱流キャビティ流れに
おける流体力学的振動に関しては, Gloerfelt ら15)が三次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式に
基づく LES により, 大規模な渦構造がせん断層内に形成されることを示している. しか
し, Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構 や, 渦から音波が発生する機構は
未解明である. また, 層流キャビティ流れでは 0.1 以下の低マッハ数においても流体力
学的振動が発生するが16), 前述のように, 乱流キャビティ流れではそのような低マッハ
数では強い流体力学的振動は発生しない11). こうした発生条件の違いが生じる理由, す
なわち層流キャビティ流れと乱流キャビティ流れの本質的な違いも明らかにされてい
ない.
一方, 流体共鳴振動に関しては, Oshkai ら 17) が乱流キャビティ流れを対象として
Particle Image Velocimetry (PIV) 計測をおこない, 流体力学的振動と同様の大規模渦構造
が形成されることを明らかにしている. しかしながら, 大規模渦構造の形成機構および
音波の発生機構は明らかにされていない. また, 乱流キャビティ流れにおいて流体力学
的振動が発生しない低マッハ数 (< 0.2) でも流体共鳴振動が発生することはわかってい
るが11), この理由すなわち音響共鳴の役割も解明されていない. また, 主流速度 (マッハ
数) やキャビティ長さが一定の条件で, キャビティ深さを変化させ, キャビティの共鳴周
波数を変化させると, 自励振動がどのように変化するかなどの詳細も明らかにされてこ
なかった.
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乱流キャビティ流れで発生する流体力学的振動および流体共鳴振動に関し, 上で述べ
た特徴と未解明点を表1.1にまとめておく.

Table 1.1 Characteristics and unclarified points of fluid-dynamic and fluid-resonant oscillations in
turbulent cavity flows.

特徴

流体力学的振動

流体共鳴振動

 Fluid-acoustic interactions による

 せん断層の不安定性と

せん断層の不安定性のみにより発生7)
 低 Mach 数 (< 0.2) では発生せず 11)

音響共鳴との連成により発生11)
 低 Mach 数 (< 0.2) でも発生11)

(層流キャビティ流れでは発生16))
未解明な点

 Acoustic feedback による

 振動発生機構の流体力学的振動との

大規模渦構造の形成機構

共通点・相違点

 音波が発生する詳細な機構

 低 Mach 数でも振動が発生する理由

 低 Mach 数 (< 0.2) で振動が発生しない
理由 (層流キャビティ流れとの違い)

(音響共鳴の役割)
 キャビティ深さ (共鳴周波数) の
変化が及ぼす影響

一方キャビティ流れから発生する広帯域音に関して, 水島ら18), 19)は乱流キャビティ流
れを対象とし, 非圧縮性 Navier-Stokes 方程式に基づく Large Eddy Simulation (LES) およ
び音響計算をおこない, 乱流中に存在する様々なスケールの渦が後流側エッジにぶつか
り変形することで広帯域音が生じることを明らかにしている. また, 下流側エッジを丸
めることで, 渦の変形が弱くなり広帯域騒音が低減することも示している. ただし, 渦の
衝突により音が発生する詳細な機構は明らかにされていない. また, 前述したようなピ
ーク音に関しては議論していない.
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1. 3 本研究の対象および目的
本研究では高速車両などを想定しマッハ数 0.15 および 0.3 の乱流キャビティ流れを
対象とする. また, キャビティ長さ L 一定の下, キャビティ深さ D を表1.2に示したよう
に変化させ, 様々なアスペクト比のキャビティまわりの流れについて数値計算および実
験をおこなった. なお, キャビティ上流端部の位置における境界層の運動量厚さ θ とキ
ャビティ長さ L の比は θ/L = 0.04 となっている (ここで, 運動量厚さはキャビティがな
い単純な平板乱流境界層を別途計算し求めたものである). この θ/L の値は, Mizushima
ら5)によっておこなわれた新幹線の車両車間部の実験 (M = 0.3) と同じ値になっており,
工学的に重要となるキャビティ流れを対象としている. M = 0.3 において, D/L = 0.5 では
流体力学的振動が発生し, D/L = 0.9～2.5 では流体共鳴振動が発生する. 一方, M = 0.15
においては, D/L = 0.5 では強い自励振動は発生せず, D/L = 3.0～5.8 のキャビティ流れで
は流体共鳴振動が発生する.
本研究の目的は, 乱流キャビティ流れにおけるピーク音を伴う自励振動の Fluidacoustic interactions を詳細に明らかにすることである. まず, 流体力学的振動に関して,
Acoustic feedback によって大規模渦構造が形成する機構や音波の発生機構を明らかにす
る. 大規模渦構造の形成における音波の役割を明確にするため, 別途人工的音源を付加
したバックステップ流れの計算をおこなった. また, 層流キャビティ流れと乱流キャビ
ティ流れの本質的な違いを解明し, 低マッハ数 (< 0.2) で流体力学的振動が発生しない
理由を明確にする.
流体共鳴振動については, 自励振動の発生機構において流体力学的振動との共通点・
相違点を明確にする. 特に, 音響共鳴が自励振動に及ぼす影響を明らかにし, 流体力学的
振動が発生しない低マッハ数 (< 0.2) でも流体共鳴振動が発生する理由を明確にする.
さらに, キャビティ深さが流体共鳴振動に及ぼす影響なども明らかにする.

Table 1.2 Cavity parameters (note: Color indicates occurrence of oscillations; Red: fluid-dynamic
oscillations, Blue: fluid-resonant oscillations, Black: no oscillation).

Computation

M

D/L

0.3

0.5, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5

0.15 0.5, 4.2
Experiment

0.15 3.0, 3.4, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 5.0, 5.4, 5.8
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1. 4 本論文の構成
第 2 章では研究手法について述べる. 2. 1 節では数値計算の手法を, 2. 2 節では計算精
度の検証のためおこなった実験の手法を, それぞれ述べる.
第 3 章では, 本研究の計算手法が健全であることを示す. 3. 1 節では計算領域が十分広
く結果に影響を及ぼさないことを示す. 3. 2 節では流入する乱流境界層について, 3. 3 節
ではキャビティ音に関して, それぞれ実験との比較をおこなう.
第 4 章において計算・実験結果について議論する. 4. 1 節では第 4 章の概要を述べる.
4. 2 節において計算結果の解析手法について述べる. 4. 3 節では, D/L = 0.5 (M = 0.3) のキ
ャビティ流れを取り上げて, 流体力学的振動について議論する. 特に, せん断層内での詳
細な渦の構造や, 渦からの音波の発生について詳細に議論する. また, 音源位置の同定も
おこなう. 4. 4 節においては, Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構を, 人工
的音源を付加したバックステップ流れの計算により明らかにする. さらに, 低マッハ数
(本研究では 0.15) の乱流キャビティ流れで, 音響共鳴との連成がない場合には自励振動
が発生しない理由も明らかにする. 次いで, 4. 5 節では流体共鳴振動について議論する.
まず, D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れを対象として, 自励振動の発生機構における
流体力学的振動との共通点・相違点を解明し, 音響共鳴の役割を明らかにする. 最後に,
キャビティ深さが流体共鳴振動に及ぼす影響について議論する.
第 5 章において本研究の結論を述べる.
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第2章

研究手法

2. 1 計算手法
2. 1. 1 計算条件
計算対象は図2.1に示す二次元キャビティまわりの流れであり, 流入境界層は乱流で
ある. また座標の原点はキャビティ上流端部位置におく.

Fig. 2.1

Configuration for flow over two-dimensional cavity.

キャビティ流れの計算における各パラメータの値を表2.1に示す. 高速車両まわりの
流れなどを想定し, マッハ数 0.15 および 0.3 のキャビティ流れについて計算をおこなう.
どちらのマッハ数の計算においても, キャビティ長さを基準としたレイノルズ数は ReL
≡ u1∞L/ν∞ = 3.0×104, キャビティ上流端部の位置における境界層の運動量厚さ θ とキャビ
ティ長さ L の比は θ/L = 0.04 となっている. ここで, 運動量厚さはキャビティがない単純
な平板乱流境界層を別途計算し求めたものである. この θ/L の値は, Mizushima ら5)によ
っておこなわれた新幹線の車両車間部の実験結果 (M = 0.3) と本計算結果を比較するた
め, また計算対象が工学的に重要となるキャビティ流れを対象となるようにするため,
実験と同じ値になっている.
キャビティ深さ D が自励振動に及ぼす影響を明らかにするため, L や θ を一定とし,
深さ D を表2.1に示したように変化させる. M = 0.3 においては, D/L = 0.5 で流体力学的
振動が発生し, D/L = 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5 では流体共鳴振動が発生する. 一方, M = 0.15 に
おいては, D/L = 0.5 では強い自励振動は発生しないが, D/L = 4.2 では流体共鳴振動が発
生する. 計算の精度検証のため, D/L = 4.2 (M = 0.15) のキャビティ流れから発生する音
に関し, 本研究において別途おこなった実験の結果と計算結果との比較をおこなう.
前述の計算に加えて, 本研究ではキャビティ流れでの大規模渦構造の形成における音
波の役割を明らかにするため, 図2.2に示したような人工的音源を加えたバックステッ
プ流れの計算を, M = 0.15 および 0.3 においておこなう. 座標原点はバックステップ端部
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におく. 端部の位置での境界層厚さはキャビティ上流端部と同じであり, バックステッ
プ高さ H は D/L = 0.5 のキャビティ深さと等しい. なお, 人工的音源の位置はキャビティ
流れ (D/L = 0.5, M = 0.3) における音源位置に相当する位置 (2H, -H) とした. 本研究では,
キャビティ近傍のさまざまな位置に, 人工的音源を設置し, 音場が実際のキャビティ流
れと最も一致する位置をキャビティ流れの音源位置と定義している. 音源位置の同定方
法やバックステップ流れへの人工的音源の与え方は第 4 章で詳しく述べる.
Table 2.1 Cavity parameters.
M
Computation

Train-car gap experiment5)

D/L

ReL

θ/L

0.3

0.5, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5 3.0×104

0.04

0.15

0.5, 4.2

3.0×104

0.04

6.6×105

0.04

8.3×104

0.05

0.5-2.6 (ranged around
0.3
car)
3.0, 3.4, 3.8, 4.0, 4.2,

Experiment in this research 0.15
4.4, 4.6, 5.0, 5.4, 5.8

Fig. 2.2

Configuration for flow over backward-facing step with artificial acoustical forcing.

2. 1. 2 支配方程式および離散化手法
本研究では Acoustic feedback を伴った現象を捉えるため, 流れと音の直接計算をおこ
なった. 支配方程式は式 (2.1) ～ (2.7) に示す三次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式を Favre
フィルタ平均化したものであり, 有限差分法による数値計算をおこなった. ここで, Q は
保存量ベクトルを, E, F および G は非粘性流束ベクトルを, Ev, Fv および Gv は粘性流束
ベクトルをそれぞれ表す. また, ε は単位質量あたりの内部エネルギーを表す. プラント
ル数 Pr は 0.72 とした.
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2
3

    ,   1.4

(2.7)

各変数は淀み点での密度 ρs, 圧力 ps および粘性係数 μs を用いて, 式 (2.8) にしたが
い無次元化し, 式 (2.4) に表れる Reynolds 数 Re はこれらの量により定義する.
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 ref   s , v ref  

ps

s

, p ref  ps

t ref  l ref / v ref ,  ref   s , Re 

 ref v ref l ref
 ref

(2.8)

l ref : Referece length
なお, 温度 θ における粘性係数 μ は以下のサザーランドの公式にしたがい評価する20).
3

*
  2   S
 ( )    * 
    S
*
  293.15 K
*

(2.9)

  18.2  10 N  s/m , S  117 K
*

6

2

空間差分は 6 次精度コンパクトスキーム21) (境界では 4 次精度) により評価し, 時間積分
は 3 次精度ルンゲクッタ法によりおこなう. また本研究では計算コストの削減のため,
Large-Eddy Simulation (LES) をおこなうが, 陽的な Subgrid Scale (SGS) モデルは使用せ
ず, 式 (2.10) に示す 10 次精度のフィルタリングにより, 計算格子以下のスケールの渦構
造へ伝達されるエネルギーを散逸させている22). なお, 本計算では乱流境界層やせん断
層内部の主要な微小渦構造までは解像した計算であることに注意されたい. また本フィ
ルタにより, コンパクトスキームに伴う数値的不安定性を抑制している22).
5

an
( i  n   i  n )
n 0 2

fˆ i 1  ˆ i  fˆ i 1  

(2.10)

ここで は保存変数を, ˆ はフィルタリング後の保存変数をそれぞれ表す. 計算の安定
性を確保しつつ, スキームの高解像度特性が生かせるようフィルタパラメータ αf は 0.45
とし, 係数 an は Gaitonde ら23)によって用いられた値と同じとした. なお, 本研究で用い
たような高精度な差分スキームと陽的なフィルタリングを組み合わせた LES により,
キャビティ流れや噴流における乱流場を適切に再現できることが過去の研究により明
らかになっている24) - 26).

2. 1. 3 計算格子
図2.3に D/L = 0.5 のキャビティ流れおよびバックステップ流れに対する計算格子を示
す. キャビティ長さやバックステップ高さで無次元化した際の計算格子は, M = 0.15 お
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よび M = 0.3 どちらの計算においても同じである. さらに, 表2.1に示した全てのキャビ
ティ流れの計算において, キャビティ長さで無次元化した計算領域の大きさおよび解像
度は, x2/L ≥ -0.1 において D/L = 0.5 のキャビティ流れの計算格子と同じである. また,
x2/L < -0.1 においては, 各キャビティ流れでの自励振動により発生するピーク音の音波
1 波長を 20 グリッド以上で捉えており, 本計算手法により音の伝播を正確に捉えられる
解像度となっている.
計算領域のスパン方向長さはキャビティ流れで 0.5L である (バックステップ流れで
は H). この長さはキャビティ上流端部 (バックステップ端部) 位置における局所摩擦係
数に基づく壁座標で Lw+ = 700 に相当し, キャビティあるいはバックステップに流入す
る乱流境界層内にはスパン方向に約 6 本程度のストリークが存在する. 図2.4には計算
領域の x1-x2 平面の断面図を表す. 本計算領域が十分広く, 計算領域が計算結果に及ぼす
影響が十分小さいことを, 予備計算により確かめている. この予備計算の詳細は第 3 章
で述べる.
乱流境界層内の縦渦を捉えるため, 格子解像度は壁近傍では上で述べた壁座標で Δx1+
= 38, Δx2+ = 1, Δx3+ = 14 程度とした. また, 遠方場においても, キャビティ流れの自励振
動により発生する音波や, バックステップ流れに付加する人工的音源から発生する音波
に対し, 1 波長を 20 グリッド以上で解像しており, 本計算手法では音の伝播を正確に捉
えることができる. 全てのキャビティ流れおよびバックステップ流れの計算において,
全体の格子点数は 500 万点程度である.
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Computational grids for cavity flow (left) and backward-facing step flow (right). Every 10th
grid line is shown for clarity.

Inflow
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0
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Adiabatic wall
-16.0 -15.7

Fig. 2.4

x2 /2H Damping region
10.0

Outflow

0 1.0

0
-0.5
7.5 x1 /L

Outflow

Acoustic
source

Outflow

x2 /L Damping region

Inflow

Fig. 2.3

Adiabatic wall
-16 -15.7

0 1.0

7.0 x1 /2H

Computational domains and boundary conditions for cavity flow (left) and backward-facing
step flow (right).

2. 1. 4 境界条件
図2.4には x1-x2 平面の境界条件も示す. 流入・流出境界には無反射境界条件27) - 29), 壁
面にはすべり無し・断熱条件をそれぞれ課す. また, スパン方向 (x3 方向) には周期境界
条件を課した. 自励振動により発生する音波はスパン方向に一様であり二次元的に伝播
するため, この周期境界条件は適切である. ただし, ピーク音以外の広帯域音に関しては
定量的予測はできない.
本研究ではキャビティ上流端部やバックステップ端部での境界層厚みを一定に保つ
必要がある. また, 流入境界層を乱流とするため, 主流乱れにより乱流遷移を引き起こす
こととした. そのため, 図2.4に示す Damping region では支配方程式を式 (2.1) から式
(2.11), (2.12) に変える30), 31).

