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端末の起動

1. アプリケーション->DEXCS
2. 端末(OF-1.7.x)

端末が表われる
(OpenFOAM-1.7.x用
環境設定済み)
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チュートリアルの場所に行く

run ⏎
cd tutorials/⏎
cd heatTransfer/⏎
cd buoyantBoussinesqSimpleFoam/⏎
cd hotRoom/⏎
ls ⏎

0  Allclean  Allrun  constant  system

←ディレクトリ名はTab
キーで補完できます

出力
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発熱面に対応する新たな
パッチ作成と初期値の設定
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新たなパッチ作成と境界条件設定
1. ベース格子の生成と確認

2. faceSetユーティリティで境界面にす
る境界の集合(faceSet)を作成

3. faceSetからcreatePatchユーティリ
ティを使い、新たなpatchを作成
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新たなパッチ作成と境界条件設定

4. 新たなpatchに対する境界条件を、各
物理量の初期ファイルで設定

5. 新たなパッチを含んだ新格子の確認

6. 計算の実行
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foamCleanTutorials⏎

実行結果の全消去

 Allcleanがあるチュートリアル・ケースにおいては、
上記は ./Allclean を実行するのと同等です。

←Tabキーで補完できます

0  Allclean  Allrun  constant  system

出力
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blockMesh⏎

setHotRoom⏎

paraFoam⏎ ←可視化

←ベースの格子生成

1. ベース格子生成と確認

←発熱面の設定(専用Utility)

10



3. Applyを押す

1. Mesh Partsをチェック
→下の全てにチェックが入る

2. Tのみをチェック
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2. Representationにて
Surface With Edgesを選ぶ

1. Displayタブを選ぶ
3. Color by T(Cell)を選ぶ

4.Color legendを押す
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Informationタブを選ぶ

Boundsに領域の範囲
X: 0-10, Y: 0-5, Z: 0-10
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床の発熱面
(600K)

位置 [m]
X=4.5-5.5 (中央)
Y=0 (床高さ)
Z=4.5-5.5 (中央)

マウスで操作し床を見る
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foamCleanTutorials⏎

blockMesh⏎

←ケースの初期化

発熱面の確認が終わったので、
初期化して格子のみ生成

←格子生成
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2. faceSetユーティリティで境界
面にする境界の集合(faceSet)を作成
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cd system⏎
find $FOAM_APP -name faceSetDict⏎

faceSetDict例のコピー

1. アプリケーションの設定ファイルのサンプルは、そ
れのソースのディレクリーに置いてあることが多い。
2. FOAM_APPは、アプリケーションのソースがある
ディレクトリを示す環境変数。

/home/dexcs/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.x/applications/utilities/
mesh/manipulation/faceSet/faceSetDict

出力

← *Dictはsystemに置く
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↑
cp `find $FOAM_APP -name faceSetDict`  .⏎

ls ⏎

faceSetDict例のコピー

`(バククォート)で囲ったコマンドの出力が、外側のコ
マンドの引数になるので、”cp faceSetDictの場所 .”
が実行され、 faceSetDictがカレントディレクトリー
にコピーされる。

controlDict  faceSetDict  fvSchemes  fvSolution

出力

.(カレントディレクトリ)にコピー ↑

↓ 前回のコマンドを`(バッククォート)で囲む
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↑ 
cp `find $FOAM_APP -name createPatchDict`  .⏎
ls ⏎

createPatchDict例のコピー

ファイラー等で手動で検索したり、コピーしたりする
のと異なり、シェルのコマンドで検索&コピー等の操
作行うと、似たような処理を繰り返す場合に便利。

controlDict  createPatchDict  faceSetDict  fvSchemes  
fvSolution

出力
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gedit faceSetDict createPatchDict &⏎

各種設定ファイルの修正

1. geditで起動して、ファイル名を選んでも良
いですが、最初から編集するファイル名を引
数に指定すると早い。
2. もちろん、emacsやvi等、他の慣れている
エディターを使っても構わない。
3. 最後に&を付けてバックグラウンドでgedit
を動かす。

↑コマンド名やファイル名はTabキーで補完できます
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faceSetDictの修正

1.nameの値をhotWallに変更

3. boxの領域を加熱壁を囲む領域に変更する
(Y=0の境界面を囲むのでY=-ε～ ε。ε：微小量)

