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第6図 水理模型実験と数値流体解析の結果
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5

流水位が高い結果となった。このことは、実験の流量係
数の方が解析よりも小さいことを示しており、同じ上流
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今後の展開

開発した放流方法は、実機における検証の後、実適用

水位で同じ流量を流そうとした場合、実験の方が解析よ

を目指していきたい。

りも大きなゲート開度が必要であることを意味する。
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