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1 はじめに 

レイノルズ数が高い管路内の流れにおいては，管

内壁部や中央部において流体は激しく乱れながら流

れる．配管摩擦抵抗の大部分はこの乱流運動が原因

である．ここに高分子剤や界面活性剤などの配管摩

擦抵抗低減剤（DR 剤）を添加することで，流れを抑

制し穏やかな状態に近づけることができる．これを

Toms 効果(1) と呼ぶ． 

Toms 効果に関する研究は６０年以上前から行わ

れているが，２次元乱流に高分子が及ぼす影響を扱

った研究は多くない．２次元系の乱流現象の大きな

特徴の一つは，エネルギーとエンストロフィーの２

つの非粘性保存量の存在による，２重カスケード過

程にある．この過程により，エネルギー慣性領域に

おけるエネルギースペクトルは E(k)~𝑘−3/5 に従

い, 一方でエンストロフィー慣性領域においては

E(k)~𝑘−3 に従うことが予測されている(10). 近

年，石鹸膜を用いた２次元乱流の研究において，ス

ペクトルの構造が高分子の影響によってどのように

変化するか注目されている． 

本研究の目的は,オイラー-ラグランジュ計算によ

り石鹸膜実験に代表される２次元格子乱流を再現し，

２次元乱流における２重カスケード過程への高分子

の影響を数値シミュレーションによって系統的に調

べ，高分子が流れ場の構造や統計性に対してどのよ

うな影響を与えるのかを明らかにすることにある． 

2 基礎方程式 

単一の高分子鎖を非線形バネで連結した二つの小

球でモデル化する．これはダンベルモデルと呼ばれ

る．ここでは流体中の合計Nt 個のダンベルモデル

の集団運動を考える．本研究では希薄系を扱うので，

異なるダンベル間の相互作用は無視する．n番目の

ダンベルモデル(n = 1 , 2 , ⋯ , Nt) の運動方程式は

次式で与えられる． 
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ここで𝐑nはダンベルの末端間ベクトル，𝐫g
𝑛は重心ベ

クトルをそれぞれ表し，𝐮(𝐱, t)は溶媒の速度である．

本研究では，非線形バネとして finitely extensible 

nonlinear elastic (FENE) モデル f(z) = 1/(1 −

𝑧2)を用いる．式(1)において，Lmaxはダンベルの最

大伸び切り長を表す．また𝐖1,2
𝑛 は溶媒中の粒子のブ

ラウン運動によるランダム力を表す．定数τ, reqはそ

れぞれ溶媒中のダンベルの緩和時間と平衡長を表す． 

本研究では流体を非圧縮性の粘性流体としている

ため，支配方程式は連続の式 

𝛻 ⋅ 𝒖 = 0                                (4) 

と,Navier-Stokes 方程式 
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の２つである．ここで，𝐮は流体の速度ベクトル，νs

は動粘度，p は圧力場を表しており，ρsは流体の密

度で ρ𝑠  = 1 に設定している．高分子によるストレ

ス場 𝐓p は次式で定義される． 
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ここでνp ≡ 𝜈𝑠𝜂 は高分子による粘度であり，定数 η 

はゼロせん断粘度比を表す．  

3  格子乱流 

 

Fig.1 Computational domain. 

格子を過ぎる流れによって生成される乱流を格子

乱流と呼ぶ．格子乱流は等方性乱流に近い性質を有

し，乱流の実験研究では広く用いられている．本研

究では，Fig.1 に示すように, 溶媒の流入口近傍に
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スパン方向に円柱列を設置することで格子を生成し，

この格子を過ぎる流れにより乱流状態を再現した． 

4 計算結果 

 
Fig.2 Contour plot of vorticity without polymer. 

 

Fig.3 Contour plot of vorticity with polymer(η =

0.1 , W_i = 4). 

 Fig.2，3はそれぞれ高分子を添加していない流れ

場，及び𝜂 = 0.1 , 𝑊𝑖 = 4の高分子を添加した流れ場

の渦度の様子を表したものである．これらの図から

高分子が添加されると後流で渦の強度が弱くなり，

格子後方における渦の剥離し始める位置がより後流

側へと移動しており，乱流の生成，発達が抑制され

ていることがわかる． 

5 まとめ 

本研究では，２次元格子乱流中に多数の高分子鎖の

粒子モデルが分散したオイラー-ラグランジュ計算

を実行し，高分子が乱流の減衰過程に及ぼす影響を

調べた．その結果，高分子の伸長によって流れ場の

乱れが抑制され，またエネルギー逆カスケード（渦

の合併）が抑制されること，格子後方における渦の

剥離位置がより下流へと移動し、乱流の発生位置が

後流になること，流れに垂直な方向の速度の乱れが

減少し，渦の強度が減少することを確認できた．こ

れらの定性的な結果は先行する研究結果と概ね一致

することがわかった．また，高分子の添加，及びワ

イゼンベルグ数，濃度の上昇により，流入口と流出

断面での圧力の差の減少することがわかった．これ

は高分子により流れ場内部の摩擦抵抗が低減された

結果であると考えている．さらに高分子の添加によ

りエネルギースペクトルの低波数領域での値が減少

し，高波数領域での値が上昇し，その傾きが1way 計

算ではおよそk−4に比例していたものがワイゼンベ

ルグ数，高分子の濃度の増加によりk−3へと近づい

ていくことが見出された．しかし，この結果は先行

する研究結果とは一致せず，その理論的な説明は現

在のところよくわからない．また高分子の濃度の変 

化により高分子の影響が強く出る領域が変化するこ

と，全体の傾向としてワイゼンベルグ数を変化させ

た場合と類似の振る舞いを示すことが確認された． 
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