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1 はじめに 

粒子は乱流から影響を受けて運動するため，粒子

間の衝突頻度は当然，流れが粒子に及ぼす影響に強

く依存する．過去の研究より，乱流中の衝突にはス

トークス数が大きく関わっていることが知られてい

る．ストークス数は以下で定義される無次元パラメ

ータである． 

St = τp/𝜏𝜂． (1) 

ここでτpは粒子が流体へ追随する緩和時間であり，

τηは乱流の最小スケールにおける特性時間（散逸時

間）を表す．粒子衝突の重要な研究の一つである

SaffmanとTurnerの研究[1]は，直径σの同一径粒子

が数密度n𝑝で存在する乱流場において，ストークス

数が十分小さい際の衝突率（単位時間単位体積当た

りの衝突数）の予測式 
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を導いた．これは過去多くの検証研究が行われてお

り，その一つとしてZhouらの研究[2]がある．Zhou

らの研究では，直接数値シミュレーション（DNS）を

用いて予測式(2)が妥当であることを示した．また，

同研究ではストークス数が１より小さい時，衝突カ

ーネルΓ ≡ Nc/(𝑛𝑝
2/2)はストークス数Stと，粒子直

径σと最小スケール長さηの比σ/ηに支配されること

をDNSの結果から示した．このように，衝突頻度は乱

流の小スケール条件に依存していることが知られて

いる．一方で，ストークス数が大きい，すなわち慣

性の影響が大きい粒子の凝集やその統計性質などは

乱流の大スケールの性質に依存していることもこれ

までの研究[5]から明らかになっている． 

 一般的な乱流場は非一様性が強く，速度𝐮を揺ら

ぎ𝐮′と平均〈𝒖〉に分けて考えることができる．乱流中

の速度の揺らぎ成分の発展方程式の中で，𝐮′ ⋅ 𝛁〈𝒖〉

という項を，一様乱流を強制する速度に比例する力

として捉え，式を整理すると以下の形となる． 
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ここで𝒈は単位質量あたりの外力で，以下の式にモ

デル化した． 

𝒈 = 𝛼𝒖． (4) 

ここでαは平均速度勾配という乱流の大スケールで

の性質を表している．すなわちαを変化させるとい

うことは大スケールの変調を意味する．本研究では

乱流の小スケールでの性質を変化させず，大スケー

ルでの性質を変化させた際に粒子間衝突にどのよう

な影響を及ぼすか調べる．具体的には式(4)の係数α

を変化させ乱流の大スケールに変調を与え，St，σ/η，

粒子の体積分率，レイノルズ数がそれぞれの乱流場

で同一になるように調整する． 

2 数値シミュレーション 

本研究で扱う乱流場は，統計的に定常な一様等方

性乱流である．流体場の計算にはスペクトル法を用

いた．外力場は式(4)に少し工夫を加え， 

�̂�(𝒌, 𝑡) = {
𝛼(𝑡)�̂�(𝒌, 𝑡)  𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑙 ≤ |𝒌| ≤ 𝑘ℎ

𝟎                   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 (5) 

という形で定義した．ここでエネルギー注入率が時

間によらず一定値εcとなるような外力係数α(t)を考

えると， 

α(t) =
εc

∑ |�̂�(𝒌, 𝑡)|2
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となる．式(3)を用いることで，𝜀̅ = 𝜀𝑐となり，エネ

ルギー散逸率の平均値を調整することができる．こ

れにより，動粘性νを与えたとき Kolmogolov 長η，

Kolmogorov 時間τηといった乱流の最小スケールの

値を操作することができる． 

 本研究で扱う粒子に働く力はストークス抵抗のみ

と仮定しており，運動方程式は以下で表される． 

d𝐯(t)

dt
= −

1

𝜏𝑝
(𝒗(𝑡) − 𝒖(𝒙, 𝑡))． (7) 

ここで，𝒙(𝑡)と𝒗(𝑡)は粒子の位置と速度で,𝒖(𝒙, 𝑡)

は位置𝒙における流体の速度を表す． 
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 本計算では，粒子同士の重なりを許しており，粒

子が衝突したとしても互いの影響を与えないと仮定

する．その条件の下，粒子の衝突判定の計算を行う． 

 本研究では 2種類の外力範囲と 2種類のレイノル

ズ数に関して，比較し解析する．それぞれのパラメ

ータを表 1にまとめた． 

表 1：流体場と粒子のパラメータ 

外力範囲 A：0 ≤ k ≤ k𝑚𝑎𝑥 B：0 ≤ k ≤ 3 

レイノルズ数 85 50 85 50 

動粘性 0.0024 0.0048 0.006 0.012 

ストークス数 0.05~2.0 

 

3 計算結果 

各パラメータの計算結果を図１に示す．St → 0で

は式(2)の理論式と全ての計算結果が一致したこと

が確認できた．外力範囲の違いによる粒子衝突の差

異が見られるようになったのはSt = 0.6付近で，範

囲 Bの方が大きい値を示した．レイノルズ数の違い

による粒子衝突の差異が生じ始めたのはSt = 1.0付

近で，この傾向はZhouらの計算結果でも見られたた

め妥当であるといえる．  

 

図１：σとτηを用いて無次元化した衝突カーネルΓの

ストークス数Stを各RUNで比較したもの． 

 

外力範囲の違いによって粒子衝突に差異が生じた

原因として動径分布関数と衝突時相対速度が考えら

れるため，それぞれの計算結果の Aと Bの比を図２

に示す．衝突時相対速度の比は他の 2つと比べ１に

近い値を示している．つまり比較的 Aと Bによる差

が小さいことを意味している．一方衝突カーネルの

比と動径分布関数の比は比較的近い値を示した．よ

って，外力範囲の違いによる粒子衝突の差異は動径

分布いう関数の違いによる影響が大きいことが明ら

かになった． 

 

図２：AとBの衝突カーネルの比，動径分布関数の比，

衝突時相対速度の比の比較． 

 

5 まとめ 

大スケールでの乱流変調における粒子間衝突頻度

に及ぼす影響について調べた．大スケールでの乱流

変調として外力範囲を変化させ，その際の無次元化

した衝突カーネルの値を比較した．その結果，すべ

ての領域で外力を加えた乱流場より，大スケールに

のみ外力を加えた乱流場の方が粒子間衝突数は多く

なった．その原因として，動径分布関数が強い影響

を与えていることが明らかになった． 

本研究では大スケールの乱流パラメータが粒子の

分布に大きく影響を及ぼすことが明らかになったが，

その物理的な説明は未解明のままである．特に動径

分布関数に差が生じた原因を定量的に説明すること

が今後の課題である． 
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