Qt  ( E  E v ) x1  ( F  Fv ) x 2 (G  G v ) x3
  0 (a / Ld )( xd / Ld ) 2 (Q  Qtarget )

(2.11)

Qtarget  QBlasius x2 / L  0.02, 0.34  x2 / L 
Qtarget t   QBlasius  Qfst t  0.02  x2 / L  0.34 
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(2.12)

ここで, Ld は Damping region の x1 方向長さであり, xd は Damping region の下流端からの
距離である (0 ≤ xd/Ld ≤ 1). また, Qtarget は保存変数ベクトルの目標値である. 係数 σ0 は
Yokoyama ら32)の研究で使われたものと同じ値 0.05 とした. Damping region の一部 (0.02
< x2/L < 0.34) において主流乱れ Qfst を層流境界層解 QBlasius に加えた解に漸近させ, それ
以外の Damping region においては層流境界層解 QBlasius に漸近させる. 層流境界層の仮想
的な発達開始点を基準とすると, 計算領域入り口でのレイノルズ数は Rex = 9.0×103, キ
ャビティ上流端部およびバックステップ端部でのレイノルズ数はどちらも Rex =
4.3×105 となっている. 主流乱れ Qfst は, Karman スペクトル33)にしたがう乱数場を初期場
とし別途 LES により計算された, 一様等方性乱流の瞬時の流れ場をスライドして与え
た. 乱れ度は 6%であり, 積分スケールはキャビティ長さ L の 0.24 倍程度である. この積
分スケールは, 表2.1に示したどのキャビティ流れにおいても, 自励振動により発生する
音波の波長の 10%以下であり, 主流乱れが音波の反射や回折などに及ぼす影響は小さい.
また, 本研究における音の測定位置であるキャビティ底部 (x1/L = 0.5, x2/D = -1.0) におい
て, 前述したような主流乱れの付加による非物理的な音の大きさは, キャビティ流れの
自励振動によるピーク音の 10%以下であることを確かめている. さらに, 第 4 章で示す
ように, キャビティ流れの自励振動では, 二次元的な音波によってせん断層内に二次元
的な初期じょう乱が形成し大規模渦構造を形成する. そのため, スパン方向相関の揃っ
ていない主流乱れが自励振動に及ぼす影響は小さいと考えられる.

2. 1. 5 初期場の生成
単純な平板境界層流れについて別途計算した結果を, キャビティ流れおよびバックス
テップ流れの計算における x2 ≥ 0 の初期場とした. また, x2 < 0 の領域には主流・スパン
方向各点における x2 = 0 の値を初期値として与えた.
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2. 2 実験手法
計算精度の検証のため, M = 0.15 において計算と実験の比較をおこなった. 実験では
図2.5に示す無響室内の低騒音風洞 (回流式) を用いてキャビティ音の測定をおこなう.
キャビティは地面板に設置されているが, 風洞ノズル端部から発生するせん断層とキャ
ビティが干渉することを避けるため, 地面版の両端には端板を設置した. ただし, 端板間
に音響モードが発生することを避けるために一方の端板はポーラス材で作られている.
キャビティから 1 m 離れた位置に設置される 1/2 インチの無指向性マイクにより音圧
を測定する. なお, 二つの端版間においては, 音場がスパン方向に一様な二次元的なもの
となっていることを確かめている.
主流速度は u1∞ = 50 m/s (M = 0.15) とし, キャビティ長さは L = 25 mm とした. 計算と
同様に, 実験においてもキャビティ深さが自励振動に及ぼす影響を明らかにするため,
強い流体共鳴振動が発生した D/L = 4.2 を中心に, 前掲の表2.1に示したようにキャビテ
ィ深さを変化させる. なお, この全ての深さで流体共鳴振動が発生した. 主流の乱れ度は
0.5%以下であり, 非一様性は 1%以下である. また, キャビティ上流端部において境界層
は発達した乱流境界層となっており, この位置での運動量厚さ θ/L = 0.05 は計算条件
θ/L = 0.04 とほぼ一致する. またレイノルズ数は ReL = 8.3×104 であり計算条件 ReL =
3.0×104 より大きいが, この違いは自励振動の本質的な発生機構には影響しない. 自励振
動を維持するせん断層内の大規模渦構造と乱流の微小渦構造のスケールは大きく異な
り, 相互作用は小さいからである. このことは第 4 章でより詳細に議論する.
主流速度 u1∞ = 50 m/s における, キャビティがない場合の暗騒音および D/L = 4.2 のキ
ャビティ流れから発生する音のスペクトルを図2.6に示す. 周波数 f はストローハル数 St
≡ fL/u1∞として無次元化される. ここで, スペクトルの周波数解像度は無次元周波数で∆St
= 0.00625 であり, 時間的に 256 回平均をおこなっている. 風洞の暗騒音はピーク音 (St =
0.35) に対し十分に小さいことがわかる. また, 流速の測定誤差は± 0.1 m/sec 程度であり,
キャビティ長さおよび深さの設置誤差を考慮しても, 実験誤差がピーク周波数に及ぼす
影響は 5%以下であると推定され, 本計算の健全性を確かめる上で十分な精度が得られ
ていると考えられる. また, St = 0.35 において発生するピーク音は深さ方向の音響モー
ド (1/4 波長モード) とせん断層の不安定性の連成によって生じる流体共鳴振動によるも
のであるが, 図2.6のスペクトルではより高周波においても弱いピークがいくつか見ら
れる (例えば St = 1.1) . これらは, 1/4 波長モードより高い音響モード (高調波成分) によ
るものだと考えられる.
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Fig. 2.5

Fig. 2.6

Experimental setup.

Measured sound pressure levels for cavity flow of D/L = 4.2 and background noise (BGN).
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第3章

計算精度の検証

3. 1 計算領域の大きさに関する検証
本計算領域が十分大きく, 計算結果に影響しないことを確かめる. ここでは, D/L = 0.5
(M = 0.3) のキャビティ流れを対象として, まずキャビティ下流端部から計算領域出口部
までの長さ (図2.3における Ld) および計算領域の x2 方向長さ (図2.3における Lh) をそれ
ぞれ 1.5 倍長くした計算領域 (Ld/L = 9.7, Lh/L = 15.0, Lw/L = 0.5) で計算をおこなった. 次
にスパン方向長さ (図2.3における Lw) を倍にした計算領域 (Ld/L = 6.5, Lh/L = 10.0, Lw/L =
1.0) で計算をおこなった. なお, 発生するピーク音の波長は 4L 程度である.
キャビティ開口部 (x1/L = 0.5, x2 = 0) における速度 u2 の変動のスペクトルを, 元の計算
領域 (Ld/L = 6.5, Lh/L = 10.0, Lw/L = 0.5) での結果と比較したものが図3.1である. 1 回のフ
ーリエ変換は 45 (L/u1∞) 程度の長さ (St = 0.8 の自励振動において 36 周期に相当) でおこ
ない, 周波数解像度は∆St = 0.02 である. ここでは, 時間的に 20 回程度平均し, さらにス
パン方向にも平均をおこなったスペクトルを示す. St = 0.8 で強い自励振動が発生する
が, 計算領域の大きさがピークの強さに及ぼす影響は非常に小さいことがわかる. この
ことより, 元の計算領域は十分広く, 計算領域の大きさが自励振動に及ぼす影響は無視
できることが確かめられた.

Fig. 3.1

Power spectral densities of vertical velocity fluctuation u2/u1∞ at x1/L = 0.5 and x2 = 0 for cavity
flow with original computational domain (Ld/L = 6.5, Lh/L = 10.0, Lw/L = 0.5), larger domain
(Ld/L = 9.7, Lh/L = 15.0, Lw/L = 0.5), and wider domain (Ld/L = 6.5, Lh/L = 10.0, Lw/L = 1.0).
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3. 2 流入する乱流境界層に関する検証
キャビティやバックステップへの流入境界層が発達した乱流境界層になっているこ
とを確かめるため, 第 2 章で述べた手法により主流乱れを与えた平板境界層流れの計算
を M = 0.3 および M = 0.15 においておこなった. 図3.2に時間平均およびスパン方向平均
した局所摩擦抵抗係数 cf の分布を示す. ここでは同じ乱れ度の主流乱れを与えた
Coupland34)の実験 (M = 0.03) と比較した. cf の分布は実験と良く一致し, キャビティ上流
端部およびバックステップ端部の位置 Rex = 4.3×105 において発達した乱流境界層とな
っていることがわかる. また, M = 0.3 と M = 0.15 の結果に大きな違いはない. 図3.3には
各方向の乱れ強さ u1rms, u2rms, u3rms のプロファイル (Rex = 1.9×105) を示しているが, やは
り M = 0.3 と M = 0.15 の結果に大きな違いはないことがわかる. 以上より, マッハ数が
流入境界層に及ぼす影響は無視できると考えられる. なお, u1rms のプロファイルに関し
て x2+ > 300 の領域における乱れは主として上流で与えられた主流乱れの残存成分であ
るが, この主流乱れを若干過小評価しているのは, 壁面から離れたところでは格子が粗
く, 乱れが散逸してしまっているためと考えられる. 図3.4には, 流れ方向速度の時間平
均値 u1ave のプロファイル (Rex = 1.9×105) を示す. 時間平均値も実験値34)と良く一致して
いることがわかる.
図3.5には, M = 0.3 の平板境界層流れの計算において式 (3.1) により算出された速度 u1
のスパン方向相関を示す. 相関は Rex = 2.4×105 (x2+ = 11) の位置で算出した.
t Ta

x 3  Lw

 
R(x ) 
 
t 0

3

u ' ( x3 )u1 ' ( x3  Δx3 )dx3dt

1
x3  0
t Ta x3  Lw

t 0

x3  0

(3.1)

u1 ' ( x3 )u1 ' ( x3 )dx3dt

ここで, u1'は u1 の各地点での時間平均からの変動であり, 用いたデータの時間長さは
Ta+ = 430 である. 計算領域のスパン方向長さは Lw+ = 660 であり, 式 (3.1) において x3 +
∆x3 が Lw より大きい場合はスパン方向の周期性を利用する. 図3.5において, ∆x3+ = 60 付
近に相関値が極小となる点, さらに∆x3+ = 120 付近に極大となる点があることがわかる.
この極大点の位置は, 乱流境界層内の低速ストリークの間隔を表している. 過去の研究
35)

において低速ストリークの間隔は∆x3+ = 100~140 であることがわかっており, 本計算

は正しく低速ストリークを捉えている. このことより, 本計算は乱流境界層内において
低速ストリークを作る流れ方向の渦などの微小渦構造を正しく捉えていると考えられ
る. また, 乱流境界層の内層において主流乱れの影響は小さいと考えられる.
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以上の乱流境界層に関する検討より, キャビティ上流端部やバックステップ端部に流
入する境界層は適切な乱流境界層になっていると考えられる.

Fig. 3.2

Variations in time- and spanwise-averaged skin-friction coefficients for flat plate boundary
layer.

Fig. 3.3

Profiles of u1rms, u2rms, and u3rms at Rex = 1.9×105.
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Fig. 3.4

Profile of time-averaged streamwise velocity u1ave at Rex = 1.9×105.

Fig. 3.5

Spanwise cross-correlation coefficient of u1 along x2+ = 11 at Rex = 2.4×105 (M = 0.3).
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3. 3 キャビティ流れからの発生音に関する検証
3. 3. 1

M = 0.3 での新幹線車両車間部の実験5)との比較

M = 0.3 でのキャビティ流れに関する本計算結果を Mizushima ら5)によっておこなわ
れた車両車間部まわりの流れに関する実験と比較する. なお, 本計算と実験ではレイノ
ルズ数に違いがあるが, この違いは前述のように自励振動の本質的な発生機構には影響
しない. 自励振動を維持するせん断層内の大規模渦構造と乱流の微小渦構造のスケール
は大きく異なり, 相互作用は小さいからである. このことは第 4 章でより詳細に述べる.
また, 車間部は三次元的なキャビティ形状となっており, 前掲した表2.1に示すようにキ
ャビティ深さ D は 0.5L 程度から 2.6L 程度まで車両の周方向に変化する. そこで, 本計
算では, 前述したように二次元的なキャビティにおいて深さを変化させた. その結果,
D/L = 0.5, 1.3 (M = 0.3) の二つのキャビティ流れの計算により, 実験5)で観測された二つ
の周波数 St = 0.4, 0.8 における振動を再現できることがわかった. 実験において, 車両か
ら 50L 離れた位置において測定された音圧スペクトルを図3.6に示す. 一方, 計算におけ
るキャビティ底部 (x1/L = 0.5 and x2 = -D) での圧力係数 Cp の Power Spectral Density
(PSD) を図3.7に示す. D/L = 0.5 では St = 0.8 において流体力学的振動が発生し, D/L = 1.3
では St = 0.4 において流体共鳴振動が発生する.

Fig. 3.6 Sound power spectrum measured in experiment5).
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Fig. 3.7

Power spectral densities of Cp at x1/L = 0.5 and x2/D = -1.0 for cavity flows with D/L = 0.5 and
1.3 (M = 0.3).

3. 3. 2 本研究でおこなった M = 0.15 での実験との比較
D/L = 4.2 (M = 0.15) のキャビティ流れから発生する音に関し, 計算結果と実験結果を
比較する. 実験における音圧の測定位置は遠方場 (x1 = 0, x2/L = 40) である. しかし, この
位置は本計算の領域外であり, 音圧に関し実験と直接比較することはできない. そのた
め, 流れによる圧力変動がほとんどないため音圧を表すと考えられる底部 (x1 = 0, x2/L =
-4.2) での圧力変動の大きさから, 遠方場 (x1 = 0, x2/L = 40) における音圧を推定し実験結
果と比較した. この推定のため, キャビティ流れにおける音源を人工的音源により模擬
し, 流れがないときの音場を計算により求める. この結果から, キャビティ底部から遠方
場までの圧力振幅の減衰率を算出する. この減衰率をキャビティ流れの計算における底
部での圧力変動スペクトルにかけたものを, 実験結果と比較する.
人工的音源はスパン方向に一様な単極子音源であり, 主流速度 0 において x1a/L = 1.0,
x2a/L = -1.3 に置かれる. この音源位置は, キャビティ内における圧力変動の位相分布が,
実際のキャビティ流れ (D/L = 4.2, M = 0.15) に関する計算結果と一致するように定めた.
なお, 4. 4 節で示すように M = 0.15 では主流が圧力の位相分布に及ぼす影響が無視でき
るほど小さい. 音源を加えるため, (-0.2 < (x1-x1a)/L < 0, -0.2 < (x2-x2a)/L < 0.2) の領域にお
いて支配方程式 (2.1) を式 (3.2), (3.3), (3.4) に変える36).
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音源の周波数 f は, 実際のキャビティ流れ (D/L = 4.2, M = 0.15) の計算での振動周波数
(St = 0.35) と同じとした. また音源の強さは A/ρ∞ = 3.0e-5 とし, キャビティ底部 (x1 = 0,
x2/L = -4.2) での圧力変動の大きさが, 実際のキャビティ流れ (D/L = 4.2, M = 0.15) に関す
る計算結果と同じ程度となるようにした.
x1 = 0 における圧力変動の振幅の変化を, キャビティ底部 (x2/L = -4.2) の振幅 pbottom に
より無次元化し, 図3.8に示す. キャビティ底部 (x1 = 0, x2/L = -4.2) と遠方場 (x1 = 0, x2/L =
40) の圧力変動の振幅比は 0.03 程度である. この振幅比を 2 乗し, 計算におけるキャビ
ティ底部 (x1 = 0, x2/L = -4.2) での圧力スペクトルにかけ, 実験と比較したものを図3.9に
示す. ここで, 底部と遠方場の圧力変動の振幅比は周波数に依存するため, 圧力変動の大
きさについて実験と定量的比較ができるのは, 自励振動によるピーク音についてのみで
あることに注意されたい. 図3.9よりピーク音の周波数 (St = 0.35) および大きさは良く一
致しており, 計算は健全であると考えられる.
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Fig. 3.8

Amplitude of fluctuations of p/pbottom along x1 = 0 for cavity with D/L = 4.2 with artificial
acoustic source.

