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1. 緒論 

高速車両等の輸送機器まわりの流れは周囲の状況に応じ

て時間的に変動する場合が多く，このような非定常流れ場

における流体制御技術の開発が望まれている．プラズマア

クチュエータ（以下，PA）による流体制御技術は，車体表

面に設置した厚さ数ミリメートル程度の流体制御デバイス

から気流を吹出すことにより，車体表面のはく離領域に形

成されるはく離渦や空力騒音を効果的に抑制できることか

ら，流体工学や航空宇宙工学などの幅広い分野で注目され

つつある．坪倉ら(1)は，自動車に対する PA による能動的流

れ制御を目的として，Large Eddy Simulation model（以下，

LES モデル）による非定常乱流解析を行い，トランクデッ

キ端に生じる縦渦を車体から遠ざけ，輸送機器表面の圧力

低下を抑制することで，空力抵抗低減効果が得られること

などを明らかにしている．また，Post ら (2)は，翼まわりに

発生するはく離渦の抑制方法に着目し，PA によるはく離抑

制メカニズムの解明と最適な取付け位置を評価し，PA の有

効性を明らかにしている． 

本研究では，平成 28 年度に都城工業高等専門学校低燃費

車製作研究部によって製作された車体（図 1）の空力抵抗

を抑制するために，車体表面に設置する PA の最適な取付

け位置を風洞実験と計算流体力学（CFD）解析で検討し，

流れのはく離抑制と抗力低減などを図ることを最終的な目

的としている．本報告では，粒子画像流速計（PIV）による

車体まわりの可視化計測と計算流体力学（CFD）解析を行

い，車体モデルに取付ける PA の最適な取付け位置につい

て予測した結果を報告する． 

2. CFD 解析の方法 

2.1 乱流モデル 本報告で扱う流れ場は，非圧縮性，非定

常および等温流れとし，車体まわりで発生するはく離渦な

どの流れ場を詳細に捉えるため，乱流モデルには LES モデ

ルを採用した．LES モデルは Navier-Stokes 方程式に空間的

なフィルタをかけて解析する方法である．本解析で用いる

Sub-Grid Scale（SGS）モデルには，壁面近傍の渦構造の解

析に評価の高い Wall-Adapting Local Eddy-viscosity (WALE) 

モデルを採用した． 

 

2.2 車体モデル 車体モデルには，コンピュータ支援設

計ソフト Solidworks を用いて，実車の 3/40 スケールモデル

を用いた．この車体モデル（図 2）は，全長 180[mm]，全幅

60[mm]，全高 63[mm]で，解析領域は可視化風洞設備（図 3）

を模擬して縦横 300[mm]，長さ 1000[mm]の矩形断面形状と

した． 

 

図 1 実車(平成 28 年度低燃費車製作研究部製作) 

日本機械学会九州支部宮崎地区第 10 回学生研究発表会講演論文集（2018.3） 

 

図 2 車体モデル 

 

図 3 CFD 解析領域 
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2.3 初期条件および境界条件 風洞可視化部の入口条件

