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クロスフロー振動する矩形柱の流力振動応答特性と制御

する辺長比の領域を明らかにした(13).さらにこれらの

流力振動の発現を防止する手法の確立も図った(14).

　本研究は，すでに報告した回転振動に引き続き，流

れと直角方向に振動する，いわゆるクロスフロー振動

に関しての実験的研究を行ったものである．具体的に

は，まず種々の辺長比を有する矩形柱の両端を弾性支

持した自由振動実験を遂行し，発現する流力振動性状

を詳細に調べた．つぎに自由振動実験で得られた矩形

柱の流力振動性状を強制的に再現し，その周辺の流れ

の可視化観測実験を遂行し，流力振動の発現機構を明

らかにした．さらに回転振動を防止する上で極めて有

効であった矩形柱の前縁からはく離するせん断層を

パッシブ的に制御する手法を適用し，クロスフロー振

動に対しても有効であるかどうかの検討を行った．

　　　　　　２．記　　号

　ａ：クロスフロー振動振幅

　ｊ：矩形柱の流れ方向の幅

ａ：換算減衰パラメータ[=(2･J/Qjljf))]

　j:　トリッピングロッド直径

ﾉ;：矩形柱の固有振動周波数

y; : 後流うず放出周波数

jf : 矩形柱の流れと直角方向の幅

ｓ：矩形柱の単位長さ当たりの質量

　ｊ：垂直平板と矩形柱前面の距離

　ぴ：主流の速度

　lﾉ，：換算流速[=び/(/;珀)

吸：共振換算流速[=lﾉ/(μ1)]

　w:垂直平板の幅

　ρ：流体の密度

　Ｊ：対数減衰率

　　　　　　３．実験装置および方法

　実験に当たっては，断面1.2mx0.3m，長さ2.5m

の測定部を有する環流形風洞,および幅0.3m,深さ0.4

m，長さ2.0mの測定部を有する回波形水路を用いた．

環流形風洞は自由振動実験に基づく矩形柱の流力振動

特性の評価，回流形水路は流れの可視化観測を行うに

当たってそれぞれ使用した．自由振動実験によって流

力振動特性を評価した矩形柱は，流れと直角方向の幅

//を100mm一定とし，辺長比BZHを0.3～8.0の範囲

で種々変化させた．また矩形柱のスパン長さは，風洞

測定部幅と同一としてある．供試矩形柱はできる限り

軽量化を図るために，内部はウレタン，表面は厚さ0.3

mmのアルミニウム板，そして矩形柱の中心軸はアル

ミニウム製の中空パイプでできている．矩形柱は，図
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１に示すように矩形柱の中心軸をコイルバネと板バネ

によって支持することにより，クロスフロー方向１自

由度の振動ができるようになっている．矩形柱のクロ

スフロー振動の振動振幅は，レーザ変位計によって測

定した．実験に当たっては，換算流速Ｇおよび換算減

衰パラメータ01を種々変化させて行った．Ｃｎの変化

は，電磁ダンパによって対数減衰率Ｊを変化させるこ

とによって行った．なお風洞を用いた自由振動実験に

おけるレイノルズ数刄,は，6.6×103～9.9XI04の範

囲であった．また風洞測定部高さと矩形柱の幅/fとの

比，すなわち閉そく比は8.3％であるが，これに関す

る補正は行っていない．また本実験でのアスペクト比

1ZH(/:矩形柱のスパン方向の長さ)は3.0と通常二次

元物体を取り扱う場合のそれよりも小さいが，アスペ

クト比による流力振動性状の本質的な違いはないもの

と判断して実験を実施した．

　矩形柱に発現する流力振動の制御に当たっては，図

２に示す３つの方法によって行った．すなわち，図2

(a)に示す矩形柱の前方に垂直平板を設置する方法,図

2(b)に示す矩形柱の前面および後面に半円筒状のフェ

こ⊇碗ごこと

FigJview of free-vibrationequipment.

