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研究成果の概要（和文）：ローカルトポロジーに基づく渦の発生プロセスのモニタリングと渦の発生の予測にお
いて、周方向流れの同一方向性と強さを示すトポロジーの物理量swirlityを用いてこれらを解析するトポロジー
解析技術を構築した。swirlityにより渦流生成のプロセスを特定し、渦発生時の旋回平面を予測すると共にこの
平面と関連付けて渦流れを生成するトリガーとなる流れ（キーフロー）を同定することができる。更に、乱流を
スケール分解したとき、このキーフローが生成されるスケールを特定することが可能である。渦予測の解析で
は、キーフローの条件を付加することにより、特定の時間に渦が発生する領域を予測できる可能性が示された。

研究成果の概要（英文）：A numerical analysis technique has been developed to monitor the transition 
process of a vortex and its prediction in terms of the local topology, applying a topological 
physical quantity swirlity that specifies the unidirectionality and intensity of azimuthal flow. The
 swirlity specifies the process of vortex generation and then the swirl plane after the vortex 
generation can be predicted. The key flow as a trigger of the generation of a vortical flow is 
identified which direction is associated to the predicted swirl plane. In the flow decomposition of 
the subjected turbulent flow, the flow scale that composes the key flow can also be identified. In 
the analysis of the prediction of vortex generation using the swirlity, the feature of transition of
 predicted key flow may be applied to predict the generation at a specific time.

研究分野： 流体力学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
渦の発生は、宇宙、気象、海洋における渦だけでなく、航空機、発電プラント、構造物まで多様な工学に関わ
る。渦の統一的な定義は未確立であるが、主要な渦定義や渦の同定に用いられる定義は、速度勾配テンソルより
導かれるローカルトポロジーに基づく定義である。本研究は、このローカルトポロジーにおける渦の遷移メカニ
ズム、渦発生のキーフローの同定、swirlityやキーフローを用いた渦発生予測の評価、更にキーフロー生成の流
れのスケールの同定を行う数値解析技術を構築した。本研究は、前述した様々なスケールの乱流渦現象や工学分
野の流れにおいて適用が可能である。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
流れにおける渦は、台風・ハリケーンや潮流の渦、オーロラに関わる渦、航空機や風力発電

等のタービンの翼端渦、発電プラント中の渦、建築構造物の振動に関わる渦等多様な自然現象
や工学・製品分野に関わっている。これらのそれぞれの渦の詳細な発生メカニズムの解明は、
自然現象の解明のみならず多くの工学分野の性能や健全性に関わる。またトポロジカルなメカ
ニズムの詳細が解明されると、渦の発生の予測や発達の予測等有用な技術評価に展開すること
が期待できる。 
この渦において、統一的な定義はまだ確立されておらず、複数の渦定義が提案されているが、

速度勾配テンソルが示すローカルトポロジーに基づく定義が多く渦の同定に用いられている。
また、このテンソルの固有値はガリレイ不変の局所流れのトポロジーを特定するものとして
様々な乱流渦の分類やトポロジー解析に用いられてきたが、その固有値が示す量の物理解釈は
必ずしも明確ではなかった。しかし、最近この数理物理的意味が解明され、これに伴いローカ
ルトポロジーの周方向速度・半径方向速度のそれぞれの強さと対称性（swirlity と sourcity）、渦
流対称性を示す物理量が提案され、明確なトポロジーの評価が可能となった（引用文献①）。特
に swirlity は渦流に遷移する流れの状況を示すことができ、渦発生の予測にも有用であると考
えられる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、ローカルトポロジーにおける渦の発生のトポロジカルプロセスと渦発生におけ

る速度勾配テンソルの変化を解析し、渦発生のトポロジー特性、渦を発生させる流れ（キーフ
ロー）を同定する解析技術を確立する。また、swirity を用いた渦予測の有用性を分析する解析
を行い、一様等方性乱流を対象としてこれらの解析を行う。 
 
３．研究の方法 
 
トポロジーの物理量の時系列解析、またトポロジーに関連する物理量や速度勾配テンソ

ル・周方向速度・半径方向速度の固有値・固有ベクトル等の時系列変化を評価する数値解析
プログラムを開発する。この解析には、渦の発生に関わる流れを統計的に分析する解析も
含む。尚、コード開発には C 言語を用いる。 
 具体的には以下の解析を可能とする数値計算プログラムを開発する。 
 

 (1) 渦の発生メカニズムのトポロジー解析 
(2) 渦発生に関わるキーフローの統計的同定解析 
  渦発生のトリガーとなるキーフロー・速度勾配テンソル成分を特定する解析を行う。 
(3) swrility また渦の遷移メカニズムに基づく渦予測の分析 
(4) キーフローのスケール解析 
 キーフローを発生させる流れのスケールの評価を行う。 

