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建築学コース2年次第1学期 

担当: 大嶋拓也	

本日の内容 

•  解析結果の後処理(ポストプロセッシング) 

•  結果の可視化 

•  データの抽出、グラフのプロット 
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解析の実行	

前回の内容	

可視化の開始	

・解析が終了したら、「設定の確認(2)」と同様にして、gmshFoamを開始する 

“phi”は使わないので、クリックして 
黄色い点灯マークを消す	

“p”が圧力、“U”が速度の表示・非表示を表す	

•  キャビティ流れのケースの説明 

•  シミュレーションソフトウエアの導入 

•  ケースのセットアップ 

•  解析の実行 
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gmshFoamのマウス操作	

左ボタン＋ドラッグ＝回転	 右ボタン＋ドラッグ＝移動	

ホイール＝拡大・縮小	

・グラフィックス画面で、以下のマウス操作が可能 
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3.	

・キャビティをz = 0.05 [m]の面で薄切りにし、手前側を取り除きたい 

・切断面の方程式　　　　　　　　　　　　　のパラメータA、B、C、Dを入力する 

・法線ベクトル(A, B, C)の方向の部分が残され、逆向きの部分が取り除かれる 

切断面の設定	

4.	

1. 	

2. 	
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流れの可視化	

矢印: 速度(流れの向きと速さ)を表す 

小さくて青い矢印=速さが小さい 

長くて赤い矢印＝速さが大きい	

渦の中心	

塗り潰しの色: 圧力を表す 

青い=圧力が低い 

赤い=圧力が高い	

最初に戻る、コマ戻し、再生・停止、コマ送りボタン	

回転をリセット	

拡大・縮小をリセット	

時刻	
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画像の保存	

・「File」→「Save As...」で、ファイル名の末尾を「.png」として保存 
・Word、Excel等のアプリケーションソフトに貼り込むことが出来る 

・ファイル名には、半角アルファベット・半角数字を使う 
・スペース(空白文字)を使わない 
・ファイル名末尾を「.png」とする	

Word/Excel等に 
貼り込める	
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流線プロットの設定(1)	

•  流線プロット(Stream Line Plot): 多数の流体の微小部分(粒子)が、時間とともに移

動した軌跡。 

•  原理: 時刻tにおけるi番目の粒子の位置を(xi(t), yi(t))、粒子位置におけるCFDによ

って得られた速度を(u(xi, yi, t), v(xi, yi, t))とすると	

€ 

dxi (t)
dt

= u(xi , yi ,t),

dyi (t)
dt

= v(xi , yi ,t)

€ 

xi (t +Δt) = xi (t)+ u(xi , yi ,t)Δt,
yi (t +Δt) = yi (t)+ v(xi , yi ,t)Δt

離散化	
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•  X0~nPointsV: (X0, Y0, Z0)を起点とし、	

　　によって張られる平行四辺形の平面に、 

　　　　U方向: nPointsU個、V方向: nPointsV個 

　　の粒子を作成する 

•  MaxIter: 時間ステップの数 

•  DT: Δt 

•  TimeStep、dView、iView: いずれも-1 

流線プロットの設定(2)	

€ 

U = (X1,Y1,Z1)− (X0 ,Y0 ,Z0 )

€ 

V = (X2 ,Y2 ,Z2 )− (X0 ,Y0 ,Z0 )

クリック→ 
“Plugins...”を
選択	
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キャビティ枠(座標軸)の作成	

・キャビティの範囲が判りづらいので、座標軸を作成	

クリック 
→“Options...”をクリック	
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流線の画像	

流線の色は、始点か
らの距離を表す	

淀み	
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速度成分のプロット (1)	

•  Ghiaの論文データと比較のため、以下のデータを抽出(サンプリング) 

  x = 0.5 [m]における速度のx成分 “xCenter” 

  y = 0.5 [m]における速度のy成分 “yCenter” 
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速度成分のプロット (2)	

手順の概要 

1.  サンプリングを設定する 

2.  サンプリングを実行する 

3.  サンプリングデータをExcelに読み込む 

4.  グラフをプロットする 
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速度成分のプロット (3)	

