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9.1 概要

レイノルズ応力はブーシネスクによって乱流による剪断応力であると仮定されたが、比
例係数（渦動粘性係数）を単純な形式で定めることは出来なかった。プラントルは運動量
輸送理論により、レイノルズ応力が渦によるせん断応力であることを説明し、混合距離 l

を導入してレイノルズ応力を平均量を用いて表わした。

9.2 レイノルズ応力

レイノルズ方程式に含まれる乱れ成分による項をレイノルズ応力と呼ぶ。このレイノル
ズ応力は粘性によるせん断応力との比較から乱れ成分（渦によって引き起こされる変動成
分）によるせん断応力として認識されている。レイノルズ方程式の右辺を比較してみると
以下のようになる。

応力の種類 圧力 粘性によるせん断応力 レイノルズ応力

応力の表示形式 p τ = ρν
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この比較から表中の「？」に入る形式は以下のように想像できる。

τ = −ρu′u′ 　または τ = −ρu′w′

この２つのレイノルズ応力項の大きさについて考えてみよう。まず流れをレイノルズ方
程式を考えたときと同様に洪水流のようなほぼ１次元的な流れを対象とする。流れの主流
の方向を x軸、水底から鉛直上向きを z軸とする。

u′u′、u′w′のいづれもその大きさについては明確な推測は難しく、良く分からない。し
かし、乱流の乱れの様子は x軸方向には大きな変化はないと考えて良いだろう。つまり、
u′u′の x方向の変化は決して大きくはない。これに対して、u′w′は水底付近で大きく変化
するものと考えられる。
水底から十分に離れたところでは、u′w′は z方向に大きく変化するとは考えられない。

しかし、水底は鉛直方法流速 w自体が 0になる。また、ノンスリップ条件から水底では
水平方向流速 u = 0である。したがって、乱れ成分も 0であるので、水底では u′w′ = 0で
ある。

以上の考察から、−∂u′w′

∂z
は−∂u′u′

∂x
に比べて十分に大きいと考えられる。これより、以

後の考察は−∂u′w′

∂z
に主眼を置くことにする。
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9.3 ブーシネスクの仮定

これ以後は流れに平均流が壁面（底面）と平行な場合（つまり、w̄ = 0）を考える。ブー
シネスク (Boussinesq)は前節の議論をもとにして乱れによるせん断応力を次のように仮
定した。

τ = −ρu′w′ = ρε
dū

dz
(9.1)

ここで ε；渦動粘性係数である1。この仮定は明らかにニュートンの仮定と同じ形式になっ
ている。しかし、動粘性係数 νと異なり、渦動粘性係数 εは流れの様子によって変化し、
定数や簡単な形式では与えることは出来なかった。

9.4 運動量輸送理論

プラントル（Prandtl）は運動量輸送の概念を用いて−ρu′w′が乱流の乱れによるせん断
応力であることを説明した。さらに、混合距離 lを導入してせん断応力 τ を式 (9.1)の形
式で示した。このため、このプラントルの理論は混合距離理論とも呼ばれる。
運動量輸送理論
これまでと同様に断面２次元的な流れを考え、図

のような流速（平均流速）分布のある流れを対象と
する。壁面上を z = 0とし、壁面から距離 z1および
z2の２つの層を調べると、それぞれの層の平均流速
は ū1、̄u2でその差は∆ūであった。それぞれの層の流
体は単位体積あたり ρūの平均的な水平方向運動量を
持っている。
層 1の流体は乱流の乱れ w′によって、層 2の高さ

まで運ばれることがある。乱流の乱れは渦によって生
じるとすれば、同じ量の流体が層 2から層 1へ運ばれ

z
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ることになる。つまり運動量が輸送され、２つの層の間で交換されている。∆t時間あた
りに図中の単位面積を通過する流体の体積はw′ × 1×∆tである。単位時間では単位面積
あたりw′ × 1× 1の体積の流体が通過する。
このとき層 2では下から ρū1w

′の運動量が入り、ρū2w
′の運動量が出て行くので、結果

として ρ∆ū × w′の運動量が減少している。これは τ × 1 × 1の力積が流れと逆向きに働
いていることと同じである。

τ = −ρ∆ū× w′ (9.2)

層 1と層 2の間の距離 lを適当に選び、

u′ ∼ ∆ū (9.3)

1教科書の εは渦粘性係数と記載されているが、最近では εを渦動粘性係数と呼ぶので注意が必要
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となるようにする。このような距離 lをプラントルは混合距離と呼んでいる。ここでu′ ∼ ∆ū

は u′のだいたいの大きさと∆ūのだいたいの大きさが同じくらいで、概略値を知るため
にはお互いを置き換えても差し支えないことを意味する2。このような距離 lを定められ
るときはせん断応力 τ は−ρu′w′でその大きさを表すことができる。時間 T の間の平均量
として表すと次のようになる。

τ = −ρu′w′ (9.4)