2. boxToFaceのブロック
以外は消去

4. 「保存」を押す(Ctrl+Sでも可) 
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cd ..⏎
faceSet⏎

faceSetの実行

←ケースディレクトリに戻る

Reading faceSetDict

Backing up hotWall into hotWall_old
Set:hotWall  Size:0  Action:new
    Adding faces with centre within box (4.5 -0.001 4.5) 
(5.5 0.001 5.5)
Writing hotWall (size 4) to "constant/polyMesh/sets/hotWall"

4つの格子界面のfaceSetが、constant/polyMesh/
sets/hotWallとして書き出された。

出力

画面下の端末のタブを押して、端末で入力
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more constant/polyMesh/sets/hotWall⏎

hotWallのfaceSetの確認

4
(
11389 
11390 
11409 
11410 
)

faceSetの実際の中身は格子界面の番号のリスト
(通常、中身を詳しく見る必要はない。)

出力

moreのキー/スペース：続ける、b：バック、q：終了
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3. faceSetからcreatePatch
ユーティリティを使い、新たな

patchを作成
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createPatchDictの修正

3. patch名(name)の値をhotFloor
に変更

2. constructFrom setの
ブロック以外は消去

5. ファイル→終了(Ctrl+Qでも可) 

1. createPatchDictのタブ選択

4. setの値を先程作成した
faceSet名のhotWallに変更
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createPatch -overwrite⏎
createPatch

Adding new patch hotFloor as patch 3 from 
{
    type            wall;
(省略)
Read 4 faces from faceSet hotWall
(省略)
Writing repatched mesh to 0

hotWallのfaceSetからなる新しいpatchである
hotFloorが、0(constant/polyMesh)に上書きで出力

出力

↑ 通常は新格子が次の時刻ディレクトリに出力される
が、 overwriteオプションで現格子を上書きする
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more constant/polyMesh/boundary⏎

格子の境界の確認

    hotFloor
    {
        type            wall;
        nFaces          4;
        startFace       12796;
    }

格子の境界情報を表わすboundaryにhotFloorの
patchがtype wallとして追加されている。
(通常、中身を詳しく見る必要はない。)

出力
スペース：続ける、b：バック、q：終了
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4. 新たなpatchに対する境界条件
を、各物理量の初期ファイルで設定
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ls -al 0/
rm 0/p 0/alphat
gedit 0/* &⏎

各物理量の初期ファイルの修正

1. 各物理量の初期ファイルは通常0/の下
2.  *(アスタリスク)は.(ドット)で始まるファイ
ルやディレクトリ以外 (ワイルドカード) に置
換され、全初期ファイルが編集対象となる。

v1.7で解くのは p → p_rgh

alphat → kappat
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温度の初期ファイル(0/T)の修正

2. floorのpatchのvalueはnonuniform
から、uniform 300に変更。

1. Tのタブが選択されていることを確認

4. valueはuniform 600

3. hotFloorのpatch
を追加
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速度の初期ファイル(0/U)の修正
1. Uのタブ選択

3. hotFloorのpatch
を、floorのpatchから
コピーして追加
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その他の初期ファイルの修正

T.org以外も同様に hotFloorのpatchを、floorの
patchからコピーして追加
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その他の初期ファイルの修正

Ctrl+Qで終了し、変更を全て保存
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5. 新たなパッチを含んだ新格子の
確認

paraFoam &⏎
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3. Applyを押す

1. hotFloorのpatchが新たに
出現している。 

Mesh Partsを全てチェック

2. Tをチェック

端末でparaFoamを起動
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2. Representationにて
Surface With Edgesを選ぶ

1. Displayタブを選ぶ
3. T(cell)を選ぶ
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hotFloor patch

Color Legend(カラーバー)を押す
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6. 計算の実行
buoyantBoussinesqSimpleFoam⏎
 または
foamJob buoyantBoussinesqSimpleFoam⏎
tail -f log

↓ logを残す場合

↓ tailコマンドでlogを監視
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吹出口・吸込口に対応する
新たなパッチ作成と初期値

の設定
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吸込口(outlet)
Uy=1m/s

吹出口(inlet)
Uy=-1m/s

天井に吹出口・吸込口
を設ける
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rm -r [1-9]*⏎

計算結果の消去

1. rmのrオプションは、ディレクトリごと消去
2. [1-9]は、1,2,…,9と展開される。[a-c]なら、a,b,c
3. [1-9]* は、0以外の計算結果のディレクトリ全てを表わす

gedit system/faceSetDict &⏎

faceSetDictの修正
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床の発熱面
(600K)

位置 [m]
X=4.5-5.5 (中央)
Y=0 (床高さ)
Z=4.5-5.5 (中央)
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位置 [m]
X=1-2
Y=5 (天井高さ)
Z=4.5-5.5 (中央)

