
 

 

補遺 ver. 6  (2022.8.11)  

 

本書の著者校正は 5 校までした．校正が一巡するまでに 1 年ほど掛かる．5 回目の著者

校正(最終稿)が終わったのは，2019 年 2 月である．著者校正の際に内容の修正や補足によ

り書店での編集に迷惑を掛けないように，補足追加訂正原稿は 3 校迄で止め，4,5 回目の

校正は，ミスプリのチェック程度に留めた. それ故，本の出版は 2020 年 4 月であるが，

本に書き込めたのは 2014~2015 年頃までの研究である．この時点までの乱流の「構造と

制御」に関する研究の主な進展については，ほぼ網羅したと思う．乱流研究の進展勾配は，

それ以降は緩くなった．とは言えその後の進展には矢張り幾つかの重要なものもあるので，

それらを「補遺」として補足する．それ以外にも，補足したい事項が幾つかあるのでこれ

らについても述べる． 

Prandtl (1926), Karman(1930)や Izakson (1937)，Millikan (1939) によって，決着が就いた(日

野 1992; p.305)と思われている水路，管路，境界層流の平均流速分布に関する議論は，本書

(p.323)でも記したように最近喧しい．その一つの流れは，Townsend(1976)の「付着渦仮説」

の実証や乱流構造の検証から始まるものであり，他の一つは， Lie 群論の応用により N-S

方程式から流速分布を理論的に導こうとするものである． 

また，本書中では詳しくは説明しなかった SVD(特異値分解)法の基礎．導き方．応用に

ついて，纏めて簡潔な説明を加えた． 

この「補遺」は朝倉書店の Home Page に収録する． また，ここで引用されている文献

のタイトル，論文誌名，巻．ページは，同じく書店の HP に掲載されている論文目録を参

照されたい． 
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1) Log-law と Townsend の付着渦仮説およびコヒーレント構造 

a)Townsend の付着渦仮説 

Prandtl(1925)と Karman(1930)によって導かれた壁乱流の流速分布の対数則(log-law)は実測

と良く一致するし，またこれから抵抗則も理論的に導かれるが，この元になっている混合

距離概念が余りにも実際の乱流を模型化し過ぎているとの批判が以前からあった(日野 流

体力学 1992, p.305).  それ故に，何故 log-law が成立するかが問題である．つまり，混合長

仮説に代えて乱流構造の実態に基づく速度分布理論の導出が要請されている． 

 

Townsend(1976, p.152)は，「流路の速度場の主要渦は，壁面に達する持続的な(persistent)

組織的流れのパターンであり，それらは壁面に付着(attached to the wall)し，自己相似(self-

similar)である」と仮定した．この Townsend の付着渦仮説は，発表後数十年間は殆ど注目

を引かなかった． 

しかし最近になって，Townsend(1976)の付着渦(仮説)モデル(AEM=Attached Eddy Model)

の考えに基づく，運動量一様帯(領域)(UMZ=Uniform Momentum Zones)の存在を確認し，壁

乱流のコヒーレント構造,自己相似秩序構造から, log-law を導く実験的あるいは理論的な

研究が，多数行われるようになった．Townsend(1976)の付着渦仮説は，レイノルズ数が十

分に大きい場合に漸近的に成立するのであり，従って，乱流消散が考慮されない非粘性モ

デル，運動学的(kinematic)記述で，力学的なモデルではない．しかし，力学的なシステム

との関連付けがなされるように成りつつある． 

  

b)実験からの証拠 

Dennis & Nickels(2011a)はステレオ PIV を用いた 3D データから，del Álamo et al.(2006),  

Lozano-Duran & Jiménez(2014), Hwang & Sung(2018)は数値シミュレーション･データの解析

から，付着渦仮説の成立を実証している．Dennis & Nickels(2011a)や del Álamo et al.(2006), 

Lozano-Duran & Jiménez(2014)の研究については，本文中で述べた． 

 

c) Navier-Stokes 方程式からの Townsend attached eddy 仮説の導出 

この点についての最初の論文は Busse(1970)で，変分法により壁面への最大運動量輸送は

付着渦によると結論している．次いで，Klewicki ら(2009, 2013)は,平均化 N-S 方程式の不変

解(invariant solution)は，自己相似秩序解であることを示した．Del Álamo & Jiménez(2006)は，

乱流粘性を用いた線形化 N-S 方程式から，線型遷移増幅モードは自己相似であることを導

いている．この他，Hwang & Cossu(2010), Hwang(2015), McKeon & Sharma(2010), Sharma & 

McKeon (2013), McKeon(2017), Moarref et al.(2013)も，対数平均流速分布則成立は自己相似

モードによるとしている．Zare et al.(2017)も N-S 方程式から，乱流をモデル化する渦構造

を求めている． 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Armin%20Zare&eventCode=SE-AU


 

 

 

2) 対数則を導いたのは誰か？   

i) 混合長仮説の提案者が Prandtl(1926)であることは疑う余地がない．この論文では，(ド

イツ語の原文が手に入らないので)NACA の TM 436 によると, 

     τ=ρl 2|∂u/∂y|∂u/∂y 

の式は表示されてはいるものの，”mixing path” l については更に特別な検討が必要とのみ記

されていて，l～κy の提示はなく，従って‘対数則’も書かれていない．むしろ，l～x と示唆

している． 

 

ii) Prandtl(1932, Ergebn. Aerodyn. Vers Anst. Goettingen, 4, 18-29)では，[壁法則]が提案され

ている．この論文のドイツ語の原文も私の元にはないが英訳論文では，壁近傍は ν/Uτ で

scale され，流速分布は 

    U (y) = fn(Uτy/ν) 

と書かれている． 

 

  また，She et al. (2017), Pope(2000)によれば， 

      U(y)= Uτfw(y+) 

y+=(y/δν)=(yUτ/ν) 

の関係を最初に提案し,これを‘wall function’と名付けたのは，Prandtl(1925)であるという． 

Prandtl(1925)の原論文が入手できないので NACA TM の英訳文(1949)で調べると，ここには

「混合長仮説」τ=ρl 2|∂u/∂y|∂u/∂y と共に，確かに上記の‘wall function’の提案が Prandtl(1925)

によってなされている．つまり，1925 年には壁法則が Prandtl によりなされている． 

 

iii) 一方，von Karman(1930)は，Prandtl の混合距離仮説に言及しつつも，力学的相似仮説 

       l～U’/U’’   (15) 

から,やや複雑な式形の log-law と速度欠損則を得ている．混合長 l についてはこれを決める

のは極度に困難であると述べている(p.12)．彼は力学的相似仮説から得られた式(Karman 

1930, 式 20a)から,壁近傍では流速分布が log-law(Karman 1930, 式 32) 

             U(y) =a’+b’log(yUτ/ν) 

となることを示しいている．ただし，Karman 論文(1930)の式(20a)では y は管路中心からの

距離であり，Karman (1930, 式 32) では y は壁からの距離(Karman 1930, p.16)である. 

 

全領域にわたる l の値は， 

          Sublayer              l y2 

    Overlap region    l κy 



 

 

          Outer layer          l  const. 

である．van Driest(1956)は次の対数減衰公式(exponential damping function)を提案している．  

                          L κy[1-exp(-y+/A)] 

ここに，平板の場合は A26. その他(外縁域の Coles (1956)の wake parameter, wake function)

については，She et al.(2017, p.324~)を参照されたい． 

 

iv) Prandtl が， 

           l ～ yf(η) ～ κy 

とし，現在のような単純な式形の log-law 

         U(Uτ)/ Uτ =1/κ ln(Uτy/ν)+A 

を与えたのは，Prandtl(1932)においてである(らしい．原文が入手できない)．それまでは，

Donch(1926), Nikuradse(1929, 1932)らの流速分布(y vs. U(y))の実験値から， y/h vs. l /h の関係

を逆算する方向の研究(小倉；1955, p.18)が行われていて，(現代の教科書では)壁近傍では

この関係を，0<y で l～κy と近似し ττ0 として，混合距離仮説の式から単純に log-law

が得られると説明されている． 

 

 v) 従って，流速分布の対数則を(現代的に)導く関係式 

     τ= l 2|∂U/∂y|(∂U/∂y) 

を現象論的に導き，壁近傍では流速分布は h（管路の半値高さ）や δ(境界層厚さ)に関係せ

ず wall function 

             U(y)= Uτfw(yUτ/ν) 

によることを提唱したのは Prandtl(1925,1926)ではあるが，力学的相似説から流速分布の速

度欠損則および壁近傍(y 0)での対数則を導いたのは，Karman(1930)である．従って，

それに含まれる係数を Karman constant と呼ぶのは妥当である． 

 

vi) 近代流体力学の創始者と評され，Heisenberg(量子力学の創始者であり，その発表の直

前まで層流境界層の安定解析に携わっていた)が「式を解かずに答えのかる人」と賛辞を述

べたと伝えられる天才 Prandtl と言えども，自らの提案した混合長仮説(Prandtl 1926)から,

「壁法則」(Prandtl 1932)を導いたものの，混合長仮説において l～κy と近似し ττ0 とすれ

ば(Prandtl 1933)，既に Karman(1930)により得られていた対数分布則(log-law)が，極めて容

易に得られることに気付くまでには，長い時間(6～7 年)を要したことになる．この間に，

弟子の Karman(1930)に先を越され，流速分布公式と係数に自らの名を冠しえた栄誉を逃が

してしまった．なお，Karman が自らの着想を電車の橫腹に書き付け続けたと言う逸話は，

彼の自叙伝(The Wind and Beyond)に記されているし，私も何処かで紹介したと思う．一方

Prandtl はこれに先だって未発表の実験データーを Karman に提供していたし，先を越され



 

 

たことに失望しつつも，「私の以前の学生で助手でもあった人が，期待どおりに育ち，大

きな将来があると言い続けてきたのだが，．．．」と後に話したと言う． 

 

vii) ここに纏めた事柄は，Goldstein(1938),谷(1950), 小倉(1955),谷(1980, p.20）や Schlichting 

(1980)にも述べられており， Prandtl(1926)は混合距離仮説の提案者であり，やや遅れて

Karman(1930)が力学的相似理論から多少式形の異なる対数則を導いたことは知っていたが，

Prandtl(1926)の‘混合長仮説’から，今日教科書に書かれているように，混合距離が壁からの

距離に比例するとして，直ちに(容易に)対数分布則が導けるのに，なぜ対数則に表れる定

数が Karman 係数と名付けられたのか，流速分布式が Karman の対数則と呼ばれたりするの

かと言う大学院生時代からのモヤモヤした疑問が整理できた． 

 

(注 1) 補遺のこの項を読んだ金田行雄氏から，壁乱流の平均流速分布に関する Prandtl と

Kármán との’紳士的な’ 先陣争いに就いては，同様な考察が Bodenschatz & Eckert (2011)や

Leonard & Peters (2011)にも記されているとの教示を頂いた． 

一度は読んだはずだが調べて見ると，Bodenschatz & Eckert (2011, p.56，section 2.6)によれ

ば，Prandtl が log-law(l～κy)を受け入れなかったのは, 「Tokyo で 1929 年に行われた講演

(Prandtl 1930, p.794)で，log-law では y=0 で U=－∞となるからである」と述べている．さす

れば，この講演論文(Prandtl 1930)が手元にないので確認のしようがないが，この時点

(1929)で Prandtl は粘性底層(viscous sublayer, 筆者が学生の頃の 1950 年代前半までは，

層流底層(laminar sublayer)と呼ばれていた)の存在を認識していなかったことになり，些

か疑問を感じる． 

 

(注２) この時代(Prandtl と Karman の流速分布理論の論争時；1926~1933 年)は，壁乱

流の平均流速の法則すら未だ信頼出来る実験がなかった．壁乱流の平均流速分布の精確な

測定は当時 Nikurase(1932)により行われたが，これはピトー管による測定である．彼はピ

トー管の太さを少しずつ小さくして求めた流速測定値の外挿として太さの影響の無いとき

の流速値を得た. (このことは，筆者が直接 Nikurase の論文を読んだ訳では無く，谷一郎先

生から伺った.)  熱線計による壁面近傍までの精密な流速測定は，戦後まもなくの頃，壁面

に鏡を貼り付けて壁からの距離を正確に測定した Laufer の実験辺りからと思われる． 

 

(注 3) こうしたこと(複数人による同一着想の同時独立発見)は，科学の歴史の上では良く

あることで，一寸思い出しただけでも 

．3 次方程式の代数解を巡るタルターニア(1535 頃)とカルダーノ(1545)：タルタニアにせがん

で教えて貰った公式を，カルダーノが彼との約束を破って，本で発表したらしい． 

．微積分学発見のニュートン(1687)とライプニッツ(1684,1686)の先取権争い 



 

 

．進化論のダーウイン(1858,1859)とウォレス(1858)：植物ﾊﾝﾀｰのウォレスから「進化」の手紙を

受け取ったダーウインが大慌てで，学会(生物学協会であるロンドンのリネン協会)でウォレスとの同時発

表をし，翌年それまでの自身の研究を本「種の起源」として発表した．ウォレスは身を引いた形である． 

．遺伝の法則のメンデル(1867)とド・フリース(1900),チェルマック(1900),コレンス(1900)に

よる再発見：ド.フリースらの論文には最初メンデルの先行研究の引用はなかったが，一人の審査員

がメンデルの論文がある事に気付いたので，3 校目の論文にはメンデルの論文が引用されていることが

分かるという． 

．ビタミン B の発見の鈴木梅太郎(1910, 「オリザニン」と命名)と ポーランドのカシミ

ール．フンク(1911, 「ビタミン B」と命名)：ビタミンには「生命．活力の素」の意味があるのに，

「オリザニン」は単にイネ，米の意味で，命名のインパクトが劣る．また，鈴木梅太郎は農学部の化学者で，医学

部の学者には評価されなかった． 

．量子力学のハイゼンベルク(行列力学，1925)とシュレーディンガー(波動力学，1926) 

などを挙げることが出来る． 

 

(viii) なお，τ=ρl 2|∂u/∂y|∂u/∂y の関係式は，Taylor の渦度輸送理論(1915, 1932<谷 1950; 

p.43)でも得られているが，Prandtl(1926)の運動量輸送理論ほどには知られていないことに

晩年の Taylor は不満を漏らしている． 
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「特異値分解」法の提案者として Autonne (1915), Eckart & Young(1939)を挙げている文献

もあるが，しかし，この研究の歴史は意外に古く，19 世紀後半にまで遡る．最近「特異値

分解法」が多用されるようになったのは解析するデーター数，つまり対象を並べて行列や

ベクトルで表示した場合,次元が急速に増大し，効果的処理法が必要になった為であろう．

(私自身も「行列計算法」を活用した一時期があったが，大次元の行列を扱うのとは逆に，

疎らに配置された少数の観測値から，場全体の状態値を推測するという問題であったため，

特異値分解法の活用の必要はなかった.) 

フーリェ変換やアダマール変換などは，変換のベース関数が固有であるのに対し，SVD

では，KL(Karuhnen-Loeve)変換と同様に対称依存のベース関数を用いるので，離散系での

議論に極めて有効である(大山 1990). 

特異値分解の定義については，ほとんどの「線形代数」の本や web 上の投稿に載ってい

る．しかし，本文(p.46)にも述べたように具体的にその中の行列(U, Σ,V)を計算する方法に

ついての説明がない． 

 

a) 特異値分解の定義 

  一般の行列 A(m×n (m<n とする. m>n の場合は行と列を入れ換える))は，正方行列とは限

らない．行列 A を特異値分解するとは， 

A=UΣVT                                       (3.1) 

の形に表示することである．ここに，U , V は直交行列， Σ は対角行列である．詳しく書く

と、 

 

   (3.2) 

        U = (u1,u2, ･･･,un) 

        V = (v1,v2, ･･･,vn) 

U,V の列ベクトル ui,vj をそれぞれ左特異ベクトル，右特異ベクトルと呼ぶ． 

Σ の対角成分 σ は行列 A の特異値と呼ばれ,  

σ1≥σ2≥⋯≥σn                                                                                                                                (3.3) 

のように選ぶことができる．ここで対角行列 Σ のランクが r であると， 

 

 

 

 



 

 

 

      σ1   0   0 ・ ・ ・   ・ ・  0 

         0   σ2   0 ・ ・ ・  ・  ・  0 

0    0   σ3・ ・ ・ ・ ・  0 

Σ=                                         0    0  ・ ・ ・ σr ・ ・  0                                                                     (3.4) 

0 ・・            ・・・ ・  0 

    0   0  ・ ・ ・ 0 ・・・  0 

 

ここで，σ1>σ2>σ3>．．．>σr≧0 である． 

特異値は 0 よりも大きい値であり，0 も特異値とする場合もある．σ1
2, σ2

2
,…., σr

2 は ATA

の非ゼロ固有値，σ1,σ2,….,σr は A の非ゼロ特異値である．U と V の第 1,2,…,r 列をそれぞれ

u1,u2,…,ur および v1, v2,…vr で表せば式(3.2)は 

        A= ∑𝑟𝑗=1  σjujvT
j                                                                              (3.5) 

と書くこともできる． 

  また，行列 V の各列は，入力空間の正規直交基底を表し， 

     行列 U の各列は，出力空間の正規直交基底を表し， 

特異値は増幅率，すなわち入力成分がそれぞれ何倍されて出力されるかを表す(Wikipedia, 

大山 1990). 

