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SingleDetachedHouse！

＜目的＞　
➢ チュートリアルの＜motorBike＞のＡｌｌｒｕｎシェル内

にあるように、「potentialFoam」機能を付け加え
る。

➢ 初期値を付加することにより、解析時間がどの程度
短くなるかを確かめる。



  

Model



  

House model



  

Cells : １１４２,１３５(約１１４万)
 Points : 912,308（約９２万）



  

圧力結果　kgf/m２
注）密度を掛ける必要あり



  

解析の流れ

1.初期化

2.格子生成

3.計算初期条件設定

4. PotentialFoam実行

5.計算実行

5.A)非並列計算、の場合

5.B)並列計算、の場合

      5.B.1)領域分割

      5.B.2)計算実行

　  5.B.3)領域統合

6.結果プロット

　

1. make clean

2. make mesh

3. make init

4. PotentialFoam実行

5.

5.A) make fgrun (フォアグランド）　　             

      make bgrun (バックグラウンド） 

5.B.1）make de

5.B.2) make pfgrun (フォアグランド）

　　　　make pbgrun (バックグランド）

5.B.3) make re

6. make plot



  

起動シェル　myAllrun3
#!/bin/sh
# <myAllrun3>
#----------------------------------------------------------------------
#                        SingleDetachedHouse
#----------------------------------------------------------------------
CORE=4   # e.g. 1,4,6,12,...
RUN=1    # 1:Foreground, 2:Background

#------- from Allrun of motorBike --------
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions
#-----------------------------------------

echo "---------------------------"
echo "    SingleDetachedHouse"
echo "---------------------------"
echo "CORE: ${CORE}"
echo "RUN : ${RUN} (1:Foreground, 2:Background)"

echo ">"
echo "*** PRE START"
echo "* make clean"; make clean
echo "* make mesh" ; make mesh
echo "* make init" ; make init
echo "*** PRE END"
echo ">"



  

#----------------------- potentialFoam ------------------------------
sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 10;/g' system/fvSolution
runApplication potentialFoam -writep
sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 0;/g' system/fvSolutio
#--------------------------------------------------------------------

echo "*** CALC START"
if [ ${CORE} = 1 ];then
    echo "*** Single core"
    if [ ${RUN} = 1 ];then
        echo "* make fgrun: Foreground"; make fgrun 
    else
        echo "* make bgrun: Background"; make bgrun
    fi
else
    echo "*** Multiple cores: ${CORE}"
    if [ ${RUN} = 1 ];then
        echo "* make de"     ; make de
        echo "* make pfgrun" ; make pfgrun
        echo "* make re"     ; make re
    else
        echo "* make de"     ; make de
        echo "* Please run <make re> after the background job"
        echo "* make pbgrun" ; make pbgrun
    fi
fi
echo "*** CALC END"

追加



  

#----------------------- potentialFoam ------------------------------
sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 10;/g' system/fvSolution
runApplication potentialFoam -writep
sed -i 's/\(nNonOrthogonalCorrectors\).*;/\1 0;/g' system/fvSolutio
#--------------------------------------------------------------------

system/fvSolutionファイルの確認



  

sedコマンドの復習

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の比較より、

<     nNonOrthogonalCorrectors 0; 　前

---

>     nNonOrthogonalCorrectors 10;　後

         



  

sedコマンドの復習
system/FvSolution ファイル

(sed実行後=potentialFoam実行前）



  

potentialFoam実行するとエラー発生



  

laplacian(1,p)を追加（修正）
system/fvSchemesファイルの編集



  

potentialFoam、今度は成功



  

SimpleFoamの実行



  

MyAllrun３の実行

 ４ Ｃｏｒｅｓ で実行
 反復回数は５０００回 

(System/controlDict)



  

SIMPLE 法の収束判定の設定
system/fvSolution ファイル

SIMPLE

{

    nNonOrthogonalCorrectors 0;

    convergence 1e-5;

}
● simpleFoam では、U と p のすべての残差が指定

された値（1e-5 or 0.00001)より小さくなった時点
で結果が保存され計算が停止する。



  

system/fvSolutionファイルの確認



  

system/fvSolutionファイルの確認

● FvSolutionファイルの中には
nNonOrthogonalCorrectors 0

が存在する。
● 但し、「convergence 1e-5;」も存在する。この影響

がどうなるのか？　確認が必要である。



  

PotentialFoam有     3.2時間 

PotentialFoam無     3.4時間 



  

解析時間の比較

PotentialFoam実行無：     3.4時間

PotentialFoam実行有：     3.2時間　（１２分短縮）

<結論＞

時短に関して、

このケースでは、あまり効果はなかった。



  

END
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