吹出口(inlet)
Uy=-1m/s
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faceSetDictの修正

1.nameの値をinletに変更

2. boxの領域を吹出口を囲む領域に変更する

3. 「保存」を押す(Ctrl+Sでも可) 
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faceSet⏎

faceSetの実行

Reading faceSetDict

Backing up inlet into inlet_old
Set:inlet  Size:0  Action:new
    Adding faces with centre within box (1 4.999 4.5) (2 
5.001 5.5)
Writing inlet (size 4) to "constant/polyMesh/sets/inlet"

4つの格子界面のfaceSetが、constant/polyMesh/
sets/inletとして書き出された。

出力
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位置 [m]
X=8-9
Y=5 (天井高さ)
Z=4.5-5.5 (中央)

吸込口(outlet)
Uy=1m/s
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faceSetDictの修正

1.nameの値をoutletに変更

2. boxの領域を吸込口を囲む領域に変更する

3. 「保存」を押す(Ctrl+Sでも可) 
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faceSet⏎

faceSetの実行

Reading faceSetDict

Backing up outlet into outlet_old
Set:outlet  Size:0  Action:new
    Adding faces with centre within box (8 4.999 4.5) (9 
5.001 5.5)
Writing outlet (size 4) to "constant/polyMesh/sets/outlet"

4つの格子界面のfaceSetが、constant/polyMesh/
sets/outletとして書き出された。

出力
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createPatchDictの修正
1. 開く(Ctrl+Oでも可) 

2. createPatchDictを選択
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createPatchDictの修正

1. patch名(name)の値がinet
のブロックを追加

3. setの値を先程作成した
faceSet名のinletに変更

2. typeをpatchに変更
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createPatchDictの修正

1. patch名(name)の値がoutlet
のブロックを追加

3. setの値を先程作成した
faceSet名のoutletに変更

3. 「保存」を押す(Ctrl+Sでも可) 

2. typeをpatchに変更
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createPatch -overwrite⏎

createPatchの実行

inletやoutletのfaceSetからなる新しいpatchである
inletやoutletがconstant/polyMeshに上書きで出力

gedit 0/* &⏎

各物理量の初期ファイルの修正
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初期ファイル(0/T)の修正

1. Tのタグを選択 

2. inletはfixedValue
で290Kの流入

3. outletはzeroGradient
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初期ファイル(0/U)の修正

1. Uのタグを選択 

2. inletは (0 -1 0)

3. outletは (0 1 0)
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初期ファイル(0/kappat)の修正

1. kappatのタグを選択 

2. inletとoutletのtype
はzeroGradient
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初期ファイル(0/k)の修正

サンプルとして
tutorials/incompressible/pimpleFoam/

t-junction/0/k を開く
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初期ファイル(0/k)の修正

コピーする
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初期ファイル(0/k)の修正

1. kのタグを選択 

2. intensityは0.05
(乱れ強さが5%)

3. outletはzeroGradient

58



初期ファイル(0/epsilon)の修正

tutorials/incompressible/pimpleFoam/
t-junction/0/epsilon を開く
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初期ファイル(0/epsilon)の修正

コピーする
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初期ファイル(0/epsilon)の修正

1. epsilonのタグを選択 

2. mixingLengthは0.1
(乱流渦長さスケールを
吹出口幅の1/10)

3. outletはzeroGradient
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初期ファイル(0/nut)の修正

2. inletとoutletのtype
はzeroGradient

1. nutのタグを選択 
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初期ファイル(0/p_rgh)の修正

2. inletとoutletのtype
はzeroGradient

1. p_rghのタグを選択 
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その他の初期ファイルの修正

Ctrl+Qで終了し、変更を全て保存
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計算実行
buoyantBoussinesqSimpleFoam⏎
 または
foamJob buoyantBoussinesqSimpleFoam⏎
tail -f log

paraFoam &⏎

結果の可視化
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2. Applyを押す

1. TとUをチェック
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2. Representationにて
Surface With Edgesを選ぶ

1. Displayタブを選ぶ
3. Color by T(Cell)を選ぶ
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1. Last Frameへ
2.Color legendを押す

3.Rescale to Data Range
を押す
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Slice を押す
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2. Show Planeをアンチェック

1. Z Normalを選ぶ
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1. Glyph を押す

2. Applyを押す
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1. Displayタブ を選ぶ

2. Color byを
Solid Color にする
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2. First Frameへ

1. マウスでzoom する
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Play を押す
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アニメーション終了
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