 

以上の数式をわかりやすいように，図で示すと以下の様になる(@kidaufo より)．2 段目 3

段目の図は 1 段目の表示をに 0 や u，vT を補い形式を整えた図である．(ここでは，Σの代

わりにΓが用いられている) 

 

 



 

 

 

 

b) 行列 U，Σ，V の求め方 

特異値分解の定義式は大抵の文献にのっているが，行列 U，Σ，V の求め方についての

説明はあまり見かけない．ここでは，金谷(2019)にならって以下に説明する． 

  A,u,v に関して次式のように表現する． 

       Av =σu                                                                                              (3.6) 

                           ATu=σv                                                                                              (3.7) 

この式は固有値，固有ベクトルの定義式(Av=λv)に似ているが，左右辺の u,v が異なるベク

トルであることに注意． 

これらの式にそれぞれ AT, A を左から掛けると, 

       ATAv =σATu =σ2v                                                                              (3.8) 

                            AATu=σA v =σ2u                                                                               (3.9) 

となる．上の 2 式の最左辺と最右辺を較べると，u,v はそれぞれ AAT と ATA の固有ベクト

ルであり，σ2 は固有値である．結局， 

       行列 U の列ベクトル ui は AAT の固有ベクトル 

行列 V の列ベクトル vj は ATA の固有ベクトル 

       (行列 A の特異値) 2 は(行列 AAT と ATA の固有値) 

である． 

注意：実際に特異値と特異ベクトルを求めるのに，AAT と ATA の固有ベクトルと固有値を

計算する必要はない．反復による数値解法のソフトウェア･ツールがいろいろ提供されて

おり，精度よく高速に計算できる．代表的なものに，ハウスホールダー法によって二重対

角行列に変換し，コラブ･ラインシュ法を適用する方法である(金谷，2019, p.29)． 

 

  幾何学的説明：ベクトル x に対して A と言う操作をしてベクトル y に変換する 

                y =Ax 



 

 

ことは, まずベクトル x を適当な角度だけ回転し (x
～

=VTx)，次に各座標軸方向に適当な倍数

だけ伸縮させ (y
～

 =Σx
～

)，最後にそれをまた適当な角度だけ回転させる(y =U y
～

)という操作で

表現できる． 

                y = U(Σ(VTx)) 

 

注) 多少違った「固有値分解法の導き方」が，大山(1990, p.544)にあるが，上記の説明が丁

寧で分かり易い． 

 

c) 特異値分解の応用 

特異値分解は，画像圧縮．データー圧縮，最小自乗法，逆問題，悪条件方程式(Ill-

conditioned equation)の数値解法，信号処理, 統計学(＜小野 web)などに応用される． 

画像圧縮．データー圧縮：行列 A(m×n)が(2 次元)画像を列(縦)方向になぞってベクト

ai(m 行縦ベクトル)と表示し，順次右方向に移動して ai+1 として並べて，行列表示をしたも

の 

     幅 W(n 画素)高さ H(m 画素)の輝度画像＝ m 行 n 列の行列 

であれば， 

      A = | a1 a2 ･･･ an  | 

である．大きい順に並んだ A の特異値 σ2 の値から，これをある行で打ち切って，画像行列

A を圧縮することができる．具体的例は，例えば，web 森田大樹,＠kaityo, @Takayoshi 

_Makabe などにある． 

https://qiita.com/Takayoshi_Makabe
https://qiita.com/Takayoshi_Makabe


 

 

 

画像圧縮の例(森田大樹より, web) 

 

最小二乗法：変量の組 x,y の m 個(i＝１，２，．．．，ｍ)の観測値があり，この 2 つの

変量の関係は(n-1)次の多項式で表されるとする． 

    yi =f(x)= c1+c2x+c3x2+…+cnx
n-1                                                 (3.10) 

 

i=1,2,…m までを具体的に書き下せば 

        (3.11)     

m>n である時，上の関係式は overdetermined であり，上式の係数 c1,…,cn を誤差 

   { ∑𝑚𝑖=1  |yi－f(xi)|
2}1/2                                                                                                              (3.12) 

を最小にするように決定する(最小二乗法)．行列を使って書き下せば，残差 e は 

    e = y－Ac                              (3.13) 

ここに， 



 

 

   

                                                                                                                                    (3.14) 

を最小にする多項式の係数 c を求める問題となる． 

(i)正規方程式による方法：この最小二乗法問題は 

   min|| y－Ac||2                                                        (3.15) 

より，次の正規方程式(normal equations)により c が決定できる．  

   [ATA]c =ATy 

   c = [ATA]-1ATy                                                                                                 (3.16) 

しかし，このままの行列の演算を実行下のでは誤差が大きくなる． 

特異値分解による方法 (注 1)： 

● A を特異値分解して 

    A=UΣVT                                                                                                                                                     (3.17) 

と表せば， 

    || y－Ac ||2 =|| y- UΣVT c ||2= ||UT(y- UΣVT c)||2 = || UTy－UTUΣVT c ||2  

＝|| UTy－ΣVT c ||2                                                                             (3.18) 

(ここで，UTU ＝ Irank(A)の関係を考慮した ) 

         ΣVTc－UTy =0                                                                                                      (3.19) 

を得る． 

ここで，d= UTy,  z=VT c ,  r =rank(A)とすれば， 

 

 

 

上式から, i=1,2,…,r(=rank(A))について zi=d i/σi が導出され, c は z=VT c に V を掛け 

            c = Vz                                                                                                              (3.20) 

が得られる(Akritas & Malaschonok 2004, p.27)． 



 

 

   

● 同じ事であるが次のようにも説明しうる．特異値分解 A=UΣVT を用いて，正規方程式 

(2n) [ATA]c =ATy を書き換えると, 

               ΣTΣVTc = ΣTUTy ,   

となり，更に ΣVTc = UTy ,  c = VΣ-1 UTy となる．UTy =d とすると，解の全体は 

     c = Vz     { zi = d i /σi  (1≦i≦r); zi =任意 (r＜i≦m) }                             (3.21) 

特に，zi =0 (r＜i≦m) と選んで得られる解 

          c = VΣ+UTy = A+y                                                                                          (3.22) 

が最小ノルム解である(杉原．室田 2012, p.233)．(式(3.22)は式(3.20)の行列表現である．) こ

こに A+は擬似逆行列で(注 2)， 

     A+ =VΣ+UT                                                                                                                                                          (3.23) 

ここに， 

 

                                                                                                                                       (3.24) 

(注 1) 数値的に安定で且つ汎用な方法として，QR 分解や特異値分解(SVD)が用いられる．

これらの方法では計算過程で積 ATA を必要としないため数値的安定性が高い．特異値分解

を用いる場合，特異値のうち極めて小さい値を 0 と見なして計算すると，大きな誤差の発

生を防ぐことができる(truncated SVD (Hansen 1987)，Wikipedia 最小二乗法)． 

(注 2) 擬似逆行列：A の特異値分解 A=UΣVT に対して，A+=VΣ+UT が存在する．これを擬

似逆行列(pseudo-inverse matrix; ムーア-ペンローズ( Moore-Penrose 型)の一般化逆行列)と呼

ぶ．ここに, Σ+の成分σ+
i は式(3.24)に示したように，Σ の成分σi の逆数 σ+

i=1/σi である． 

 

線形逆問題：X 線 CT 画像の再構成や劣化した画像の回復などは，しばしば，線形逆問

題として取り扱われる．この問題では，物理空間のあるベクトル f が,システムマトリック

ス A により観測空間内のベクトル g に， 

     g=Af + n                                                                                                (3.25) 



 

 

として記録されることである．ここに n はノイズである．逆問題では A と g が与えられ，

オリジナル物体のベクトルf
 ^

を推定することになる．推定の確からしさの尺度として，逆問

題の推定値による Af
 ^

と実際の観測データーg との自乗差 e がしばしば用いられる． 

                e=| g-Af
 ^

 |2                                                                                                                          (3.26) 

いま，議論を簡単にするためにノイズ項を無視すると e の最小値は 0 である． 

g-Af
 ^

 =0                                                                                              (3.27) 

解のユニーク性(大山 1990)： 

 A を特異値分解した時，対角行列 Σのランクを r とする． 

n>r   の時は A を通して観測されたデーターだけは物理空間全てをカバーしていないため

に，解はユニークに定まらない．このような状況は ill-conditioned と呼ばれる． 

   n≦r の場合には物理空間の全ては A により失われることはないので，オリジナル物体

は完全に再生され，解のユニーク性は保証される． 

n＜r  の場合は，得られている情報が冗長(redundant)であり，得られる解はノイズに対し

て安定である． 

   __________________________________________________ 

解 (i) この問題(式(3.27))を SVD により解くことを考えよう．システムマトリックスを特

異値分解して， 

      A=UΣVT                                                                                                (3.28) 

と表す．g=Af は，VTf= f
 ～

と変換(回転)され，更に Σによりg
 ～

=Σ f
 ～

変形され, 最後に g=Ug
 ～

と変

換される． 

                          g=Af
 ^

                                                                                                   (3.29) 

この式の解は，最小二乗法の場合の問題と同じで(c→f,  y→g)として，A の擬似逆行列 A+

を用いて 

      f
 ^

 = A+ g                                                                                             (3.30) 

である． 

 ______________________________________ 

解 (ii)  式(3.27)をヤコビの反復法により解く．観測ベクトル g を(観測空間)U の基底ベクト

ル{u｝で展開する 

      g = ∑ 𝛼𝑚
𝑖=1 iui                                                                                                                                       (3.31) 

同様に物体 f を(物理空間)V の基底ベクトル{v｝で展開する 

                     f
 ^

 =∑𝑛𝑖=1 β
^

ivi                                                                                                                                       (3.32) 

  式(3.27)をヤコビ法により解くと，次の漸化式 



 

 

                 f
 ^

k+1=f
 ^

k  + aAT(g－Af
 ^

k)                                                                                  (3.33) 

得る.ここで添字の k は , k 回目の繰り返し回数．すなわち，k 回目の推定値f
 ^

k に推定誤差   

(g－Af
 ^

k)に修正係数を掛けて加え，次の(k+1)回目の推定値を求める漸化式となる．ここに，

a はダンピング係数で，逐次法の収束性と収束速度を決定する．上の漸化式を SVD 分解に

よる固有ベクトルで書き直せば， 

    ∑
ｒ

𝑖=1 k+1β
 ^

ivi = ∑
ｒ

𝑖=1 kβ
 ^

i vi + aA(g－A∑
ｒ

𝑖=1 ka
^

ivi)                               (3.34) 

となる．基底ベクトルの正規直交性を考慮すると， 

     k+1β
 ^

i ＝kβ
 ^

i + aσiαi－aσi
2

 kβ
 ^

i   ,       (i=1～r)                                           (3.35) 

である．kβ
 ^

i と k+1β
 ^

i の差が十分小さくなって収束しβ
 ^

i が得られると，式(3.33)によりシス

テムの状態の最適推定が可能となる(大山(1990)参照)． 

 

(注意) この項内で記号の統一を図るために，大山(1990)の元論文と上記の式の記号は異な

っている．すなわち，元論文の U,V,u,v,α,βは,ここではそれぞれ V,U,v,u,β,α とした． 

 

様々な逆推定法．補間法： 

●式(3.25)を用いて，推定ベクトルf
 ^

を求めるには，最急降下法，共役勾配法，ヤコビ法,な

どがある． 

●連立一次方程式において，等式の数よりも未知変数が多い問題は，ill-posed problem(不良

設定問題，非適切問題, 悪条件方程式)といわれ，正規化(regulation)という枠組みなどでア

プローチがなされている.Kabanikhim 2008, Wikipedia)．非適切な問題の近似解を得る手法と

して最もよく使われるのがティホノフの正則化法 (英: Tikhonov's regularization method) であ

る． 

●多くの場合，観測値の個数(m)は，推定すべきシステムの要素数(状態数)(n)より少ない

(m<n)．このような場合の推定法として，本文(pp.974-982)では, Kalman filter について紹介

した．このほか，地球統計学の分野ではクリッギング(Kriging)法が広く用いられている．

これはこの方法の発案者である D.G.Krige (1951, 南アフリカ)が鉱山技師であったことに関

連するのかもしれない．この方法の基礎は後に(1960),フランスの数学者 Georges Matheron

により研究された． 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://en.wikipedia.org/wiki/Tikhonov_regularization


 

 

●私も，東京都後楽園庭園近傍の都市の温暖化の研究の一つとして，不規則に設けられた

極く少数の地上気温の観測値から，その観測網近辺の地上気温分布図の推定にクリッギン

グ法を応用したことがあったが，ほぼ満足すべき結果が得られた． 

また，気象現象(気温，湿度，風速など)の観測値は,普通は疎らに設置された測候所のデ

ーターとして与えられる．この 2 次元面上の疎らなデーターから，3 次元空間の気象要素

の分布を推定する方法に，Sasaki(佐々木 1958, 1970a,b; Sherman 1970)によるマスコン法が

ある．私はマスコン法を用いて，風洞での振動乱流や実河川での洪水時の乱流コヒーレン

ト構造の解明に用いて良好な結果を得たことがあった(本文 p.508)． 

 

システム制御：与えられた制御系モデルを次元の低い簡単化されたモデルで近似する問

題で SVD は, 可制御性，可観測性の尺度を測る道具として用いられる．可制御性，可観測

性が“弱い”部分を取り去っても特性にさして影響を与えないであろうとの考えである(伊理，

児玉，須田(1982)を参照)． 

 

統計学：複雑な事象の多数のデーターから，その事象を幾つかの因子，成分に分解し，

各成分の貢献度，重みを推定する方法に，因子分析，主成分分析という手法がある．SVD

はこれにも応用される(Greenacre 1984 および web-小野による)． 

 

d) SVD の参考文献 (本文 p.46 に挙げた以外のもの) 
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(Inverse and Ill-Posed Problems Series, 30) 
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https://www.amazon.co.jp/D-S-Anikonov/e/B001JXGK4C/ref=dp_byline_cont_book_1
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https://link.springer.com/article/10.1007/BF00889887#auth-1
https://link.springer.com/journal/11004
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    ___________________________________________________________ 

4) Heisenberg(1924)のポワズィユ流の安定解析 (本文 p.127) 

  この論文(Heisenberg,W. 1924 Über Stabilität und Turbulenz von Flüssigkeitsströmmen  Diss.),   

https://www.amazon.co.jp/Numerical-Solutions-Ill-Posed-Problems/dp/3659310409/ref=sr_1_fkmr2_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=Peng%2CY.%E2%80%8E+Solutions+of+Ill-Posed+Linear+Equations.&qid=1593741083&sr=8-2-fkmr2
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=11641&file_id=72&file_no=3
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=11641&file_id=72&file_no=3
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=11641&file_id=72&file_no=3
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=11641&file_id=72&file_no=3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-53703-5_55
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-53703-5_55
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-53703-5_55
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-53703-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-53703-5
https://qiita.com/Takayoshi_Makabe
https://projecteuclid.org/euclid.bams/1183502264#author-euclidbams1183502264WilliamsonJohn
https://projecteuclid.org/euclid.bams
https://projecteuclid.org/euclid.bams


 

 

Ann. Physik 74 (4): 577–627, Ann. Phys (Leibzig) 379, 577)は，Heisenberg が Sommerfeld のもと

で行った学位論文である(ハイゼンベルク, 「部分と全体」(湯川秀樹序，山崎和夫訳) みす

ず書房 1974, p.74,94)．翌年(1925)，彼は有名な行列力学論文を発表し，シュレーディンガ

ー(Rudolf Schrödinger, 波動力学 1926)と共に，量子力学の創始者とされる．シュレーディン

ガーは「行列力学と波動力学が数学的に同等である」ことを証明した． Dirac(イギリス)も

1926 年にシュレーディンガーと独立に波動力学と行列力学との間の等価性を証明した． 

  Heisenberg(1924)の計算結果の座標軸を現代流に変換して表示し，その後の他の安定解

析の結果と較べてみると，本文 p.127 に示したように両者は非常に良い一致を示している．

そこで，何故彼がポワズィユ流の安定解析を打ち切り，量子力学の研究へと梶を切ったの

かを知りたくなり，彼の自伝である「部分と全体」を調べると，和訳本の p.61 に師

Sommerfeld と共に 1922 年の初夏にドイツで行われたボーア(Bohr)の講演に出席し(p.61),

彼から「ぜひ一度コペンハーゲンのわれわれの所へいらっしゃい」(p.70)と誘われている．

「ともあれ，(著者注 当時初期量子力学の世界的リーダーであったデンマークの)ボーアを

訪問するまでにはそれからまだ一年半の時間があった．その間に，一学期をゲッチンゲン

で勉強し，流体の流れの安定性について学位論文の仕事と，それにひきつづいて行われる

試験をミュンヘンで受け，その次の一学期はゲッチンゲンでボルンの助手として過ごした」

とある(p.74). その注 1)として p.94 に「彼の学位論文は量子論とは一応無関係な古典力学

の流体の乱流におけるポアズイユの流れの安定性に関するもので，彼の師ゾンマーフェル

トゆずりの美事な数学的技巧を駆使して複雑な非線型問題を取り扱ったものであった」と

ある． 

 いずれにしても，Heisenberg は始めから量子力学の研究を目指していたのである．最初

は数学希望であったが，体よく追払(おっぱわ)られたことは，自伝や大栗(2021, p.101)に

記されている． 

 蛇足的補足であるが，19 世紀の物理学は Newton 力学や Maxwell の電磁気学が完成し，

もう遣ることがないとの空気の中，X 線，電子，ウラン等の放射性元素など全く新しい現

象が発見され，19 世紀最後の年 1900 年にはマックス･プランクが「エネルギーの量子仮

説」を提出し，20 世紀には量子力学更には素粒子物理学．宇宙論の時代へと展開する． 

 

