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When gas is ejected from a round nozzle, bifurcating flows is observed near the nozzle outlet. The bifurcating phenomenon is called a 

side jet. The formation of the side jet is concerned with the velocity gradient of jet at the nozzle outlet. If an identical nozzle is used, 

the formation is related to the jet velocity. In recent experiments, it is confirmed that a hysteresis phenomenon occurs in the formation 

of side jets, that is the jet velocity is different when the jet velocity is increased or decreased. In this study, numerical simulations were 

performed to investigate the hysteresis phenomenon in detail. 

 

１． 緒言 

円形ノズルから気体を噴出させると，ポテンシャル

コア末端で噴出気体が主流方向の他に半径方向外側に

流出する噴流の分岐現象が生じる．この分岐現象はサ

イドジェットと呼ばれ，空気中にヘリウムガスを噴出

した場合のように，周囲気体に比べて低密度の気体を

噴出した場合に観察される現象であると考えられてい

た[1],[2],[3]．しかし，空気中に空気を噴出した等密度気体

噴流でも，分岐現象が生じることが実験的に示された

[4]．サイドジェットの形成には，ノズル出口での速度分

布，すなわち速度勾配が大きく関わっており，ノズル

出口での速度分布から求めた運動量厚さをノズルの出

口直径で無次元化した無次元運動量厚さで評価できる

ことが示され [2],[5]，サイドジェットが形成される無次

元運動量厚さには下限値と上限値が存在することが示

されている[2],[ 5],[6]．さらに，この下限値と上限値にはヒ

ステリシス現象，すなわち，噴流の噴出速度を増加さ

せていってサイドジェットを形成する流速（速度勾配）

と噴出速度を減少させていってサイドジェットが消失

する流速（速度勾配）が異なることが実験的に確認さ

れている[7]が，閾値となる流速には実験ごとにばらつ

きが見られ，ヒステリシスを考慮した閾値の特定には

至っていない． 

安福ら[8]はヒステリシスの要因として加減速度に着

目し，加減速度を一定に保ってヒステリシスの有無を

調べることにした．加減速度を一定に保つ実験は困難

であるため，数値実験により調べている．数値実験で

はサイドジェットの模擬のため，田中ら[9]による手法

を導入している．  

ここでは，安福らの研究[8]と同様に OpenFOAM を利

用した数値実験により，加減速度の大きさによってヒ

ステリシス現象に差異が出るのかを調べることを目的

にしている．同一のノズルでの実験を想定しており，

速度勾配はノズル出口での噴出速度を変えて行うこと

になり，前述の閾値のパラメータとして噴出速度とノ

ズル出口直径 D0 によるレイノルズ数 Re を使用する，

下側の Re の閾値のヒステリシス現象について調べる． 

 

２． 計算方法および計算条件[8] 

 計算領域は，図 1 のように半径方向に 5D0，周方向

に 2π，主流方向に 12D0とした．ノズルは円筒状の主計

算領域の下部に直径 12 mm (D0)，高さ 12 mm の円筒状

領域で表現した．座標系はノズルの出口中心を原点と

して噴出方向を x，噴出方向に直交する方向を y 及び z

とする．速度の流入境界条件として，ノズルの inlet か

ら計算領域へ流入する主流方向速度成分を式(1)で表さ

れる top-hat 型の速度分布で与える． 

𝑈 (𝑟, 𝑡) =
𝑈

2
1 + 𝑈 (𝑟, 𝑡) 1 − tanh 𝑎

𝑟

𝐷
− 𝑟 (1) 

ここで，𝑟 = 𝑦 + 𝑧 であり，定数 a 及び r0 は熱線風

速計を使用した実測値を利用する．例えば，Re = 1200

では a = 27.96, r0 = 0.469, 𝑈 = 1.541, Re = 1400 では

a = 33.13, r0 = 0.468, 𝑈 = 1.798となり，その間の値

は線形補間している．さらに，速度分布には時間及び

空間的にランダムな擾乱𝑈 (𝑟, 𝑡)を与えている．擾

乱の大きさはは主流方向速度𝑈 の±0.5%としてい

る． 

また，ノズルには一辺 2 mm (d0)の正方形励起孔を周

方向に等間隔に 3 か所設けている．励起孔からはサイ

ドジェット形成のための周期的な圧力擾乱を与えてい

る．励起孔での圧力の境界条件は式(2)の通りである． 

𝑝

𝜌
= 𝐴 sin(2𝜋𝑓 𝑡) (2) 

式(2)の A [m2/s2]は励起振幅である．A は自然遷移の噴
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流の可視化結果と熱線風速計により測定した乱れ度と

数値実験の結果が合うように調整した．Re = 1200 では

A = 0.2 m2/s2 ，Re = 1400 では A = 0.5 m2/s2 として計算

することにした．fs [Hz] は噴流剪断応力層の励起周波

数であり，実験で求めた無次元周波数 St = 0.45 より決

められる． 

 

Figure1. Computational domain 

 

３． 計算結果 

Re が 1200 から 1400 へ変化する場合について，加速

度を 200Re/s として数値実験を行った結果を図 2 と 3

に示す．図 2 と 3 は，それぞれサイドジェットが生じ

た Re のときの Q 値と速さのコンター図であり，それ

ぞれの Re は約 1240 と 1270 であった．減速の計算で

は，Re が 1200 で減速を停止し，一定速度になったと

きにサイドジェットが消失し，加速時と減速時ではサ

イドジェットが形成する Re に差異が見られた．しか

し，減速過程では計算範囲が不十分であり，今後は，

計算範囲を Re が 1000 から 1500 へ変更し計算を行う

とともに，適切なサイドジェット形成の識別方法を検

討する． 

 

 
Figure 2. Q- Criterion Contour Plot at Side-Jets 

formation (Re = 1238) 

 
Figure 3. Speed Contour Plot at Side-Jets formation 

 (Re = 1274) 
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