関連ファイルとフォルダ 
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速度成分のプロット (4)	

x = 0.5 m: 速度のx成分 (xCenter) について 

•  Ghiaのデータは、サンプリングする線分を129点に等分割した各点における速度 

•  Excelでプロット出来るよう、以下の形式のデータを作成する。 

点0のy座標　　点0の速度x成分　y成分　z成分	

点1のy座標　　点1の速度x成分　y成分　z成分	

・・・　　　　　　　・・・　　　　　　　　　・・・　　　・・・	

点128のy座標　点128の速度x成分　y成分　z成分　	
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速度成分のプロット (5)	

sampleSets       

( 

    uniform  

    { 

        name            xCenter;　←データファイル名 

        axis            y;　←y座標を抽出 

        start           (0.5 0 0.05);　←直線の始点 

        end             (0.5 1 0.05);　←直線の終点 

        nPoints         129;　←データ抽出点数 

    } 

•  設定ファイル: ケースフォルダ中のsystem¥sampleDict 
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速度成分のプロット (6)	

uniform  
    { 
        name            yCenter; ←データファイル名 
        axis            x;　←x座標を抽出 
        start           (0 0.5 0.05); 　←直線の始点 
        end             (1 0.5 0.05); 　←直線の終点 
        nPoints         129; 　←データ抽出点数 
    } 
); 

fields           
( 
    U　←プロットする変数の選択 
); 

y = 0.5 m: 速度のy成分 (yCenter) について 

・xCenterと同様 
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速度成分のプロット (7)	

samples¥5フォルダの中に 
• xCenter_U.xy (xCenterのサンプル
データ) 
• yCenter_U.xy (yCenterのサンプル
データ) 
が出来ていることを確認する 	

サンプリングの実行 

右クリック	

クリック 
→ “Execute”をクリック	
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速度成分のプロット (8)	

•  “xCenter_U”のプロットを行う 

•  「File」メニュー→「Open...」をクリックし、xCenter_U.xyを選択する 

•  続いて現れる画面では、以下のように操作する 

xCenter_U.xyファイルを、Excelに読み込む 
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速度成分のプロット (9)	

Ghiaのデータを、Excelに読み込む 

・「File」メニュー→「Open...」をクリックし、velocityUat100.txtを選択する 

・続いて現れる画面では、xCenter_U.xyと同様に操作する 
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速度成分のプロット (10)	

velocityUat100.txtのワークシートを、xCenter_U.xyに移動する 

右クリック	
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速度成分のプロット (11)	

y座標 (sampleDictのaxisの設定に対応)	
速度のx成分	 速度のy成分	 速度のz成分	

両方のデータを、グラフにプロットする (1): 解析結果データの選択 

A列とB列を選択	

xCenter_Uを
選択	

グラフアイコンをクリック	
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速度成分のプロット (12)	

両方のデータを、グラフにプロットする (2): グラフ形式の選択・データ名 
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速度成分のプロット (13)	

両方のデータを、グラフにプロットする (3): Ghiaのデータの選択 

クリックして、グラフの「Xの値(横軸)」、「Yの
値(縦軸)」に対応するデータを選択する 
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速度成分のプロット (14)	

両方のデータを、グラフにプロットする (4) 

・以上で出来たグラフの、x軸の範囲を調整する 

x軸を右クリック	

・y軸も同様にして、-0.5~1 m/sの範囲に調整する 
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速度成分のプロット (15)	

完成したグラフ 

少し食い違っている (Ghiaの方が正しい)	
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速度成分のプロット (16)	

Excelデータの保存 

ファイルの種類は「Microsoft Office Excel ブック」を選

択すること 
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課題: y = 0.5 mにおけるy方向速度成分のプロット	

(1) 同様の操作により、y = 0.5 mにおける速度のy方向成分(“yCenter”)をプロット

せよ。Ghiaのデータは、velocityVat100.txtを使用せよ。 

(2) 流れの可視化画像を1枚、添付せよ。画像にタイトルを付けること。 

(3) 考察を書け。 

•  その他注意事項(学籍番号・氏名、ラベル、タイトル、単位の記述など)は前回と

同様。 

•  締切: 29日(金) 23:55 