参考文献 

大栗博司 2021 探求する精神，幻冬舎新書 

ハイゼンベルク,W. (湯川秀樹序．山崎和夫訳)1974 部分と全体．みすず書房． 

    ___________________________________________________________ 

5) 壁乱流の流速分布は，対数則か?   ベキ乗則か？ 

 最近，「対数則か?ベキ乗則か？」についての議論が盛んであるが，本文で少々触れたし，

次項でも取り上げるのでここでの記述は省く． 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%88%97%E5%8A%9B%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1926%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%8B%95%E5%8A%9B%E5%AD%A6
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6) 壁乱流の流速分布式への Lie 群論の応用－群不変量，対称性 

  平均流速分布式や変動流速の 2 次相関を，Lie 群論により N-S 方程式(レイノルズ方程式)

から導くことができる．この方法の特徴は，古典的な混合距離．幾何学的相似性．壁法則

などの仮説，現象論的仮定を必要としないことである．しかし，現在のところ群論による

N-S 方程式(レイノルズ方程式)からの乱流構造の導出はできていない． 

 

 群論に関する簡単な説明は，d)以下に述べることにし，Lie 群論から得られる結果を先に

述べる． 

 

a) 壁乱流の平均速度分布を N-S 方程式(レイノルズ方程式) から理論的に導くことは，最

初に Yajnik(1970)により Lie 群論を用いて試みられ，漸近法(asymptotic method)により「壁

法則」が導出された．これを Mellor(1972)が発展させた． 

 

近年，壁近傍の流速分布が「対数則」なのか「代数則，ベキ乗則(algebraic)」のかについ

て議論が盛んに行われているが，火を付けたのは Barenblatt(1993)である．以降，壁乱流の

流速分布が，対数則なのか冪乗則なのかの激しい議論の応酬が続いている．これについて

は本文中でも触れた．Barenblatt(1993)は局所レイノルズ数に関する「不完全相似性

(incomplete similarity)」の考えから冪乗則を主張し，良く知られている対数則は冪乗則に

従う曲線群の envelope と密接に関連することを示した． George, Castillo & Knecht(1993)は

「漸近不変性原理(asymptotic invariance principle)」これを応用し，ゼロ圧力勾配乱流境界層

の内領域と外領域の重複域はベキ乗則であると示唆している． 

  

b) Ünal, G. (1994,1995)と Ibragimov,N.H. & Ünal(1994)は，Kolmogorov の慣性領域仮説(エ

ネルギー消散の不変性)に対して Lie 群論を応用し，N-S 方程式の対称性を調べこの方程式

の解が存在することを示し，エネルギー消散率不変性のもとに結合スケール群(combined 

scaling group)を提案した． 

Oberlack (2001)は，N-S 方程式の Lie 群論解析(平均流速分布の対称性)から，壁近傍の

Karman 則(log-law)だけが唯一の有義な自己相似平均流速分布解ではなく，セットとして管

路の中央部や壁近傍,粘性底層では代数則が存在することを示した．続いて Lindgren, 

Osterlund & Johansson (2004) および Marati et al. (2006)が理論を展開している． 

Oberlack(2001), Osterlund & Johansson(2004), Marati et al.(2006)が平均流速を群不変性とし

たのに対して，She ら(2017)は応力長さ関数(stress length function)の群不変性に着目した． 

 



 

 

c) She, Chen & Hussain(2017)は，まず，レイノルズ平均方程式(RANS)の dilation-group 不変

性を確かめた後，Lie 群論の対称性解析から応力長さ関数の多層公式(multi-layer formula for 

the stress length function) を導き，(不変量に関する平均運動量方程式は閉じていないので)応

力長さとその微分に関して群不変性仮説を立て，平均剪断，レイノルズ応力，流れの全領

域にわたる平均流速の多層解析解を陽的形式で得た． 

 

Reynolds 応力 W=－〈u’v’〉は,動粘性νT を用いて  

  －〈u’v’〉=νTS= luv 2S2 

           luv=√𝑊/S 

     S =∂U/∂y 

ここに，普通は混合距離と呼ばれる luv を彼らは応力長さ関数と呼んでいる．ここでは，luv

を単なる定義として扱う．Prandtl(1925)と Karman(1930)は scaling として 

   乱流粘性底層    luv ∝ y3/2 

バファー層     luv ∝ y2 

   重複領域      luv κy 

   コアー域      luv const.  

を得ている(White 2006; She ら 2017, p.324)．この結果は，She, Chen & Hussain(2017, p.340, 

Table 1)に詳しく纏められている.  

 

このような多層構造は，運動エネルギーの平衡関係に対応している．エネルギー生産を

(SW ), 消散を(ε)，および場所的輸送効果を(Πp)とすると，平衡関係 SW＋Πp ＝εにお

いて 

   粘性底層では        SW≪εΠp 

   バッファー層では   O(SW ) O(ε) O(Πp) 

     バルク域では                    SW ε≫Πp 

  コアー層では     SW ≪εΠp 

 

この理論から，Karman 係数 κ は水路，管路，境界層(channel, pipe, boundary layer)に共通

する普遍値(universal constant)であることが導かれるが，様々な研究者により実験データー

から求められた κ 値はバラツキが大きい．これは，κ 値を求める際の範囲の選び方の違い

に原因がある(Alfrdsson et al. 2013, Segalini et al. 2013)．同一のデーター(Priston Super Pipe の

データー)を使ってさえ，研究者により κ 値は異なる．She et al.(2017)は，stress length 

function(luv=√𝑊/S, S=∂U/∂y, W=－<u’ v’>)を相似変数に選び，Lie 群論の対称性より, 恣

意的に範囲を指定する必要はなく， 

     κ＝0.452 

と決定されると結論している( She, et al. 2017, p.343). 



 

 

 乱流は，与えられた初期条件．境界条件のもとで，対称性が最大となる状態である(仮

説)． 

 しかし，この Lie 群論から得られた流速分布と付着渦理論で流れの構造とを結び付ける

こと(例えば Townsend-Perry の壁付着渦理論を拡張して)は将来の課題であると述べている． 

      ------------------------------------------- 

d) 微分方程式と Lie 群に関する入門書 

これに関しては，Oberlack(2001)は，Bluman & Kumei(1989)と Stephani(1989)を上げてい

るが，その他にも多くの参考書があり，その幾つかを参考文献欄 3)に挙げた．お節介なが

ら，「群論による微分方程式の解法」を初めて学習しようとする方のために，筆者の全く

の独断で付け加えると，手軽にこれを知るには，ドゥジン．チェボタレフスキー(2000)の

第 7 章「微分方程式の対称」で大略を掴み，その後．各人の理解度や目的に従って，更に

詳しい書に進まれるのが良いであろう．お節介序でに，群論の創始者である若き天才数学

者ガロアに関する読み物も多数あるが，筆者としてはマリオ．ヴィオ(斎藤隆央(訳)) (2007)

を挙げる． 

   

e) Lie 群解析ソフト 

Lie 群解析には種々のソフトがある．たとえば，Compagne et al.(1991)によるソフト

SYMMGRRMAX( MACXYM 1996)(<Oberlack, 2001, p.303)が利用できる. 

 

f) リー群論 

リー群論について：19世紀後半にSophus Lie(ノルウェー)は，代数式の解についての

Galois(ガロア)やAbel(アーベル)の理論にならって,個々の特殊な場合について得られていた

常微分方程式の解法を統一し，拡張することを試みた． 

 リー群論を学ぼうとすると，参考書は沢山あるのだが，何れもなかなか分かりずらい．

そこで私なりに以下のように整理してみた． 

 

1)群の定義： 

i) 積:ある集合があり，その 2 つの元(element, a,b)の間にある「演算規則(これを積と言う)」

(ab)が定義されている．この「積」は四則演算の掛け算とは限らない． 

ii) 結合則:この群の任意の元 a,b,c の間には，結合則が成立する．すなわち，(ab)c=a(bc)． 

iii) 単位元：群には，ae=ea=a を満たす元 e が存在する．この元 e を単位元という． 

  例えば，加算 

      a+e=e+a=a 

    では，e=0 である． 

iv) 逆元：群には，aa’= a’a=e を満たす元 a’が存在し，これを逆元と呼び a -1 で表す． 

  再び，加算を例に取れば， 



 

 

      a+ a -1= a -1+a=e=0 

    であるから，逆元は a -1=－a である．  

 

2)リー群 

i)リー群の定義： 

リー群の定義は,(「微分出来る群」，「正則行列や指数行列」を使うもの，「多様体」

を使うものなど) 様々になされており，これを簡潔にしかも正確に述べることは諦めた． 

リー群論により微分方程式を解く際に重要なのは，対称性(symmetry)である． 

 

ii)対称性：群の 2 つの元 x,y の間の関係式が，x,y の変換によって変わらないとき，これを

対称という．たとえば，常微分方程式 

       y’= f (x,y) 

が，変換 

       x =φ(x
^

, y
^

) 

                            y =ψ(x
^

, y
^

) 

により同じ 

                           y
^

 = f (x
^

, y
^

)          

となるとき，この変換を与えられた関係式の対称(similarity)という(ドゥジン 2000, p.203). 

iii)不変性：ある微分方程式の対称で構成される(1 パラメーター)リー群が分かっていると

き，変数変換による不変性(invariance)を用いて，その微分方程式の解を求めることができ

る．この不変性は，多数の物理変数あるいは測定値の間の関係を，(長さ，時間，質量など

の基本単位に関して)無次元化し，変数の数を縮小して表示する際の常套手段である「次元

解析法」(Buckinghum のπ定理)と関連付けられる(Bluman & Kumei 1989, Cantwell 2002)． 
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7) 後流の第 2 渦列 

 円柱の後流は，円柱の直ぐ下流の近傍域では Karman 渦列を形成するが，遠方域では渦 

列は配列を変え第 2 渦列となることが Taneda(1959)により見いだされた．そのメカニズム 

(Formation Mechanism)については 

  FM1: 後流の流速分布の不安定説 

        FM2: 渦列の合体説 

が提案され，激しい論争が続いた(第 7 章, pp.625-629)．本書では，「今のところ FM1 説が

支配的であるが，後流遠方の平均流速分布の安定配列に移行するために，渦の時折の合体

や配列変化が機能しているとも考えられる」と述べた． 

 最近 Jiang(2021)は詳細な数値実験を行い，両説とも正しくレイノルズ数によって何れの

メカニズムが機能するかが分かれると結論している．第 1 渦列(カルマン渦列)は徐々に 2

つの層状渦列(two-layered vortex street)になる．Re=150~160 では 2 層の渦列は合体する事無

く消滅し，その下流で FM1 による第 2 渦列が出現する．Re=200 では,同一符号の渦の合体

(FM2)により,第 2 渦列が形成される．中間の Re=170~180 では交互に FM1, FM2 メカニズム

により第 2 渦列が形成される． 



 

 

 

出典：Jiang,H. 2021 Formation mechanism of a secondary vortex street in a cylinder wake. J. Fluid 

Mech. 915, A127, figure 9 

   __________________________________________________ 

8)河川の縦渦についての補足 

これに関しては，本書(pp.498-501)で次の様に記した． 

1) 河川の縦渦は，洪水時の航空写真から木下良作(1967)により発見された． 

2) 河川の縦渦の存在は，地質学的な河床地形の痕跡からも多く確認されている． 

3) 室内実験では，同一人が同一水路で行った場合にさえ，縦渦は出来たり出来なかったり

する． 

4) 数値シミュレーションでは，縦渦の生成の成功例は中々報告されなかったが，最近鈴木．

木村．清水(2015)により縦渦のシミュレーションが報告された． 

5) 実河川における詳細な実測が報告されるようになった． 

6) 縦渦生成の理論には，林.山田(1977), 黒木.岸(1981), Galleti & Bottaro(2004)があり，後者

(G & B)は水路断面のアスペクト比(水路幅／水深)が大きいほど，渦列が出来やすいこと

を指摘している． 

 

 ここで，2,3 の補足的な点を記述する． 

a)この縦渦は，平板に沿う境界層，管路，チャンネル流に見られるヘアーピン渦，渦対 

とは全く異なる．これらの渦は横一列に連続して並ぶことはないし，スケールも水深，境

界層厚さよりも小さい．開水路の縦渦は，寧ろ風により海上や湖上に風の方向に連続して



 

 

並ぶラングミュアー渦に似ている．しかし，私の知る限りでは，河川の縦渦とラングミュ

アー渦の発生のメカニズムについて比較した論文は知らない． 

b)なお，縦渦に関する先行関連論文として林.山田(1977)は，古屋他(1971)があると記してい

る． 

しかし私は，縦渦に関する古屋らの文献は，開水路の縦渦とは別もので，「境界層の遷

移過程で現れる」Klebanoff et al.(1962, JFM)の peak-valley 構造(「乱流の科学」pp.104-106)

であると思う．これについては，丁度この頃(Klebanoff 論文が発表されて間もなくの 1970

年台)，谷先生のセミナーでも peak-valley 構造について屡々議論された． 

c)一方，林．山田論文(1977)は，開水路の縦渦を不安定理論で説明した最初の論文だろう． 

 

・古屋善正.大阪英雄 1971 二次元的乱流境界層の横方向不均一性，第 1 報(横方向の流 

  速分布の特性)，日本機械学会論文集 40 巻，339 号, 3047\3053.   

・古屋善正.中村育雄.大阪英雄.本田英雄 1971 二次元的乱流境界層の横方向不均一性 

    第 2 報(壁面摩擦応力と流れ場)，日本機械学会論文集 40 巻，339 号, 3054-3060. 

・古屋善正.中村育雄.大阪英雄 1973 二次元的乱流境界層内の定常な縦渦の構造，第 5 

    回乱流シンポジウム 

・古屋善正．中村育雄.大坂英雄.清水徹 1975 二次元的乱流境界層の横方向不均一性 

  (第 III 報) 突起による縦うずと干渉．日本機械学会論文集 41 巻 352 ,3497-3505. 

・林 泰造,山田 正 1977 開水路における縦渦の形成に関する研究, 水理講演会論文集 

  Vol 21 ,245-253. 

 

d)このような水深規模の大きさの渦列の発生には，水路断面のアスペクト比が大きいこと

が必要で，洪水時以外の平常時の河川流は流量が少なく水位は低く川は幅の狭い低水路を

流れるので，日本の河川では平常時に縦渦は見られないのであろう． 

e)本文(p.500)でも記したように，層流で自由表面なしの場合であるが，水路断面のアスペ

クト比が大きい場合に縦渦列が発生しやすいことが，Galletti & Bottaro(2004)により示され

ている．このことは，d)の私の予想を裏付けている． 

e)開水路での縦渦の発生には，水面が自由表面であることも重要なのではないかと，私は

考えている．というのは，次の様な経験があるからである．火力．原子力発電所ではコン

デンサーの冷却用の温排水を海に放出する．この温排水の拡散範囲を数値計算した際(現．

三菱総研の羽生君との仕事)，水面を一定高さの自由滑り面とした場合は温排水が余り広が

らずに実験や実際とは合わないが，水面水位を自由表面にすると，水位の変化は実スケー

ルでほんの数 mm~cm に過ぎないのだが，温排水の広がりが大きくなって実際を説明でき

た． 

http://library.jsce.or.jp/jsce/syosi/i5/ID409875.html


 

 

 残念ながら，この結果は論文として発表していない．理由はハッキリとは憶えていない

が，解析した場所が実在の原子力発電所であったので，コンピューターによる予測結果の

信頼性が問題化するのを避ける為だったと思う． 

 羽生君との仕事で発表したのは，乱流モデル LES(Large Scale Simulation)を用いた数値シ

ミュレーション結果で，LES を用いたシミュレーションとしては早い時期である． 

 

9) 壁乱流におけるエネルギーの順カスケードと逆カスケード 

壁乱流の様々なスケールの渦の発生メカニズムは，乱流の自己維持機構と関連して壁近

傍域に関して，1990 年~2001 年の主に 4 つの論文(Jimenez & Moin 1991, Hamilton et al. 1995, 

Jimenez & Pinelli 1999, Kawahara & Kida 2001 )により，解明されてきた．その後，壁乱流の

内部域での渦のスケール間の順カスケード(Richardson-Kolmogorov cascade)や逆カスケード，

および内部域と外部域間のエネルギー輸送について論じられるようになった． 

Kawata & Alfredsson(2018)は，Reynolds 方程式のスケール分解(Scale decomposition)により，

Couette 流での逆カスケード－小さな渦から大きな渦へのエネルギー輸送－が行われること

を示した．最近，Chan, Schlatter & Chin(2021)は，これを境界層の場合に拡張し逆カスケー

ド機構を論じている．このメカニズムについて，彼らは，(定性的に)ヘアーピンの成長お

よび TNTI(Turbulent Non-Turbulent Interface)によると説明している． 

なお，等方性乱流においても逆カスケードが起こっているが，これは小さな渦の合体よ

り起こり，3D(3 次元)では順カスケードの方が逆カスケードよりも僅かに多く，結果とし

て順カスケードとなることは，本著で述べた． 

最近，Goto-Kida-Kawahara-Motoori らは，逆方向に回転する 2 本の平行渦の場で，それら

と直角方向に大きさがほぼ 1/2 の渦が発生し，エネルギー･カスケードがなされることを示

している．一方，Johnson(2021)は，vorticity stretching-strain によるエネルギー･カスケ

ードについて記している．   
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乱流におけるエネルギーcascades 

 

．経緯：等方性乱流のエネルギーcascadesについて，GOTOは数編の論文で，anti-parallel 

vortexがそれらに直角方向の1/2 scaleの渦を生み出すことを示している. 