Fig. 3.9

Power spectral density of Cp at x1/L = 0 and x2/L = 40 for experiment and estimated that for
computation for cavity flow of D/L = 4.2 (M = 0.15)

28

第4章

結果

4. 1 概要
この章では, 前述した計算や実験から得られた結果について述べる. まず 4. 2 節にお
いて計算結果の解析手法について述べる. 4. 3 節では, D/L = 0.5 (M = 0.3) のキャビティ
流れを取り上げて, 流体力学的振動について議論する. 特に, せん断層内での詳細な渦の
構造や, 渦からの音波の発生について詳細に議論する. また, 音源位置の同定もおこなう.
4. 4 節においては, Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構を, 人工的音源を付
加したバックステップ流れの計算により明らかにする. さらに, 低マッハ数 (本研究では
0.15) の乱流キャビティ流れで, 音響共鳴との連成がない場合には自励振動が発生しな
い理由も明らかにする. 次いで, 4. 5 節では流体共鳴振動について議論する. まず, D/L =
1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れを対象として, 自励振動の発生機構における流体力学的
振動との共通点・相違点を解明し, 音響共鳴の役割を明らかにする. 最後に, キャビティ
深さが流体共鳴振動に及ぼす影響について議論する.
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4. 2 計算結果の解析手法
4. 2. 1

位相平均

キャビティ流れでの自励振動の周波数やバックステップ流れに音源を加える際の加
振周波数において位相平均をおこなう. キャビティ流れにおいては, 自励振動の周波数
は時間とともに 5%程度変化するため, キャビティ底部 (x1/L = 0.5, x2 = -D) での圧力変動
を基準信号として位相平均をおこなうこととした. また, 本論文で示す結果は 50 周期程
度の同位相の流れ場を平均したものである. なお, さらにスパン方向平均もおこなった
流れ場も本論文では示している.

4. 2. 2

振動周波数や加振周波数における相関係数の算出

キャビティ流れでの自励振動の周波数やバックステップ流れに音源を加える際の加
振周波数における流れの二次元性を明らかにするため, u2 や p のスパン方向の相関係数
を式 (4.1) により求める (ここでは u2 を例に取り説明した).
t  8T

Rf (Δx3 ) 

x 3  Lw

 
 
t 0

u ( x3 )u2f ( x3  Δx3 )dx3dt

2f
x3  0
t  8T x 3  Lw

t 0

x3  0

(4.1)

u2f ( x3 )u2f ( x3 )dx3dt

ここで, u2f は各周波数における速度変動を表し, T は各周波数に対応する周期を表す. u2f
はフーリエ変換により求めた. フーリエ変換に用いた時間長さは対象とする周波数の 8
周期分である. また, x3 + ∆x3 が Lw より大きい場合はスパン方向の周期性を利用する. さ
らに, 本論文で示す相関係数は時間的に 10 回程度平均をおこなったものである.

4. 2. 3

振動周波数や加振周波数でのパワー・位相の空間分布の算出

キャビティ流れでの自励振動の周波数やバックステップ流れに音源を加える際の加
振周波数において, 速度 u2 や圧力 p についての変動のパワー・位相の空間分布を求める.
各周波数において 8 周期に相当する長さで, スパン方向平均したデータをフーリエ変換
した. さらに, 本論文で示す分布は時間的に 10 回程度の平均をおこなったものである.

4. 2. 4

線形安定性解析

せん断層内のじょう乱の発達率を線形安定性解析により求める. 解析は文献14), 37), 38)
と同様の手法でおこない, じょう乱のモードは式 (4.2) のように表す. ここで g は速度や
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圧力などのじょう乱を, ĝ は固有関数を, α は固有値をそれぞれ表す. また, c は波の複素
速度を示し, じょう乱の実周波数 f に対しては, f  c / 2 の関係がある.

g( x1 , x2 , t )  ĝ( x2 )e i ( x1 ct )

(4.2)

非粘性の平行流を仮定し二次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式を線形化した方程式に式
(4.2) を代入し, Runge-Kutta 法により固有関数・固有値を求める (詳細は付録 C を参照
されたい). この際必要となる平均流れ場には, LES で得られた計算結果を時間平均およ
びスパン方向平均して用いており, 流れ方向に固有関数・固有値は変化する. また, じょ
う乱が指数級数的に+x2 方向に小さくなり, 一方キャビティ底部やバックステップ底部
では 0 となるよう前述の線形化した方程式の境界条件を与える.

31

4. 3 キャビティ流れにおける流体力学的振動
4. 3. 1

速度変動や圧力変動のスペクトル

図4.1に, キャビティ流れ (M =0.3, D/L = 0.5) と人工的音源を加えないバックステップ
流れ (M = 0.3) における, 速度 u2 のスペクトルを示す. 観測位置はキャビティ流れで
(x1/L = 0.5, x2 = 0) とし, バックステップ流れでもこれに相当する位置 (x1/H = 1.0, x2 = 0)
とした. キャビティ流れでは St = 0.8 で自励振動が生じるが, バックステップ流れでは自
励振動は生じない. キャビティ流れにおいて音響共鳴は発生しておらず, この自励振動
は流体力学的振動に対応している. また, 自励振動の周波数以外のエネルギーはキャビ
ティ流れもバックステップ流れも同程度である. このことは, 自励振動が他の周波数の
エネルギーに大きな影響を与えないことを意味している.
図4.2にはキャビティ流れ (M =0.3, D/L = 0.5) と人工的音源を加えないバックステッ
プ流れ (M = 0.3) における, 圧力変動のスペクトルを示す. 観測位置はキャビティ流れで
(x1/L = 0.5, x2/L = -0.5) とし, バックステップ流れでもこれに相当する位置 (x1/H = 1.0,
x2/H = −1.0) とした. 速度変動と同様にキャビティ流れでのみ St = 0.8 にピークが存在し,
キャビティ流れでは自励振動によるピーク音が発生していることがわかる. また, 自励
振動の周波数以外のエネルギーにおいても, 全体的にキャビティ流れの方がバックステ
ップ流れより大きくなっている. これは, キャビティ流れではせん断層内の様々な大き
さの渦構造が下流側壁面に衝突し大きく変形することで強い広帯域音が発生するが, バ
ックステップ流れではこうした壁面による渦の大きな変形が生じないためであると考
えられる.
図4.3には M = 0.15, 0.3 (D/L = 0.5) のキャビティ流れにおけるせん断層内 (x1/L = 0.5,
x2 = 0) での速度 u2 のスペクトルを示す. 前述したように M = 0.3 では St = 0.8 で自励振
動が生じるが, M = 0.15 では強い振動は生じない. M = 0.15 のような低マッハ数で強い
自励振動が発生しない理由については, 人工的音源を付加したバックステップ流れの計
算により, 4. 4 節で詳細に明らかにする.
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Fig. 4.1

Power spectral densities of vertical velocity u2/u1∞ at x1/L = 0.5 and x2 = 0 for cavity flow and at
x1/H = 1.0 and x2/H = 0 for backward-facing step flow (M = 0.3).

Fig. 4.2

Power spectral densities of Cp at x1/L = 0.5 and x2/L = -0.5 for cavity flow and at x1/H = 1.0 and
x2/H = −1.0 for backward-facing step flow (M = 0.3).
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Fig. 4.3

Power spectral densities of u2/u1∞ at x1/L = 0.5 and x2 = 0 for cavity flows with M = 0.15 and
0.3.

4. 3. 2

渦構造

a. 微小渦構造
キャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) における渦構造を第二不変量 q の等値面により図
4.4に示す. ここで q > 0 の領域が渦管を表している. キャビティ上流の乱流境界層内で
は微小な縦渦構造が支配的である. 上流端部で流れがはく離した後, せん断層内におい
て微小渦構造は壁のブロック効果から解放され, 回転運動がより活発になる. また, せん
断層内において新たな微小渦構造の発生も見られる. なお, 自励振動が発生しない M =
0.15 (D/L = 0.5) のキャビティ流れにおいても微小渦構造に大きな違いはなく, 自励振動
を維持する大規模渦構造 (詳細は以下で明らかにする) が微小渦構造に及ぼす影響は小
さいと考えられる.
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Fig. 4.4

Instantaneous iso-surfaces of q/(u1∞/L)2 = 25 for cavity flow (M = 0.3, D/L = 0.5).

b. 大規模渦構造
図4.5は, 自励振動の周波数において流れ場を 4. 2 節で述べた手法により位相平均し,
渦構造を表す第二不変量の等値面および x3 方向の計算領域中央部断面における圧力係
数の等値線を示したものである. ここで圧力係数は時間平均分を差し引いたものを示し
ている. せん断層内に二次元的な大規模渦構造が形成されていることがわかる. さらに,
大規模渦構造が存在する領域は低圧になっていることもわかる. また, この大規模渦構
造は前述した微小渦構造を多数含んでいると考えられる.
大規模渦構造の二次元性を定量的に調査した. 図4.6に示したような位置において, u2
の自励振動の周波数におけるスパン方向相関を, 4. 2 節で述べた手法により求めた. そ
の結果を図4.7に示す. 境界層内部では相関は低いが, キャビティ上流端部でのはく離直
後から急激に相関が高くなっていることがわかる. このことから, 大規模渦構造は高い
二次元性を有することが確かめられた. なお, ここでの相関は自励振動の周波数での変
動を抽出し算出したものであるため, 境界層内部の相関分布における極大・極小点が,
そのまま縦渦やストリークに対応しているわけではないことに注意されたい.
位相平均した流れ場をさらにスパン方向にも平均し, 圧力係数の等値線や速度ベクト
ルの自励振動の, 1 周期 T における変化を示したものが図4.8である. なお, 圧力係数およ
び速度ベクトルは平均成分を差し引いたものを示しおり, 以降の位相平均の図において
も同様である. また, 図4.8における t = 0.5T の流れ場は, 図4.5の流れ場と同位相のもので
ある. 図4.8より, 大規模渦構造がせん断層内を対流していくことがわかる. この大規模
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渦構造が下流側壁面に衝突する際に音波を発生させる. 次項では音波の発生機構につい
て詳細に述べる.

Fig. 4.5 Phase-averaged pressure coefficients and iso-surfaces of q/(u1∞/L)2 = 6 for cavity flow (M = 0.3,
D/L = 0.5).
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0
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Points where cross-correlation coefficients are computed.
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Fig. 4.7

Cross-correlation coefficients of u2 at fundamental frequency at points indicated in Fig. 4.6 for
cavity flow (M = 0.3, D/L = 0.5).

37

Fig. 4.8

Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients and velocity vectors for cavity flow (M =
0.3, D/L = 0.5), where T is time period of fundamental oscillations.
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4. 3. 3

音波の発生機構

キャビティ流れ (M =0.3, D/L = 0.5) において圧力係数を位相平均したものを図4.9に
示す. 位相平均された圧力変動は, 境界層やせん断層の近傍では渦などの対流成分と音
の伝播成分を両方含むが, 他の領域では主に伝播する音を表す. 音波がキャビティ下流
側壁面近傍で発生し, キャビティ外部へ伝播していくことが図4.8および図4.9よりわか
る.
図4.8から, せん断層内には大規模な渦構造が存在し, その内部に低圧領域が形成され
ることがわかる. 大規模渦構造がせん断層内を対流する際には, 渦の大きな変形は起き
ず, 渦内の流体は圧力勾配を受け, 渦中心から一定の距離を保ち回転している (圧力勾配
と遠心力がつり合っている). 一方, 下流側壁面にぶつかる際には大規模渦構造は大きく
変形し, 下流側壁面近傍に低圧領域が広がる (図4.8における t = 0). その結果, x1 方向に負
の圧力勾配が生じる. 一方, この低圧領域内の流体は壁面によって回転が妨げられる. そ
の結果, 圧力勾配によって下流方向の速度変動が発生する (圧力勾配と遠心力のつり合
いが崩れる). 図4.8の拡大図 (t = 0 の四角で示す領域) を図4.10に示す. 圧力勾配により,
下流方向の速度変動が発生していることが確認できる. この速度変動は局所的であり,
さらに上流の流体では大きな速度変動は発生していない. そのため, 図4.10に示した領
域において流体の膨張が起きる. 図4.11には位相平均した流れ場について, 図4.8 (t = 0)
の四角で示す領域における   ( u) の分布を示しており, 確かに流体が膨張していること
がわかる. この流体の膨張により, 次の瞬間には周りの流体が膨張し始め, この密度変動
は音速で遠方へ伝播する. すなわち, この流体の膨張により膨張波が発生する.
図4.8および図4.9から, 下流側壁面近傍で発生した音波は, まずキャビティ内部を上流
に伝播し, キャビティ上流端部近傍で外部へ伝播していくことがわかる. 音波は, 上流端
部近傍を伝播する際にせん断層を上下に振動させ, 大規模渦構造の形成を促進する. こ
の大規模渦構造の形成機構については, 4. 4 節で詳細に議論する. また, 図4.12には(x1/L
= 1.0, x2/L = -0.5) における振動周波数における圧力変動のスパン方向の相関を示したも
のであり, 変動はスパン方向に一様な二次元的なものであることがわかる. また, 図4.9
の遠方場での圧力変動の分布から, 音場は単極子による音場と近い. これらのことから,
キャビティ流れにおける音波の伝播は二次元的な単極子音源によるものと同様である
ことが明らかになった.
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Fig. 4.9

Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients for cavity flow (M = 0.3, D/L = 0.5),
where T is time period of fundamental oscillations.
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Fig. 4.10 Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients and velocity vectors for cavity flow (M =
0.3, D/L = 0.5) at t = 0 in Fig. 4.8 (the region in this figure is indicated Fig. 4.8).

Fig. 4.11 Contours of    ( u) for phase- and spanwise-averaged flow field for cavity flow (M = 0.3,
D/L = 0.5) at t = 0 in Fig. 4.8 (the region in this figure is indicated in Fig. 4.8).
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Fig. 4.12 Cross-correlation coefficients of pressure p at fundamental frequency at (x1/L = 1.0, x2/L = -0.5)
for cavity flow (M = 0.3, D/L = 0.5).

4. 3. 4

音源位置

この項ではキャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) における音源位置の同定を試みる. こ
こでは, 主流速度 0 において様々な位置に人工的音源をおき, 形成される音場が実際の
キャビティ流れと最も一致するような人工的音源の位置をキャビティ流れの音源位置
とした. ただし, 実際のキャビティ流れでは, 音源は単極子のような単純なものではなく
空間中に分布をもつものであり, ここで同定した音源位置一点から音波が発生している
わけではないことに注意されたい. なお, 4. 4 節で示すように, M = 0.3 では主流が音場に
及ぼす影響は無視できるほど小さい. このような音源位置の調査結果の一例として, 図
4.13に示した代表的な二つの音源位置 (x1a/L, x2a/L) = (1.0, -0.5), (1.0, 0) による音場を実際
のキャビティ流れと比較する.
音場の計算には本計算に用いたものと同一の格子を用いた. また, 音源はスパン方向
に一様な単極子とした. 音源を加えるため, 二つの音源位置 (x1a/L, x2a/L) = (1.0, -0.5), (1.0,
0) に対し, それぞれ (0.8 < x1/L < 1.0, -0.5 < x2/L < -0.3) および (0.8 < x1/L < 1.0, -0.2 < x2/L
< 0.2) において, 支配方程式を式 (2.1) から式 (3.2), (3.3), (3.4) に変えた36). ここで, 加振
周波数 f は実際のキャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) における自励振動の周波数と等し
い. また, A により音源の強さが決まるが, ここでは A/ρ∞ = 3.0e-5 とし, キャビティ底部

42

(x1/L = 0.5, x2/L = -0.5) での音の強さが, 実際のキャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) での
発生音の強さと同程度になるようにした.
キャビティ底部 (x2/L = -0.5) における圧力変動の位相分布を図4.14に示す. また, 上流
側壁面 (x1 = 0) における圧力変動の位相分布を図4.15に示す. どちらの図においても, 位
相の基準は x1 = 0, x2 = -0.5 での圧力変動とした. 図4.14および図4.15より, 音源位置 (x1a/L,
x2a/L) = (1.0, -0.5) による音場の方が実際のキャビティ流れと良く一致することがわかる.
すなわち, 実際のキャビティ流れにおける音源位置は (x1/L, x2/L) = (1.0, -0.5) 近傍と推定
される. このような音源位置の推定は, 次節で述べるバックステップ流れに人工的音源
を入れる計算をおこなう際の音源位置に関する指標となる.

Fig. 4.13 Configurations for artificial source without freestream.

Fig. 4.14 Phase variations in pressure on bottom (x2 = −0.5L) for fundamental frequency for cavity flow
(M = 0.3, D/L = 0.5) and for two acoustic fields from artificial acoustic source around x1/L =
1.0 and x2/L = −0.5 and around x1/L = 1.0 and x2/L = 0 without a freestream.
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Fig. 4.15 Phase variations in pressure on upstream wall (x1 = 0) for fundamental frequency for cavity
flow (M = 0.3, D/L = 0.5) and for two acoustic fields from artificial acoustic source around x1/L
= 1.0 and x2/L = −0.5 and around x1/L = 1.0 and x2/L = 0 without a freestream.