　　　　　NOrmal plate

(o1)

ﾋﾞﾋﾞ⊇ｽｽjTi
"

　　(1.AH)B

(a)Normal plate set-up

(b)Semicircle fairing

Ｔ

(c)Semicircle fairingwith

　tripping rods

Fig.2 Control method for suppression

　　　ofnow-induced vibrations.
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クロスフロー振動する矩形柱の流力振動応答特性と制御

は発散あるいは収束することなく，防の増加とともに

振動が時間的に不安定となるwake breathingが持続す

る．このような防>ﾌ付近から発現するwake breathing

は，矩形柱前線からはく離したせん断層の矩形柱後方

における巻き上がりの位置が時間とともに変化するこ

とによる．図4(a)および(b)は，wake breathing発現

時でのフローパターンを示したものである．前線から

はく離したせん断層の巻き上がり位置は，両者で大き

く異なっていることがわかる.すなわち図(a)に示すよ

うに，はく離せん断層の巻き上がり位置が矩形柱の後

面に近い場合は，矩形柱側面に作用する圧力が大きく

なるために，大きな振動変位が生ずる．一方図(b)に

示すように，はく離せん断層が矩形柱の後面から離れ

た位置で巻き上がる場合には，発生する表面圧力は小

さくなり，小さな振動変位が生ずる．したがって,wake

breathingは矩形柱前線からはく離したせん断層の矩形

柱後方での巻き上がり位置の変化によって発現するも

のと考えられる．またwake breathingは，パターン１の

辺長比の範囲の矩形柱にのみ発現するもので，その発

現時におけるうず放出周波数は，矩形柱の固有振動周

波数と同期することなく，自然うず放出周波数となっ

ている．

　つぎに図3(b)に示すBﾉHか0.9～2.6の範囲での矩

形柱においては，低風速ギヤロッピング，うず励振お

よび高風速ギヤロッピングの３つの流力振動が発現す

る(パターン２とする)．共振換算流速収よりも小さ

いらで発現する低風速ギヤロッピングは，図４に示す
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ように，前線からはく離したせん断層が矩形柱側面上

に交互に再付着することによって形成される前線はく

離うずによって生ずる．すなわちこの前線はく離うず

が矩形柱の側面に沿って流下するに伴い，矩形柱側面

上の変動圧力に変化が生じ，低風速ギャロッピングが

発現する.また共振換算流速ら付近において発現する

うず励振は，図４に示すように矩形柱側面上に形成さ

れた前線はく離うずが側面に沿って流下したのち，そ

れと同期する形で形成されるカルマンうず列によって

誘起される．さらに共振換算流速らよりも大きい換算

流速防で発現する高風速ギャロッピングは，図４に示

すように前轍からはく離したせん断層が側面に再付着

することなく，矩形柱の背後に大きく巻き上がること

によって生ずる側面の上下面の圧力差に基づいて発生

する．なおクロスフロー振動における発散振動である

高風速ギャロッピングは，パターン２の辺長比の範囲

のみにおいて発現し，他の辺長比の矩形柱には認めら

れない．

　さらに図3(e)に示すBZHが2.6～6.0の範囲での矩

形柱においては，うず励振および低風速ギャロッピン

グの２つの流力振動が発現する(パターン３とする)．

図４に示すように，パターン３の矩形柱におけるうず

励振は，前線からはく離したせん断層が側面上で前線

はく離うずを形成し，側面に沿って流下したのち，そ

れに同期する形で形成されるカルマンうず列によって

誘起される．また低風速ギャロッピングは，共振換算

風速らの約1/2の換算風速で発現している．したがっ

Fig.4 visualizedflowpattemsduringtheoccurrenceofnow-inducedvibrationofrectangularprism.
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クロスフロー振動する