これを見て私は直ぐにshear layerの横渦の発生とそれらに垂直方向に横渦に巻き付く様に発

達するrib構造を思い出した．これは渦剪断層の不安定により発達するとして説明が出来る．

しかし，anti-parallel vorticesの場合には剪断層が発達するか分からないので，数値シミュレ

ーションで確かめようとし，programとCGに図化ソフトFLSを使う所までは出来たが，細

かいメッシュで計算する所で躓いている． 

一方，購読しているJFMの論文にも目を通す様にしているが，最近のJFM論文でcascade

過程に関連すると思われるChan et al.(2021)が目に止まった．このIntroduction を読んで，更

にLozano-Duran & Jimenez(2014)が壁乱流のenergy cascadeを詳しく論じているのを知った． 

最初にも述べたように，本書の校正は5校までしたが，実際に新しい結果を紹介する原稿

を補足したのは(出版社にこれ以上の迷惑は掛けられないと思い)3校迄である．著者校正が

終わり，一巡して再び次の著者校正がくるまでは略一年～一年半を要したから，本書は実

質2014～2015までの研究の紹介である．そこで，境界層のcascade過程に関連するChan et 

al.(2021)が目に止まった．このIntroduction を読むと，Lozano-Duran & Jimenez(2014)が更に

詳しく壁乱流のenergy cascade過程の研究を紹介している．これを参考に，著者の考えも補

足しつつ，乱流の,特にこれまで余り詳しく論じられて来なかった壁乱流のenergy cascade過

程研究史について整理してみる． 

 

1) (壁)乱流のコヒーレント構造研究のはじまり 

Corrsin & Kistle(1954)…wakeのphoto, coherent structureの指摘 

Theodorsen(1952)…壁乱流，hair-pin vortex model 

Hama(1966,1967)…streakのphoto 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=F.%20Thiesset&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20Danaila&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/illusion-of-a-kolmogorov-cascade/1339940909C1B484CBBEEC5BF4965F79


 

 

Kine & Runstadler(1959)…burstingの指摘 

Kline et al.(1967)…streak, bursting, JFMでの発表 

Corino & Brodkey(1969)…ejection & sweep 

Brown & Roshko(1974)…large coherent structures in free-shear layer 

2) コヒーレント構造の定性的検出(熱線計) 

Wallace, Eckemann & Brodkey(1972)…4象限分類法 

Willmarth & Lu(1972) …4象限分類法 

Blackwelder & Kaplan(1976)…VITA(variable interval time-average), コヒーレント構造の 

                                             1次元的検出，ramp状信号 

Bogard & Tiedermann(1986)…ejection 

3) ヘアーピン．モデルとejection-sweep運動 

   Adrian(1991) 

      Robinson(1991) 

4) Cluster構造 

      Moisy & Jimenez(2004)…clusters 

     Tanahashi et al.(2004)…clusters 

     Del Alamo et al.(2006) 

5)  

     Lozano-Duran, Flores & Jimenez(2012)…generalized three-dimensional quadrant analysis 

     Dennis & Nickels(2011a,b) 

6) 対数層，高レイノルズ数 

Mizuno & Jimenez(2013)…壁無しの壁乱流 

   Kwon & Jimenez(2021)…孤立対数層 

7) 順カスケードと逆カスケド 

Kawata & Alfredsson(2018)…plane Couette flowの逆カスケド 

Chan, Schlatter & Chin(2021)…境界層流の逆カスケド 

 

本書では，6) Mizuno & Jimenez(2013)の「壁無しの壁乱流」までは紹介できた． 

   __________________________________________________ 

[メモ] 2021.7.28 

2021年2月末から，乱流エネルギー．カスケード．プロセスについてのGotoのanti-parallel  

モデル計算を始めた．さらに，同時進行でJFM 新着論文(特にcascade関連)を読む事も続け

ている．身体の不調はないのだが，中々進まない．仕事が進まないのは，これらの仕事は

密接に関連していて，乱流構造とは直接の関連はないと思われていた(一様等方性乱流の速

度変動の相関に関する)Karman-Howarth理論が，Hillの論文(2002)により拡張，一般化され



 

 

たことにある．まず，Hill論文を理解しなくてはならない．これについては次の事項10)で

述べる．ここらで少し整理しよう． 

．相関型で示されているので分かり辛いが，scaleが大きいと言うのは，separation distance r 

が大きくても，高い相関と示す範囲であり，スペクトル型では，波数kの小さい領域のこと

でああるが，physical spaceでの形は分からない． 

．高い相関と示す範囲とか，あるいは波数の小さい領域は，physical spaceでどんな形を持

つのだろうか？渦？coherent structure ? cluster? Sheet? etc? 

．スケールの大きな乱れから小さな粘性領域へのエネルギーが，物理空間でvortexを介し

て行われるのは当然と思っていた．スケールの大きな乱れは乱流構造研究の初期には「ヘ

アーピン渦」のみが注目されていたが，実験手法が進歩するにつれ段々疑問を呈する人も

現れ，一時は「ヘアーピンは幻か」と言う人までいたが，現在ではヘアーピンを含め様々

な形を持つと考えられている．佐藤浩教授(故人)は嘗て「(乱流データーやそれから抽出さ

れる画像には) 探せば何でもある」と言っていた． 

私の疑問は「スケールの大きな乱れから，どんなメカニズムで細長い渦vorticesが生まれ

るのだろうか」ということである．恐らくshearの強い場が出来れば，そこでsheetが出来，

捲れ上がってvortex or vorticesが出来るのであろう． 最近の論文では，内容の紹介はしなか

ったが，Johnsonの一連の論文がある． 

   __________________________________________________ 

 以下の 3 項―10),11),12)―は Thiesset,F. & Danaila,L. 2020 ‘The illusion of a Kolmogorov 

cascade’. J. Fluid Mech. 902 に触発されて書いた．75 年にも亘って乱流コミュニティに君臨

してきた Kolmogorov 則に，今新しい光が当たり始めた．寧ろ，Kolmogorov 則の「解剖」

と言っても良いだろう．その下地になっているのは，Hill(2002)の乱流相関に関する

Karman-Howarth(1938)理論の一般化=Dynamic theory で，この理論式を用いて，実験値(PIV

による)や DNS データーの詳細な解析が行われるようになった． 

   __________________________________________________ 

 

9a) Richardson(1922)の「渦の詩」について 

    乱流のエネルギー輸送については，Kolmogorov(1941)以前に Richardson(1922)の「渦の詩」

があり，しばしば引用される．Richardson のこの詩をはじめて紹介したのは，石原(1993)に

よれば，Batchelor & Townsend(1949)であるという．Richardson の元の「詩」はさりげなく

1 行の散文体で書かれているが，ここ(B & T, 1949)では，詩は現在の多くの場合のように分

かち書きで書かれている． 

 

本題とは違うが，言葉の難しさを,この詩を例に以下に述べる．乱流現象の大課題であっ

たエネルギー．カスケード(乱流エネルギーの輸送過程)について Richardson(1922)の詩(本文

p.200, Richardson 1922, p.66)の最初の行は， 



 

 

Big whirls(1) have little whirls(2) that(3) feed on their(4) velocity, 

である．括弧内の数値は，私が説明のために付けたものである．原文は上の様に改行無し

書かれているが，普通は下のように 2 行の分かち書きで書かれることが多い． 原文の

that(3)は大文字として，しかもその前の whirls(2)の後にコンマ(,)が打たれている． 

    Big whirls(1) have little whirls(2),  

That(3) feed on their(4) velocity, 

問題は分かち書きの(3)の That(T は大文字)が何を指すかである．普通に考えると

Richardson の原文の that は関係代名詞だから，その直前の little whirls(2)と考えられるが，

Richardson の後にこの過程を定式化した Kolmogorov(1941)その他の研究から考えると，分

かち書きされた詩の that が大文字(That)なのと，その前の行の最後にコンマ(,)が打たれてい

る点を考慮すれば，That(3)(単数形であるのが気になるが,続く動詞は複数であり)は Big 

whirls(1)と考えられる．そして their(4)は little whirls(2)である． 

一方， Hunt et al.の改詩((2010, p.81)は，2 行の分かち書きで， 

   Great whirls gobble small whirls 

      And feed on their velocity; but 

   Where great whirls grind, they also slow, 

              And little whirls begin to grow, 

-  Stretching out with high vorticity   

Up to the limit of viscosity. 

と書かれている．ここでは，2 行目の述語 feed の(省かれている)主語は明らかに Big whirls

を指しており，(従って Hunt らは Richardson の原詩の that を Big whirls と解釈しており，元

の訳文(本文 p.200)は正しくて， 

‘それ等の大渦はその小渦の(小渦に)速度を供給している.’ 

となる．  

あるいは，逆に，Richardson の原詩(1922)の that(3)が関係代名詞で little whirls(2)を指して

いるととれば，their(4)は Big whirls(1)になる．そこで，素直に that(3)を関係代名詞として

little whirls(2)ととれば，訳は 

’ それらの小渦は大渦の速度を食っている.’ 

となる． 

これは文中の’feed on’がどう言う意味なのかにも関わる．’feed on’には「養う」，「（食

べ物などを）与える」，「～を餌にする」，「食っている」なのかの違いがある．いずれ

にしても，初版本の p.200 の訳(赤字)も，上の訂正訳(緑色字)も内容的には，誤りではない． 

   なお，Hunt は Richardson の又甥(great nephew, マタオイ,甥の息子)である． 

Richardson の「渦の詩」は，ガリバー旅行記の著者 Swift の「蚤の詩」のパロディである

ことも知られている．しかし，Richardson(1922,p.66)ではこのことに触れられていない．私

も早い時期からそのことを知っていたが，何処でそれを知ったのか思い出せない．Swift の



 

 

「蚤の詩(On Poetry: A Rapsody の 1 節)」は彼の晩年(1733)のもので，詩人というのはノミ

みたいなものであるということらしい(石原 1993>村上 1973)． 

          So, nat’ralists observe, a flea 

          Has smaller fleas that on him prey, 

          And these have smaller still to bite’em. 

          And so proceed ad infinitum. 

   ―――――――――――――――――――――――― 

 この Richardson の「渦の詩」は，Kolmogorov(1941)により統計的観点から導かれた乱流

エネルギーの cascade process の前駆的記述であり，今日では大変有名になったが，元々は

天気の数値予報に関する Richardson の先駆的著書’Weather Prediction by Numerical Process’ 

(1922, p.66, Cambridge U.P)に雲(積雲，積乱雲)の変化の様子として，次のように地の文とし

て分かち書きではなく書かれている． 

We find that convectional motions are hindered by the formation of small eddies resembling those 

due to dynamical instability. Thus C.K.M. Douglas writing of observations from aeroplanes remarks: 

“The upward currents of large cumuli give rise to much turbulence within, below and around the 

clouds, and the structure of the clouds is often very complex”. One gets a similar impression when 

making a drawing of rising cumulus from a fixed point; the details change before the sketch can be 

completed. We realize thus that: big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little 

whirls have lesser whirls and so on to viscosity―in the molecular sense. 

  Thus, because it is not possible to separate eddies into clearly defined classes according to the 

source of energy; and as there is no object, for present purposes, in making a distinction based on 

size between cumulus eddies and eddies a few meters in diameter….  

  また，Richardson はそれ以前から，乱流のエネルギー源について関心を持っており，それ

に関する論文も書いている． 

 

論理的とされている英語でさえ(前後の状況が分からなければ)このように混乱が生じる．

私は東工大定年後，私立の文系学部に移った．その学部には沢山英語の教師がいたので，

かねてからの気になっていた Richardson の「渦の詩」の前 2 行について，前述の疑問点の

説明を御願いしたが，彼らも分からないということであった．また，私は東工大勤務時の

一時期は統計学も教えていた．その時講義した有名な「Bellman の最適性原理」は，式で

書くと簡単で意味はすぐ分かるが，これを言葉(英語)のみで表現すると，構文が複雑に入

り込んで何が何だか分からなくなる．英語の教師に試しに Bellman の最適原理を英文で表

現した文の訳を御願いしたが，逃げられてしまった．  
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10) HillのExact Theory－Kolmogorov理論の力学的導出 

―相関関数，構造関数の厳密な導出とその周辺 

10.1 乱流研究の流れ 

Hagen(1840頃の諸論文)やReynolds(1883)による‘乱流の発見’以来の乱流研究の歴史は，次

の様である． 

･一次モーメント：乱流速度変動の1次モーメントの説明，つまり平均流速分布の理論から

始まる．この問題は1930年頃に，ドイツのPrandtl, Karmanによる‘混合距離理論’や‘力学的相

似理論’による‘log-law’(対数則)理論で解決された．尤も，その後‘混合距離理論’は実際の乱

流現象と懸け離れているとの批判を受け， ( ‘混合距離理論’的記述は教科書を除いて少なく

なり) 現在では幾つかのlog-law理論が提示されている．これに関しては，「補遺 5), 6)」に

記した． 

･二次モーメント：それに続いて2次モーメント，相関関数あるいは構造関数(structure 

function )やそのフーリエ変換型であるスペクトルの理論の時代となった．乱流統計の扉を

開いたのはイギリスのG.I.Taylor(1935)であるが，画期的飛躍は第2次世界大戦中に発表され

たソ連のKolmogorov(1941)の ‘局所等方性’の理論によってなされた．これにより，2次モー

メントであるスペクトルの-5/3乗則や構造関数の2/3乗則，3次モーメントの4/5法則が得ら

れた(本著 p.203)．このKolmogorov理論は乱流の統計的プロセスの考察から導かれた理論で

ある． 

･Kolmogorov則：Kolmogorov理論によるスペクトルの-5/3乗則や構造関数の2/3乗則，3次モ

ーメントの4/5則は，次のようである(Monin & Yaglom (1975, p.353, 355, 348), Batchelor(1953, 

p.122)． 

                      E(k) = Ck〈ε〉2/3 k -5/3                     (L≫r≫η)                                  (10.1) 

     < [δu(r)] 2> =C〈ε〉2/3r2/3                           (L≫r≫η)                                  (10.2) 

< [δu(r)] 3> =－(4/5) 〈ε〉r              (L≫r≫η)                                  (10.3) 

ここに， 



 

 

      η=(ν3/〈ε〉)1/4                                                                                 (10.4) 

･Dynamic Theory：最近になって，Kolmogorovの統計的次元的考察による理論を，流体力

学の基礎方程式であるNavier-Stokes eqs.から導き出そうとする努力がHill(2001,2002), Yakhot 

(2001)によってなされた．それは，元々は乱れが一様等方性である場合に，乱流統計量(2

次モーメント以上の相関関数)をNS eqs.から導くKarman-Howarth理論(1938)の一般化で，

Karman-Howarth-Monin-Hill理論と呼ばれる(注1)．なお，Karman-Howarth理論がKarman-

Howarth-Monin理論とも呼ばれることがあるのは，Monin & Yaglomのテキスト(1975,p.403)

にMonin理論(1959，K-H理論を非等方性の場合に拡張)として引用されていることを考慮し

たためである(Frisch 1995, p.79)(注2,3),(注4)． 

 

(注1) 「補遺 ver. 4」が仕上がって，書店のHP掲載のため送ろうとしていた時に，日本流体

力学学会誌「ながれ」の40巻4号(2021)が届いた．この中で米田剛さんらが，手法は異なる

ものの，(一様等方性乱流の)「渦の引き伸ばし過程」によるKolmogorovの-5/3則の成立を数

学的に導いたことを知った(Yoneda, Goto & Tsuruhasi 2021)．しかし，Hill式からKolmogorov

則を一般的なexact solutionとして与えたGomes-Fernandes et al.(2017)と同様に，自己相似性

とスケールの局所性を仮定している．詳細は参考文献欄の元論文を参照されたい． 

 

(注2) Moninは日本ではモーニンと発音される．私は若い頃彼に会った事があるが，周りの

雑音のため十分な話ができなかった．似た様な名前の人にMoin(モイン)がいるが，彼はイ

ラン出身のアメリカ．スタンフォード大学教授で，乱流の数値シミュレーションで著名で

ある．Moninより一，二世代若い． 

 

(注3) Heisenberg(1948)は，第2次世界大戦直後に(連合国側から，ナチス．ドイツの原爆開発

事情に関して聴取をされるために)イギリスに滞在していたが，その時にTaylorやBatchelor

からKolmogorov理論を知らされ，NS eqs.から速度変動エネルギー.スペクトルを導く論文を

発表している(Batchelor 1959, p.128 ). しかし，その論文が流体力学の基礎方程式からの

Kolmogorov理論の導出として引用されることは殆どない．恐らく，理論の展開の過程で幾

つかの仮定を用いているためであろう． 

 

10.2 相関関数と構造関数の定義 

Karmann-Howarthの相関関数とKolmogorov, Monin & Yaglomの構造関数は定義が異なるの

で注意が必要である．相関関数は2点間の乱流流速変動u(x)とu(x+r)の相関であり，構造関

数は乱流の2点間の流速変動差( u(x)―u(x+r) )のモーメントである．乱流場の2点xおよび

x+rの乱流速度成分(u,v,w)の組み合わせの中で最も簡単な組み合わせ，r (ベクトル)方向の



 

 

変動速度成分u(x), u(x+r)について記せば，(uはr方向の速度でローマン，x, rはゴシック)二

次と三次の相関係数 f(r), k(r)および構造関数δu2,δu3は，それぞれ次のようである． 

                               ________   ＿ 上付きバー 

･相関係数  f(r)  = u(x)u(x+r) / u2 =< u(x)u(x+r) / u2>                                             (10.5) 

                               ___________   ＿ 上付きバー 

                    k(r) = u(x)u(x)u(x+r) / u3 =< u(x)u(x)u(x+r) / u3>                               (10.6) 

 

･構造関数 δu2 =<(u(x)―u(x+r))2 >=< u(x)2＋u(x+r)2―2 u(x) u(x+r)>                (10.7) 

                  δu3 =<(u(x)―u(x+r))3 >=<( u(x)2＋u(x+r)2―2 u(x) u(x+r))( u(x)―u(x+r))> 

                                                                                                                                    (10.8) 

･相関関数と構造関数の関係 

一様性を仮定すれば，相関係数と構造関数の関係は次のようになる． 

      δu2 =< (u(x)―u(x+r))2 >=2< u(x)2― u(x) u(x+r) > 

                  δu2/u(x)2 =2―2< u(x) u(x+r)>/ u(x)2 =2―2f(r)                                     (10.9) 

                               __ バー は u3(x)の上付き 

                  δu3=6u3k(r)                                                                                             (10.10) 

ここに，u(x+r)は位置x+rにおけるr方向(longitudinal)の速度成分を意味する．それを明確に

するためにup(x+r)または uL(x+r)と表示することもある．ここに，下付符号 p, Lはr方向

(parallel, longitudinal)を意味する． 

 

Monin-Yaglom(1975)では，相関と構造関数について, 

     BLL(r,t) =< u(x,t) u(x+r,t)> 

                    DLL(r,t) =δu2 =<(u(x,t)―u(x+r,t))2 > 

の表記も使っているので，f(r)およびk(r)との関係を(記号は本文の式に従って)表示する. 