これでレイノルズ応力の u′w′が乱れによるせん断応力を表すことが示された。
次に式（9.2）に戻り、等方性乱流の仮定を用いる。等方性乱流とは乱れの様子が方向

（x方向や z方向）によって変化しない乱流のことである。「乱れの様子」とは乱れの統計
的な性質のことであり、乱流が大小、強弱様々な「円形の渦」によって表されるならば当
然成り立つ性質と考えられる。等方性乱流の仮定から次の近似を用いることができる。

u′ ∼ w′

この近似と式（9.3）の近似を式（9.2）に代入すると次式が得られる。

τ = −ρ (∆ū)2

最後に、この式に混合距離 lが十分に小さいとすると微分の第１次近似である

∆ū = ū2 − ū1 = l
dū

dz

の関係を代入し、せん断応力の符号を考慮して、乱流の乱れ成分によるレイノルズ応力は

τ = −ρu′w′ = −ρl2
∣∣∣∣
dū

dz

∣∣∣∣
dū

dz
(9.5)

と表示される。| · |は絶対値を表す。

解説
ブーシネスクの仮定と比べると

ε = l2
∣∣∣∣
dū

dz

∣∣∣∣ (9.6)

となる。渦動粘性係数 εが流れによって変化する物理量と対応していることがわかる。こ
の運動量輸送理論は本来の問題を解決したわけではない。たしかに u′w′がせん断応力を
示していることは説明している。だがブーシネスクの仮定に含まれている”良く分からな

2u′ は正負の値を取り、∆ūは正である。ここでは u′ の振幅のことを意味していると考えなさい。非常
に概略的で概念的な、つまり大雑把な考え方をしているということです。数学にしたがった正確な理論ばか
りでなく、物理学にはこのような概念的な議論や理論があります。
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い”渦動粘性係数 εは、やはり”良く分からない”混合距離 lに引き継がれ、実質的な問
題は解決されていない3。
この理論の中で使っている運動量は運動量保存則で用いているのものと同じレベルの保
存則です。中間テスト前の運動量保存則を読み返せば理解できるはず。式（9.2）は諸君
の力でもっとキチンと説明することも可能なので各自で試みてほしい。
式 (9.5)で dū/dzの一つだけに絶対値が付いているのはせん断応力 τ の符号を正しくす
るためのものである。せん断応力が微小四辺形に働くとき、四辺形が右回りに回転するよ
うな力の働き方を正のせん断応力とする。今対象としている流れでは層 2には流れを減速
する左向き、層 1には加速させる右向きのせん断応力が働くので、この２層の間に微小四
辺形を考えると四辺形は左回りの回転が生じるようなせん断応力になっている。つまりせ
ん断応力の値は負である。
一方、dū/dzの符号は（今対象としている流れでは）正であるので絶対値を付けても付
けなくても同じ符号になる。しかし、例えば壁面が上側にあるときは考えている流れは上
下が逆になる。このとき座標軸の向きは変わらないので dū/dzの符号は負、せん断応力
は向きが反対になるので正の値になる。このときは式 (9.5)で dū/dzの一つだけに絶対値
が付いていれば正しい符号が得られる。

u′u′の項は実際には圧力と同様な働きをする応力である。これは粘性項における ν
∂u

∂x
も同じである。どちらも圧力項と同じく x方向の微分で方程式に含まれており、x方向に
働く応力を表している。つまり、せん断応力ではなく主応力に含まれる。このことを説明
するためにはN-S方程式をニュートンの仮定からキチンと誘導しなければならない。「流

れの科学」ではこの部分を省略したので困ったことになった。10.2節で
∂u′u′

∂x
の項より

∂u′w′

∂z
を重要視する理由が分かりにくくなっている。間違った説明ではないつもりだが、

分かりにくい。ただ、N-S方程式をキチンと誘導するよりもはるかに理解し易いと思って
欲しい。

3この理論のおかげで現在もレイノルズ方程式と渦動粘性係数は使われています。粘性流体の流れが数値
計算で追跡されるようになったのはこの運動量輸送理論のお陰だと云っても過言ではないでしょう。また、
次節で説明する対数分布則もこの理論の結果から導かれています。歴史的にみても非常に大きな成果が得ら
れています。本文の言葉も事実ですが、それでもこの理論は重要です。
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第10章 流速の対数分布則ープラントルの仮定

10.1 概要

プラントルは壁面近傍の混合距離を簡単な形式で表し、流速 ūの分布形を導いた。分布
形は対数分布となり、当初の仮定とは異なり、壁面から離れたところで実験結果を見事に
説明した。

10.2 プラントルの仮定

混合距離 lは渦の大きさと強い結びつきがあるものと考えられていた。渦の大きさに比
例して混合距離も大きくなるとプラントルは仮定した。特に壁面上ではノンスリップ条件
から流速が 0になるので、渦もなく、大きさは当然０とできる。壁面近傍では壁面からの
距離に比例して渦は大きくなっていくものと想像できる。これらのことからプラントルは
混合距離 lを壁面近傍において次に様に仮定した。

l = κz (10.1)