44

4. 4 人工的音源を付加したバックステップ流れ
4. 4. 1

人工的音源の与え方

キャビティ流れにおける Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構を明らか
にするため, 人工的音源を付加したバックステップ流れ (M = 0.15, 0.3) の計算をおこな
った. 音源はスパン方向に一様な単極子とした. 人工的音源の位置は, キャビティ流れ
(M = 0.3, D/L = 0.5) において推定された音源位置 (x1/L = 1.0, x2/L = -0.5) に対応する位置
(x1/H = 2.0, x2/H = -1.0) とした. 人工的音源を加えるため, (1.6 < x1/H < 2.4, -1.0 < x2/H < 0.6) において支配方程式を式 (2.1)から式 (3.2), (3.3), (4.3)に変える36).


 ( x  2 H ) 2  ( x 2  H ) 2 
 sin 2ft
S  A exp (  ln 2.0) 1
(0.2 H ) 2




(4.3)

ここで, 加振周波数 f は 2H に基づくストローハル数において StH = f(2H)/u1∞ = 0.8 とし,
キャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) における自励振動の無次元周波数と等しい. また, M
= 0.3 のバックステップ流れにおいて, 音の強さが Acoustic feedback に及ぼす影響を明ら
かにするため, 音の強さを A/ρ∞ = 0, 1.0e-5, 3.0e-5 と変化させた. なお, A/ρ∞ = 3.0e-5 の際
は, 底部 (x1/H = 1.0, x2/H = -1.0) での圧力変動の大きさは, キャビティ流れにおける相当
する位置 (x1/L = 0.5, x2/L = -0.5) でのものと同程度となっている. M = 0.15 のバックステ
ップ流れに加える音の強さについては 4. 4. 4 項で詳しく述べる.

4. 4. 2

キャビティ流れとの比較

人工的音源は単に圧力変動を強制的に与えたものであり, 渦からの音の発生などの現
象までは再現することはできない. ただし, ここでは音波がせん断層に及ぼす影響を解
明することが目的である. そのため, 人工的音源によって, キャビティ流れ (M = 0.3, D/L
= 0.5) における音場や Acoustic feedback による大規模渦構造の形成が再現できれば十分
である. こうしたことが再現できているかを確認するため, 人工的音源の強さを A/ρ∞ =
3.0e-5 とした際のバックステップ流れ (M = 0.3) とキャビティ流れ (M = 0.3, D/L = 0.5)
を比較する.
図4.16には, バックステップ底部 (x1/H = 1.0, x2/H = -1.0) での圧力変動のスペクトルお
よびキャビティ流れにおける相当する位置 (x1/L = 0.5, x2/L = -0.5) でのスペクトルを示
す. 人工的音源による音の大きさが, キャビティ流れから発生するピーク音の大きさと
同程度であることが確認できる. さらに, x1 = 0 での圧力変動の位相分布を比較したもの
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が図4.17であり, 位相分布も良く一致していることがわかる. なお, 位相の基準は x2/H =
-1.0 (バックステップ流れ) および x2/L = -0.5 (キャビティ流れ) とした. 以上より, 人工的
音源によってキャビティ流れでの音場を再現できていることが確認できた.
図4.18には, 人工的音源の加振周波数において位相平均した, 圧力係数の等値線およ
び速度ベクトルを示す. キャビティ流れと同様の大規模渦構造が, バックステップ流れ
でも人工的音源により発生していることがわかる. また, 図4.19にはせん断層内部 (x1/H
= 1.0, x2 = 0) における, u2 の加振周波数での変動のスパン方向相関を, キャビティ流れに
おける対応する相関と比較したものである. 人工的音源を加えなかった場合の相関も示
してある. 人工的音源を入れた際の相関は非常に高くなっており, 大規模渦構造はキャ
ビティ流れと同様に二次元的な構造となっていることがわかる. なお, 人工的音源を付
加したバックステップ流れにおいて, キャビティ流れより相関が高くなったのは, 実際
のキャビティ流れで発生する音がスパン方向に位相が若干変化するのに対し, 人工的音
源では完全に二次元な音波が発生し, より二次元的な大規模渦構造が形成されたためで
あると考えられる. また, 図4.20には, せん断層内部 (x2 = 0) での u2 の変動に関して, バッ
クステップ流れにおける加振周波数でのパワーとキャビティ流れにおける自励振動の
周波数でのパワーを示す. 人工的音源を付加したバックステップ流れのパワー分布はキ
ャビティ流れの分布と概ね一致していることがわかる. 以上より, 人工的音源を付加し
たバックステップ流れにより, 音場および Acoustic feedback により形成される大規模渦
構造に関して, キャビティ流れを概ね再現できていると考えられる.

Fig. 4.16 Power spectral density of pressure coefficient Cp at x1/H = 1.0 and x2/H = −1.0 for backwardfacing step flows with and without artificial acoustic source and at x1/L = 0.5 and x2/L = −0.5
for cavity flow.
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Fig. 4.17 Phase variations in pressure along x1 = 0 for backward-facing step flow with artificial acoustic
source and for cavity flow.

Fig. 4.18 Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients and velocity vectors for backward-facing
step flow with artificial acoustic source (M = 0.3).
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Fig. 4.19 Spanwise cross-correlation coefficients of vertical velocity u2 along x1/H = 1.0 and x2 = 0 for
backward-facing step flows with and without acoustic source and that along the corresponding
line for cavity flow.

Fig. 4.20 Variations in power spectral density of vertical velocity u2/u1∞ along x2 = 0 for backward-facing
step flows with and without artificial acoustic source compared with that for cavity flow.
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4. 4. 3

大規模渦構造の形成における音波の役割

この項では, 大規模渦構造の形成における音波の役割を明らかにする. そこでまず, せ
ん断層内に発生する速度変動を音波による伝播成分と渦による対流成分に分離する. な
お, こうした分離が可能なのは, 主流が音場へ及ぼす影響が小さい場合である. そこで,
主流が音場へ及ぼす影響を明らかにするため, M = 0.3 のバックステップ流れに A/ρ∞ =
3.0e-5 の人工的音源を加えた際の音場と, 主流 0 の下バックステップに同じ人工的音源
を与えた際形成される音場とを比較した. x1 = 0 に沿った圧力変動の加振周波数におけ
る位相分布を比較したものが図4.21である. 二つの音場の差が, 主流の音場へ及ぼす影
響を表しているが, 無視できる程小さいことが確かめられた. よって, 速度 u2 の各地点
での時間平均値からの変動 u2’を式 (4.4) に示すように伝播成分 u2p と対流成分 u2c とに
分離することができる.

u2’ = u2c + u2p

(4.4)

ここで u2p は, バックステップ流れに関する本計算と同じ格子を用いて主流速度 0 とし
人工的音源を与えた場合の音場を計算し求め, u2c は u2’から u2p を差し引き求める.
A/ρ∞ = 3.0e-5 の人工的音源を加えた際の, せん断層内 (x2 = 0) における伝播成分 u2p と
対流成分 u2c のパワーを比較したものが図4.22である. 対流するじょう乱は上流端部で
は微小であるが, 次第に増幅し大規模渦構造が形成される. バックステップの上流端部
近傍では対流成分・伝播成分二つのパワーは同程度であるが, x1/H > 0.25 においては対
流成分の変動は伝播成分の変動に比べ 10 倍以上大きく, この領域では伝播成分は対流
成分に大きな影響は与えていないと考えられる.
図4.23には, 音源の強さを変化させた際の, せん断層内部 (x2 = 0) における対流成分 u2c
のパワーを示している. また, ここでは人工的音源を付加しないバックステップ流れの
平均速度プロファイルを用い, 線形安定性理論によって算出したじょう乱の増幅率もあ
わせて示す. なお, 線形安定性理論ではじょう乱の絶対値は求めることはできず, 増幅率
のみが求まることに注意されたい. なお, 人工的音源を付加した際にも平均速度プロフ
ァイルに大きな変化はなく, 線形安定性理論の結果にも大きな違いは見られなかったこ
とを付記する.
図4.23より, 0.2 < x1/H < 0.4 においては, 対流するじょう乱の増幅率は線形安定性理論
によって算出した増幅率と一致する. さらに, この増幅率は人工的音源の強さにも依存
しないことがわかる. このことは, 対流するじょう乱が層流キャビティ流れ13), 14)と同様
の平均速度プロファイルの変局点不安定である K-H 不安定により増幅し, 大規模渦構
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造が形成されることを意味している. 図4.19で示したように, 対流するじょう乱や形成
される大規模渦構造が二次元的であることも, じょう乱の発達が K-H 不安定によって
増幅されていることを示唆している. すなわち, 乱流境界層内の微小渦構造 (図4.4参照)
が大規模渦構造の形成に及ぼす影響は小さいことを示唆している. これは, 微小渦構造
と大規模渦構造のスケールが大きく異なるためだと考えられる. また, x1/H > 1.0 におい
て増幅が飽和するのは, 平均速度プロファイルの勾配が緩やかになるためと考えられる.
一方, 音源が強くなるにつれ, じょう乱の初期のパワーが大きくなっていることが図
4.23よりわかる. これは, 端部を通過する音波が強くなるにしたがって, 音波の粒子速度
によるせん断層の加振が大きくなるためと考えられる. 以上より, Acoustic feedback の本
質は初期の対流するじょう乱の形成であり, 音波によって作られた初期じょう乱は K-H
不安定により大規模渦構造に発達することがわかった. なお, キャビティ流れの自励振
動の周波数はキャビティの幾何学的形状とモード (せん断層内の大規模渦構造の個数)
により決まり, せん断層がもっとも不安定になる周波数とは一般的には一致しない. ま
た, 本研究では流入境界層の厚み θ は一定として計算をおこなったが, K-H 不安定によ
るじょう乱の発達率は当然流入境界層の厚み θ に依存する. キャビティ流れにおいて,
流入境界層厚みが厚くなるに従い自励振動が弱まる39)のは, K-H 不安定によるじょう乱
の発達率が弱まるためと考えられる.
キャビティ長さ L/θ が自励振動に及ぼす影響を調査するため, 人工的音源を加えたバ
ックステップ流れにおいて大規模渦構造の流れ方向の変化を調査した. ただし, ここで
はキャビティ長さが変化した際の, Acoustic feedback の変化は考慮していない. 図4.24に
は人工的音源の強さを A/ρ∞ = 3.0e-5 とした際の, x1/H = 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 (x2 = 0) における
u2 の, 加振周波数での変動のスパン方向相関を示したものである. 相関は下流方向に次
第に低下していることがわかる. これは, スパン方向相関が小さい乱流構造の影響によ
るものと考えられる. ただし, 再付着点 (x1/H = 5.2) 近傍までの相関は比較的高く, 大規
模渦構造は二次元的であると考えられる. このことは, 4. 3 節で対象としたキャビティ
流れ (M = 0.3, D/L = 0.5) から, 流入境界層の厚み θ やキャビティ深さ D を一定としキャ
ビティ長さ L を長くしても, 上流端部ではく離した流れが底部に再付着しない限り大規
模渦構造が三次元化しないことを示唆している. すなわち, 4. 3 節で明らかにしたよう
な自励振動の発生機構は, 流れが再付着しない限り, より長いキャビティまわりの流れ
に対しても成立すると考えられる. なお, Eaton らによるバックステップ流れに関する研
究40)から, L/θ が再付着する流れと再付着しない流れの境界となるアスペクト比に及ぼ
す影響は小さいと考えられる. ただし, キャビティ長さを変化させると自励振動の周波
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数は変化する. こうした自励振動の周波数の変化まで考慮し, キャビティ長さが自励振
動に及ぼす影響を明らかにすることは今後の課題である.

Fig. 4.21 Phase variations in pressure along x1 = 0 for backward-facing flows with artificial acoustic
source for M = 0.3 and no flow.

Fig. 4.22 Variations in power of convective component u2c/u1∞ and propagative component u2p/u1∞ of
vertical velocity along x2 = 0 for backward-facing step flows with acoustic source.
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Fig. 4.23 Variations in power of convective component u2c/u1∞ of vertical velocity along x2 = 0 for
backward-facing step flows with and without acoustic source.

Fig. 4.24 Spanwise cross-correlation coefficients of vertical velocity u2 along x2 = 0 for backward-facing
step flow with acoustic source.
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4. 4. 4

Mach 数が大規模渦構造の形成に及ぼす影響

この項ではマッハ数が大規模渦構造の形成に及ぼす影響を調べる. まず, M = 0.15 の
バックステップ流れに, 端部近傍における音波の粒子速度が A/ρ∞ = 3.0e-5 の人工的音源
を付加した M = 0.3 のバックステップ流れと同程度となる人工的音源を加えた. なお, マ
ッハ数の違いのため, 音源の強さは A/ρ∞ = 8.9e-5 となり M = 0.3 の値とは一致しない. せ
ん断層内 (x2 = 0) における伝播成分 u2p および対流成分 u2c のパワーを図4.25に示す. M =
0.3 (A/ρ∞ = 3.0e-5) と M = 0.15 (A/ρ∞ = 8.9e-5) において, 端部近傍の伝播成分すなわち音
波の粒子速度の大きさが同程度となっていることが確認できる. また, 対流成分 u2c のパ
ワーに関しても, M = 0.3 (A/ρ∞ = 3.0e-5) と M = 0.15 (A/ρ∞ = 8.9e-5) において同程度であ
ることがわかる. このことは, 対流するじょう乱や大規模渦構造の速度変動の強さが同
程度であることを意味する. また, せん断層内 (x1/H = 1.0, x2 =0) における, 速度 u2 の加振
周波数でのスパン方向の相関係数を図4.26に示す. M = 0.3 (A/ρ∞ = 3.0e-5) と M = 0.15
(A/ρ∞ = 8.9e-5) において, 相関係数も同程度であり大規模渦構造の二次元性にも違いは
見られないことがわかる. 以上より, マッハ数自体が大規模渦構造の形成に及ぼす影響
は小さいと考えられる.
一方で, 渦からの音の発生を考えると, マッハ数が下がることにより発生音は小さく
なる41). このことを考慮し, M = 0.15 のバックステップ流れにおいて, 与える音を弱くし
た計算をおこなった. ここでは, Curle の式41)における二重極音の大きさが M

0.5

に比例

することから, 端部での圧力変動の大きさが M = 0.3 の場合と比べて, (0.15/0.3)0.5 倍にな
るような音源 (A/ρ∞ = 3.3e-5) を与えた. 図4.27には, M = 0.15 において音源の強さを変化
させた際の, せん断層内 (x2 = 0) における加振周波数での対流成分 u2c のパワーを示す.
音波が弱まるにつれ, 初期じょう乱が弱まり, 発生する大規模渦構造も弱まることがわ
かる. 図4.26には M = 0.15 において音源の強さを変化させた際の, せん断層内 (x1/H = 1.0,
x2 =0) における, 速度 u2 の加振周波数でのスパン方向の相関係数も示してある. 音波が
弱くなるにつれ, 相関係数は減尐する. これは, 音波により発生する二次元的な初期じょ
う乱が弱くなり, スパン方向相関が低い乱流構造が支配的な流れとなるからである. キ
ャビティ流れにおいて, 相関の低い大規模渦構造が下流側壁面で音波を発生させても,
スパン方向の音の強め合いが起きず強い音とはならず, 自励振動はさらに弱まる.
以上より, 低マッハ数 (本研究では M = 0.15) のキャビティ流れで流体力学的振動が発
生しないのは, 渦からの発生音が弱まり, Acoustic feedback が弱くなることで大規模渦構
造のスパン方向相関が小さくなるためであると考えられる. この相関の低下は乱流境界
層内のキャビティに特有の現象である. 層流キャビティ流れではこうした相関の低下は
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生じないため, 0.1 以下の低マッハ数でも流体力学的振動が発生する16). また, 前述した
ようにマッハ数自体が大規模渦構造の形成に及ぼす影響は小さいことに注意されたい.

Fig. 4.25 Variations in power of u2c/u1∞ and u2p/u1∞ along x2 = 0 for backward-facing step flows with
acoustic source.