______     ___           全体に上付きバー) 

DLL(r)  = (△r uL)2 = up
2[2― 2f(r)] ,                                                       (10.11) 

     DLL(r,t)=2[BLL(0,t)]―BLL(r,t)] 

同様にして，3次相関については(MY 1975, p.83, 94, 103, 396)， 

                    DLLL(r,t)=6BLL,L(r,t)                                                                                (10.12) 

_______   __       (全体に上付きバー) 

 DLLL(r) = (△r uL)3 =6 up
3 k(r) ,                                                             (10.12a) 

ここに，△r u=u(x+r,t)―u(x,t) ，BLL,L(r,t) =u(x)2u(x+r)である(Monin & Yaglom 1975, p.352)． 

また，上付きバーと＜＞は共に平均を表す(注)． 

(注) Monin & Yaglomのテキストでは，構造関数について幾つかの表記が混在しているので，

注意が必要である． 



 

 

10.3 Karman-Howarth式とKolmogorov則 

本書では，専ら「乱流構造について述べる」との方針から，乱流統計については(既に幾

つかの成書もあるので)殆ど記述しなかった． 

しかし上述の様に，統計的(statistically)論点から導かれたKolmogorovの理論を，流れの基

礎方程式であるNavier-Stokes方程式から力学的に(dynamically)に導くことが, Hill(2001,2002)

により最近行われたので，この観点から以下に補足する．Hill式に基づいて，幾つかの一

様等方性ではない複雑な乱流場の統計量の評価が，Vassilicos,J.C.グループにより行われて

いる( 10)項の最後の参考文献を参照)． 

 

10.3.1 Karman-Howarth式と完結問題       

Karman-Howarth式(1938)は, NS方程式から導かれた乱流速度変動の相関の理論式で，乱

流統計理論の華やかな時代に提出された. この式は単純化理想化された等方一様性(isotropic 

homogeneous)の乱流場で次の様である(Batchelor 1959, p.100, Frisch, 1995,p.28, Pope 2000, 

p.202), 

  

           ∂u2f(r)/ ∂t =u3(∂/∂r+4/r)k(r)+2νu2(∂2/∂r2+(4/r) ∂/∂r) f(r)                     (10.13) 

 

         ∂u2f(r)/ ∂t ― (u3/r4) ∂(r4k) / ∂r＝ (2νu2/r4) (∂(r4∂f/∂r) /∂r)          (10.13a) 

 

ここに，f(r)は2次相関係数(Batchelor 1959, p.46)，k(r)は3次相関係数(Batchelor 1959, p.53)で

ある．これらを，MY(Monin-Yaglom)表示で示すと次式である．         

  __       __________ (全体に上付きバー) 

          up
2 f(r)=  up(x)up(x+r)   =BL,L                                                         (10.14) 

      __       __________ (全体に上付きバー) 

   up
3 k(r) = up

2(x)up(x+r)  =BLL,L                                                        (10.15) 

 

式(10.13)は，2次相関係数 f(r)を求める為には更に高次の3次相関係数 k(r)が必要であり，

それを求めるためには，さらに高次の相関が必要であると言う完結問題(closure problem)

となっている．この問題を解決したのが，次元的考察から導かれたKolmogorovの理論であ

る． 

Karmam-Howarth式は，Kolmogorov(1941)理論より早く，1938年の発表である．Karman-

Howarth式は相関型で表示されているが，これは，spectrum型で表示し得る(Deissler 1961, 

p.1190, Frisch, 1995, p. 83)．  



 

 

    3次相関kに関するKolmogorovの-4/5則( 式(10.3), 後述の式(10.28) )は，K-H-M式から導け

る(Frisch 1995,p.76, 85, Duchon & Robert 2000, p. 254). 

 

10.3.2 構造関数によるKarmam-Howarth式の表示 

Karmam-Howarth式(式(10.13, 10.13a))は, 構造関数により次式のように書き換えられる

(Kolmogorov 1941b, Pope 2000, p.203, 204). 

 

∂DLL/∂t+(1/3r4) ∂(r4DLLL)/ ∂r = (2ν/r4)(∂r4∂DLL/∂r)―(4/3) ε    (10.16) 

 

上式を積分して，次式が得られる．  

 

 (3/r5)∫
𝑟

0
 s4(∂DLL(s,t)/∂t )ds =  6 (ν∂DLL/∂r) ―DLLL―(4/5) εr            (10.17) 

 

(上の2つの式(10.16), (10.17)の最右辺の係数 (4/3), (4/5)の違いは，誤記．誤写では無い.)  

 

局所等方性の乱流場では，上式(10.17)の左辺はゼロで，慣性領域では右辺の粘性項が無

視できるから，3次の構造関数は， 

    DLLL ＝ ―(4/5) εr                                                                          (10.18) 

(Kolmogorovの4/5則)となる．式(10.18)は，すぐ後にDynamic theoryから導く式(10.28)と同じ

であるが，K-H式の条件(一様等方性)のもとに得られている． 

 

10.3.3 構造関数によるKolmogorov則 

Kolmogorov(1941)は，乱流場の大スケールℓと小スケールη（Kolmogorov scale）の間の

スケールr (ℓ≫r≫η)について，「局所等方性(local isotropy)」が成立するとして次元的考

察から，構造関数(structure function)と名付ける2点間の速度差の形で，2次構造関数(相関

係数 f(r)に対応) および3次構造関数(相関係数 k(r)対応)を，次式の様に与えた．（以下の二

式は本書 p.203にも既に記した(注))． 

 

DLL(r)= ＜[δuL(r)]2＞ =C＜ε＞2/3r2/3    (ℓ≫r≫η)  (MY 1975, p. 353, 593)    (10.19)          

          DLLL(r) =＜[δuL(r)]3＞ =(-4/5)＜ε＞r       (ℓ≫r≫η)  (MY 1975, p.397)            (10.20)     

ここに， 

    δuL(r) = u(x)―u(x+r)                                                                               (10.21) 

式(10.19)はKolmogorovの-5/3 power spectral lawの構造関数表示であり，式 (10.20)は3次構

造関数でKolmogorovの-4/5 lawと呼ばれる． 



 

 

 Kolmogorovの統計的理論から,完結問題である式(10.9)のk(r)が式(10.19)と分かり，これを

式(10.9)代入し積分すれば，2次相関f(r)が求まる．あるいは，2次相関係数f(r)と構造関数

DLLの関係は式(10.11)であり，DLLは式(10.18)ゆえ，2次相関f(r)が次のように求まる． 

  f(r)   =1―C’＜ε＞2/3r2/3/ u(x )2                       (10.22) 

 

(注)なお，本文p.203の出典はKaneda & Morishita (2013，p.3,6)であり， (10.19),(10.20)の左辺

はB2
L, B3

Lとなっている． 

 

10.4 Karman-Howarth式の一般化―Karman-Howarth-Monin-Hill方程式―と

Kolmogorov則のDynamic theoryによる導出 

Karman-Howarth式は等方一様性(isotropic homogeneous)乱流場について求められたもので

ある．これを一般化したのがYakhot(2001)とHill(2001)である．Yakhot(2001)は発生関数

(generating function) Z=<eλ. △ur>から，Hillは, NS方程式から直接的に行った (Kurien & 

Screenivasan 2001). 

Hill,R.D.は, Kolmogorov則，乱流統計(構造関数) ，Karman-Howarth式について(1997), 

(2001), (2002a,b)と立て続けに論文を発表している．その総仕上げと言うべき論文がHill 

(2000b, JFM)である．ここで彼は，乱流変動の２次構造関数(second-order structure-function)

について，その 

(i) アンサンブル平均 

(ii)時間平均 

(iii)空間平均 

の厳密解をNS方程式および非圧縮性の条件から導いている．(i)は理論的な研究に, (ii)は実

験データに, (iii)はDNS(直接数値シミュレーション)データの研究に対応する．Kolmogorov

流の統計的考察からの理論に対して，Hillの式は力学的理論(dynamic theory)と呼ばれる． 

 これらの理論を纏めてKarman-Howarth-Monin-Hill式と呼ぶ．Karman-Howarth-

Monin-Hill方程式から力学的にKolmogorov則―Kolmogorovの相関(構造関数)の-4/5則(3次相

関), 2/3乗則(2次相関)およびスペクトルの-5/3power law―を求めることができる． 

 

10.4.1 乱れエネルギーの輸送方程式 

乱れエネルギーの輸送方程式は，乱流理論の基礎的な重要な式であるので,乱流に関する

テキストには必ず記されている．本書でも幾か所かで輸送方程式の各輸送項の分布図を示

したが ，式そのものは本の最後の方のポリマーの所(p.793)で述べただけであった．これは

乱れエネルギーの輸送方程式は, 「乱流構造」ではなく，寧ろ「乱流統計」に入るとの考

えによる． 



 

 

 

10.4.2 Karman-Howarth式の一般化と Kolmogorov式のDynamic Theory  

乱れエネルギーの輸送方程式も乱れの相関関数，構造関数(KHMH式)も,ともに流体力学

の基礎方程式(NS方程式)に非圧縮条件を考慮して，標準的な数式処理(standard mathematical 

manipulation)で導かれる．Karman-Howarth-Monin-Hill理論は，Karman-Howarth式とは異な

り，homogeneityやisotropyの仮定を必要としない. Hill論文は様々なケースについて包括的

に述べられており，記号も煩瑣であるので，以下はGomes-Fernandes et al. (2015,  p.677)より

引用する． 

基礎方程式(NS eqs)から導かれる2次の構造関数( δui)2 = δq2(乱れエネルギー)について, 

Karman-Howarth式の一般化式(Dynamic Theory)は(Hill 2002, Marati et al. 2004, Danaila et al. 

2012, Valente & Vassilicos 2014)， 

            

      

 

(10.23) 

 

となる．ここに，δuk≡uk-u’k,  δp≡p-p’. 上式の右辺の各項は， 

：乱れの生産項． 

：   Xに沿うδｑ２≡(δui)2の乱流輸送． 

：Xに沿うδpの乱流輸送． 

     ：粘性拡散 

：Xに沿う物理空間での粘性拡散 

：2点における乱流エネルギー消散の和の2倍．ϵ*=(ϵ +ϵ’)/2. 

 

10.4.3 右辺各項の大きさの検討 



 

 

    2 点間距離 r が十分小さい場合，平均流速度で移動するフレームで見ると，場は局所統

計的に一様(homogeneous)と見なすことができ，上式の右辺の 4Dν, 4ϵ*以外の項は省略し

うる．更に，レイノルズ数が十分大きく，r が 粘性拡散が無視できないスケールより十分

大きく大きければ(l≫r≫η)，粘性拡散項 4Dνも無視できて，従って，(10.22)は次式とな

る． 

  

(10.24)                                                      

 

結局，残るのは， 

 

 

：この項は流れが統計的に定常であると時間平均は消える． 

：この項は平均流によるδｑ２(X, r)の輸送を表し，統計的一様場では ． 

：非線エネルギー輸送項 

 

：統計的に一様ならばこの項は4εに等しい． 

 

(v)また，統計的一様性から 

      ：平均流によるエネルギー輸送項で，4Π(X,r)と同じ．消すことが出来る． 

 

10.4.4 Kolmogorov則(－5/3乗則, 2/3乗則, 4/5則)のDynamic Theoryからの導出 

 Kolmogorov(1941)の平衡仮説によれば，レイノルズ数が十分大きい場合， r が十分小さ

いと，δq2の変化の特性時間は一様乱流の減衰の特性時間より十分小さく， 

 

 

(10.25) 

 

従って，式(10.24)は非線型エネルギー輸送と粘性消散の平衡を導き,次のように

Richardson-Kolmogorov cascadeとなる. 

                                       



 

 

(10.26) 

 

上式はエネルギー輸送がrによらず一定でエネルギー消散率∊に比例することを表して

おり, 次元解析による2次の構造関数の2/3乗則およびスペクトルの－5/3乗則に他ならない

(Gomes -Fernandes, Ganapathisubramani & Vassilicos, 2015, p.678). 

式(10.26)をrに付いて球上で積分し，Gaussの発散公式を用いれば次式を得る(Nie & 

Tanveer (1999), Gomes-Fernandes, Ganapathisubramani  & Vassilicos (2015, p.678)) . 

                                                                       

                                                                        

                                                                                                                                                         (10.27) 

    式(10.27)は式(10.16)に対応しており，従ってこれを積分すれば式(10.17, 10.8)と同様に3

次の相関係数 k(r)に相当する3次の構造関数δu3( =DLLL)が 

δu3=－(4/5) ε r                                                        (10.28) 

と得られる．すなわち，3次構造関数のKolmogorov則が，NS eq.から力学的に導かれた． 

これをHill式の単純形であるKH式に代入すれば，先に記したように2次構造関数の2/3乗

則とスペクトルの－5/3乗則が得られる． 

 

(注)  δq2=δui δui ,  δui   =ui
+－ui

－                                                                                   (AP (2017, p.318) )  

            Normalized turbulent kinetic energy=((u’1
2+ u’2

2+ u’3
2)/2)U∞

2     (AP (2017, p.325)) 
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11)Kolmogorov理論が制約範囲を超えて成立すること 

･Kolmogorov理論は，彼が仮定した条件の範囲を超えて成立するのは．何故だろうか．こ

の点を初めて指摘したKraichnan(1974)以降多くの論文が発表されてきた． 

  また，次の様な疑問も湧いた． 

･スペクトルの-5/3乗則が，Kolmogorovの言う適用範囲を超えて成立すること以上に基本的

に問題なのは，慣性領域でのエネルギー輸送率Πがスケールや粘性νに関係無く一定で，

ε(ここにεは単位質量当たりのエネルギー消散率)に等しいという点である(Alves Portela 

et al. 2017, p. 316)． 

11.1 Kolmogorov則の成立条件およびエネルギー．カスケード 

Kolmogorov則の成立条件は，1)は流れのレイノルズ数が十分に大きいこと，2) 乱流場の

大きなスケルℓと粘性効果を考慮すべき小さなスケールηが十分はなれていることである．

幾つかの論文や解説では,更に「壁などの近傍を除き」という条件を付加したものも見受け

られる． 

11.2 Kolmogorov理論成立の検討―Embarrassment of Success(注)―   

Kolmogorov理論が本来の制約を超えて成立することは, 40年以上前のKraichnan (1974)の

論文まで遡れるし，それ以降も多数の論文で議論がなされてきた．これについての要約は, 

Alves Portela et al.(2017)に詳しい． 

Kraichnan (1974)はすでに半世紀も前に，Kolmogorov理論( 1941 )は ‘embarrassment of 

success’を得たと述べている(注1)．すなわち-5/3乗スペクトルは，慣性領域が存在するより

も小さいレイノルズ数でも，等方性とは見なされない境界層や剪断層流でも，Kolmogorov

が階段的カスケードを疑問視した強い剪断運動でも，見いだされている(注2)． 



 

 

LI(Local Isotropy,局所等方性)はKolmogorov theory(1941)の基本的な仮定であるが，この性

質が，平均シアーがある場合(Shen & Warhaft 2000)，コヒーレント構造がある場合や壁乱流

(wall-bounded flow, Krishnamoorthy & Antonia 1987, Antonia, Abe & Kawamura 2009)では成立

しないことが指摘されており，Thiesset et al. (2013)は．種々の物体の後流のLIについて検討

している．  

    他方最近の研究から，スペクトルの-5/3則が明らかに成立しているにも係わらず，Πは

一定ではなく，εに等しくはない場合があること，また，局所一様性が成立していると考

えられる乱流場の延長領域(extended regions)で，Kolmogorov理論が成立しない例が指摘さ

れている．たとえば，非定常周期乱流(Goto & Vassilicos 2015, 2016), 乱流格子流の減衰乱流

(Vassilicos 2015)，自己相似軸対称後流(Vassilicos 2015, Castro 2016, Obligo, Dairay & 

Vassilicos 2016 )，乱流境界層の外部領域(Nedic, Tavoularis & Marusic 2017 )などである(Alves, 

Papadakis & Vassilicos 2017 より)．  

 

(注1) Embarrassmentは，困惑，狼狽，当惑，きまり悪さなどの意味である‘embarrassment 

of success’の意味は分かるのだが，日本語ではこのような言い方はしないと思う．試しに

Googleで検索すると，「成功の恥ずかしさ」とある．すこし違う．「当惑するほどの成功」

とでも訳そうか．似た様な表現のembarrassment of richesは「有り余るほどの財産」の訳が

あり，こちらの訳は適訳だと思う． 

 (注2) 慣性領域のエネルギー．スペクトルの-5/3乗則を導くには，他の方法もある．たと

えば，Tennekes & Lumley 1972, Frisch 1995, Mathieu & Scott 2000, Pope 2000, Lesieur 2008. 

