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Flow Visualization Around a Transport Vehicle by 
PIV Measurement and CFD Simulation 

Yoshiki YANAGITA, Keisuke OKUMURA, Toshihide FUJIKAWA, 

Hiroyuki SHIRAIWA and Hisao YAGUCHI 

Energy-efficient transport vehicles require a careful geometrical styling to decrease drag, primarily due to vortex 
formation in wake regions. Aerodynamic drag reduction is directly related to the improvement of fuel efficiency and thus 
a main research target of transport vehicles. In this study, we investigated positions of flow separation and longitudinal 
vortices generated around a transport vehicle model using Particle Image Velocimetry (PIV) and CFD simulation. The 
results obtained indicated that a negative pressure region formed by the separation and vortices on the model side and 
top contributed to the aerodynamics drag. 
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１．緒 論 
航空機や自動車などを対象とした非定常流れ場における

流体制御技術は，環境問題や省エネルギーなどの観点から

幅広い分野で注目されつつある 1)． 

本研究は，輸送用車両車体の空力抵抗を抑制するために，

風洞実験と計算流体力学解析（以下，CFD 解析）により，

輸送用車両車体表面に設置する流体制御デバイスの最適な

取付け位置を検討し，空力特性を改善することを最終的な

目的としてなされたものである．本報告では，粒子画像流

速計（以下，PIV）による輸送用車両車体まわりの可視化計

測と CFD解析を行い，車体スパン方向中央から観察できる

はく離渦および車体後方から観察できる縦渦に対して，車

体モデルに取付けるプラズマアクチュエータ 2)（以下，PA）

の最適な取付け位置について検討した． 

２．可視化実験装置 
Fig.1 に PIV 可視化実験で用いる風洞設備の概略図を示

す．風洞設備の寸法は，縦横 300 mm，長さ 1000 mmで，

風洞設備内の乱れ強さ（流速の標準偏差）は 0.6 %～0.7 %

である．車体モデルは，Fig.2に示す車体モデルを対象とし

て，3Dプリンタにより実車の 3/40スケール（全長 LV=180 

mm，全幅 WV=60 mm，全高 HV=63 mm）とした． 

３．CFD 解析手法 
３．１ 乱流モデルおよび車体モデル 

本報告で扱う流れ場は，非圧縮性，非定常および等温流

れを仮定しており，車体まわりで発生する渦構造などを詳

細に捉えるため，乱流モデルには LES モデル（Sub-Grid 

Scaleモデル: WALE ）を採用した．CFD解析で扱う解析領

域および車体モデルは，可視化実験で用いる風洞測定洞お

よび車体モデルの形状，寸法と同じである． 

３．２ 初期条件および境界条件 

風洞可視化部の入口条件は，流速 6，8，10 m/sの 3通り

とし，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，滑りなしの境界条件を設定した．作動流体は，20 ℃

 
Fig.1  Symbols of wind tunnel size 

 

 
Fig.2  Vehicle model 
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の空気である．時間刻みはt=6.25×10-5 sとした．空間領域

内のクーラン数は 0.067 程度である．車体表面には境界層

解像のためのプリズム層を 18 層挿入し（Fig.3），初期厚さ

を 3.592×10-5 m，厚みの変化率を 1.08 とした．計算格子数

は 18,844,027である． 

４．PIV による可視化計測および CFD 解析の結果 
流れ場における渦の発生位置を調べるために，PAを取付

けていない条件下において，Fig.4に示す位置で PIVによる

可視化計測を行った．Fig.5は車体の z 軸中心における x-y 

断面の PIV可視化計測結果である．車体天頂部下流側では

はく離渦が発生しており，この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．そこで，

車体天頂部下流側で発生する渦構造をより詳細に把握する

ために，流れ場の CFD解析を行った．その結果を Fig.6 に

示す．Fig.5に示した PIV可視化計測結果と Fig.6の CFD解

析結果を比較すると，はく離渦はほぼ同じ位置において発

生していることがわかる． 

Fig.7は，CFD解析結果で得られた輸送用車両車体まわり

で生じる渦構造について，速度勾配テンソルの第二不変量

（Q 値）で流れ場を可視化した結果である．輸送用車両車

体まわりで発生する渦に関しては，車体天頂部下流側に発

生するはく離渦に加え，車体側壁近傍で縦渦が発生してい

ることがわかった．Fig.8 および Fig.9 はそれぞれ車体の x

軸中心における y-z断面での PIV可視化計測結果と CFD解

析結果である．両者の比較から，車体側壁近傍で発生する

縦渦はどちらの可視化においてもほぼ同じ位置で生じてい

ることがわかる．したがって，これらの渦が発生する位置

に PA を設置し，車体から渦を遠ざける方向に流れを誘起

させることで，渦の発生位置を移動させ，空力抵抗低減を

図れる可能性が示唆される． 

５．結 論 
PIV計測とCFD解析により輸送用車両車体まわりの流れ

場を可視化し，車体天頂部下流側ではく離渦が生じ，車体

側壁近傍では縦渦が発生していることを明らかにした．し

たがって，これらの渦が発生する位置に PA を設置し，車

体から渦を遠ざける方向に流れを誘起させることで，渦の

発生位置を移動させ，空力抵抗低減を図れる可能性がある． 
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Fig.7  Flow visualization by CFD simulation (Q value) 

 

 

Fig.8  Flow visualization by PIV measurement 

(Longitudinal vortex) 

 

 
Fig.9  Flow visualization by CFD simulation 

(Longitudinal vortex) 

 

Fig.4  Position measured by visualization 

 

 
Fig.5  Flow visualization by PIV measurement 

 (Separation vortex) 

 

 
Fig.6  Flow visualization by CFD simulation  

(Separation vortex) 

 

Fig.3  Computational grids 
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