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Side jets are generated when the jet density is smaller than that of the ambient gas. It has been suggested that the side jets are related 

to self-excited oscillations due to the local absolute instability and vorticity generation due to baroclinic torque caused by the cross 

product of density gradient and pressure gradient. In addition, it has been suggested that a side jet is formed by a pair of streamwise 

vortices with different rotation directions. First of all, in order to confirm previous hypotheses, we have tried the formation of side 

jets in a helium gas jet by a numerical simulation using ANSYS Fluent. As a result, it is shown that a side jet is formed between a 

streamwise vortex pair. 

 

１． 緒言 

ヘリウムガスや加熱された空気を常温の大気中に噴

出した場合など，噴出気体の密度が周囲気体の密度よ

りも低いとき，サイドジェットと呼ばれる噴流の一部

が分岐し，主流とは異なる方向に気体が噴出する現象

が生じる．サイドジェット形成の要因としては密度比

が 0.7 以下のときに生じる局所絶対不安定性による自

励振動[1]，圧力勾配と密度勾配の外積によって生じる

バロクリニックトルクによる渦度の増強[2]，回転方向

の異なる縦渦対[3],[4]がサイドジェットの形成に関係し

ていることが示唆されている．また，田中らは渦輪と

縦渦対の 3 つの渦によってサイドジェットが形成され

ることを示している[5]．本研究では 2 次元ヘリウムガ

ス噴流の数値シミュレーションを行うことでサイドジ

ェットの形成を模擬し，渦構造との関係を調べること

を目的としている． 

 

２． 数値実験手法 

２．１ 支配方程式および解析手法 

数値シミュレーションの計算には ANSYS Fluent 

19.2を使用した．支配方程式は連続の式，運動方程式，

物質の輸送方程式である．また，密度が変化するため，

補助方程式として理想気体の状態方程式を使用した．

ソルバーは非圧縮性流れの圧力ベースソルバー，圧力

と速度のカップリングには連成型解法を使用した．乱

流モデルには Large Eddy Simulation，サブグリッドスケ

ールモデルには Smagorinsky-Lilly モデルを使用した．

離散化には有限体積法，空間の離散化として，勾配は

最小二乗セルベース法，対流項は 2 次精度風上差分法

を使用した．また，時間の離散化には 2 次精度陰解法

を使用した． 

 

２．２ 計算領域および境界条件 

計算領域と境界条件を図 1 に，計算条件を表 1 に示

す．計算領域はノズル出口幅 h = 4mmを基準にノズル

出口から噴流の噴出方向 x方向に 20h（= 80mm），噴流

の広がり方向 y方向に 50h（= 200mm），奥行方向 z方

向に 2h（= 8mm）とした．上下の境界は噴流のエント

レインメントを考慮し，ヘリウムガスの流入速度の 2％

の空気が上下面から流入する条件に設定した．また，

ノズル出口でトップハット型の速度分布とするために

助走区間としてノズルの長さを 3hとした．最小要素サ

イズはノズル出口で 0.25×0.1×0.2 mmである． 

 

３． 計算結果 

計算結果を図 2 から図 4 に示す．これらの図は計算

開始から 21.3ms後で，サイドジェットと考えられる流

れを捉えた瞬間の結果である．図 2は Q値のコンター

図であり，y 軸が負の方向から見たノズル出口からの

渦構造である．渦構造の色付けは x 軸周りの渦度で行

い，赤が正，青が負の渦度を示している．ノズル出口

直後には噴流の上下のせん断層で１対の横渦が確認で

きるが，それより下流では横渦と流れ方向に軸を持つ

縦渦によって複雑な渦構造が形成されている．図 2 の

白丸で囲んだ部分には縦渦対が形成されている．緒言

で述べたようにサイドジェットの形成には縦渦対構造

が関係している．そのため，サイドジェットが形成さ

れると考えられる縦渦対の間となる断面として z/h = 

1.2の密度と速さのコンター図を図 3，4に示す．図 3，

4 より噴流初期領域下部の白丸で囲んだ部分ではサイ

ドジェットのようにヘリウムガスが主流とは異なる方

向へ噴出していることが確認できる． 

 

４． まとめ 
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2 次元ヘリウムガス噴流の数値シミュレーションを

行い，サイドジェットが形成されることを確認した．

縦渦対構造が形成されることで主流とは異なる方向に

ヘリウムガスが広がることが示された．  
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Figure 1. Computational Domain and Boundary Conditions 

Figure 2. Vortex Structures by Q-Criterion Isosurface  

(Q = 2×108) 

 

Figure 3. Contour of Density at z/h =1.2 

 

Figure 4. Contour of Speed at z/h =1.2 

 

Table 1 Computational Conditions 

Jet gas Helium gas 

Density ρ He/air 0.1625 / 1.225 kg/m3 

Reynolds number Re 1,000 

Jet velocity U 30.6 m/s 

Turbulent Intensity 1 % 

Time step size Δt 2.5 μs 
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