<Alves Portela et al. (2017, p.316) 
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11.3 コヒーレント構造が存在する場でのKolmogorov理論の検討および 

Energyのpositive & negative cascade 

こうした議論の展開の元となったのは，既に10)で述べたKarman-Howarth理論を(非一様

性，非等方性場に)一般化したKarman-Howarth-Monin-Hill理論である．円柱や角柱の後流な

どの明らかにコヒーレント構造をもつ乱流場での実験やDNSデーターについて,このKHMH

理論による 詳細な解析が幾つか行われている．これら論文の内，流れの横断方向に置かれ

た角柱の後流域のDNSデーターを，HillのDynamic theoryと比較して詳細な解析を行った

Alves Portela, Papadakis & Vassilicos(2017，p.344)論文が分かり易いと思うので，その結果を

要約する． 

 

･この論文は，こうした非一様性，非等方性乱流場にも，共通したエネルギー法則がある

と示唆している．しかも意外なことにこの法則は，理由は別としても一様性乱流場の



 

 

Kolmogorov 理論の予測と同一と思われる．すなわち，流れの非一様性，非等方性が高いに

も係わらず，中心線上の広い周波数範囲にわたって変動流速スペクトルの-5/3乗則が成立

する．これは物体に近い位置ほど明確である．このことは，コヒーレント構造の存在に隠

されているが， 2次構造関数の(Kolmogorov的な, Kolmogorov-like) r1依存性に依るであろう． 

･KHMH方程式の各スケール毎(scale-by-scale)のエネルギー．バランスの全ての項を精査し

た結果，局所的非一様性乱流の種々のエネルギー交換過程は全て活発であり，特に物理空

間での移流．乱流輸送，変動圧力項の影響は，非線型スケール間カスケードと共に，重要

な過程であることを示した． 

･非一様項は，2点間ベクトルrの方向により大きく変化することに注意しなければならず，

一方向だけの計算では正確な結論は得られない．にも係わらず，方向平均エネルギー輸送

Πa (Πはproduction, 上付きaはaverageの意味)は2点間距離r(ローマン)に無関係に略一定で，

(2<) x1/d (＜８)の増加と共にΠa－εとなる． 

･方向平均のスケール間エネルギー輸送率Πa が一定かつ負で，従って非線型カスケードは，

平均的に順(前方 forward)カスケードの領域が可成り多くある．そこでは間隔ベクトルr(ゴ

チ)の方向により順方向と逆方向の非線型カスケードが混在しているが，平均すれば順方向

である(注3)． 

･多くの場合(種々のrとx1について)スケール間のエネルギー輸送局所逆カスケードはエネル

ギー．スペクトルの-5/3乗則と共存している． 

･また，Taylorの「凍結乱流仮説」は支持される(p. 328, Fig.11 b,c)．    

 

(注3) Inverse cascadeについては，主著者と思われるVassilicosを含む幾つかの論文の内，

Alves Portela et al.(2017, p.335, 336, 344, )では，streamwise directionとなっていて分かり辛い

が，Gomes-Fernandes et al.(2015, p.687, 13 line from bottom)には，Inverse energy cascade, i.e. 

from small to large scalesとハッキリト定義されている． 

また，エネルギー輸送率Πについては，Alves Portela et al.(2017, p.316)において，Π―

εとなっているし，p.315では’negative, indicating a forward turbulence cascade’と表現されて

いるので， 

forward =from large to small scales=Π negative(ε:positive，Π―ε) 

inverse  = from small to large scales=Π positive 

p.335においてエネルギー輸送方向ベクトルδuに関しても同様な事が述べられている．

また，x1/d=2の位置で流下方向(縦軸r2/dが小さい範囲)では逆カスケド(薄い色)で，横断方向

(r2/dが大きい領域)で順カスケード(濃い色)であること，ある位置(r1)において対象点(r2)の

位置の方向により順．逆のカスケードが共存していることがFigs. 19, 20に示されている． 
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12)Coherent構造の役割 

 乱流変動(データー)を，「平均」と「組織構造による変動分」および「不規則成分」と

に3つに分解し，coherent structureと微細変動の関連に初めて言及したのはReynolds & 

Hussain(1972)である．最近，Thiesset, Antonia & Danaila (2013)，Thiesset, Danaila & Antonia 

(2014)は，この方法を更に進めたより高度な解析から，時間的に周期的なコヒーレント構

造(の力学)が各スケール間のエネルギー輸送(energy cascade)とエネルギー消散に強く係わっ

ており(act to force), 2次元物体の後流のエネルギー輸送が系統的に(systematically)強められ，

漸近的なKolmogorovスケーリングに近いことを示した． 

Alves Portela et al. (2020)は，同じ手法を，横断方向に置かれた角柱の後流ように準周期

的なコヒーレント構造が存在する乱流近傍場の場合―つまり，中間領域や遠方領域とは異

なり，スケール／空間特性が全く不明な柱状物体の(完全に非一様．非等方な)近傍域場－

のエネルギー輸送の解明に適用した．すなわち，DNS(直接数値シミュレーション)データ

ーから，前述の3成分分離 (a triple decomposition) した運動エネルギーのKarman-Howarth-

Monin-Hill方程式の各項(乱流の減衰，生産，圧力／乱流拡散およびコヒーレント構造によ

るエネルギー注入など全ての過程の寄与)を計算した． 

 その結果，次の結論を得た． 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=N.%20MARATI&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=C.%20M.%20CASCIOLA&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=R.%20PIVA&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/energy-cascade-and-spatial-fluxes-in-wall-turbulence/F2D118E8579148BF01648CF598491189
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=F.%20Thiesset&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20Danaila&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=R.%C2%A0A.%20Antonia&eventCode=SE-AU


 

 

･Coherent構造は，energy transfer過程で重要な役割を果たしている．これは，Karman-

Howarth-Monin-Hill理論の各項をDNSデーターで評価して説明出来る． 

･ 平均流は，後流渦列のコヒーレント構造の運動エネルギーを生産する．コヒーレント構

造はそのエネルギーを，Taylor長λから物体の大きさdにわたる全ての長さスケールの乱流

変動に与える．0<x1/d<10の範囲において，コヒーレント構造のもつ運動エネルギーは乱流

変動速度の持つ運動エネルギーを上回わっている． 

･平均流から乱流変動へのエネルギー輸送は，直接では無く，平均流からコヒーレント構

造へ，コヒーレント構造から乱流変動へと行われている． 

･変動速度スペクトルは，位相平均成分の除去の前後とも，1<x1/d<8の範囲において，流下

成分Eu1も横断方向成分Eu2も―5/3乗則に従っている． 

･方向平均(orientation-averaged)の非線型エネルギー輸送率Πaは，物体からx1=2および, x1=8d

の位置において，スケールrがそれぞれλ≦r≦0.1dおよびλ≦r≦0.3dの範囲でrにほぼ無関係

である． 

･平均流がコヒーレント構造に与えるエネルギーΠaは，エネルギー消散率εに略等しい(―

Πa/ε1)．このことは，Kolmogorovの平衡カスケード仮説の主張と似ているが，この仮説

は統計的に一様平衡乱流についてであって，Alves Portela et al. (2017, 2020)の行った物体近

傍の乱流場とは異なっている．彼らは，Karman-Howarth-Monin-Hill理論から，方向  r (r1, 

r2) によって Cascade(黄色，薄い色), 逆cascade(赤黒，濃い色)の分布が変わることを明らか

にしている(AP 2020, Fig. 23, 24)． 

･エネルギー輸送には，スケール間の輸送項のみならず，圧力－速度項も近傍領域のr>0.4d

のスケールで重要な貢献をしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                           From Alves Portela et al. (2020, J. Fluid Mech. 896) 
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13) 壁面抵抗減衰をもたらす種々の方法の共通メカニズム 

－「壁面での滑り剤効果」 

   壁乱流の抵抗を減らす方法は，本文( p.968 , 12.2.3 「乱流の摩擦抵抗を減らす方法」)に述

べたように幾つかある．本文のp.807ではポリマーによる抵抗減衰効果は「滑り剤」(効果)

であると述べた．「撥水性表面加工」(p.946)でも，抵抗減衰効果は，(流体が)「滑りなし

の固体壁と直接接触しない」(slip)ためであり，気泡の混入による抵抗低減(p.834～)や， 

p.966の opposition control (Kim 2011,2016) も 同一の効果であると示唆している．壁面抵抗

を減らす方法として，初期に提案されたリブレット(本文 p.905~929)も同一の効果を狙った

ものと言える．  

この固体壁面での「滑りあり」境界条件の場合の解は，既にNavierにより取り扱われて

いる(Navier 1823, Goldstein 1965)． 

 

Kim,J. 2011 Physics and control of wall turbulence for drag reduction. Phil. Trans. R. Soc. A 369, 

1396-1411.  
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14)臨界レイノルズ数以下で起こるKarman渦励振―流れの中の円柱の連成振動 

―亜臨界域における渦励振(VIV (=vortex-induced vibration) at subcritical Re) 

     

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=F.%20Thiesset&eventCode=SE-AU
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https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=R.%C2%A0A.%20Antonia&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/dynamical-interactions-between-the-coherent-motion-and-small-scales-in-a-cylinder-wake/843901E0572451816E2F042BC61FC7FB
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/dynamical-interactions-between-the-coherent-motion-and-small-scales-in-a-cylinder-wake/843901E0572451816E2F042BC61FC7FB
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics
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流れの中に置かれた断面が鈍な柱体(円柱，角柱)には，レイノルズ数がある値(臨界レイ

ノルズ数)Recrを越えると，Karman渦列が発生し流れに垂直方向の力(揚力)が交互に働き，

柱体が振動することは，「渦励振」として良く知られている．円柱の場合の臨界レイノル

ズ数は，Recr=47 である． 

 最近，柱体の支持系が緩い場合，すなわち柱体が弾性的に支持されている場合には，臨

界レイノルズ数以下(亜臨界域)でも，柱体の振動が起きることが確認され注目が集まって

いる． 

この課題に関する文献が沢山集まったので，内容にしたがって主なものを整理してみる

と，次のようになる． 

･初めてsubcritical VIV を指摘:  

Cossu & Morino (2000) J. Fl & Str,  

Buffoni (2003) PoF 

･Global stability analysis: 

 Cossu & Morino (2000) J. Fl & Str ,  

Mittal & Singh (2005) JFM 

 Dolci & Carmo (2019) JFM , theory 確認            

･DMD(Dynamic Mode) analysis: 

 Kuo, Zhang, Liu & Li (2017) 

･Experimental 

 Boersma, Zhao, Rothstein & Sadeghi (2021) 

･3D structure in transverse direction 

     Bourguet (2000)  

 

14.1初めに 

i) 渦励振臨界レイノルズ数：流れの中に置かれた(静止固定)柱体のKarman渦(列)の発生に

伴う振動は，渦励振として良く知られており，この振動発生臨界限界レイノルズ数は

円柱の場合 Recr=47である． 

ii) 亜臨界レイノルズ数での渦励振－流体-構造連成系の渦励振：ところが，流れの中の円

柱が(流れに対して垂直方向に，もしくは平均流れ方向に，あるいは何れの方向にも自

由に)振動しうる弾性支持 (elastically supported, 流体-構造連成系) の場合には，臨界レイ

ノルズ数以下(亜臨界レイノルズ数, subcritical Reynolds number) (Recrよりはるかに低い

レイノルズ数) でも，渦励振が発生することが最近，理論および実験から明らかになっ

た． 

iii) この現象に関する論文は，前駆的なものを含めると多数あるが，私なりに比較的最近

のものを整理してみると次のようである． 

･実験： 



 

 

Buffoni(2003)は，Itaria Pisa 大学において，様々な実験データーの整理にから，亜臨界レ

イノルズ数における渦励振を指摘した．更に遡れば，Van Atta  & Gharb (1987)の実験があ

る．Bourguet (2020)らにより数値シミュレーションがおこなわれ，Boerasma, Zhao  & 

Rothstein (2021)が室内実験で初めて理論(計算)結果を実証した． 

･理論： 

理論的解析は，Buffoni論文(2003)に先立ってCossu & Morino (2000)により全域安定解析

(global stability analysis)により行われたが，この論文はやや解りずらく，その後のMittal & 

Singh (2005) やDolci & Carmo (2019)の解析結果が明解である．Cossu & Morino (2000)の論文

は，Buffoniの論文(2003)に先立って発表されているが，この研究はそれ以前からPisa大学に

おいて行われつつあった実験データー整理やVan Atta  & Gharb (1987)の実験に触発されて

行われたものである．Kuo, Zhabg, Liu & Li (2017)は良く纏められているが，これは数値シ

ミュレーション･データのDMD(Dynamic Mode Decomposition)解析から得られたものである． 

 

14.2 流体-弾性支持円柱の連成振動系の振動モード－Fluid modeとStructure mode:  

流体-弾性支持円柱の連成振動系の振動状況は, ( pure) fluid modeとnearly structural modeの

2種の振動に分類され(Cossu & Morino 2011)，振動形態は流体と固体の密度比－mass ratio 

m*=ρs /ρfにより大きく変わる．(Cossu& Morino 2000)では，mass ratioをn=ρf/ρs と逆に定

義しているので注意.)  また，これらはwake modeとstructure mode と呼ばれることもある

(Meliga & Chomas 2011). 

 

pure fluid mode は連成振動系の円柱は静止状態のママで，流れ場のみに周期振動が表れ

る場合を指し，振動周期がKarman渦列の発生と同じ場合をKarman modeという． 一様流中

に置かれた静止円柱の所謂渦励振はKarman modeと呼ばれ，臨界Recr状態はpure fluid mode

の極限である．Karman modeの振動周期は固定柱体周りの流れの渦の発生周期である．

Karman modeでは，渦の発生は，周期的だったり，カオス的だったりする．また，ヒステ

リシス現象がある． 

 nearly structural modeは，連成系の振動が 流れがない場合の支持系の固有振動周期とな

る場合で，流体系の振動は支持系の固有振動周期となるlock-in状態あるいは同期

synchronize状態になる.  nearly structural modeの振動周期は柱体の固有振動周期である． 

2つのモードの発現に影響するのは，流体と固体の密度比－mass ratio m*=ρs /ρfである． 

Meliga & Chomas (2011)は，m*-Re図上に安定．不安定領域の区分を示している． 



 

 

 

Fig. 14.1 Re-m面上の連成系の振動域区分. Meliga & Chomas (2011) 

 

m*が大きいほどKarman mode不安定になり易く，m*が小さいと(連成系振動の)臨界レイ

ノルズ数は円柱が静止状態の場合の臨界レイノルズ数Recrより小さく，亜臨界域で振動が

起きる．亜臨界振動の最小レイノルズ数は，Resubcr =18である(Kuo et al. 2017)． 

Meliga & Chomas (2011, JFM 671, Fig.9)は， 

    S :円柱の振動なし． 

 U: 振動域．mが大きいとKarman mode 

                         mの小さいUの領域はfluid mode,  structure mode 

と述べている． 

Navrose & Mittal (2016)は，mass ratioにより連結域(coupled)と分離域(decoupled)に分類し

ている．図 14.2は先に引用したMeliga & Chomas (2011) 図を補うものである. 

 



 

 

         Fig. 14.2: Linear stability analysis of the steady flow past a fluid-cylinder system: (a) the 

regions of mode coupling/decoupling.  連結域(赤色)と分離域(白).  Re0は臨界レイノ

ルズ数で，ここではRe0(=Recr)=47.5としている． 

The variation of grows rate of modes (λr) with U*LSA for m*=75 at (b) Re=37.5. (c) 

Re=Re0=47 and (d) Re=56.5.  LSA=Linear stability analysis. FM=Fluid mode, EM=Elastic mode.  