には，一様流速 6m/s，8m/s，10m/s の 3 通りの初期条件を

与え，出口条件を大気圧とした．車体表面およびその他壁

面には滑りなし境界条件を設定した．作動流体は 20℃の空

気（密度：1.205kg/m3，粘性係数：1.822×10-5Pa∙s）とし，

計 算 時 間 間 隔 に つ い て は ， 1 サ イ ク ル あ た り     

t=6.25×10-5[s]とした．空間領域内のクーラン数は 0.022 と

した．図 4 に示すように，車体表面には境界層解像のため

にプリズム層を初期厚さ 3.592×10-5[m]，厚みの変化率 1.08，

層数 18 層を設定した．計算格子数は 18,844,027 とした． 

3. 可視化実験装置 

PIV による可視化実験は，図 5 に示す透明アクリル製エ

ッフェル型可視化風洞実験装置を用いて行った．可視化風

洞測定洞の寸法は全長 1800[mm]，高さ 300[mm]，幅

300[mm]であり，風洞設備内の時間的速度乱れ強さ（流速の

標準偏差/平均）は 0.6[%]～0.7[%]程度である．なお，車体

モデルは，図 1 に示した車体を基に，3D プリンタを用いて

3/40 スケール（全長 180[mm]，全幅 60[mm]，全高 63[mm]）

で製作した． 

4. 結果および考察 

4.1 空力抵抗制御箇所の検討 空力抵抗を発生させる流

れ構造を調べることを目的として，PA による流れ制御を行

わない条件下において CFD 解析を行った．図 6 には可視化

測定位置を示し，図 7 には車体の z 軸中心における x-y 断

面での CFD 解析結果と PIV による可視化結果を示す．両

者を比較した場合，車体天頂部下流側ではく離渦が発生し

ており，渦によって負圧領域が形成され空力抵抗が生じて

いる可能性が考えられる．したがって，車体天頂部の渦の

影響を弱めることで空力抵抗低減を図れる可能性が示唆さ

れる． 

 

4.2 車体に生じる抗力係数 CD および揚力係数 CL CFD

解析結果に基づいて，車体に生じる抗力係数と揚力係数を

検討した結果を図 8 および図 9 に示す．なお，抗力係数お

よび揚力係数は以下の式で与えられる． 

 

CD=
FD

1
2
ρV2AD

  (1) 

CL=
FL

1
2
ρV2AL

  (2) 

 

ここで FDは抗力，FLは揚力，は流体の密度，Vは断面平

均流速，式(1)中のADは前面投影面積，式(2)のALは平面投影

面積である． 

抗力係数と揚力係数は，レイノルズ数が大きくなるに伴

い小さくなる傾向がみられる．この要因については，車体

天頂部下流側で生じる渦の発生周波数に着目して検討する． 

 

4.3 車体天頂部下流側で発生するはく離渦について 本

報告では，車体天頂部下流側で発生する渦周波数に着目し，

図 10 に示す位置において，CFD 解析で得られた y 方向速

度成分の変動を測定し，高速フーリエ変換（FFT）を行った

結果を図 11 に示す．車体天頂部下流側で発生する渦周波数

 

図 4 計算格子 

 
図 5 実験用車体モデル（実車の 3/40 スケール） 

 
図 6 可視化測定位置 

 

 

(a) CFD 解析結果(6[m/s]) 

 

(b) PIV による観測結果(6[m/s]) 

図 7 車体天頂部下流側で発生するはく離渦 
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については，レイノルズ数が大きくなるに伴い大きくなる

ことを明らかにした．これは，車体表面近傍に流線を描い

て可視化した結果（図 12）に示すように，レイノルズ数が

大きくなるに伴い，車体天頂部下流側で発生する渦の位置

が前方に移動することで負圧領域が縮小し，小規模な渦が

周期的に発生したためである． 

上で明らかになったレイノルズ数が大きくなるに伴い

抗力係数と揚力係数が小さくなる要因としては，車体天頂

部下流側で発生する渦の位置が前方に移動することで負圧

領域が縮小し，後流の幅が小さくなったためであると考え

られる．したがって，車体天頂部に PA を設置し，上向き

の流れを誘起させることで渦の発生位置を移動させ，車体

から離すことで空力抵抗低減を図れる可能性がある． 

 

5. 結論 

CFD 解析と PIV による車体まわりの可視化計測に基づ

いて車体モデルに設置する PA の最適な取付け位置を検討

し，以下の結果を得た． 

1. CFD 解析と PIV による可視化を行った結果，車体天頂

部下流側でははく離渦によって負圧領域が形成され，

空力抵抗が生じている可能性を明らかにした． 

2. 車体天頂部下流側で発生する渦周波数については，レ

イノルズ数が大きくなるに伴い大きくなることを明ら

かにした．これは，レイノルズ数が大きくなるに伴い，

車体天頂部下流側で発生する渦の位置が前方に移動す

ることで負圧領域が縮小し，小規模な渦が周期的に発

生したためであると考えられる． 

3. レイノルズ数が大きくなるに伴い抗力係数と揚力係数

が小さくなる要因としては，車体天頂部下流側で発生

する渦の位置が前方に移動することで負圧領域が縮小

し，後流の幅が小さくなったためであると考えられる． 
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図 12 流線による車体天頂部下流側で生じる    

流れ場の可視化 

 

図 8 レイノルズ数と抗力係数の関係 

 

 

図 9 レイノルズ数と揚力係数の関係 

 

 

図 10 渦発生周波数の測定位置 

 

 

図 11 車体天頂部下流側で発生する渦周波数 