ングが抑制されることである．そして第４は，いずれ

の辺長比の矩形柱においても，新たな防でうず励振の

発現がみられることである．図７は，その前方に垂直

平板を有する静止時の矩形柱まわりのフローパターン

を示したものである．いずれの辺長比を有する矩形柱

においても，垂直平板によって矩形柱前線からはく離

するせん断層の巻き上がりが防止されている．また前

線はく離せん断層は矩形柱側面に定常的に再付着し，

そのまま側面に沿った流れとなっている．その結果無

制御時で発現するwake breathing,低風速および高風速

ギヤロッピングの発現はいずれも抑制されることにな

る．また垂直平板を設置した場合，いずれの辺長比の

矩形柱においても，うず励振は無制御時とは異なる換

算風速Ｇにおいて発現している．これは図７に示すフ

ローパターンから明らかのように，矩形柱の側面に再

付着したはく離せん断層は，矩形柱の後線から再びは

く離し，後方に放出周波数が異なる新たなカルマンう

ず列を形成することによる．すなわちこのカルマンう

ず列によって，無制御時とは異なる換算風速で，新た

にうず励振が発現することになる．

(a)BﾉH＝0.5(Patteml)

ピナ
(b)Bﾉ11－1.0(Pattem2)

　(c)認－４０(Ｐ曲m3)(d旧－６０(Ｐ幽4)

Fig.6 Response characterislicsofthe prisms when a normal

　　plale isplac�al upstream ofthe prjsm (N,P.:normal

　　plale).

Fig.7 visualized flow pattems of rectangular prism with a

　　　normal plate.

一 一

力振動応答特性と制御 29

　以上の結果より，矩形柱の前方に設置した垂直平板

は，無制御時において発現する前線はく離うずに基づ

く低風速ギャロッピング，はく離するせん断層の巻き

上がり位置の変化に基づくwake breathing,および大規

模なはく離せん断層の巻き上がりによる高風速ギャ

ロッピングの発現を完全に防止することができる．し

たがって矩形柱前方に設置した垂直平板は，回転振動

の場合と同様に前線からはく離するせん断層を抑制し，

クロスフロー振動の発現を防止する上で極めて有効で

あることがわかる．

　４･３　半円筒状フェアリングによる制御　　前節で

示したように，矩形柱前線からはく離するせん断層の

巻き上がりを抑制することは，矩形柱に発現する流力

振動を制御する上で極めて有効となる．そこで，矩形

柱の前面および後面に半円筒状のフェアリングを取り

付け，矩形柱前線からはく離するせん断層の巻き上が

りを直接制御し，流力振動の発現の抑制を試みた．ま

た円柱における流体力制御の効果的な方法として，円

柱表面にトリッピングロッドを設置する方法匹（16）があ

るが,これを半円筒状フェアリングの表面に取り付け，

フェアリングからはく離するせん断層の巻き上がりを

より小さくすることによる流力振動の制御も試みた．

半円筒状フェアリングに取り付けたトリッピングロッ

ドの直径jは.dZH＝0.1とし，その設置位置は半円筒の

前方よどみ点から40°の位置とした．

　図８は，半円筒状フェアリング（SF）およびトリッ

ピングロッドを有する半円筒状フェアリング（SFTR）

を設置した時の流力振動応答特性を示したものである．

図には各パターンを代表させた４種類の辺長比を有す

る矩形柱について，無制御時のそれとあわせて示して

ある．まずトリッピングロッドを有しない半円筒状

フェアリングにおいては.無制御時に発現した高風速

ギャロッピング，wake breathing，低風速ギャロッピン

グおよびうず励振の発現が完全に抑制されていること

がわかる．またいずれの辺長比の矩形柱においても，

限定振動であるうず励振が無制御時とは異なる新たな

μで発現している．しかしこのうず励振は，換算減衰

パラメータCnlを増大させることによって,その発現を

容易に防止することができることがわかる．

　つぎに半円筒状フェアリングにトリッピングロッド

を取り付けた場合には，トリッピングロッドを有しな

い場合と同様にすべての流力振動の発現は防止される．

また同じように新たなＧでうず励振が発現するが,Ｇ

を大きくすることによってその発現は防止できるとと

もに，その値はトリッピングロッドを有しない場合に

比べ，かなり小さなものとなっている．したがってト

29－
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クロスフロー振動する矩形柱の流力振動応答特性と制御