From Navrose & Mittal (2016) JFM 794, Fig.8, p.576. 

 

･ロックインまたはシンクロ: 弾性支持された物体周りの流体が，物体の振動因である流体

系の渦発生の固有周期ではなく，支持系の振動に引きずられて支持系の固有振動数で振動

すること．Lock-in振動(synchronization)は臨界域(Re～Recr)でも亜臨界域(Resubcr<Re<Recr)でも

生じるが，reduced velocity Vrが 特定の値(Vr=1/(2St)，Strouhal数St0.164)を挟んだ狭い範囲

内で起こる. Lock-in振動の周波数はレイノルズ数に逆比例し，St(3.2×2)/Re. (Mittal & 

Singh 2005, p.188)でおこる．(注 1,2)． 

･ヒステリシス：流速が増加する場合と減少する場合とで流況が異なるヒステリシス現象

は， (Re～Recr)の臨界域では見られるが，亜臨界域のfluid modeでは起こらない(Mittal & 

Singh 2005)． 

 

(注 1) reduced velocity Vr= U/ fnD (fn:支持系の固有振動数, D: 円柱の直径). 

Strouhal数St=fd/U=0.164，d:円柱の半径.(Mittal & Singh 2005) だだし，長さの基準を直径

Dにとる Strouhal数St=fD/Uの定義のほうが一般的. 

Mittal & Singh (2005)ではFn=3.1875/Re. Reduced frequency Fn =fD/U, Strouhal number =fd/U. 

 

(注 2) reduced velocityの訳：reduced velocityという表現は耐風工学分野で屡々使用され，

「換算風速」の訳語が使われることがある．しかし，私はこの訳語に幾分の違和感を感じ

る．reduced velocityは，敢えて日本語訳で表現されないこともある．無次元風速という訳

は殆ど使われない．元語のreduced velocityは，既に耐風工学Tokyo symposium(1971)での

Laneville,A. & Parkinson,G.V. (1971)の論文で使用されている．その後のBearman (1984)論文

でも使われている． 

 

14.3 亜臨界域での連結系の振動の理由 

何故，亜臨界Reで振動が発生するかについては，安定流にインパルスを与えて定常状態

に減衰するまでの数値シミュレーション データーから，圧力分布のスナップショットを集

め，そのDMD解析(Dynamic Mode Decomposition)による次の様な検討がなされた．Re=18以

下では流れ場に渦発生モードは殆ど表れないが，Re≧18を越えると円柱後流にKarman 

mode (反対称)の流れのパターン(圧力分布)が表れ，これにより生じる円柱表面の上側と下



 

 

側の反対称の圧力差が生じ，弾性支持された固体の上下方向の振動を引き起こしている

( Kuoら2017)． 

 

 Fig. 14.3: Dominant flow modes obtained from the DMD analysis at different flow conditions. 

 (a) Re=12, (b) Re=16, (c) Re=18, (d) Re=30, [ (e) Re=35, (f) Re=45, (g) Re=55 (unstable 

equilibrium), (h) Re=55 (LCO =limit cycle oscillation state) 省略]. 

              From Kuo,J., Zhang,W., Liu,Y. & Li,X. 2017 The lowest Reynolds number of vortex-

induced vibrations. Phys. of Fluids 29, p.041701-5, (Fig.6). 

 

14.4 Re～U* ( Re～f ) による安定．不安定域図 

Kuo, Zhang, Liu & Li (2017)のDMD解析の結果が分かり易いので，以下に引用する．ここ

に，U*=U/fd=1/St (reduced velocity; St: Strouhal数), DOF=degree of freedom. 

 

 



 

 

   Fig.  14.4: Instability boundaries for two specific mass ratios analyzed by the ROM-based FSI 

model and the results of Mittal and Singh (2005) calculated by direct numerical simulations. (a) 

Mass ratio m*=4.73, (b) m*=50.  From Kuo et al. (2017, Fig.2) 

注) DOF=degree of freedom 

             ROM=reduced-order model 

             St    =Strouhal number=fd/U 

         赤印点：Mittal & Singh (global stability analysis)による．亜臨界レイノルズ数 Re<Recr=47で連成系の

振動が起こる 

  

    連成系の安定-不安定領域の範囲は，mass ratio m* ((a) m*=4.75, (b) m*=50) により変わる

が，亜臨界振動の臨界レイノルズ数は共にResubcr=18である． 

 

14.5 弾性円柱の場合： 

また，円柱自体が剛体なのか弾性体なのか；つまり 

  Rigid cylinder 

     Flexible cylinder 

によっても流体－弾性円柱系の連成振動状況は異なる．円柱自体が弾性振動－円柱の軸に

垂直な方向に振動し得る場合は，一層複雑になるがここでは深入りしない. Bourguet 

(2020)等を参照されたい． 

 

14.5 Galloping: 

流れの中に弾性支持されている静止物体が何らかの原因で微小振動を始めると，物体が

角柱などのように軸対称でない場合には，見かけ上の迎え角が変化し物体に働く揚力が生

じ，物体は振動を始める．冬季に送電線に雪塊が付着してこの振動が起こることは良く知

られている．この現象は’galloping’と呼ばれ，structural mode oscillationと言えるであろう(本

書 p. 645)． 
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15) いくつかのメモ 

Dissipation の訳語―消散と散逸 

流体力学において，energy dissipation の和訳として消散と散逸の 2 つが使われているが，

現在では「散逸」と訳される方がやや多いと感じる．この訳語が適切ではないことは，本

書の p.203 で述べ，散逸の訳が普及するのはプリゴジンの著書’Dissipative Structure’の訳本

「散逸構造 1980, 岩波」の影響が大きいだろうと記した．ところが自分史執筆のため，

谷(編著)「流体力学の進歩 乱流 1980」を読んでいたら，同じ 1980 年出版の同書の第 1 章

(谷) p.24,27 や第 3 章(小橋) p.86,97 などに「消散」の訳が当てられている．(本文でも記し

たが，谷先生は言葉に厳格な方であった.)  発音からすると「散逸」の方がキリットしてい

るし，語感がいい．しかし，漢字の意味からすると「消散」であるべきだし．他に適切な

訳語が有ればそれでも良いが「消える」と言う意味を含んでいなければならないと私は思

う． 

 

Ωとωの関係 

2021 年に入りチョットした energy cascade 機構のアイデアが浮かんだので，数値シミュ

レーションのプログラムを作っている際に気付いた点がある．著書に誤りはないが，紛ら

わしいので念のため指摘しておく． 

Ωとωの関係(式)については，p.61 eq.(2.76b)および p.222 の注 2)を参照. 

                        Ω2=2ω2 

 

忘れられる Hagen の仕事．功績 
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私の「流体力学 1992 朝倉書店」には，流体力学の巨人たちのエピソードが挿入されて

いて，「元本は何ですか」と訊ねられることが屡々あったが，ここは，色んな機会に耳に

挟んだり，読んだりした事柄を集めたもので，特定のタネ本がある訳ではない．P.228 で，

ハーゲンについて「ハーゲンの業績は不当に低く扱われている．もっと評価すべきではな

いだろうか」と書いている．このもとになったと思われる記述の一つが，谷(編著)「流体

力学の進歩 乱流 1980 丸善」の p.2 にある．それは「十分に長い円形断面の管の中の流れは

軸対称ポアズイュ流れ，平面壁が静止する場合は二次元ポアズイュ流れと呼ばれ」と記さ

れ，その脚注として，「Hagen(1839)と Poiseuille(1840)により,(中略)はじめて実験的に観察

されたことがこれらの呼称の由来である．ただ Hagen の名だけが不当に省かれている」と

記されている．谷田好通(東大名誉教授, 故人)も何処かで，Hagen の業績が正しく評価され

ていないことを嘆いていた． 

なお，Hagen は 19 世紀のドイツの土木技師，Poiseuille はフランスの医師である． 

 

 さらに「流体力学 1992」では，Hagen の業績が忘れられ無視されがちな理由として

Hagen の論文が著名度の低い論文誌に発表されたことと，実験計測に馴染みのない特殊な 

単位系(度量衡)を用いたことを，私の推測として述べた． 

もう一つ付け加えると，フランス人の愛国心と言おうか，自信あるいは自己誇示の強さ

が作用していると思う．2 つの例を挙げよう．随分と以前(1990 年前後)のことであるが，

世界大ダム会議で「ダムの水理構造物の振動」について ad hoc コミッティーが設置され(私

も委員であった)，報告書が英文で書かれた．世界大ダム会議の本部はパリにあり，全ての

文書は英語とフランス語で記されることになっていた．報告書のフランス語版を見ると，

英語版で Karman vortex street と書かれていた箇所がすべて，Bénard-Karman と直されてい

た．2 つ目の例は，開水路水理学で抵抗則あるいは流量公式として有名なかつ有効，便利

な式として Manning 公式(1889)についてである．Manning 公式については，様々なエピ

ソード，経緯(イキサツ)があるが，それは拙著「明解 水理学 1983, p.141,丸善」を参照し

て貰うこととし，フランス語圈(フランス，スイスなど)では，Manning より後に発表され

たにも係わらず，同じ式が Strickler 式(1923, スイス)と呼ばれている．  

Kline 革命 

谷先生は Kline らの仕事(1959,1967)を高く評価し(遺稿集「一期一会」の小橋(安次郎)先

生の寄稿文も参照)，Kline 革命と呼んでいるが，谷(編著)「流体力学の進歩 乱流 1980」)に

は，Kline 革命の語はない．この発言は多分，巽，佐藤両先生がリーダーとなって組織され

た文部省．科研費―特別研究「乱流現象の解明と制御」の代表者らの会議の場でではなか

ったろうか．この会合の際に先生は「日本人は方程式を解くことはするが，方程式を創る

こととはしない」と外国の研究者に言われたとも話し，Kline らの最近の研究も「方程式を

創ること」だと言われた．この事は他でも紹介した記憶があるので重複を謝したい． 



 

 

   __________________________________________________ 

16) 日本語は科学論文に不適か, 非論理的か (1) 

従来．「日本語は非論理的であって，科学的記述には不適当，ないしは無理」と言われ

てきた(たとえば，科学 2003 「科学と日本語」)．本書ではこのような批判について反論を

述べておいた． 

最近, 白川英樹・筑波大学名誉教授(2000 年ノーベル化学賞を受賞)も、科学や芸術などの

学問を日本語で学び、考えることの大切さを説いている．「言語にはコミュニケーション

の道具としてだけでなく，考えるための道具としての役割がある」と同様な意見を述べて

いる(2017/08/29), (丸谷才一 2002). 

こうした意見が見られるようになったのは，「日本語の進化」によると筆者は考えてい

る．丁度，二葉亭四迷, 漱石や鴎外といった明治期の日本の文学者や作家が言文一致体の

美しく明解な日本語の確立に苦労．錯誤．努力をしたように． 

序でに述べると，「これからは英語の時代だからと，大学入学共通試験に英語のヒアリ

ングや作文を加える」といったことにも，私は疑問を感じていた．大学入学テストで全て

の能力を試す必要はなく，基礎学力の有無こそが大事であって，そのテストで十分であり，

客観的判定の困難な問題を増やし受験生の負担を重くすると，それだけ逆に基礎学力が低

下するから，やたらに多くの種目の能力のテストをする必要はないと思う．(何も皆が大学

に行く必要は無いとも思う.) 

 

参考文献 

岩波書店 2003「科学と日本語」科学, 2003/10 vol.73, no.10. 

丸谷才一 2002「考えるための道具としての日本語」，2002 年 7 月 31 日の朝日新聞文化欄. 

松尾 義之 2015 日本語の科学が世界を変える (筑摩選書). 

東京大学農業生命科学研究科 2006 サイエンスにおける私にとっての日本語. 

第１回 CORE of STEM 公開セミナー 2015「日本語と科学」(web). 
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17) 日本語は科学論文に不適か, 非論理的か (2) (2022.2.22) 

大栗博司さんの「探求する精神」は発売時に購入し，一部を少々読んだだけで他の仕事

に掛かった．最近また読んで素晴らしさに感激した．その本の p.91 に，「文章の書き方は

本多勝一に学んだ」として，「日本語の作文技術」が紹介されている．早速買って読み始

めたが，所謂「日本語の非論理性」について，様々な著作，論文を引用し批判をしている．

是非諸氏においても一読されることを奨めたい． 

 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E6%9D%BE%E5%B0%BE+%E7%BE%A9%E4%B9%8B&text=%E6%9D%BE%E5%B0%BE+%E7%BE%A9%E4%B9%8B&sort=relevancerank&search-alias=books-jp


 

 

(追加 2022.4.1) 日本語に関する本は，これまで随分と集めて読んだ．中には「主語を殺し

た男」などという面白い，否物騒な本もある．でも最近読んだ本多勝一「日本語の作文技

法」は，際だって優れている．本多勝一は「日本語は，英語を始めとする欧米語とは，語

学体系が全く違う」と最初に宣言して，論考を進めている．「点の打ち方」などこれまで

の文法書では殆ど触れられていない事項についても，可成りのページを割いて考察，持論

を展開している．  

  私は，著述家ではなく単なる研究者に過ぎないが，それでも専門の学術論文や教科書な

どの著作は多い方であると思う．本の校正は念入りに行い，著者校正は,普通は 2 校多くて

3 校であるが，私の場合は 5 校までやる．その上，単なる誤植の校正だけではなく，文章

の説明の分かり易さや論理性にも注意して文章自体の組み替えも屡々するから，全くの出

版社．編集者泣かせである． 

 

(追加 2022.4.2) 私は，永い間(~1993)東京工業大学で研究と教育に携わってきた．英語の

テキストを使っての輪講では，無理を承知で「原文通りに，しかも不自然でない日本語に

訳せ」と指導してきた．この方針の意図したことは，英語の表現法，構造を会得させよう

ということにあった．しかし，私自身がこの著書を書くために，原論文をこの方針で訳し

たり，紹介しようと試みたが，矢張り無理であった．しかし，極端な意訳(超訳と言うらし

い)も排除しなければならない． 

嘗て，東大英文科の教授(助教授)で著名な評論家でもあった中野好夫さんが，学生が

which や that などの関係代名詞を受験訳語で「…するところの」などと訳すものなら，凄

く怒ったそうである． 

 また，前述の本で本多勝一(p.179)は，「異なった文化を別の文化の基準ではかる愚は， 

(日本語文法のみならず，邦楽．建築など) あらゆる分野で行われてきた．あの「日本語は

論理的でない」という世紀の迷信に，大知識人とされている人物の頭さえ侵されるにいた

った現象は，こういう悲劇の結末でもあろう」と述べている．また，同氏は「(日本語は)

述語以外はすべてその補足部として作用することになり，「主語」というものを独立させ

る意味もなくなってくるであろう」とも述べているが，私には科学論文を書く際にもこう

言い切れるのか分からない． 

 

本多勝一 2015「日本語の作文技法」, 朝日新聞出版 

大栗博司 2021「探究する精神  職業としての基礎科学」, 幻冬舎新書（2021/3/25） 
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18) 土木学会 水工学講演会においての特別講演と質疑応答 

18.1 講演原稿 



 

 

2020.11.4 に土木学会 「水工学講演会特別セッション」において，「最近の乱流研究が教

えること」と題し，本書の内容の中心的な部分について特別講演を行った．この内容は謂

わば本書のエッセンスであり，「乱流の科学―構造と制御」を手っ取り早く 1 時間程度で

理解しうるものである．土木学会水工学委員会のホームページに掲載されている講演原稿

は，次のファイルに転載する． 

 添付 PDF ファイル 「乱流の科学 補遺 (2) 水工学講演会 特別講演原稿 日野 2020 ＊＊」

参照 

ただし，講演時に power point で示した図の殆どは省いており，図のキャプションと著者

名．出版年．出典誌名と巻数のみを示したので，自分で web 検索し原典の引用図を見る必

要がある． 

この講演会の際の質疑応答を次項 18.2 に再録する． 

  

18.2 質疑応答  注） 

I)福岡捷二さん(中央大学 教授) 

Q1) 水工学の学徒が個々の内容を十分理解できなくても、自分の研究を進めるうえで、乱

流構造に関する発展と全体像を理解し、自分の研究の意味、位置づけを判断するうえで、

大いに役立つものである．そのうえで、日野先生が，本書を水工学の学徒にどのように本

書を勉強し，活用してほしいかについて，お考えを示していただきたい． 

 

注）日野の回答文 A)の中のカッコ()内の部分は，校正中に補足した文で，褐色で記されて

いる． 

 

A1) 戦後，日本の水理学研究の第 1 世代(私はその末尾に連なると思うが)は，従来は経験

や実験から得られた公式を，理論的解析的に導くことであった．また，如何に手を付けた

ら良いか解らない現象を理論的に解明する事が求められた．従って，当時は土木も機械も

Hydraulics では同じようなことを遣っていた．事実，私は若い頃，機械のある先生に頼ま

れて機械学会誌に乱流研究の解説．論説を書いた． 

しかし，その後水工学では，環境問題，水資源問題，防災と次々に喫緊の問題が発生し，

基礎の研究が疎かになった．事実，最近の乱流のコヒーレント構造の研究を主導したのは，

機械系，物理系，航空系の研究者で，土木水理学．水工学系の研究者の貢献は国内，国外

共に少ない． 

 

