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質問

スライディングインターフェースの上手い切り方
(比較的粗いメッシュで)

どうぞ，ご教示頂きたくお願いいたします．
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v2.2.0からcavitatingDyMFoamが使えるようです！が、tutorial case は
ありませんでした。今後、pumpのキャビ解析をやってみたいです！！

第22回勉強会＠関西の資料より

試してみたものの，結局走らなかった。。。
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motivation

それは凄い! 早速試さないと!!

OpenFOAM-2.2.xディレクトリで git pull し，ダウンロードできた模様．

OpenFOAM-2.2.x/applications/solvers/multiphase/interPhaseChangeFoam

ディレクトリへ移動し，./Allwmakeするとエラーが出た．./Allwcleanの後再挑戦．

./Allwmakeすると，やはりエラー．interPhaseChangeFoamも使えなくなった．．．

野村さんに相談．「ライブラリも変更されているので，OpenFOAM-2.2.xで

./Allwmakeする必要がある」とのこと．

いつもアドバイスをありがとうございます．できました．
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propeller
単相流の場合のソルバはpimpleDyMFoam．

下記に解説がある．

by 野村さん
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propeller

他にも富山, 岐阜の勉強会で取り上げられている．

このソルバは需要が高いのかな？

第21回勉強会 第4回勉強会



interPhaseChangeFoam (incompressible)

77Computational domain and mesh

mesh-A (83thousand, y+=5～25)
log-law area 

mesh-C (670thousand, y+=0.2～1.5)
sub-layer area

sgi様のマシン32～64coreを
お借りしています. LES解析中

laptop(4 core)で計算しました

10C 

2C 

C: chord length ; 0.1[m] 

velocity
8.1[m/s] 

interPhaseChangeFoamで計算

ps=const 
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Cavitation model

88Compar ison of static pressure among three kinds of cavitation model

Kunz:

Merkle:

Schnerr-Sauer: steep

gentle

middle

σ=1.90,

turbulence model: RNG k-

condensation term
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interPhaseChangeDyMFoam (incompressible)

Computational domain
outer cylinder

AMI interface

(rotating region)

inletoutlet

stem (stationary)



inlet

U: 

type                         uniformFixedValue;

uniformValue table;

3(

(0(0 0 0))

(0.01 (0 -15 0))

(100 (0 -15 0))

);
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interPhaseChangeDyMFoam (incompressible)
Boundary condition

outlet

U: 

type             inletOutlet;

inletValue uniform(0 0 0);

value           uniform(0 0 0);

p_rgh:

type             fixedFluxPressure;

phi               phiAbs;

gradient       uniform 0;

p_rgh:

type             fixedValue;

value           uniform 100000;

時刻によって変わる
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interPhaseChangeDyMFoam (incompressible)

constant/dynamicMeshDict

rotatingMotionCoeffs

{

origin        (0 0 0);

axis          (0 1 0);

omega     table

(

(0       0)

(0.01  419)

(100  419)

);

}

時刻によって変わる
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Calculation result

velocity

(from t=0 to 0.1[s])

static pressure

(from t=0 to 0.1[s])
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Calculation result

void fraction

(from t=0.011 to 0.1[s]) 

static pressure

(from t=0.011 to 0.1[s])
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Past research work
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pimpleDyMFoam

Centrifugal pump

(5 million cells)
たまたま上手く行った
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interPhaseChangeDyMFoam

Centrifugal pump

(5 million cells)
たまたま上手く行った

吸込圧を変えて解析継続中



1717

simpleFoam

Mixed-flow pump

(30 million cells) 問題なし
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pimpleDyMFoam

Error !
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メッシュ作成方法

・m4マクロを使い，円筒を切る方法で基礎メッシュ作成

・snappyHexMeshで回転領域(rotor)をcellZone指定

・splitRegions –cellZone コマンドで回転領域と静止
領域を分割． この時，境界面ができる

・createPatchで上記境界面をcyclicAMIとする
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質問

スライディングインターフェースの上手い切り方
(比較的粗いメッシュで)

どうぞ，ご教示頂きたくお願いいたします．
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Future work

単段遠心ポンプの cavitation CFD

単段斜流ポンプディフューザ旋回失速のCFD 

多段遠心ポンプの大規模(100million程度) CFD
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追記：sliding interfaceの質をチェックする方法

⇒ moveDynamicMesh –checkAMI を実行する

メッシュが細かくなる程、見た目ではわからない．
実際に解析を行う前に判断できないものか？

outputフォルダができ，vtkファイルが
時系列で書き込まれる
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追記：sliding interfaceの質をチェックする方法

野村さん，今野さん，片山さんがご教授くださいました．
ありがとうございます．

paraviewでweightsSumを確認する．

入口側meshを注意深く切り直し。。。とわかる