Fig. 4.26 Spanwise cross-correlation coefficients of vertical velocity u2 at x1/H = 1.0 and x2 = 0 for
backward-facing step flows with and without acoustic source.
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Fig. 4.27 Variations in power of u2c/u1∞ along x2 = 0 for backward-facing step flows with M = 0.15 with
and without acoustic source compared with linear stability analysis (LSA).
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4. 5 キャビティ流れにおける流体共鳴振動
図4.28に D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れにおける, せん断層内 (x1/L = 0.5, x2 = 0)
での速度 u2 およびキャビティ底部 (x1/L = 0.5, x2/L = -1.3) での圧力のスペクトルを示す.
いずれのスペクトルにおいても St = 0.42 において強いピークが存在し, 自励振動が発生
していることがわかる. また, このキャビティ流れでは, 4. 5. 1 で示すようにキャビティ
内で音響共鳴が発生しており, 発生する自励振動は流体共鳴振動に分類される. そこで,
このキャビティ流れ (D/L = 1.3, M = 0.3) の計算結果を用いて, 4. 5. 1 において流体共鳴
振動の発生機構を, 4. 5. 2 において自励振動における音響共鳴の役割をそれぞれ明らか
にする. また, 4. 5. 3 ではキャビティ深さが流体共鳴振動に及ぼす影響を明らかにする.

Fig. 4.28 Power spectral density of u2/u1∞ at x1/L = 0.5 and x2 = 0 and that of Cp at x1/L = 0.5 and x2/L = 1.3 for cavity flow with D/L = 1.3 (M = 0.3).
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4. 5. 1

流体共鳴振動の発生機構

a. 大規模渦構造の形成および音波の発生
D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れにおける渦構造を, 第二不変量 q の等値面により
図4.29に示す. キャビティ上流の乱流境界層内では微小な縦渦構造が支配的である. は
く離後のせん断層内において渦構造は壁のブロック効果から解放され, より活発になる.
こうした現象は流体力学的振動と同じである.
図4.30に振動周波数において位相平均した, 圧力係数の等値面および速度ベクトルを
示す. せん断層内には大規模渦構造が存在し, 渦内には低圧領域が形成されることがわ
かる. 流体力学的振動が発生する D/L = 0.5 (M = 0.3) のキャビティ流れでは, せん断層内
に大規模渦構造が概ね二つ存在しており (図4.8参照), せん断層の不安定性モードは二
次モードである. 一方, この D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れではせん断層内の大規
模渦構造の数は概ね一つであり, 一次モードとなっている. すなわち, せん断層の不安定
性モードの周波数が音響モードの周波数に合うように変化している.
図4.31には, せん断層内 (x2 = 0) における速度 u2 の振動周波数での変動のパワーを, 線
形安定性解析の結果と共に示している. なお, x1/L > 0.3 においては速度変動に対する音
波の粒子速度の影響は 10%以下であることが予備的な音響計算からわかっているため,
この領域に着目する. 速度変動の増幅率は線形安定性解析の結果と良く一致する. この
ことから, 流体力学的振動と同様に, 上流端部近傍で Acoustic feedback により発生した
初期じょう乱が, K-H 不安定により発達することで大規模渦構造が形成されると考えら
れる. この大規模渦構造が下流側壁面に衝突する際, 流体力学的振動と同様に膨張波が
発生する.

Fig. 4.29 Instantaneous iso-surfaces of q/(u1∞/L)2 = 25 for cavity flow of D/L = 1.3 (M = 0.3).
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Fig. 4.30 Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients and velocity vectors for cavity flow of D/L
= 1.3 (M = 0.3), where T is time period of fundamental oscillations.
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Fig. 4.31 Power of fluctuation of u2/u1∞ along x2 = 0 compared with curve based on linear stability
analysis (LSA) for cavity flow of D/L = 1.3 (M = 0.3).
b. フィードバックループ
図4.32に D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れにおいて, 位相平均した圧力係数分布
を示す. キャビティ内部全体で大きな圧力変動が生じ, 外部に強い音波が伝播していく
ことがわかる. また, 図4.33には x1 = 0 における自励振動の周波数での圧力の位相分布を
示している. 位相の基準はキャビティ底部 (x1 = 0, x2/L = -1.3) の位相とした. 図4.33より,
キャビティ内部 (x2/L < -0.5) での圧力変動はほぼ同位相で生じており, 音響共鳴により
定在波が形成されていることがわかる. 一方, 開口部 (x2 = 0) 近傍の位相の傾きから, 定
在波によるキャビティ内部の圧力変動が, キャビティ外部へ進行波として伝播すること
がわかる (x2 = 0 近傍で位相が乱れているのは渦などの対流成分の影響である). この進
行波が上流端部近傍を伝播する際, せん断層は上下に振動し, 対流するじょう乱が発生
する. 前述したように, このじょう乱は K-H 不安定により大規模渦構造に発達し, 渦が
下流側壁面に衝突し発生する音波により再び定在波が形成される. このように流体共鳴
振動では, 定在波を介したフィードバックループが形成される点が, 流体力学的振動と
異なる.

59

Fig. 4.32 Phase- and spanwise-averaged pressure coefficients for cavity flow of D/L = 1.3 (M = 0.3),
where T is time period of fundamental oscillations.
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Fig. 4.33 Phase variation in pressure along x1 = 0 for cavity flow of D/L = 1.3 (M = 0.3).

4. 5. 2

音響共鳴の役割

この項では, 自励振動における音響共鳴の役割を明らかにする. D/L = 0.5, 1.3 の二つ
のキャビティに対し, 主流速度 0 とし, D/L = 1.3 (M = 0.3) のキャビティ流れでの流体共
鳴振動の周波数において人工的音源を与え, 形成される音場を比較した. 二つのキャビ
ティに付加される人工的音源の強さも同じである. D/L = 1.3 のキャビティでは, 音響共
鳴が発生し定在波が形成される. 一方, D/L = 0.5 のキャビティでは, 音響共鳴は発生せず
音源から進行波が伝播するだけである.

a. 人工的音源の加え方
人工的音源の加え方はバックステップ流れに人工的音源を加えた際と基本的には同
じである. 人工的音源は, スパン方向に一様な単極子音源であり, D/L = 0.5 のキャビティ
では (x1a/L, x2a/L) = (1.0, -0.5) に, D/L = 1.3 のキャビティでは (x1a/L, x2a/L) = (1.0, -1.3) にお
かれる. この人工的音源の位置は, M = 0.3 の各キャビティ流れ (D/L = 0.5, 1.3) における
音源位置と一致するように定めた. キャビティ流れにおける音源位置の同定方法は 4. 3
節を参照されたい. 人工的音源を加えるため, (-0.2 < (x1-x1a)/L < 0, 0 < (x2-x2a)/L < 0.2) の
領域において支配方程式 (2.1) を式 (4.5), (4.6), (4.7) (これらの式は式 (3.2), (3.3), (3.4) と
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同じものだが再掲した) に変える36). 音源の強さは A/ρ∞ = 6.0e-5 とし, D/L = 1.3 のキャビ
ティにおいて, キャビティ底部 (x1 = 0.5, x2/L = -1.3) での圧力変動の大きさが, 実際のキ
ャビティ流れ (D/L = 1.3, M = 0.3) と同じ程度となるようにした. さらに, D/L = 0.5 のキ
ャビティにおいても, 音源の強さを同じにするため, A の値は同じ値としている. なお,
この節の以下の議論では, 圧力や速度は M = 0.3 のキャビティ流れでの主流の速度およ
び密度を用いて無次元化する.
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実際のキャビティ流れにおいては, 大規模渦構造が下流側壁面に衝突する際, 壁によ
り回転が妨げられることによって, 圧力勾配によって局所的な速度変動が発生し膨張波
が発生する (4. 3 節参照). 人工的音源では, この圧力勾配を, 密度・圧力変動を強制的に
与えることで模擬している. この際, 圧力勾配により局所的な速度変動が発生し音波が
発生するという音波発生機構は, 実際のキャビティ流れと全く同じである. また, 式
(4.7) における A はこの圧力勾配の大きさを表しており, 実際のキャビティ流れでは圧
力勾配は大規模渦構造の強さによって決まる. 前述したように, D/L = 0.5, 1.3 のキャビ
ティに付加する音源の強さ A は同じ値としている. このことは, 実際のキャビティ流れ
において, 仮に同じ強さの大規模渦構造が下流側壁面に衝突し音波が発生したとした場
合の音響共鳴の役割を検討していることに相当する. また, D/L = 1.3 のキャビティでは
音響共鳴が発生するが, D/L = 0.5 のキャビティでは発生しない. 以上より, D/L = 0.5, 1.3
二つのキャビティにおける人工的音源による音場を比較することで, 実際のキャビティ
流れにおいて大規模渦構造の強さが同じという条件の下での音響共鳴が音場に及ぼす
影響を明らかにすることができると考えられる.
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b. 音響エネルギーの増大
図4.34にキャビティ中心 (x1/L = 0.5, x2/L = 0.0) から距離 r/L = 3.0 離れた位置における
圧力変動の大きさ prms を示す. 全く同じ人為的音源を与えているにも関わらず, D/L =
1.3 のキャビティでは D/L = 0.5 のキャビティより, 大きな音が放射されることがわかる.
すなわち, 音響共鳴により外部へ放射される音響エネルギーは増大しており, このこと
は音源から発生する音響エネルギーが音響共鳴により増大することを意味する. このこ
とを確かめるため, 二つのキャビティにおいて, 支配方程式に音原項を挿入した領域 (0.2 < (x1-x1a)/L < 0, 0 < (x2-x2a)/L < 0.2) において, 発生する音響エネルギーの大きさ   ( pu)
を比較した. ここで, p は前述したように無次元化した圧力を表しており, 時間平均分は
差し引いたものである. 図4.35には, (x1, x2) = (x1a-0.05L, x2a+0.05L) における   ( pu) の 1 周
期にわたる変動および時間平均値を示す. 図4.35より, 音響共鳴が発生する D/L = 1.3 の
キャビティでは,

  ( pu) が正に大きく変動し,

時間平均値も D/L = 0.5 のキャビティより

大きくなることがわかる. すなわち, 発生する音響エネルギーが, 音響共鳴により大きく
なることが確かめられた.
音源位置において発生する音響エネルギーが, 音響共鳴により大きくなる理由を明ら
かにする. ここで,   ( pu)  p(  u)  u  p となるが, 第二項は第一項に対し無視できるほど
小さいことが予備的な検証によりわかっている. そこで, ここでは第一項に着目し,   u
および p の 1 周期にわたる変動を, 二つのキャビティについて比較した. 図4.36に (x1, x2)
= (x1a-0.05L, x2a+0.05L) における   u および p の変動を示す.   u の変動には大きな違い
は見られないことがわかる. これは, 音響共鳴によって発生する定在波による粒子速度
の変動はキャビティ内部でほぼ同位相であり, 定在波が   u に及ぼす影響は小さいため
である. 一方, 圧力変動は定在波の影響を大きく受け, D/L = 1.3 のキャビティでは D/L =
0.5 のキャビティに比べ非常に大きくなる. この圧力変動の増大は, 発生する音響エネル
ギーの増大に大きく寄与する. また, D/L = 1.3 のキャビティでは, 定在波の圧力変動の影
響により, 音響エネルギー発生領域における   u と p の変動の位相差が D/L = 0.5 のキャ
ビティより小さくなることもわかった. D/L = 1.3 のキャビティにおいて,   u と p の変
動の振幅を変えずに, 位相差のみを D/L = 0.5 のものにし, 1 周期にわたる p(  u) の変動
および平均値を示したものが図4.37である. 位相差を変化させることで, 発生する音響
エネルギーが小さくなることがわかる. このことより, 定在波の圧力変動の影響により
音響エネルギー発生領域における   u と p の変動の位相差が小さくなることも, 発生す
る音響エネルギーの増加に寄与することが確かめられた.
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Fig. 4.34 Polar plots of prms along r/L = 3.0 for sound radiated from an artificial acoustic source

Fig. 4.35 Fluctuations of   ( pu) and time-averaged values at x1 = x1a-0.05L and x2 = x2a+0.05L for
cavities of D/L = 0.5 and 1.3, where T is time period.
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Fig. 4.36 Fluctuations of   u (left) and p (right) at x1 = x1a-0.05L and x2 = x2a+0.05L for cavities of D/L
= 0.5 and 1.3, where T is time period.

Fig. 4.37 Fluctuations and time-averaged values of p(  u) at x1 = x1a-0.05L and x2 = x2a+0.05L for
cavity with D/L = 1.3 obtained by shifting the phase difference of   u and p to that for cavity
with D/L = 0.5. T is time period.
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c. Acoustic feedback の強化
図4.38にはキャビティ開口部 (x2 = 0) における粒子速度の大きさ u2rms を示す. いずれ
のキャビティにおいても, 端部付近では波面が狭められ大きな粒子速度をもつ. また,
D/L = 1.3 のキャビティでは D/L = 0.5 のキャビティより大きい粒子速度が発生する. 前
述したように, D/L = 1.3 のキャビティでは, 音響共鳴により, 音源から発生する音響エネ
ルギーが増加する. その結果, 開口部を伝播する音が強まり, 開口部での粒子速度は大き
くなる.
実際のキャビティ流れで発生する自励振動では, 上流端部近傍における音波の粒子速
度の大きさはせん断層内の対流する初期じょう乱の大きさを決めており (4. 4 参照), こ
の初期じょう乱は K-H 不安定により大規模渦構造に発達する. このことから, 音響共鳴
により開口部での粒子速度が大きくなることは, 大規模渦構造の形成を促進すると考え
られる. 流体力学的振動が発生しない低マッハ数 (M < 0.2) においても流体共鳴振動が
発生する11)のは, このように音響共鳴により強い Acoustic feedback が生じるためと考え
られる. なお, せん断層内の大規模渦構造の強さには上限があり, 自励振動が無限に大き
くなることはない. この上限値がどのように決まっているかを明らかにすることは, 今
後の研究課題である.

Fig. 4.38 Variations in u2rms along x2 = 0 for cavities with D/L = 0.5 and 1.3.
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4. 5. 3

キャビティ深さの影響

表2.1に示した条件において, キャビティ深さが流体共鳴振動に及ぼす影響を調査し
た. 計算および実験において深さを変化させた際の, 自励振動の周波数とピーク音の大
きさの変化を図4.39 (M = 0.3 の計算) および図4.40 (M = 0.15 の実験) に示した. M = 0.3
の計算では底部 (x1/L = 0.5, x2/D = -1.0) における圧力変動の振幅を比較し, M = 0.15 の実
験では遠方場 (x1 = 0, x2/L = 40) での圧力変動の振幅を比較した. また, 図4.39および図
4.40には East11)によって算出された共鳴周波数も示す. East11)は深さ方向のみに音響モー
ドが生じると仮定し, キャビティ開口部全体での加振に対して底部でもっとも大きな圧
力変動の振幅を生じさせる周波数を, Plumblee ら42)の開口端インピーダンスに関する理
論から求め, 共鳴周波数とした.

