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Abstract：Wind and fire interaction problem is difficult to conduct in an experimental room. Therefore, computational simulation is 

useful for such complex problems. In our group, wind and fire interaction analysis method has been developed. However, when a 

strong upward flow occurred, there was a problem that a strong flow velocity was generated from the open boundary on the side. In 

this paper, the simplified traction-free boundary condition was applied to the side boundary in order to ensure the computational stability.  

As a result, it was confirmed that the analysis of upward flow can be stably performed without divergence. 

 

１． 研究背景 

 大規模な林野火災や市街地での火災においては，風

が火災の延焼を促進し，火が広範囲に広がることで甚

大な被害をもたらす場合がある. 平成 28年 12月 22日

に新潟県糸魚川市で発生した火災では，強風により，

火元及び延焼先から大量の火の粉等が飛散し，広範囲

に延焼した［1］．何十年にもわたって危険視されてい

る首都直下型地震などの大規模災害においても，風が

火災の延焼を促進した場合，被害は甚大なものになる

と考えられる．そのためこのような被害を予測するこ

ととの必要性は高い.  

しかし，風と火災の連成現象は複雑かつスケールの

大きな物理現象であるため，実験的に再現するのが難

しい．また，経済面，環境面で頻繁に実験を実施する

ことが難しいため，数値シミュレーションによる予測

が有益と考えられる. 

本研究室では，これまで風と火災の連成解析法を構

築してきた［2］．しかし，燃焼に伴う強い上昇流が生

じた際，解析領域側方の開境界から強い流速が生じ，

発散する課題を有していた．一方，楊らは差分法に基

づく自由噴流の解析で，側方からの発散を防ぐため

Simplified Traction-Free 境界条件（以下，STF 条件）を

提案した［3］．この STF 条件が前述の課題を解消する

と考え，有限要素解析に導入し，開境界となる側方境

界の安定性を検討したので報告する． 

 

２． 解析手法 

本研究で用いる基礎方程式は，以下の連続条件式（式

（1）），Navier-Stokes 方程式（式（2））である． 

 

 

 

連続条件式 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0   (1) 

 

Navier-Stokes 方程式 

 

𝜌 {
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
} =

𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑏𝑖 (2) 

 

ここに，𝑢𝑖は流速，𝜌は空気密度，𝜎𝑖𝑗は応力テンソル，

𝑝は流体力学的圧力，𝑏𝑖は物体力である．方程式の離散

化は，安定化有限要素法を用いている［4］．境界条件

の検討においては，Navier-Stokes 方程式より，粘性項

の重み付き残差式を部分積分して得られる境界積分項

に境界条件を適用することで行う． 

 

 

Figure1 Computational comdition 
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３． 解析条件と結果 

本研究では，燃焼に伴う上昇流をイメージし，Figure1

に示すように，解析領域を下面のみを壁面とした開放

空間とし，下面中央に上向きの流入流速を与える解析

を行った．節点数は 130，要素数は 216 のメッシュを

用いた．その際，側方境界条件に直応力，せん断応力

ともに 0とする Traction-Free境界条件（以下，TF条件）

を適用することとする．TF 条件は以下の式（式（3））

で表される． 

𝜎𝑖𝑗・𝑛𝑗 = 0 (3) 

 

ここに，𝑛𝑗は境界外向きの単位法線ベクトルである． 

解析の結果，Figure2 に示す上昇する流れの流速ベク

トルを確認することができたが，領域側面で流速が急

激に増加し，長時間安定して解析を行うことができな

かった．メッシュ粗さを変えても結果に差異は無かっ

たことから，与えている側方境界条件が適切ではない

ためであると考え，側方境界条件の検討を行った． 

 

４． 側方境界条件の検討 

 側方境界条件を検討するにあたって，楊らによる TF

条件からせん断応力を 0 としない STF 条件を適用し，

解析の安定化を図った．STF 条件の式（式（4））は以

下の式である． 

𝜎𝑗𝑗・𝑛𝑗 = 0 (4) 

 

離散化された境界積分項に STF 条件を適用し，方

程式に加えることで境界条件を STF 条件へ変更する． 

また，解析条件は，解析領域を下面のみを壁面とし

た開放空間とし，下面中央から上向きに流速𝑢を与える

ものとする．Figure3 に STF 条件を適用した解析結果を

示す． 

STF 条件を適用した結果，上昇する流れを確認する

ことができた．また，側方境界で強い流速が発生せず，

発散することなく安定して解析を行うことができた． 

 

５． まとめ 

本研究では，火災の延焼に及ぼす風の影響の解析的

評価を行うことを目的とし，解析を行った．結果，解

析途中に数値不安定性が発生したため，側方境界条件

が適切ではないことが原因であると考え，側方境界条 

 

件の検討を行った．境界に与えていた TF 条件に対し，

数値安定性において優位的である STF条件を側方境界

条件に適用することで解析安定性を図った．STF 条件

を適用した結果，上昇する流れの解析を発散すること

なく安定して行えることを確認した． 
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Figure2 Velocity vector in the 

      traction-free case 

 

Figure3  Velocity vector in the 

               simplified traction-free case 
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