ここで zは壁面を原点とし、壁面からの距離を表す。κはカルマン定数と呼ばれ、κ = 0.4

である。この仮定を用いると式（9.5）は、せん断応力の符号を無視すると次のように変
形できる。

dū

dz
=

1

κz

√
τb

ρ

右辺の τbは壁面上のせん断応力を表し、壁面せん断応力と呼ばれることもある。この壁
面せん断応力は実験的に計測が可能で、すでに様々な実験式が提案されており、実験や実
験式を用いて壁面せん断応力 τbを求めることができる。ここでは詳細については述べな
いが、壁面せん断応力 τbは実験式などを用いて求めることができるものと了解してほし
い。また同じ右辺の

√
τb/ρは速度の次元を持つことから摩擦速度 u∗と呼ばれる。通常こ

の摩擦速度 u∗を用いて上式を書くと

dū

dz
=

u∗
κz

（壁面せん断応力 τbから）摩擦速度 u∗は求めることができるので、ここでは定数として
扱えば良い。この式はすぐに積分ができて、次のようになる。

ū

u∗
=

1

κ
log z + C (10.2)

このような式を求めたとき、工学的に注意すべき事がある。対数 (log)の中に長さの次元
を持つ変数 zが入っている。では log zの次元はどうなる？　などと難しい事を考えなく
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ても済むように対数（あるは sin cos)の中は無次元量で示すべきである。当然左辺側も無
次元化（速度 ūと摩擦速度 u∗の比）されている。
右辺の無次元化にはレイノルズ数や、壁面の粗度高さ kが用いられる事が多い。壁面が
滑らかな場合は摩擦速度 u∗を用いたレイノルズ数 u∗z/νが用いられ、壁面が粗い場合は
粗度高さ kを用いた z/kで表示される。

10.3 流速の対数分布則

式（10.2）は実験結果と比べた図が教科書図－ 6.9および図-6.10に示されている。教科
書は zの代わりに yが用いられている。適当に読み替えて下さい。
図-6.9は滑らかな管路における流速分布の実験結果（図中の黒丸）と、それと一致する
係数を定めた式（10.2）（図中実線）を示している。横軸はレイノルズ数Re =

u∗z
ν
が用い

られている。この図では横軸のレイノルズ数が 10以上（Re > 10）で実験結果と式（10.2）
は一致しているが、10以下（Re < 10）では実験結果と式（10.2）は一致していない。こ
の一致しない部分は壁面近傍の流れである「境界層流れ」を考えなければ説明できない部
分である。これについては後でもう少し解説を加える。
一方、図-6.10は粗い管路における流速分布の実験結果（図中の黒丸）と、それと一致
する係数を定めた式（10.2）（図中実線）を示している。横軸は粗度高さ kを用いた z/k

で表示される。こちらは横軸の値に関わらず実験結果を式（10.2）はうまく説明できてい
る。壁面の粗度高さ以下（z/k < 1）の流れは言い換えれば粗度という障害物の中を流れ
ているので、管路内の流れとして考える必要はないでしょう。
それぞれの管路において実験結果と一致するように定められて式を比べてみよう。

滑らかな管
u

u∗
= 5.5 + 5.75 log10

u∗z
ν

(10.3)

粗い管
u

u∗
= 8.5 + 5.75 log10

z

k
(10.4)

logの前の係数は 5.75と同じ係数で、定数項だけが異なる（5.5と 8.5）。これらの式は粗
度高さや摩擦速度の異なる流れでも同じ係数で実験結果が説明できる。また管路だけで
なく河川流や大気流（風）の分布に対しても係数が少し異なるものの同様な式が適用でき
る。非常に実用的な式として現在も用いられている。
この対数分布則はプラントルの仮定に基づいて求められたものである。プラントルの

仮定は壁面近傍について仮定したものであったが、求められた対数分布則は滑らかな管か
粗い管かに関わらず、管路の中心付近までの流速分布を説明できる。しかし滑らかな管に
おいては壁面近傍では実験結果を説明できていない。プラントルにとっては皮肉な結果と
なっている。
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10.4 層流境界層と乱流境界層

壁面近傍では境界層と呼ばれる流れが形成される。この境界層はいわば渦の生成場所
であると考えれば良い。元々渦は粘性によって生まれるので、この境界層内が層流状態で
あっても乱流状態であっても渦の生成は生じる。境界層内が層流状態であるものを層流境
界層、乱流状態であるものを乱流境界層と呼ぶ。
滑らかな管の壁面近傍の流れは層流境界層と呼ばれる流れになっている。この層流境界

層内にはさらに粘性低層と呼ばれる部分が壁面に近いところで形成されている。層流境界
層内はその名の通り層流であるので、これまで議論してきたような乱流の理論は当てはま
らない。特に、粘性低層においては、その特性は乱流と著しく異なる。これが図 6-9で実
験と対数分布則が一致しない理由である。
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