Fig. 4.39 Variations in fundamental frequency and amplitude of fluctuation of Cp at x1/L = 0.5 and x2/D
= -1.0 for computations with M = 0.3.
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Fig. 4.40 Variations in fundamental frequency and amplitude of fluctuation of Cp at x1/L = 0.5 and x2/L =
40 for experiments with M = 0.15.
a. 自励振動周波数の変化
図4.39および図4.40より, 深いキャビティほど自励振動の周波数は低くなることがわ
かる. 一方, キャビティ深さを変化させても, せん断層内の大規模渦構造の数は一つで同
じであり, 以下で示すように大規模渦構造の対流速度も一定である. ここでは, キャビテ
ィ深さによる振動周波数の変化の原因を明らかにするために, D/L = 1.3, 1.7 のキャビテ
ィ流れ (M = 0.3) について, 各振動周波数 (St = 0.42 (D/L = 1.3), St = 0.38 (D/L = 1.7)) にお
ける, せん断層内部 (x2 = 0) での速度 u2 および底部 (x2/D = -1.0) での圧力 p の位相分布
を比較した. この結果を図4.41に示す. ここで位相の基準は, (x1/L = 0, x2/D = -1.0) での p
の位相である.
キャビティ底部の圧力変動は定在波によるものであり, 位相は流れ方向位置 (x1) にほ
とんど依らない. また, せん断層内の初期じょう乱は定在波の圧力変動に同期して発生
するため, x1 = 0 近傍での u2 と p の位相差はキャビティ深さに依らない. さらに, 図4.30
において大規模渦構造が明確に確認された 0.5 < x1/L < 0.9 における u2 の位相の傾きか
ら, 大規模渦構造の対流速度 uc/u1∞はどちらのキャビティ流れにおいても 0.35 程度で,
これもキャビティ深さに依らないことがわかった. u2 の位相の, 二つのキャビティにお
ける差が流れ方向に大きくなるのは, 自励振動の周波数が異なるためである.
次に, x1/L = 1.0 近傍における u2 と p の位相差 (図4.41において矢印にて示す) に着目
する. この位相差は, 後流端部近傍で u2 がもっとも小さくなる瞬間と, 定在波がもっと
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も低圧になる瞬間の時間差を意味する. ここで, 後流端部近傍において u2 がもっとも小
さくなるのは, 大規模渦構造が下流側壁面に衝突し始める瞬間であり (図4.30参照), 膨
張波が発生し始める瞬間である. 図4.41より, この位相差は D/L = 1.3 のキャビティ流れ
より D/L = 1.7 のキャビティ流れの方が大きいことがわかる. このことは, 大規模渦構造
の衝突により膨張波が発生してから, 定在波がもっとも低圧になるまでの時間が, D/L =
1.7 のキャビティ流れの方が長くなることを意味する. この時間は音響的にキャビティ
形状により決定され, 深いキャビティほど長くなる. なお, 二つのキャビティ流れにおけ
る音源位置を 4. 3 と同様の手法により同定し, どちらも (x1/L, x2/L) = (1.0, -1.3) 近傍で,
同位置であることを確かめている.
以上より, 深いキャビティでは, 大規模渦構造の衝突による膨張波の発生から定在波
がもっとも低圧になるまでの時間が長くなるため, 自励振動の周期が長くなり周波数が
低くなると考えられる. 図4.42に示すように流体共鳴振動では, 定在波の圧力変動に同
期して形成される大規模渦構造が下流側壁面まで対流し (対流速度はキャビティ深さに
依らない), この渦と壁面の衝突により発生した音波によって再び定在波の圧力変動が
生まれる. この機構に基づくと, 自励振動の周波数 St はせん断層内の大規模渦構造の数
を n として，式(4.8), 式(4.9)を用いて式(4.10)のように決まる．
L  n v  u c (Ta  T )

(4.8)

v  u cT

(4.9)

St 

L (n   )
u1 ( L/uc  Ta )

(4.10)

ここで，λv は大規模渦構造の間隔を, uc は大規模渦構造の対流速度，γ は定在波が最も
負圧になってから定在波の圧力変動による Acoustic feedback によって大規模渦構造が
発生するまでの位相差を，それぞれ表し，uc や γ はキャビティ深さに依らないことが
わかっている．キャビティ流れにおける流体共鳴振動では, 自励振動の周波数がこのよ
うな一連の Fluid-acoustic interactions にかかる時間で決まる. この点で, 音響的加振を受
ける円柱流れのような単純なロックイン現象43)とは本質的に異なる. また, 上記のよう
に決まった振動周波数がキャビティ形状で決定される共鳴周波数から離れるにしたが
い, 次節で述べるように定在波が弱くなり流体共鳴振動は弱まる.
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Fig. 4.41 Phase variations in velocity u2 along x2 = 0 and pressure along bottom wall (x1/D = -1.0) for
each fundamental frequency for cavity flows of D/L = 1.3 and 1.7 (M = 0.3).

Fig. 4.42 Phenomena in fluid-resonant oscillations.
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b. ピーク音の強さの変化
図4.39および図4.40より, M = 0.3 では D/L = 1.3 において, M = 0.15 では D/L = 4.2 にお
いて, 流体共鳴振動の周波数と共鳴周波数がほぼ一致し, 発生するピーク音は各マッハ
数でもっとも強くなることがわかる. 一方, 他の深さのキャビティでは, 共鳴周波数と異
なる周波数において流体共鳴振動が発生し, 振動周波数が共鳴周波数から離れるにした
がいピーク音は弱まる. このようにピーク音の強さが変化する理由を明らかにするため,
D/L = 1.3 のキャビティに人工的音源を与え, 音源の周波数変化が定在波に及ぼす影響を
調べた. 音源の与え方は 4. 5. 2 で述べたものと同じであり, 音源の周波数は D/L = 1.3 の
キャビティの共鳴周波数 fa (M = 0.3 の実際のキャビティ流れにおける振動周波数とも
ほぼ一致) を中心として, 0.5fa から 1.9fa まで変化させた.
キャビティ底部 (x1/L = 0.5, x2/L = -1.3) における圧力変動の振幅の変化を図4.43に示す.
振幅は, 共鳴周波数 fa において音源を与えた際の圧力変動の振幅 pa により無次元化して
ある. 図4.43より, 共鳴周波数 fa において音源を与えた際, もっとも圧力変動の振幅が大
きくなり, もっとも強い定在波が形成されることがわかる. 定在波は, 音源から発生する
音と, 壁面や開口部による反射音の重ね合わせにより発生し, 共鳴周波数とは各音がも
っとも強め合う周波数に相当する.
一方, 音源の周波数が共鳴周波数と異なる際にも, その差が小さい場合には強い定在
波が形成されることがわかる. このようなキャビティの音響的特性が, 実際のキャビテ
ィ流れにおいて共鳴周波数と異なる周波数でも流体共鳴振動が発生する原因と考えら
れる. ただし, 音源の周波数が共鳴周波数から離れるにしたがい, 形成される定在波は弱
まることが図4.43よりわかる. このことから, 実際のキャビティ流れにおいて流体共鳴
振動の周波数が共鳴周波数から離れると発生音が小さくなったのは, 定在波が弱まるこ
とで 4. 5. 2 で示したような音響共鳴による音響エネルギーの増大や Acoustic feedback
の強化といった効果が小さくなったためと考えられる.
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Fig. 4.43 Variation in amplitude of fluctuation of p/pa at x1/L = 0.5 and x2/L = -1.3 for cavity with D/L =
1.3 with artificial acoustic source.
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第5章

結論

5. 1 本研究の概要
乱流境界層内のキャビティまわりの流れ (乱流キャビティ流れ) で発生するピーク音
を伴う自励振動における Fluid-acoustic interactions を, 三次元圧縮性 Navier-Stokes 方程
式に基づく流れと音の直接数値計算により詳細に明らかにした. 流入境界層の運動量厚
さ θ とキャビティ長さ L の比は θ/L = 0.04 とし, 主流マッハ数 M は 0.3 および 0.15 にお
いて計算した. この θ/L の値は, Mizushima ら5)によっておこなわれた新幹線の車両車間
部の実験 (M = 0.3) と同じ値になっており, 工学的に重要となるキャビティ流れを対象
としている. また, M = 0.15 において風洞実験をおこない計算の健全性を確かめた. 計算
および実験において, キャビティ深さ D を変化させ, 深さが自励振動に及ぼす影響を明
らかにした. M = 0.3 においては, D/L = 0.5 で流体力学的振動が発生し, D/L = 0.9～2.5 で
は流体共鳴振動が発生した. 一方, M = 0.15 においては, D/L = 0.5 では強い自励振動は発
生せず, D/L = 3.0～5.8 のキャビティ流れでは流体共鳴振動が発生した. 流体力学的振動
および流体共鳴振動に関して得られた知見を以下にまとめる.
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5. 2 得られた知見
5. 2. 1 流体力学的振動


M = 0.3, D/L = 0.5 のキャビティ流れでは, 流体力学的振動が発生する. 流れ場を位相
平均することにより, せん断層内に二次元的な大規模渦構造が発生することがわか
った. この大規模渦構造は多数の微小渦構造を含む. また, バックステップ流れに人
工的音源を加えた計算により, 音波によってせん断層内に対流するじょう乱が発生
し, このじょう乱は層流の際と同様に Kelvin-Helmholtz 不安定により大規模渦構造
に発達することを明らかにした. このことは, 大規模渦構造の発達に微小渦構造が及
ぼす影響は小さいことを意味する.



大規模渦構造が下流側壁面に衝突し, 壁面により回転が妨げられる際, 圧力勾配によ
り下流方向の局所的な速度変動が発生する. その結果, 下流側壁面近傍の流体が膨張
し, 膨張波が発生する. 本研究により, キャビティ流れにおける音波の発生機構が初
めて詳細に明らかになった.



流体力学的振動により発生するピーク音の音源位置は下流側壁面の底部近傍に存在
することがわかった. このように音源位置が明らかになったことは, キャビティ音が
問題となる工業製品の設計において, ピーク音低減を目指し, 形状や材質の改良を考
える上で非常に有益であると考えられる.



M = 0.15, D/L = 0.5 のキャビティ流れでは強い自励振動は発生しない. これは, 低マ
ッハ数では渦から発生する音が小さくなり Acoustic feedback が弱くなることで, 大
規模渦構造のスパン方向相関が低くなるためである. このスパン方向相関の低下は,
層流のキャビティ流れでは見られない現象で, 乱流キャビティ流れに特有のもので
ある. 本研究により初めて層流キャビティ流れと乱流キャビティ流れの本質的な違
いが明らかになった.
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5. 2. 2 流体共鳴振動


音響共鳴によりキャビティ内部に定在波が形成される. 定在波による圧力変動は, 開
口部付近ではキャビティ外部へ進行波として伝播する. 進行波が上流端部近傍を伝
播する際, せん断層は上下に加振され, 対流するじょう乱が発生する. このじょう乱
は流体力学的振動と同様に Kelvin-Helmholtz 不安定により大規模渦構造に発達し,
渦が下流側壁面に衝突し発生する音波により再び定在波が形成される. このように,
流体共鳴振動では定在波を介したフィードバックループが形成される点が, 流体力
学的振動と異なる.



同じ強さの大規模渦構造の衝突においても, 発生する音響エネルギーは音響共鳴に
より増大する. これは, 定在波の影響により, 音響エネルギー発生領域において, 圧力
変動が増すことや速度ベクトルの発散の変動と圧力変動の位相差が小さくなること
による. さらに, 音響共鳴により, 開口部での粒子速度が大きくなることで Acoustic
feedback は強まる. このため, 流体力学的振動が発生しない低マッハ数 (本研究では
M = 0.15) においても流体共鳴振動が発生する.



キャビティが深くなるほど自励振動の周波数は低下する. これは, 大規模渦構造の衝
突による膨張波の発生から定在波がもっとも低圧になるまでの時間が, 長くなるた
めである. なお, 大規模渦構造の対流速度はキャビティ深さに依らないことが確認さ
れた. 流体共鳴振動の振動周波数は, 定在波による大規模渦構造の形成・大規模渦構
造の対流・大規模渦構造と壁面の衝突による音波の発生・発生した音波による定在
波の形成といった一連の現象にかかる時間で決まる. この点で, 音響的加振を受ける
円柱流れのような単純なロックイン現象とは本質的に異なる.



M = 0.3 では D/L = 1.3 において, M = 0.15 では D/L = 4.2 において, 流体共鳴振動の周
波数と共鳴周波数がほぼ一致し, 発生するピーク音は各マッハ数でもっとも強くな
る. また, キャビティの音響的特性により, 共鳴周波数と異なる振動周波数でも, その
差が小さければ強い流体共鳴振動が発生する. ただし, 振動周波数と共鳴周波数の差
が大きくなるにつれ, 定在波が弱まることで音響共鳴による音響エネルギーの増大
や Acoustic feedback の強化が小さくなり, ピーク音は弱まる.
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付録 A 音の伝播に関する数値計算手法の検証
音の直接計算においては, 空間解像度が不足することにより音波の散逸および位相
誤差が生じうる. 本計算手法によって音の伝播を捉えるために必要な解像度を明らか
にする. 主流速度は 0 とし, x3 方向に一様な 2 次元的な単極子音源を計算領域の中心
(0, 0) に加えた. 音源の加え方は本論文と同様である. ここで, 音源中心での圧力振幅
は 130 Pa とし, 周波数は 10 kHz とした. 計算領域は図 A.1 のようになっており, 各方
向の大きさは 20λ×20λ×λ とした. ここで, λ は音波の波長を表す.
検証計算は解像度が, それぞれ 3, 5, 10 points per wave (ppw) となる 3 つのケースに
対しておこなった. x2 = 0 における圧力変動の振幅を図 A.2 に示す. 3 ppw では非物理
的な減衰が起きており解像度が足りていないことがわかる. 一方, 5, 10 ppw のケース
では同様の圧力変動の減衰が捉えられており, 理論的な減衰率とも一致している. 以
上より, 本計算手法を用いた場合, 伝播方向の空間解像度が 5 ppw 以上であれば音波
を十分に解像できることが明らかになった.
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Fig. A.1 Computational domain.
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Fig. A.2 Amplitude of pressure fluctuations along x2 = 0.
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付録 B 層流キャビティ流れ
本研究では層流キャビティ流れに関する計算もおこなったので, 付録として結果を
示す. 特に, 音波がせん断層内に対流するじょう乱を発生させる機構に着目する. 本論
文の第 4 章において, 乱流キャビティ流れでは音波によってせん断層内に対流する初
期じょう乱が形成され, この初期じょう乱が Kelvin-Helmholtz (K-H) 不安定により大
規模渦構造に発達することを明らかにした. しかし, 音波によって対流する初期じょ
う乱が発生する詳細な機構は, 明確にすることができなかった. これは, キャビティへ
流入する乱流境界層内部に存在する乱れによって, 音波の粒子速度による速度プロフ
ァイルの微小な変化を抽出することが困難となっているためである. 本付録は乱流キ
ャビティ流れにおける対流する初期じょう乱の発生機構を考える上でも, 有益である
と考えられる.
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B.1 計算手法
計算条件は, Rowley ら14)によって流体力学的振動が発生することが明らかになって
いる条件とし, 表B.1のようにした. 主流マッハ数 M は 0.4, キャビティ深さ D とキャ
ビティ長さ L の比は D/L = 0.5, キャビティ長さ L に基づくレイノルズ数 ReL は
3.0×103 とした. また, キャビティ上流端部における境界層の運動量厚さは θ/L = 0.02
とした. 計算格子は図B.1のようになっている. スパン方向の計算領域の長さは 0.6L,
格子点数は 11 点のみとし, 準二次元的な計算をおこなった. また, 座標の原点はキャ
ビティ上流端部位置におかれる. 図B.2には x1-x2 断面における計算領域の大きさおよ
び境界条件を示す. 境界条件は本論文の第 2 章で述べたものと同じである. ただし, キ
ャビティへ層流境界層を流入させるため, Damping region において主流乱れを加えず
単に層流境界層解 QBlasius に漸近させる. (式 (2.12) において Qfst (t) = 0).

Table B.1 Parameters.
M

D/L

ReL

θ/L

0.4

0.5

3.0×103

0.02

Fig. B.1 Computational grids. Every 5th grid line is shown for clarity.

85

x2 /L

Outflow

6.1

Outflow

Inflow

Damping region

0
-0.5

Adiabatic wall
-2.1 -1.6

0

1.0

7.1

Fig. B.2 Computational domain and boundary conditions.
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x1 /L

B.2 計算結果
計算の結果, 無次元周波数 St = 0.5 において流体力学的振動が発生した. 図B.3は 1
周期にわたって, 第二不変量の等値面 (渦構造) および圧力係数の等値線を示したもの
である. ここで圧力係数は時間平均分を差し引いたものを示している. 渦構造が下流
側壁面に衝突する際, 膨張波が発生し (図B.3において t = 0.5T), 膨張波がキャビティ内
部を上流に伝播し上流端部近傍で外部へ伝播していくことがわかる (図B.3において t
= 0.75T).
図B.4には, せん断層内 (x2 = 0) における速度 u2 の振動周波数での変動のパワーを,
線形安定性解析の結果と共に示している. 上流端部近傍 (x1/L < 0.1) のパワーの増幅率
は線形安定性解析による予測値よりかなり大きいことがわかる. これは, Acoustic
feedback によって対流するじょう乱が急激に大きくなるためだと考えられる. また,
図B.5にはせん断層内 (x2 = 0) における速度 u2 の振動周波数での変動の位相分布を示
している. 位相の基準は x1/L = 0.5 における位相とした. x1/L > 0.1 においては, 位相の
傾きは負でほぼ一定となっており, 速度変動が渦や対流するじょう乱により決まって
いることを表している. 一方, 上流端部近傍 (x1/L < 0.1)では位相の変化は小さく, この
領域の速度変動は主に音波の粒子速度を表していると考えられる.
最後に, 音波の通過によって, どのように対流する初期じょう乱が発生するかを明
らかにする. 図B.6および図B.7は, それぞれ x1 = 0 および x1/L = 0.05 における, 1 周期で
の速度 u1 のプロファイルの変化を示したものである. x1 = 0 では速度プロファイルが
ほとんど変化していないことがわかる. これは, x1 = 0 付近においては音波が-x1 方向
(上流方向) に主に伝播し, x2 方向に伝播する成分が小さいためである. 一方, x1/L = 0.05
では音波が主に x2 方向に伝播するため, せん断層が上下に加振される. すなわち, x1 =
0 と x1/L = 0.05 では, 音波の伝播方向が異なるため, せん断層の加振のされ方が異なる.
このため, 音波の通過によってせん断層の波打ちが発生する. この波打ちはじょう乱
として K-H 不安定により発達し, 渦形成にいたる.
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Fig. B.3 Pressure coefficients and iso-surfaces of q/(u1∞/L)2 = 0.5, where T is time period of
fundamental oscillations.
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Fig. B.4 Power of fluctuation of u2/u1∞ along x2 = 0 compared with curve based on linear stability
analysis (LSA).

