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１．緒言
航空機やパイプラインなどの流体摩擦抵抗低減デバイスとして，リブレッ
ト（図１）が知られている．リブレットは流れ方向に伸びる溝の列であり，
鮫肌の抵抗低減効果にヒントを得て開発された．近年では，溝が流れ方向に
直線状のものだけではなく，ジグザグ状や波状のリブレットが考案され，従
来の直線リブレットよりも高い効果が得られると報告されている(1,2)．溝の
間隔 s（図１）の最適値（最も抵抗低減効果が高い）は，周囲流体の速度と
粘度によって決まる．現状では平均的な流れの状態に合わせて間隔 s をチュ

図１．直線リブレット

ーニングするが，できれば瞬時の流れの状態に応じて間隔 s を合わせられれば効果的である．
本研究では，図２のような「ミウラ折り」をジグザグリブレットとして利用することを考える．
ミウラ折りは対角線方向に引っ張るだけで簡単に展開でき，畳むのも同様である．リブレット
の間隔 s を瞬時の流れに合わせてすぐに変化させられる上に，ジグザグ形状による抵抗低減効
果の向上も期待できる．著者らの先行研究において，静的なジグザグリブレットの抵抗低減性
能を調査し，その有効性を示した(2)．しかし，動的に形状が変化するジグザグリブレットの性
能がどれくらい向上するかは把握できていない．本研究では，周囲の流れの状態が変化した際
に，ミウラ折り型ジグザグリブレットの抵抗低減効果を最大にするための制御手法を確立する

図２．ミウラ折り

ことを最終的な目標とする．本報告では，その基盤となる解析プログラムを得るために著者ら(2)の静的リブレット上流れ
の計算を発展させた直接数値シミュレーションを行った結果を示す．

２．数値計算の概要
計算対象は上下をミウラ折り型ジグザグリブレット面に挟まれた流
れである．計算領域の模式図を図３に示す．流れ方向は x 方向であり，
一定圧力勾配で流れを駆動する．x 方向および z 方向には周期境界条件
が課されている．これは上下のリブレット面が x，z 方向に無限に広が
っているとみなせる設定である．基礎方程式は一般座標系の質量保存
式と運動量保存式である．壁面近傍の流れを十分解像しながら動的な
計算格子を扱える Arbitrary Lagrangian-Eulerian（ALE）法を用いる．ALE

図３．計算領域

法を用いる際に問題点として，格子の直交性を保つために時間ステップごとに反復計算を行う必要があり，計算コストが
大きくなってしまうことが挙げられる．本研究では等角写像(3)を用いて境界適合格子を作成し，計算コストの節約
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を図った．ALE 法を用いた動的に動くジグザグリブレット上流れのシミュレーションのテストを行うため，以下ではジ
グザグリブレットの伸縮を時間に対して正弦波的に設定し，流れ場の可視化と抵抗低減率の推移から本計算の妥当性を
調べた．計算ケースとして，静的なリブレットである case1，伸縮の振幅の大きい case2，振幅の小さい case3 と 4（振動
中心の形状が異なる）を設定する．

３．計算結果
渦の可視化
３．１
3.1 渦の可視化
壁乱流の本質は微細な渦によ
って生じる，主流からの乱れであ
る．微細渦を可視化するため，渦
の回転軸を示す圧力の極小領域を

図４．渦の可視化結果（位相はミウラ折りの正弦波的な変動の位相を示す）

図４に可視化している．渦の数は
位相が進むにつれて増えている．すなわち，図５の模式
図に示す通り，リブレットが伸長するに従い渦の数は増
え，収縮するときには渦が減ることがわかった（図示省
略）．ジグザグリブレットの動きにより，伸縮両方の位相
で渦が増える（乱れが増える）と予想していたが，実際
は伸長するときのみ渦が増えた．これはリブレットが伸
長する位相では，渦も流れに乗って伸長されることによ
って，渦運動が強化されたものと予想しているが，現時
点では詳細な原因は不明である．

３．２
バルク速度・抵抗低減率
3.2 バルク速度・抵抗低減率

図５．模式図

渦の数が多いほど流れは乱れている．その結果，壁垂直方向の運動
量が増えることで流れ方向の運動量が減り，バルク速度（断面平均速
度）は減ると予想される（図５赤実線）．しかし，実際のバルク速度
は図５の青実線のように，渦の数の時間変化と同位相となった．これ
は，動かすためのエネルギーを投入されたリブレットが伸縮したと
きのポンプ作用が渦の増加よりも支配的であるためと考えられる．
各ケースの抵抗低減率の時間変化を図６に示す．抵抗低減率は平
板面に対するリブレット面のバルク速度の増加率として求められる
が，平板面でのバルク速度は先行研究(2)の値を用いた．形状は若干異
なるが，先行研究(2)の静的ジグザグリブレットでの時間平均した抵抗
低減率も参考に示す．形状が若干異なることから単純な比較はでき
ないが，違いを考慮すれば，変動しながら収束していく中心値から判

図６．抵抗低減率の時間変化

断して，妥当な結果が得られている．

４．結言
ミウラ折り型ジグザグリブレット上流れの数値解析を行い，時間変化の考察から，妥当な結果が得られていることを確
認した．また，リブレットが伸長するときに乱れが増えるが，それにもかかわらず，リブレットの伸縮のポンプ作用の方
が支配的になり，バルク速度も増えるという結果になることがわかった．最終目標であるミウラ折り型ジグザグリブレッ
トの最適な制御をするにあたり，バルク速度を減らす方向の設計変数としてレイノルズ応力（乱れ強度）を用いることを
考えていたが，得られた結果から，更なる検討が必要となる可能性が出てきた．
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