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トライ　motorBike！

● 動機：　SimpleFoamを試す＆データが大きそう

　　　　自分のノートPCで解析できるのか？　

　　　　　　　　検証！　

今後、どのくらい大きいモデルが解析可能？

● データの場所：　　
tutorials/incompressible/simpleFoam

　　　　　　　　　　　　　　　　/motorBike



  

My Laptop



  

MotorBike  <Allrun>



  

Allrun　シェルスクリプト



  

. ドットコマンド

.  $WM_PROJECT_DIR/bin/tools

                                                  /RunFunctions
● 別のスクリプトファイルを読み込む、

　　ここでは、 RunFunctions



  

alias



  

$WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions



  

runApplication シェルスクリプト



  

runApplication シェルスクリプト



  

APP_RUN=$1; shift

● $1, $2, $3, .... : 引数を読み込む　

● ;  :　命令の連続実行

● shift :　引数を１つずつ前にシフトさせる。

例えば、＄２の値が＄１に代入される。

但し、シフト文を実行する前の＄１の値は＄０には代入さ
れず破棄される。

● 例　：　runApplication snappyHexMesh -overwrite

　　　　　＄０　　　　　　＄１　　　　　　　＄２   （シフト前）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＄１　（シフト後）



  

runApplication シェルスクリプト



  

APP_NAME=＄{APP_RUN##＊/}

● ＃＃：パターン照合演算子で、変数＄｛ｖａｒ＃＃
pattern}は、ｖａｒの値にpatternがあれば、マッチし
た最初のもっとも長いpatternを削除して、残りを返
す。

　例：APP_RUNが、「../abc/def/blockMesh」

　　　なら「＊/」が「../abc/def/」で、

　　　＄｛APP_RUN＃＃＊/｝は、「blockMesh」

　　　だけを返す。

　　　　　　　　　　以上、と思うが・・・？？？　



  

runApplication シェルスクリプト



  

if文の基本構文

● ｉｆ　条件文 １　；　then

              条件文 １ が真の時の処理

elif　条件文 2

              条件文 2 が真の時の処理

else

              いずれの条件も真でない時の処理

fi

 



  

runApplication シェルスクリプト



  

if [ -f log.$APP_NAME ] ; then

● [-f log.$APP_NAME] により、log.$APP_NAME
ファイルが存在するかどうかを判定する。

● 存在する時：

echo "$APP_NAME already run on $PWD: 
remove log file to run" を実行する。

● 存在しない時：

echo "Running $APP_RUN on $PWD"

$APP_RUN $* > log.$APP_NAME 2>&1

を実行する。



  

runApplication シェルスクリプト



  

＄APP_RUN ＄＊ > log.$APP_NAME 2>&1
runApplication blockMesh の場合

＜shift前＞

 ＄0　＝　runApplication 

APP_RUN　＝　＄１　＝　blockMesh

＄APP_RUN　＝　blockMesh

＜shift後＞

＄0　＝　runApplication　、　＄Ⅰ＝「空白」　

● ＄＊ ： ＄０以外の引数を表示する。

　　　ここでは、 「空白」になる。

           そうすると、

  blockMesh   > log.blockMesh 2>&1

          



  

＄APP_RUN ＄＊ > log.$APP_NAME 2>&1
runApplication snappyHexMesh 

-overwrite の場合
＜shift前＞

 ＄0　＝　runApplication 

APP_RUN　＝　＄１　＝　snappyHexMesh

＄APP_RUN　＝　snappyHexMesh

                           ＄2　＝　-overwrite

＜shift後＞

＄0　＝　runApplication　、　＄Ⅰ＝ -overwrite　

● ＄＊ ： ＄０以外の引数を表示する。

　　　ここでは、 ＄Ⅰ＝ -overwrite になる。

           そうすると、

  snappyHexMesh -overwrite > log.snappyHexMesh 2>&1

          



  

Allrun  <cp>



  

cp -r 0.org 0 > /dev/null 2>&1
コマンド > ファイル ２ > &1

> /dev/null　：　

標準出力をファイルｎｕｌｌに書き込む,  

/devファイル →  特殊ファイルが存在する？？？

2>&1　: 

標準エラー出力（２＞＆１）の出力先を「＆１」と記述することで、コマンド
のエラー出力は標準出力と一緒にファイルに書き込まれる。

標準入力(キーボード入力）＝０ 　

標準出力（コンソール（ディスプレイ）画面出力）＝１　

標準エラー出力＝２



  

Allrun  <sed>



  

< man sed >    ストリームエディター 
sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 10;/g' 

system/fvSolution 



  

system/fvSolution ファイル

sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 10;/g' 
system/fvSolution

● diff  実行前ファイル　実行後ファイル 

63c63

<     nNonOrthogonalCorrectors 0; 　前

---

>     nNonOrthogonalCorrectors 10;　後

         非直交の補正数 (U-124) 意味不明????



  

system/FvSolution ファイル
(potentialFoam実行前）



  

nNonOrthogonalCorrectors

● http://www.foamcf
d.org/Nabla/guides
/ProgrammersGuid
ese12.html



  

potentialFoam

● 圧力方程式において反復計算される。
● 反復数は”nNonOrthogonalCorrectors”により
制御される。



  



  



  



  

MotorBike  <Allrun>



  

system/FvSolution ファイル
(potentialFoam実行後
=simpleFoam実行前）



  

解析の流れ

● メッシュ作成

1)blockMesh

2)snappyHexMesh
● 初期値設定

3)potentialFoam
● 解析

4)simpleFoam



  

入力データ (blockMesh前)



  

Sh Allrun  or  ./Ａｌｌｒｕｎ (1core)



  

log.simpleFoam 
(1337秒= 約22分)



  

ParaFoam  Cells:669,009(約67万)  
Points:427,371(約43万)



  

mpirun -np 4 simpleFoam -parallel
4coreでの解法



  

Allrun 一部変更



  

Ａｌｌｒｕｎ後



  

log.simpleFoam 
(7２３秒= 約１2分，１ｃｏｒｅ約22分)
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