Particle velocity

Fig. B.5 Phase variation in vertical velocity u2 along x2 = 0.
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Fig. B.6 Velocity profile at x1 = 0, where T is time period of fundamental oscillations.
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Fig. B.7 Velocity profile at x1/L = 0.05, where T is time period of fundamental oscillations.
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付録 C 線形安定性解析
線形安定性解析をおこなった. この詳細についてここでは述べる. 解析では, 時間平均し
た流れおよび発生するじょう乱はスパン方向に一様であると考える. ここで, 速度 u1, u2, 温度
T, 密度ρ, 圧力 p のじょう乱 g を式 (C.1), (C.2) のように表す38), 44).

 u1   u1  u1 

  
 u 2   u 2 
 T   T T 

  


  

  
 p   p  p 

(C.1)

 u1'   f ( x 2 ) 

  
 u 2'    ( x 2 ) 
g ( x1 , x 2 , t )   T'     ( x 2 ) exp i ( x1  ct )

  
 '   r ( x 2 ) 
    (x ) 
 p'  
2 

(C.2)

ここで,  は複素波数であり c は波の複素速度を示し, じょう乱の実周波数 f に対して
は, f  c / 2 の関係がある. 線形化された非粘性の二次元圧縮性 Navier-Stokes 方程
式に式 (C.1), (C.2) を代入すると以下のようになる.

連続の式

 d
iu1  c r   
 if
 dx 2

 d
 
 0
 dx 2

(C.3)

運動量方程式



M 2  iu1  c  f 




d u1 
   i
dx 2 



M 2 2  i u1  c   

d
dx 2

 : ratio of specific heat
M : freestream M ach number
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(C.4)

エネルギー方程式







 i u1  c  



 d

     1
 if 

 dx 2


dT
dx 2

(C.5)

また状態方程式から以下の式が導かれる





p

r







(C.6)

T

式 (C.3) ～(C.6) から圧力のじょう乱に関する以下の式が得られる.

 d u1 dT 
2

2
d   dx 2 dx 2  d
M2
2




1

u

c
1

  0


2
T  dx 2
T
dx 2  u1  c









2



(C.7)

また, x2→+∞においては, u1 および T が一定および u1'  T   0 が成り立つと考えら
れるため, 式 (C.7) は以下の式のようになる.

d 2
dx 2


2   2 1 


2

 2  0

(C.8)





(C.9)

2
M2
u1  c      r  i i
T


式 (C.8), (C.9) の解は x2→+∞において, 式 (C.10) , (C.11) のようになる

  Aexp(y)
1

   r  ii       r 
2


1/ 2

1

 isign{  i }     r 
2
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(C.10)
1/ 2

(C.11)

ここで, A は複素定数である. 本研究における線形安定性解析では, x2 = L におけるじ
ょう乱は式 (C.10), (C.11) に従って境界条件として与え, -x2 方向に式 (C.7) に従いルン
ゲ・クッタ法によって x2 = -D におけるじょう乱の大きさを求めた. この際,  や A を
変化させ x2 = -D における u2 のじょう乱の大きさが最も小さいものを求め, 流れ方向
のじょう乱の発達率を算出した. この際用いる速度などの平均速度プロファイルは
LES の計算結果から求めた. 以上の操作を流れ方向の各位置においておこなった. そ
のため, 発達率は流れ方向に若干異なる.
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付録 D 風洞実験の詳細
D.1 低騒音風洞設備および実験条件
本研究で用いた風洞の特性は表 D.1 のようになっている45). また, 流速, キャビティ
長さ, キャビティ深さをパラメータとし, 表 D.2 のように変化させ, 音圧スペクトルを
比較した. なお, 暗騒音のスペクトルは図2.6を参照されたい.

Table D.1 低騒音風洞設備
項目
形式

回流式

吹き出し口寸法

0.5 m × 0.5 m

主流に非一様性

1% 以下

主流の乱れ度

0.5% 以下

無響室寸法

5m×4m×2m
Table D.2 実験条件

項目
流速 u1∞

30, 40, 50 m/s

キャビティ長さ L

5, 10, 15 mm (全流速),
25, 50 mm (50m/s のみ)

キャビティ深さ D

0 ～ 200 mm (5 mm 刻み)
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D.2 測定された音圧スペクトル
図D.1～D.11には, 各流速・キャビティ長さに対して, キャビティ深さが音圧スペク
トルに及ぼす影響を表したものであり, 色が音の強さを表している (図中の数字が音
圧レベル (dB) を表している). また, 図中の実線は East11)により予測された, キャビテ
ィの共鳴周波数 (深さ方向の 1/4 波長モード) を表している. 500 Hz 以下ではキャビ
ティ音より暗騒音が大きいため, ここでは 500 Hz 以上のスペクトルに着目する.
比較的短いキャビティ (L = 5, 10 mm) では音の強い領域はキャビティの共鳴周波数
(図中の黒の実線) に完全に沿っている. すなわち, キャビティ深さを変化させていく
と, 音圧スペクトルの山 (強い山であればピークとなるが, この場合はそれ程強くはな
らない) の周波数が共鳴周波数と一致し変化する. これは, 乱流境界層や乱流の自由せ
ん断層などから発生する広帯域音が, 音響モードによってキャビティの共鳴周波数付
近の周波数において増幅されているためと考えられる. また, 同じ理由により 1/4 波長
モードより高次モードの音響モード付近においても音圧スペクトルに山が見られる.
こうした現象では, 本論で議論したフィードバックループは形成しておらず, 流体共
鳴振動とは異なる. これは, キャビティ長さが短いため, 大規模渦構造が十分発達でき
ないためであると考えられる.
一方, 比較的長いキャビティ (L = 15, 25, 50 mm) では, 音の強い領域がキャビティの
共鳴周波数 (図中の黒の実線) に完全には沿わない (例えば図 D.10における周波数 750
Hz 程度, 深さ 100 mm 付近). すなわち, キャビティ深さを変化させた際の音圧スペク
トルのピーク周波数の変化は, 共鳴周波数の変化と完全には一致しない. このような
ピーク音は, 本論で議論してきた流体共鳴振動によるものである. ピーク音の周波数
の変化などは 4.5 で述べた通りである. また, キャビティを長くするに従い, 強い大規
模渦構造がせん断層内に形成されるようになり, 流体共鳴振動が強まり, ピーク音の
音圧レベルも増大する.
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Fig. D.1 Sound pressure level (u1∞ = 30 m/s, L = 5 mm).

Fig. D.2 Sound pressure level (u1∞ = 40 m/s, L = 5 mm).
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Fig. D.3 Sound pressure level (u1∞ = 50 m/s, L = 5 mm).

98

Fig. D.4 Sound pressure level (u1∞ = 30 m/s, L = 10 mm).

Fig. D.5 Sound pressure level (u1∞ = 40 m/s, L = 10 mm).
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Fig. D.6 Sound pressure level (u1∞ = 50 m/s, L = 10 mm).
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Fig. D.7 Sound pressure level (u1∞ = 30 m/s, L = 15 mm).

Fig. D.8 Sound pressure level (u1∞ = 40 m/s, L = 15 mm).
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Fig. D.9 Sound pressure level (u1∞ = 50 m/s, L = 15 mm).
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Fig. D.10 Sound pressure level (u1∞ = 50 m/s, L = 25 mm).

Fig. D.11 Sound pressure level (u1∞ = 50 m/s, L = 50 mm).
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発表の流れ
• 予備審査での指摘および本論文での対応

• 序論
• 本研究の対象および目的
• 研究手法
• 結果
• 結論
1

予備審査での指摘およびその対応 (1/2)
項目

指摘事項

本論文での対応

1

主流乱れが乱流境界層に及ぼす影響 計算精度の検証において, 主流乱れが
について明確にするべき (笠木先生). 乱流境界層およびキャビティ流れでの
自励振動へ及ぼす影響を明確にした.

2

音源の位置に関する説明を明確にす 音源位置の推定をおこない, その際に,
るべき (鹿園先生).
音源位置を一点に同定することの限界
についても明確にしました.

3

人工的音源により再現できているも バックステップ流れに付加する人工的
のと, いないものを明確にするべき 音源の加え方を説明する際, 再現でき
(笠木先生).
るもの・できないものを明確にしまし
た.

2

予備審査での指摘およびその対応 (2/2)
項目

指摘事項

本論文での対応

4

じょう乱の成長率が線形安定性解析 特有とは言えない.
の結果と合うということは, K-H不安 ただし, キャビティ流れでのじょう乱
定に特有か (高木先生)?
は二次元的に自由せん断層内で発達し
ており, 発達はK-H不安定によるもの
と考え, このことを論文に明記した.

5

乱流境界層とキャビティ流れの関係 大規模渦構造の形成機構について述べ
を明確にするべき(笠木先生).
る際, 乱流境界層内の微小渦構造の影
響や境界層厚さが自励振動に及ぼす影
響について明確にした.

6

解明したメカニズムが適用できる範 人工的音源を付加したバックステップ
囲を明確にすべき(鈴木先生).
流れの計算から, キャビティ長さが自
励振動に及ぼす影響について考察しま
した.

3

序論

内容
1. キャビティ音
2. 先行研究

キャビティ音
• 輸送機関などの高速化において空力騒音の低減は重要な課題
• 流れの中のキャビティからピーク音が発生 → キャビティ音
– 飛行機の着陸装置格納部
乱流境界層
– 高速列車の車両車間部

• 低減のためには発生機構を解明すること必要

Sound
Cavity
Cavity flow
Cavity

Cavity

Landing gear of airplane (Boeing 777)

Car gap in Shinkansen train (E4, Max toki)

(http://boeing.mediaroom.com, 2009)

(2009)
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先行研究 (1/3)

• Acoustic feedback を伴うフィードバックループを提案
(Rossiter, Aero. Res. Counc. R&M, 1964)

– (自由) せん断層内の渦が下流端部に衝突し音波を発生
– 音波は上流端部において再び渦を誘発
Flow
– 予測されるピーク音の周波数は実験と良く一致
St (≡ fL/U0) = (n - γ)/(M + U0/Uc)
Acoustic
feedback
n: integer, γ: constant

Vortex

Vortex and acoustic wave

• Rossiter の予測周波数と共鳴周波数が一致する際，強い音を観測
(East, J. Sound Vib., 1966)

pressure

Flow
– 深いキャビティでは深さ方向の音響モードと
せん断層の不安定性が連成
- +
– 乱流境界層内のキャビティでは低Mach数 (< 0.2) では
Acoustic mode
連成が生じない場合, 強いピーク音は発生せず
層流キャビティ流れでは発生 (Sarohia, AIAA J., 1977)
6

先行研究 (2/3)
• 自励振動を分類 (Rockwell et al., J. Fluids Eng., 1978)
– Fluid-dynamic oscillations (流体力学的振動):せん断層の不安定性
– Fluid-resonant oscillations (流体共鳴振動):せん断層の不安定性 + 音響共鳴

• 流体力学的振動に関する解明点
– 層流のキャビティ流れで，渦は Kelvin-Helmholtz (K-H) 不安定により形成
(Knisely et al., J. Fluid Mech., 1982)

– 乱流境界層内のキャビティで，大規模渦構造が形成
(Gloerfelt et al., aeroacoustics, 2003)

渦形成や音波発生の機構は未解明

Large-scale vortex

• 流体共鳴振動に関する解明点
– 乱流境界層内のキャビティで，
大規模渦構造が形成
(Oshkai et al., J. Fluids Struct., 2008)

流体力学的振動との違いは不明確

Instantaneous vorticity
(Gloerfelt et al., aeroacoustics, 2003)
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先行研究 (3/3)
乱流境界層内のキャビティに関する未解明点
• 流体力学的振動
– Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構
– 音波の発生機構
– なぜ低Mach数 (M < 0.2) では自励振動が発生しないのか?

• 流体共鳴振動
– 渦形成や音波発生の機構は流体力学的振動と異なるのか?
– なぜ低Mach数でも振動が発生するのか? (音響共鳴の役割)
– キャビティ深さ (共鳴周波数) の変化が及ぼす影響
8

本研究の対象および目的

9

本研究の対象および目的
対象
高速車両などを想定し, 主流マッハ数 0.15, 0.3 の
乱流境界層内のキャビティ

目的
キャビティにおける自励振動について，流れと音の直接計算
により，以下を詳細に解明すること
•

流体力学的振動
– Acoustic feedback による大規模渦構造の形成機構
– 音波の発生機構
– Mach数の影響

•

流体共鳴振動
– 自励振動の形成機構における流体力学的振動との違い
– 音響共鳴の役割
– キャビティ深さの影響
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研究手法

内容
1. 計算・実験条件
2. 計算・実験手法
3. 計算精度の検証

計算・実験の条件
•

Θ x2

M = 0.15, 0.3 において計算

o

x1
L

D

•

計算精度の検証のため, M = 0.15において風洞実験

•

計算および実験において, 長さ L ・流入境界層の運動量厚さΘを
一定とし, 深さ D を変化
– 流体力学的振動: D/L = 0.5 (M = 0.3)
– 振動は発生せず: D/L = 0.5 (M = 0.15)
– 流体共鳴振動: D/L ≧ 0.9 (M = 0.3), D/L ≧ 3.0 (M = 0.15)
M

D/L

Θ/L

ReL

計算

0.3

0.5, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5

0.04

3.0×104

計算

0.15

0.5, 4.2

0.04

3.0×104

風洞実験

0.15

3.0, 3.4, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4,
4.6, 5.0, 5.4, 5.8

0.05

8.3×104
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バックステップ流れ
キャビティ流れでの大規模渦構造形成における音波の役割を
明確にするため，バックステップ流れに人工的音源を入れた
計算もおこなう
計算条件
•
•
•
•

M = 0.15, 0.3
流入境界層厚み Θ はキャビティ流れでのものと一致
ステップ高さ H はD/L = 0.5 のキャビティ深さと等しい
音源位置は (2H, -H)
← キャビティ流れ (D/L = 0.5, M = 0.3) と同様の音場
Turbulent boundary layer

Θx

Θx

2

2

o
D

Turbulent boundary layer

x1

o
H
L

Cavity flow with D/L = 0.5

x1

Acoustic source
(2H, -H)

Backstep flow
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計算手法
• 3次元圧縮性 Navier-Stokes方程式
– 6次精度コンパクトスキーム
– 3次精度ルンゲクッタ
– 10次精度のフィルタリングによるLES
Computational grids for D/L = 0.5 and
M = 0.3 (every 10 grid lines)

• 計算格子
Δx1+ = 38 , Δx2+ = 1.0, Δx3+ = 14 (near wall)
スパン(x3)方向長さ 0.5L (51 点)
1波長あたり20点以上
領域の大きさは結果に影響しない
x2/L
10.0

–
–
–
–

Wall
: Non-slip, adiabatic
Spanwise : Periodic
Other
: Non-reflecting
Damping zone : 層流 + 主流乱れ (6%)
→ ピーク音への影響は10%以下

Inflow

• 境界条件

Outflow

0
-0.5

Outflow

–
–
–
–

Damping
zone

Adiabatic wall
-16.0 -15.7

0 1.0

7.5

Boundary conditions for cavity flow
with D/L = 0.5 and M = 0.3

x1/L
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実験手法
•
•
•
•
•

低騒音風洞にキャビティを設置
主流速度 u1∞= 50 m/sec (M = 0.15)
キャビティへは乱流境界層 (Θ/L = 0.05)が流入
長さ L = 25 mm (深さ D = 75 ~ 145 mm)
音圧は1 m (40L) 遠方にてマイクロホンで測定

θ
D
L
Wind tunnel
15

流入境界層に関する検証
平板流れに関し実験 (Coupland, ERCOFTAC Bulletin, 1990) と比較
• 摩擦係数は実験と良く一致 (Mの影響は小)
• プロファイルも実験と概ね一致
• u1の相関は∆x3+ = 120付近に極大 (ストリーク)
→ 境界層内層への主流乱れの影響は小