本報でのクロスフロー振動とにおけるそれぞれの特長

と相違について若干ふれてきたが，それらをまとめる

と以下に示すものとなる．

　第１は，両流力振動のいずれも前縁はく離うず，カ

ルマンうず列および矩形柱後方に大きく巻き上がる前

縁はく離せん断層に基づいて発現することである．す

なわち低風速振動（回転振動では低風速フラッタ，ク

ロスフロー振動では低風速ギヤロッピング）は前縁は

く離うず，うず励振はカルマンうず列，そして高風速

振動は大きく巻き上がる前縁はく離せん断層によって

発現する．したがって河流力振動におけるこれらの発

現機構は同一のものとなる，しかし３つの流力振動が

それぞれ発現する矩形柱の辺長比は，クロスフロー振

動と回転振動ではかなり異なるものとなる．第２は，

クロスフロー振動における高風速ギヤロッピングは，

ある限定された辺長比で発現することである．しかし

回転振動でのそれは，辺長比ぷ召=2.0を越えるすべて

の辺長比で発現する．これはクロスフロー振動に比べ

て，回転振動での前縁はく離せん断層の巻き上がり強

さがより大きくなることによる．第３は，クロスフ

ロー振動において臨界形状付近で２通りの流動パター

ンの発生によって，極めて不安定な流力振動が発現す

ることである．いわゆるwake breathing現象の発現であ

る．しかし回転振動ではwake breathing現象は発生せ

ず，回転振動発現時での前縁はく離せん断層の巻き上

がり強さと位置は，かなり安定しているものと考えら

れる．第４は，同流力振動のいずれも矩形柱の前縁は

く離せん断層の挙動と発達によって規定されることで

ある．したがって両流力振動は，前縁はく離せん断層

の発達を抑制することによって防止できる．矩形柱の

前方に設置した小平板によって，前縁はく離せん断層

を拡散させてその発達を抑制する制御法，および矩形

柱前面にフェアリングを取り付けて前縁はく離せん断

層の形成を防止する制御法のいずれも，両流力振動の

発現を防止できる．

　　　　　　　　５．結　論

（１）矩形柱に発現するクロスフロー振動においては，

限定振動である低風速ギヤロッピング，うず励振，お

よびwake brealhing,並びに発散振動である高風速ギヤ

ロッピングの４つのタイプがある．

（２）流力振動時におけるフローパターンの観測結果に

基づき，各タイプにおける涜力振動の発現機構が明ら

かとなった．すわなち，低風速ギヤロッピングは前縁

はく離うず，うず励振はカルマンうず列，ｗａｋｅ

31

breathingは前線からはく離するせん断層の矩形柱後方

での巻き上がり位置の変化，高風速ギヤロッピングは

前線からはく離するせん断層の後方への交互の大きな

巻き上がりによる．

(３)矩形柱に発現するクロスフロー振動は，４つの流

力振動の発現の有無に基づく辺長比の領域区分によっ

て，４つのパターンに分類することができる．

(４)矩形柱前方に小さな垂直平板あるいは矩形柱前後

面に半円筒状フェアリングを設置した場合，無制御時

で発現する流力振動の発現はすべて抑制される，しか

し，無制御時とは異なる換算流速において，新たにう

ず励振が発現するが，換算減衰パラメータを特定の値

以上とすることによって，その発現を抑制することが

できる．

(５)半円筒状フェアリングにトリッピングロッドを取

り付けた場合，トリッピングロッドがない場合に比べ

より小さな07の値で新たな防で発現するうず励振を

抑制でき，制御効果が高い．
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