 
本研究では、これらのトポロジーの解析を低レイノルズ数の一様等方性乱流に適用し、渦発

生メカニズム・トポロジー遷移とトポロジー物理量の基礎的な特性を明らかにする。 
 
４．研究成果 
前章における数値解析プログラムを開発し、またその解析技術を用いて渦発生のトポロジカ

ルな性質を一様等方性乱流の乱流渦において分析を行った。これらの成果を解析技術、渦発生
メカニズムの知見に分けて以下に記述する。 

 
(1) 解析技術 
渦の発生は、swirlity の符号が負から正に変化することにより特定できる。解析技術の構築で

は、swrility の遷移を基にして、以下に示す 4 つの数値解析プログラムを構築した。 
 
①  渦の発生メカニズム・渦流への遷移プロセスのトポロジー解析 
特定の時間（流動解析のある時間ステップ）に渦が発生する点（流動解析の節点）を同定し、

渦発生後の旋回平面（予測旋回平面）を特定すると共に、渦発生前後のトポロジーの物理量、
即ち予測旋回平面における周方向速度、半径方向速度のそれぞれの固有値・強さと対称性、速
度勾配テンソルの固有値・固有ベクトル・第二不変量、旋回平面上の渦流による圧力極小（圧
力ヘシアン: 引用文献②）等の時系列変化を評価する解析を構築した。これにより、解析対象
とする乱流・流れにおいて、渦発生時の詳細なトポロジーの変化を特定することが可能である。 
 
② 渦発生に関わるキーフローの統計的同定解析 
渦発生のトリガーとなる流れ、即ち、どの流れ（せん断流れ、よどみ流れ等）の変化により

渦が発生するか、という点において、予測旋回平面に基づく座標系（予測旋回平面座標系）に
おいてこの流れ（キーフロー）を同定する解析を構築した。本座標系では、全ての速度勾配テ
ンソル成分はガリレイ不変の量として表される。この座標系において、swirlity と速度勾配テン



ソル成分との統計的な分析（Joint Probability Density Function による相関分析）によりキーフロ
ーを特定する。 
 
③ swrility またキーフローに基づく渦予測の分析 

swrility の変化、また予測旋回平面・キーフローに基づく条件を用いて渦の発生予測可否につ
いて分析・評価を行う。 
 
④ キーフローのスケール解析。 
乱流は複数のスケールの流れに分解することができる。このキーフローをスケール分解する

ことにより、渦を発生させるキーフローがどのスケールより生じるか分析することができる。 
 
これらは、任意の乱流・流れの流動解析において速度勾配テンソルのデータが与えられると解
析が可能である。但し、iv)の解析は、速度勾配テンソルをフーリエ係数で表し、予測旋回平面
座標系に座標変換を行うことが必要である。 
 
(2) 渦の遷移プロセス、渦予測技術に関する知見 
前述したトポロジー解析を用い、一様等方性乱流の低レイノルズ数の減衰乱流において渦の発
生に関するトポロジー解析を行った。これらの成果を以下に纏める。 
 
① 渦の発生メカニズムのトポロジー解析 
ローカルトポロジーでは、渦が発生するとき渦流対称性は非常に低い（歪んだ渦流）。渦発生

後は、その半径方向速度成分の特性に応じて、全周吸込み／湧出し渦、平均吸込み／湧出し渦
の 4 種類に分類できるが、全周吸込みの渦は効果的に渦の伸長(vortex stretching)が得られる。 
 
② 渦発生に関わるキーフローの統計的同定解析 
予測旋回平面座標系において、渦流遷移で swirlity と非常に高い相関で変化するのは予測旋

回平面における一つの固有ベクトルに垂直なせん断流れの成分であり、この流れが渦発生のト
リガー（キーフロー）であることが解った。このキーフローは、ガリレイ不変の流れである。 
 
③ swrility またキーフローに基づく渦予測の分析 

swrility が負から正に遷移する過程（負の swirlity が 0 近傍かつ時間微分が正）である領域に
て渦の予測が可能であるが、予測旋回平面座標系におけるキーフローの変化を条件に加えるこ
とにより、ある特定の時間に発生する渦を効果的に抽出できる。 
 
④ キーフローのスケール解析 
予測旋回平面座標系におけるキーフローをフーリエ変換でスケール分解したとき、エネルギ

ースペクトル上ではオーダが低いスケールレンジもキーフローの生成に寄与しており、渦発
生・渦流遷移ではこれらの流れのスケールは無視できない。 
 
前述した様に、開発したトポロジー解析技術は、任意の乱流・流れの流動解析において速度

勾配テンソルのデータが与えられると解析が可能である。本解析では一様等方性乱流を適用し、
時間のスケールはコルモゴロフスケールで行った。他の時間スケール、非一様等方性乱流を適
用する場合は、本知見を基に上記トポロジー解析を行うことにより、渦生成プロセスのトポロ
ジー特性、swirlity の特性と渦予測の条件、キーフローやそのスケールの評価が可能である。 
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