流入部 (Rex = 4.3×105)では適切な乱流境界層
Skin-friction coefficient

Velocity profile and turbulence intensity
(Rex = 2×105)

Spanwise cross-correlation coefficients of u1
along x2+ = 11 at Rex = 2×105 (M = 0.3)

16

キャビティ音に関する検証
• M = 0.15 , D/L = 4.2
• キャビティから 40L 遠方での音圧
– 計算では底部の圧力変動から推定
– 推定のため振動周波数での音響計算

→ ピーク音の周波数および大きさは概ね一致

Wind tunnel

x2 x
1
o

Amplitude of fluctuation of p

Spectra of Cp
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結果 (1/2)
内容
流体力学的振動 (D/L = 0.5)
1. 速度・圧力のスペクトル
2. 渦構造
3. 音波の発生機構
4. 音源位置
5. 音波による大規模渦構造の発生機構
6. キャビティ長さの影響
7. Mach数の影響 (M = 0.15, 0.3)

速度・圧力のスペクトル
キャビティ流れ (D/L = 0.5, M = 0.3) とバックステップ流れ (M = 0.3,
音源なし) の比較
• キャビティ流れのみで St = 0.8 でスペクトルにピーク
→ ピーク音を伴う自励振動が発生
• 速度変動の高周波のエネルギーは同程度

• 圧力変動のエネルギーには大きな違い

Spectra of u2/u1∞

u2
Cp

Spectra of Cp

u2
Cp
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渦構造
• 微小渦構造
– 乱流境界層内では微小な縦渦が支配的
– キャビティ内ではより活発化

• 振動周波数での位相平均により大規模渦構造の形成を確認
– 二次元的
– 低圧部を形成
– 2次モード (渦が2個)

x2
x1

Instantaneous iso-surfaces of Q = 25
(D/L = 0.5, M = 0.3)

Phase-averaged contours of
Cp’ and vector of u’ (D/L = 0.5, M = 0.3)
20

大規模渦構造の二次元性
はく離直後から振動周波数において速度変動が高い相関
→ 大規模渦構造は二次元的である

x2/L

0
-0.5
0

1.0

x1/L

Points for observation

Cross-correlation at fundamental frequency
Rf of u2 (D/L = 0.5, M = 0.3, Lw/L = 0.5) 21

音波の発生機構

せん断層内で対流する大規模渦構造
• 渦内部は低圧
• 渦内の流体は中心から一定の距離を回転

低
対流する渦
膨張波が伝播

下流側壁面への衝突する大規模渦構造
• 渦内は低圧のまま, 回転が壁により阻害
• 圧力勾配による局所的な下流方向の速度が発生
• 上流の流体が膨張 → 膨張波の発生

局所的速度
膨張

低

衝突時の渦

Expansion of fluid

x2
x1

Local velocity
Phase-averaged contours of Cp’ and
vector of u’ (D/L = 0.5, M = 0.3)

2.0
-2.0

Contours of -div (ρu)
22

音場
• 音波は内部を上流に伝播し，前縁部で外部へ伝播
→ 音波によるせん断層の加振
• 発生する音波は二次元的
→ スパン方向に一様な単極子による音場と同様

0.015
-0.015

x2
x1

Phase-averaged contours of Cp’

Cross-correlation coefficients
(x1/L = 1.0, x2/L = -0.5)
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音源の推定
音源は空間中に分布を持ち, 一点に正確に同定することはできないが,
ある程度の推定は可能
x2

• 主流速度 0 で単極子音源を様々な位置に設置
• 最も圧力変動の位相分布が一致する音源位置を探索
• M = 0.3 では主流の影響は小

→ 下流側壁面の底部 (L, -0.5L) 近傍が音源と推定

x1

No flow

O L

Acoustic source
x2
No flow

x1

O L

Spatial variations in phase of p along x1 = 0 (left) and x2/L = -0.5 (right) for cavity
with an artificial acoustic source compared with results of cavity flow (M = 0.3) 24

バックステップ流れへの音源の付加
バックステップ流れ (M = 0.3) において, 人工的音源を付加し,
キャビティ流れのAcoustic feedback を模擬
(ただし, 渦からの音の発生などの現象は再現されない)
• 音源位置はキャビティ流れで推定された音源の位置 (2H, -H)
• 人工的な密度・圧力変動を付加 (1.6 < x1/H < 2.4, −1.0 < x2/H < −0.6)
– 加振周波数 f はキャビティ流れの振動周波数
– 音源の強さAはキャビティ流れと同程度を基準として変化

Flow

 ( x1  2 H ) 2  ( x2  H ) 2 
 sin 2ft
S  A exp (  ln 2.0)
2
(0.2 H )




ガウス分布の半値幅

x2
o
x1
H

(2H, -H)

Backstep flow
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キャビティ流れとの音場の比較
• ピーク音の大きさはキャビティ流れと同程度
– ピーク周波数以外の変動の差は, 下流側壁面の影響
– 人工的音源による他周波数の変動への影響は小
Artificial acoustic
Flow x
2 source (2H, -H)
o
• 上流側壁面での位相分布も一致
x1
H

→ キャビティ流れの上流端部近傍の音場を再現

Backstep flow

Spectra of Cp on the bottom

Phase of p along x1 = 0
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キャビティ流れとAcoustic feedbackを比較
• 大規模渦構造が形成

Flow Artificial acoustic
x2 source (2H, -H)
o
x1
H

• u2の変動の大きさもキャビティ流れと同程度

Backstep flow

→ キャビティ上流端部近傍でのAcoustic feedbackも再現

Phase-averaged contours of
Cp’ and vector of u’ (A/ρ∞ = 3.0e-5)

Power of u2 at excitation frequency
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音波による大規模渦構造の形成機構
• 大規模渦構造は二次元的
→ 層流と同様の K-H 不安定により形成

• 対流成分u2cの変動の増幅率は線形安定性理論
による予測値と一致

Flow Artificial acoustic
x2 source (2H, -H)
o
x1
H

→ 音波や微小渦の影響が小さいことや, Θの増加による増幅率の低下を示唆

• 音波が強くなると, 初期じょう乱は増大
→ Acoustic feedback の本質

Spanwise cross-correlation coefficients of u2
along x1/H = 1.0 and x2 = 0 (A/ρ∞ = 3.0e-5)

Amplitude of convective and propagative
disturbances at excitation frequency
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キャビティ長さが自励振動に及ぼす影響 -1
キャビティ流れを二つに分類 (Tracy et al., NASA Technical Paper, 1997)
• Open cavity - 流れが底部へは再付着せず
← 本研究の対象
• Closed cavity - 底部へ再付着

L/Θ に依らず, 流れが切り替わるアスペクト比 はL/D = 5～8
(Eaton et al., AIAA J., 1981, Tracy et al., NASA Technical Paper, 1997)

θ
D
D
L

Open cavity

L

D
L

Closed cavity
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キャビティ長さが自励振動に及ぼす影響-2
人工的音源を加えたバックステップ流れにおける大規模渦構造の
流れ方向の変化を調査 (acoustic feedbackの変化は考慮せず)
• x1/Θ ≈ 10 程度の位置で大規模渦構造が形成
→ L/Θ > 10 は大規模渦構造形成のため必要
• 流れ方向に次第に相関が低下 ← 三次元的な乱流構造の影響
• 再付着点 (x1/H = 5.2) までは比較的二次元的

→ L/Θ が大きくなっても, 再付着しない限りは強い三次元化は起きず
自励振動が発生することを示唆

Flow

H

x2
o

Artificial acoustic
source (2H, -H)
x1

Backstep flow

Spanwise cross-correlation coefficients of u2
along x2 = 0 (A/ρ∞ = 3.0e-5)
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Mach数が自励振動に及ぼす影響
• M = 0.15 では強い自励振動は発生しない
• 高周波のエネルギーは同程度

M = 0.15, 0.3
u2
x2
x1

Spectra of u2/u1∞
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Mach数が大規模渦構造に及ぼす影響
M = 0.15, 0.3 の人工的音源を付加したバックステップ流れを比較
• 同じ粒子速度の大きさでは，大規模渦の大きさ・相関は同程度
→ Mach数自体の影響は小
M = 0.15, 0.3

x2
o Acoustic source
x1 (2H, -H)

• Mach数の低下による発生音の低減を模擬すると
相関が低下 ← 乱流境界層内のキャビティに特有
H
発生音のスパン方向の強め合いが低減し,
Backstep flow with
Acoustic feedbackはさらに低減
artificial acoustic source

Power of u2c along x2 = 0

Cross-correlation at excitation frequency
along x1/H = 1.0, x2 = 0 (Lw/H = 1.0)
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流体力学的振動に関する新しい知見
1. 大規模渦構造が下流側壁面に衝突する際, 回転が壁により
阻害され，局所的速度が発生することで膨張波が発生
2. 音源位置は下流側壁面の底部近傍
3. 大規模渦構造は Acoustic feedback により発生したじょう乱が
K-H 不安定により発達することで形成し, 微小渦構造が発達に
及ぼす影響は小
4. 低 Mach 数においては, Acoustic feedback が弱まることで 大
規模渦構造の相関が弱まり, 自励振動が低減 (乱流境界層内の
キャビティに特有)
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結果 (2/2)
内容
流体共鳴振動
1. 速度・圧力のスペクトル
2. 渦構造
3. 音響共鳴の役割
4. キャビティ深さの影響

速度・圧力のスペクトル
M = 0.3, D/L = 1.3 のキャビティ流れ
• 速度変動スペクトルにピーク St (= fL/u1∞) = 0.4
• 同じ周波数でピーク音 - 音響共鳴が発生
→ 流体共鳴振動

u2
x2

Cp
x1

PSD of u2/u1∞ and Cp
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大規模渦構造
• 1次モード (渦は1個)
• 下流側壁面にぶつかる際に膨張波を発生
• じょう乱がK-H不安定により大規模渦構造に発達
→ 大規模渦構造や音波の発生機構は流体力学的振動と同じ
x2
o x1

Phase-averaged pressure Cp’ and
velocity vectors

Amplitude of fluctuation of u2/u1∞
compared with linear stability analysis
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フィードバックループ
• キャビティ内部の圧力変動は同位相
→ 定在波の形成

Collision on wall

Vortices

Standing wave

Excitation of shear layer

• 開口部付近での位相変化は音速のカーブと一致
– 定在波による圧力変動が進行波として外部へ伝播
– 音波がせん断層を加振し，じょう乱が発生 (Acoustic feedback)

→ 定在波を介したフィードバックループ

Phase-averaged pressure Cp’

Phase variation in p

x2
o x1
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音響共鳴の役割の解明方法
主流速度0の下, D/L = 0.5, 1.3 の二つのキャビティに対し, D/L = 1.3
のキャビティの共鳴周波数において同じ強さの人工的な音源を与え,
音場を比較→ D/L = 1.3 では共鳴，D/L = 0.5 では共鳴しない
• 音源位置は, M = 0.3の各キャビティ流れにおいて推定された音源の位置

• 音源位置周辺領域に人工的に密度・圧力変動を付加し,
渦の衝突により発生する圧力勾配を再現
No flow

No flow

x1

x1


 ( x  x )  ( x2  x2 a )
S  A exp ( ln 2.0) 1 1a
(0.1L) 2


2

2


 sin 2ft


x2

o

x2

o

Artificial acoustic
source
D/L =1.3
D/L =0.5

• 二つ のキャビティで音源の強さAは同じ
→ 人工的に与える圧力勾配を同じとし, 二つのキャビティに
仮に同じ強さの渦構造が衝突した際, 形成される音場を模擬
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音響共鳴の役割
仮に同じ強さの渦が衝突したとしても

No flow

No flow

x1

x1

x2

• 音響共鳴により外部へ伝播する音が増大
→ 音響共鳴により発生音は増大

o

x2

o

Artificial acoustic
source
D/L =1.3
D/L =0.5

• 開口部での粒子速度も増大
→ Acoustic feedback が音響共鳴により強化

Polar plots of prms along r/L = 3.0

u2rms along x2 = 0
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音響共鳴による音の増大機構の詳細
音源領域から発生する音響エネルギー ∇• (pu) が増大

∇• (pu) = p(∇• u )+u • ∇p の第一項に着目 (第二項は小)
•

定在波により音源領域における圧力変動が大

•

圧力変動の位相と∇• u の変動の位相差が小
No flow
→ 発生音の増大に大きく寄与
x2

No flow

Acoustic
x1
source
D/L =1.3 D/L =0.5

Fluctuations of ∇• (pu) (left), ∇• u (center), and p (right), where T is period
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キャビティ深さが振動周波数に及ぼす影響
• キャビティが深くなるにつれ振動周波数は低下
• D/L = 1.3, 1.7 の u2, p の各振動周波数での位相分布を比較

– 渦の対流速度は同じ uc/u1∞ = 0.35 (振動周波数の違いによる位相のずれ)
– 下流端部近傍での u2 と p の位相差がD/L = 1.7 では大
→ 渦衝突による膨張波発生から定在波が最も負圧になるまでの時間が長い

音響的な要因により振動周波数が低下

x2

x2

o x
1

o x1

D/L =1.3

D/L =1.7

2.5e-2
-2.5e-2

Phase-averaged flow
Phase variations of u2 in shear
Fundamental frequency (M = 0.3) layer and p on bottom
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流体共鳴振動の振動周波数
一連の現象で振動周波数が決定
• 大規模渦構造の衝突により膨張波が発生
St 

Ta (キャビティ深さで変化)

• 定在波の圧力が最も負圧に変動
γT

• 定在波による大規模渦構造の発生

渦の対流

L (n   )
u1 ( L/uc  Ta )

n : number of vortices
Rossiter の式 : Ta = L/a

(Rossiter, Aero. Res. Counc. R&M, 1964)

→ 単純なロックイン現象 (例: 円柱流れ+音波) とは本質的に異なる
膨張波の発生

λv = ucT

渦の衝突

粒子速度により λv - uc(Ta + γT)
渦が発生

定在波が
最も負圧
t=0

t=T

t = T + γT
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キャビティ深さが発生音の強さに及ぼす影響
• 振動周波数が共鳴周波数 (East, 1966) と一致する際,
最も強い音が発生
• 共鳴周波数との差が開くにつれ連続的に発生音は低減

Fundamental frequency and amplitude of Cp Fundamental frequency and amplitude of Cp
in far field (Experiments, M = 0.15)
on bottom (Computations, M = 0.3)
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結論

結論 (1/3)
乱流境界層内のキャビティにおけるピーク音を伴う自励振動に
ついて, 流れと音の直接計算をおこなった. 主流マッハ数 M は
0.15, 0.3とし, 流入境界層の運動量厚み θ とキャビティ長さ L の
比は θ/L = 0.04とした. また, キャビティ深さ D が自励振動に及ぼ
す影響も調査した.

黒：自励振動発生せず
赤：流体力学的振動が発生
青：流体共鳴振動が発生

M

θ/L

D/L

0.3

0.04

0.5, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5

0.15

0.04

0.5, 4.2
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結論 (2/3)
流体力学的振動
1.

音波の役割を初めて明確化
大規模渦構造は Acoustic feedback により発生したじょう乱が
K-H 不安定により発達することで形成 (微小渦構造の影響は小)

2.

音波の発生機構を初めて解明
大規模渦構造が下流側壁面に衝突する際, 回転が阻害され,
局所的速度が発生することで膨張波が発生

3.

音源位置を下流側壁面の底部と推定
→ 吸音材の設置場所などに関する指針

4.

層流キャビティ流れとの違いを初めて明確化
低 Mach 数 (M < 0.2) では発生音が弱まり, Acoustic feedback が
弱まることで, 大規模渦構造の相関が弱まり, 自励振動が低減
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結論 (3/3)
流体共鳴振動
5.

流体力学的振動との共通点・相違点を初めて解明
定在波によりAcoustic feedbackがなされる点で流体力学的振動と
異なるが, 本質的な音波の発生機構・渦の形成機構は同じ

6.

音響共鳴により発生音が増大する機構を解明
音波の発生領域において，圧力変動が強くなることや圧力変動と
∇・u の変動の位相差が小さくなることで，発生音が増大し,
Acoustic feedback も強まり, 低 Mach 数でも発生

7.

キャビティ深さが流体共鳴振動に及ぼす影響を解明
渦の対流速度や渦の数に変化はないが，音響的効果により深い
キャビティでは振動周波数が低下し, 振動周波数が共鳴周波数と
一致する際，最も強い音が発生
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