各人の専門に関わりなく，乱流という不思議で解けそうもないと言われた現象(我々の扱う

水や空気の流れは殆どが乱流である)の本質を知って欲しい．でなければ，我々は「置いて

き堀」になってしまう．土木水工学は Science ではないと馬鹿にされてしまう． 



 

 

 

乱流研究の成果がどのように水工学に応用されているかの幾つかの例は，講演や原稿に

示した．主に環境問題が多いが，防災にも役立つであろう． 

数年前，名大の坪木先生が台風発生の数値シミュレーションが出来るようになったと講

演で話した．私はすぐに，「では台風の制御も何れ可能になるでしょう」と意見を述べた．

講演後，東大海洋研所長の新野さんがやってきて，「自分もそう考えたことがある．しか

し，台風の発生は海面温度だけではなく，風のシアーも関係する」と言った．海面温度は

人工衛星ですぐ解るが，風の場は簡単には解らない．それに，降雨の制御は，国際河川の

場合と同じく国際問題でもある．雨が降って困る国，被害が出る国，逆に雨が降らなけれ

ば困る国の間の協議が必要となる． 

現在では，豪雨災害は土木技術だけで解決するのは無理で，政治と法律も含めた対応が

必要である．しかし，今世紀末には降雨制御の可能性が幾分か目安が付くと予想している． 

 

Q2) 水工学が扱う水理現象は，複雑境界を有する十分に発達した乱流場が多い．そのため

か，流れ場を一次元、二次元平均流，（最近では準三次元平均流）として扱い，流れの抵

抗則をマニング式等の経験式を用いて解くのが一般的であり，この解析法は，河川工学の

多くの問題の解決に貢献して来たといえる． 

しかし，近年問題が顕在化している土砂移動問題を考えると，乱流構造の特性を十分考

慮した解析が必要であり，現状の研究レベルでは不十分であると考える．日野先生が誘導

された浮遊砂の土砂濃度によるカルマン定数の変化式は土砂水理に及ぼす乱流構造の役割

解明の先駆けであったと思う． 

 

A2) 流速分布が土砂流では変化するのを，「Karman const.が変化する」と捉えるか，井上

栄一先生が私に私的に指摘したように「Monin-Obukhov の接地気象理論のように流速分

布形が変わった」と捉えるのかの問題もある．北大の板倉．岸は後者の立場で論じている． 

残念ながら個体微粒子群を含んだ固液二相流の壁乱流の構造変化の研究はまだないよう

だ．河川の場合は，河床の変化も含み，且つ河床からの土砂粒子の巻き上げ(ejection)，河

床への吹き下ろし(sweep)等，実験にせよ数値シミュレーションにせよ，極めて困難な，

しかしチャレンジ甲斐のある課題である．  

しかし，polymer 流の乱流構造の変化の研究は幾つかある．だが，大部分は構成方程式

によるもので，阪大の梶島．三宅モデル(ビーズ．ダッシュポッド．スプリング)は主流で

はない．このモデルを土砂流に適応すれば良いと思うが，厖大な計算資源が必要であろう．

川全体は無理なので，微粒子群の等方性乱流として扱うのが第一歩であろう．このような

取り扱いの論文があったようにも思うが，未だのようでもあり記憶がハッキリしない．名

工大の後藤さんが，雲の生成をシミュレートしているので，調べるか何れ会うときに直接

聞いてみる．(その後，記憶を頼りにファイル．ボックスを探した．1 編の関連論文



 

 

(Abdelsamie &Lee 2012, 等方性乱流で O(106)個の粒子位置を追跡している)が見つかった

が矢張り目標とする段階にはない.) 

●参考の為に，滑面パイプと粗面パイプの場合の固気混相流について述べると，Vreman(2015)では，粒径 dp=70μm，コ

ルモゴロフ径 η とは dp0.45η, 固相の平均体積率 1.092×10-4の場合についてシミュレーションがおこなわれている

が，平均流速分布には，粒子混入の影響は全くなく，固液 2 層流(土砂浮遊流)の場合の様な流速分布の変化は見られな

い．しかし，乱れは滑面でも，粗面でも可成り減衰している． 

●今年の JFM 論文に，「気液混相チャンネル流」の乱流構造の数値シミュレーション(Hasslberger et al. 2020)があるが，

私から見ると，未だ未だ不十分の段階である．しかし，ここまで進んだのだから，あと一歩とも評価できる．いずれに

しても，気泡径が大きすぎる．これは，Kidanemariam,AG. & Uhlmann,M. (2014）の固液 2 相流のシミュレーション

と同様で，径が小さい無数(極めて多数の)の気泡や砂粒子を扱うには，「富岳」クラスの記憶容量が大きく，且つ高速

のスパコンを使用しなければならないからだろう．勿論，高額の計算費用も必要である．「富岳」では，クシャミによ

る飛沫粒子群の拡散のシミュレーションがなされている． 

●初期には定性的な測定法に過ぎなかった可視化法は，現在では PIV(=Particle Image Velocimetry)として時間的に連続測

定可能な 3 次元的な定量的測定法にまで進化した．PIV による単相流の場合の乱流構造の研究は見られるが，混相流の

場合の測定については，私は知らない．世界の水理研究者の殆どが，1960 年頃に盛んであった土砂流研究分野から遠

ざかったためであろう．その反映であろうか，あるいは反省からであろうか，最近は IAHR(国際水理学会．現在は，国

際水理環境学会)の機関誌(JHR)に，Adrian の乱流のコヒーレント構造の解説記事や Hunt の論文が掲載されている． 

 

Q3)土砂の巻き上げ，輸送機構や，河床面付近の掃流砂と浮遊砂の移動機構に乱流構造は

決定的に重要であり，平均せん断力中心の現状の解析法は土砂移動問題の解明には不十分

な段階に止まっている．土砂を含む乱流場の扱いを単相流として扱うか，二相流として扱

うか二つの方法が考えられるが，いずれの方法を用いるにしても，これまでを超える乱流

構造の研究成果を持ち込むことが必要になると思うが，日野先生はどのようにお考えかご

意見をいただきたい． 

 

A3) 有名な J.F.Kennedy(Iowa 大，故人)の JFM 論文の功績を私は大いに評価するが，この

論文の最大の欠点は，十分な理論的，実験的な根拠無しに，河床の微小変形と土砂輸送量

の間に lag を恣意的に持ち込んだことと考えている．流れが層流の場合には日野．宮永が

水路床の微小変形と(流砂量に関する)底面剪断応力の間に lag があることを理論的に示し

た．すぐ乱流の場合について乱流粘性を使って続ければ良かったが遣らなかった． 

最近別の問題(壁乱流で最も発達しやすい構造)を解くのに，del Alamo & Jimenez は乱流

粘性を用いて実験と良く合う結果を得た．私はこの論文をみてシマッタと思った．あの時，

矢張り乱流粘性を用いて計算すれば良かったと．しかし，当時の私は乱流粘性の実験式で

ある CESS 式は知らなかった． 

北大の泉さんの話によると，河床波理論は Colombini により集成されたとのことである． 

  



 

 

この問題(土砂の巻き上げ，輸送機構や，河床面付近の掃流砂と浮遊砂の移動機構)は，

Kidanemariam,AG. & Uhlmann,M. (2014）により個別要素法で数値シミュレーションがな

され，一応成功している．砂連の発生や spectrum が得られており，理論と一致すること，

あるいは理論が正しかったことを改めて示した． 

しかし，砂粒が可成り粗いこともあり浮遊砂状態ではないので，土砂流の乱流構造まで

は解析は進んでいないようである．計算負荷が大きいが何れ「個体微粒子群を含んだ固液

二相流」の研究が行われ，これまでの遣り方と比較されると期待している．現在は，単粒

子か数個の粒子の混相流の研究段階であり，初めは one-way analysis(粒子が流体から受け

る作用のみ)からヤット two-way analysis に進み始めた段階で，河床からの浮遊粒子群の挙

動の解析は，多分最もっと先のことであろうと思う．先に述べた梶島－三宅モデルの発展

に期待したい． 

 

Q4) 乱流構造は，一般的に平均流成分と乱れ成分に分けて検討される．水工学では，平均

流を中心に考え，乱れの貢献は流れの抵抗則で考慮する形をとっている．このこともある

せいか，水工学分野では，流れの基本を構成する乱流構造の研究集団が小さい．このこと

は，水工学発展の将来を考えると，このままでよいのかという疑問が出てくる．これに関

係して以下のことを伺いたい． 

 

コンピュータの能力が高まり，大容量計算が容易にできる時代となる中で，乱流構造に

関する実験は，どのような意味を持ってくるのであろうか．大容量数値解析は，乱流構造

の実験にとって代わるのであろうか．水工学では，複雑な乱流現象を扱うことが多いこと

を考えると，大容量数値解析の信頼度向上には，各種実験から得られる乱流構造に関する

データの蓄積は必要ではないのか．それとも，大型数値解析は，境界の情報などすべての

情報を取り込むことにより，必要な答えを得ることが可能になって行くのか．水工学研究

の将来との関連で，日野先生にご意見をいただきたい． 

 

A4) 難しい質問である．1959 年に発表された粘性底層の更新説は水工学者の Einstein & Li

と化学工学者 Hanratty により，偶然ながら同時独立になされた．1990-2001 までになされ

完成された現在の乱流の自己維持機構の先駆け(魁)となる論文であるが，発表当時は物理

学者には理解されず，今はスッカリ忘れ去られている．だが，笠木(伸英)さんの話による

と「現在でも熱や運動量の輸送の粗い見積もりには用いられている」とのことである．私

の博士論文(1960)でも自分の測定結果と比較しているが，当時発表されたばかりの更新説

と大体合っていた． 

 



 

 

現在の状況では，このような計算は計算負荷が大きく，全て解析や実験を program 作成，

コンピューター計算やその結果の CG に手間と時間と費用の掛かる大型数値解析をする必

要は無いであろうと，私は思う． 

 

今は完成している本紙連絡橋は，工事中にケーブルに high-tension steel を採用する設計

変更がなされ，改めて風洞実験をするか否かの議論になったが，当時の総裁の判断で億単

位の費用で土木研究所に大型風洞が建設され，実験が行われた．結果は耐風風速(発振風

速)が 80m/s から 100(120?)m/s 迄向上する事が分かり，(high-tension steel の採用で鋼材

費が減ったため)風洞建設の費用は十分に浮いたと言う． 

 

このように，必要な時には迷わずに費用の掛かる大型数値解析(本四架橋の場合は大型風

洞)を活用すべきでしょう． 

   __________________________________________________ 

 

II) 玉井信行さん(東大 名誉教授) 

Q)東大におりました玉井です． 先生の発表資料を拝見すると乱流の組織構造に関するス

ライドが多くみられ，組織構造を理解することの重要性が分ります．一方、ナビエ・スト

ークスの式を直接解く数値解析も盛んに行われました． 日野先生は数値解析を発展させれ

ば “乱流の本質解明に辿り着く”とお考えでしょうか. それとも“組織構造の知見無しには乱

流の本質は理解できない”というお考えでしょうか. 

 

A) (現在乱流の本質解明にほぼ辿り着いたのは,) DNS の発達以前からの乱流に付いての蓄

積があったからです．このことは何処かに，多分「乱流の科学」に書いたと思います．乱

流が構造を持つと言う認識，発見と，では構造を如何に数学的に表現するかと言う数学と

流力の研究が必要でした．「アンサンブル平均」という手数のかかる技術でヘアーピン渦

が探り当てられていたこと，初歩の可視化技術(定性的)の貢献もありました． 

「もし最初からスパコンが使えたら(乱流の本質解明がもっと早く出来たか)」と言う疑問

の答えは NO!です．「乱流の科学」に書いたと思います．事実，壁乱流の最大課題であっ

た「乱流の自己維持機構」を解明した 4 つの論文-Jimenez & Moin(1990), Hamilton, Kim 

& Waleffe(1995), Jimenez & Pinelli (1995), Kawahara & Kida(2001)は，何れもスパコンを

使っておりません．普通の PC クラスのコンピューターで行われました．大事なのは「計

算機能力」ではなく，「思考．考察力」，「分析力」，「解析力」だと思います． 

 

金田さん(金田行雄 名大)グループの「等方性乱流でコルモゴロフの－5/3 乗則がどのレ

イノルズ数範囲まで成立するか」，「等方性乱流構造はどんな構造をしているか」の問題に

は，スパコンが必要でした．しかし，彼らは得られたデーターを，それまで得られている



 

 

乱流の性質を表す様々な指標．角度から徹底的に「検討．解析」しました．(スパコンが使

えれば，問題解決という訳ではありません.) 

 

同じように，乱流化の限界レイノルズ数の理論値(固有値解析)が，実験と全く合わなか

ったことも，最近になって理由が分かりました．(これは，オアー．ゾンマーフェルトの方

程式( O-S eq.)の固有値解析ではなく，non-normal な解で実験と合う解が得られることが

分かりました．O-S eq.は 1 世紀近くに亘り流力研究者を誤った方向に束縛していたので

す.) 随分回り道をしたものです． 

   __________________________________________________ 

 

III)神田学さん(東工大 教授) 

Q)大変失礼ながら米寿で 1000 ページ超の大著を完成されるというのはとても人間業とは

思えません。その原動力は何だったのでしょうか？ 

 

A1) この本を書き続けられたのは， 

a)知的好奇心 

私が大学院時代に乱流研究を始めた頃は，乱流統計の時代，Kolmogorov の理論の実証

の時代で，構造という考えは出始めた頃であったが何も分からなかった時代であった. そ

れが 1960 年台後半から朧気ながら少しづつ分かり始め，また数学的理論的な研究も積み

重なって，私が東工大定年の 1993 年頃からスパコンが普及し始め，乱流研究の進歩の勾

配は急角度で増加し始めた．私はその辺のことを詳しく知りたかった． 

b)時間と資料を購入する私的資金(私の貯金)があった事 

この仕事に取り組みはじめたのは，東工大，その後の中大(文系学部)も定年になってか

らで，(本を書くためと言う訳でもなかったが)それまで蒐集していた論文コピーは殆ど役

に立たず，新たに論文.資料(PDF)を私費購入しなければならなかった．1 編毎の購入費は

\3,000～\6,000 程度であるが何しろ読むべき文献数が多い．毎年の(主に論文の PDF コピ

ーの)研究費は\200 万円位で,しかも，これを 12 年間も続けたので個人負担として大変な

額となった．だが，無駄使いをしなかった所為か私には多少金銭的余裕があった．でも，

定価を安くするために印税の受け取りは辞退した． 

c)それに朝倉書店の好意 

特にこの本の編集担当の森田豊さんの寛容さ，西村玄さんの編集の頑張り等でしょう． 

         _____________________________________________ 

A2) 神田さんへ(補足) 

前のメールは，本を書き続けられた要因について書きましたが，その他の事情にも触れ付

け加えます． 

 



 

 

d)納得しなければ済まない性格 

私は，記憶力や理解力は普通程度だろうと思いますが，自分なり(私流で)に納得出来る

までは,時間と金を惜しまずに費やして，調べ考え抜く性格．資質があるようです．その為，

本の完成までは次々に新しい原稿を補足し，既に組み上がった版の文章を組み替えで，編

集担当にも迷惑を掛け，随分と時間が掛かりました．  

e)整理好き 

私のこの本の特徴の一つは，乱流統計を除いた乱流研究を一応体系化したことと思って

います．これは本来頭の中だけで整理が出来ないためでしょう．この本のように章分けす

ると，可成りハッキリと納得出来ると思います．それにしては自宅の物の整理は十分では

ありませんが，これは時間が無くて手が付かないのです． 

f)長寿であったこと 

私の家系は北国生まれの所為か短命系です．父は 50 歳で亡くなりました．男の兄弟は

下の 2 人は既に亡く，末の弟もヤット生きている状態です． 

私は，本来壮健な体質ではないのですが，電研(電力中央研究所)に入所後すぐに虫垂炎

を患った以外に大病はなく，現在も自覚症状のある病はありません．それどころか，毎年

遣っている胃と大腸の内視鏡検査では，名医と評判の医師から「この歳になっても異変は

見つからないから，もう来なくても良い」と言われました． 

でも，私の人生の終わりはそう遠くないと思います． 

g)先生や(理系の)友人に恵まれたこと 

これは「本」の 13 章にも書きましたが，本当に良い方々に出会ったと思います．私は

長期の外国滞在や留学はしておりませんが，日本国内では，若い頃から，また東工大定年

後は中大文系学部で，様々な分野の先生と友人を得ることができました． 

h)笠木伸英総編集「流体工学ハンドブック」 

このハンドブックの計画に，私は初期の頃に係わっていました．彼は全力でこの本の編

集に取り組みましたが，中々刊行されませんでした． 

また，丁度私が東工大定年(60 歳，1993)の頃から，乱流研究進展の勾配が急になり，そ

れならば自分で調べてやろうと思って書き始めたのが，2009 年 2 月です．笠木さんのハン

ドブックが刊行されたのはこの年の末か翌年の初めです．笠木さんは機械屋であり，乱流

の応用面に重点が置かれました．私は寧ろ基礎を深く調べたかったのです．この面では，

木田．柳瀬の名著「乱流力学」が有りましたが，刊行は 1999 年で，本書の原稿を書き始

めた 2009 年当時でももう 10 年も経っております．乱流研究は急勾配で進歩しており，そ

こを纏めようと思ったのです． 

      =================================================(完) 


