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１．はじめに 
 PIV（Particle Image Velocimetry）は、気流や水流とともに流れる微小粒子の運動を画像処理することによっ

て流体速度を計測する手法である。直感的な流速測定法として古くから使われているが、粒子像の画像解析を

精度よく行うことに手間暇がかかることが難点であった。近年になってコンピュータとデジタル画像処理技術

の発達に支えられて定量的計測手法として確立されつつある。また、照明用光源としてレーザが普及したこと

の寄与も見逃せない。その結果、いくつかの市販システムが登場し、流体力学的研究や流体機器関連応用研究

の場に従来型の点計測手法（熱線・熱膜流速計あるいはレーザドップラ流速計）の代わりとして利用されてい

る。 
 本講習では、この PIV について、計測手法の基礎、実際のシステム構成、計測精度、シーディングなどを

解説するとともに、実際のエンジン内速度場測定への応用例を紹介する。また、講習会では PIV を用いた燃

料噴霧の液滴速度場測定についても紹介する。PIV について幾つかの成書(1)-(5)があるので、より詳細に勉強し

たい方はそれらを参照されたい。また本講習内容に深く係わる文献(6)もあることを指摘しておく。 
 
２．PIV の基礎 

 PIVの概念図を図 1に示す。測定原理は至って単純で、流れに追従する微小トレーサ粒子を流体に混入させ、

それを薄いシート光で照射して撮影する。通常、パルスレーザを用いて 2 時刻の粒子像を撮影する。得られた

画像を解析することによって粒子の移動距離を知り、それを時間間隔で除して速度を得る。厳密には粒子速度

を測定しているが、それを局所流体速度と見なすことが許されれば、シート光内の流速 2 成分が測定されたこ

とになる。図 2 は自由液面を有する自励振動噴流を狭義の

PIV で測定した結果（の一部）である。 
 今、粒子像の移動距離をΔxi (pixel)、2 時刻の時間間隔を

Δt (s)、撮影倍率を M (pixel/m)とすると、次式で局所流体

速度 uiが求められる。 
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流体速度に含まれる相対不確かさは次式で与えられる。 
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右辺の各パラメータの相対不確かさ

の中で支配的に大きなものはδΔxi/Δxi

であり、後述する狭義の PIV では

±0.2/5＝±0.04、PTV では±0.5/20＝
±0.025 程度である（これに比べて、

注意深い測定ではδM/M とδΔt/Δt は一

桁程度小さくなり、無視できる）。 
 粒子の移動距離を知るための画像

解析として、個々の粒子像を追跡す

る PTV（Particle Tracking Velocimetry）
と、ある検査窓内の粒子群の平均的

な移動を求める狭義の PIV とがある

（本稿では、以下単に PIV と呼ぶ）。

PTV は単純かつ直感的なアプローチ

であり、多くの粒子像追跡アルゴリ

 
図 1 PIV システムの概念図 

 
 

図 2 自由液面を有する自励振動噴流の PIV 測定結果 



ズムが提案されている。PIV は画像相関を利用して粒子群の移動距離を定量化するもので、直接相関法あるい

は FFT を用いて相関値を計算する。PIV には、同一フレームに二重露光された粒子像を解析する自己相関 PIV
と、異なる 2 フレームに露光された粒子像を解析する相互相関 PIV があるが、写真フィルムを用いる PIV を

除いて、 近は相互相関 PIV が主流である。コンピュータが高速でなかった頃は（高々10 年位前のことであ

るが）、画像全体にわたって相関値を計算することは大きな負荷であり、その効率化のための工夫が必要であ

った。その後の CPU パワーの著しい向上によって、現在では解析をほぼリアルタイムで行うことが可能にな

っている。興味深いことに、レーザ応用計測として発展した PIV は欧米での研究・開発が盛んで、デジタル

画像処理として発展した PTV は日本での研究・開発が盛んである。おおまかな特性として、PIV は信頼性が

優れており、PTV は空間解像度が優れているといえる。 近は、それぞれの長所を生かすべく、両者を融合

した（ハイブリッド化した）方法の研究・開発が盛んで

ある。 
 
３．PIV システム構成 

 PIV システムは、図 1 に示したように、パルスレーザ、

シート光形成光学系、撮影装置、解析装置、同期制御装

置より構成される。ダブルパルス照明を与える標準的な

光源は Nd:YAG パルスレーザである。その第 2 高調波（波

長 532nm）を任意の時間間隔のダブルパルスで供給する

PIV 専用装置が市販されている。パルス発振の繰り返し

周波数は 10～30Hz が標準で、 近になって高繰り返し

周波数（数 kHz 程度）のものが登場している。一方、撮

影装置として、フィルム、テレビカメラ、デジタル CCD
カメラなどの選択肢があり得るが、1000×1000 pixel 程度

のデジタル CCD カメラ（フレームレート 30fps 程度）が

比較的安価になったため、標準的な撮影装置として多用されている。また、1000fps 程度までの高速度デジタ

ル CCD カメラも使用され始めている。 
 連続する 2 時刻の粒子画像を取得するため、いわゆる「フレームまたぎ照明（frame straddling illumination）」
が用いられる。そのタイミングチャートを図 3 に示す。これは 30fps のデジタル CCD カメラを念頭に置いた

もので、第1フレームと第2フレームの切り替え時刻を境にして、その前後に一度ずつ発光させる方法である。

ダブルパルス発光の時間間隔をどこまで短縮できるかはカメラの性能に依存し、通常の CCD テレビカメラで

5μs、PIV 用のデジタル CCD カメラで 0.5～1μs、高性能のもので 0.2μs 程度である。この値によって測定可能

流速の上限値が規定される。例えば、視野幅 50mm を 1K×1K pixel のデジタル CCD カメラ（フレーム切り替

え時間＝0.5μs）で撮影した場合、M＝1000/50 pixel/mm となり、 大流速は式(1)より次のように見積もられる。 
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ここで、PIV では粒子像の許容 大移動距離を 5 pixel、PTV では 20 pixel とした。このように、PIV 専用のデ

ジタル CCD カメラを用いれば測定可能流速は十分に高いが、通常の CCD テレビカメラでは測定可能流速が

1/10 程度にまで低下することに注意が必要である。 
 エンジン計測において難しい点は、パルスレーザの発光タイミングとカメラのフレーミングタイミングとを

所定のクランクアングルに同期させることである。即ち、図 3 のタイミングチャートにおいて、点線で示され

た切り替え時刻を所定のクランクアングルに一致させることである。上述した Nd:YAG レーザはフラッシュラ

ンプ励起のため、10～30Hz の固定周波数でフラッシュランプを発光させ、それに同期してレーザ発振させる

必要がある。したがって、フラッシュランプの発光タイミングをクランクアングルに同期させなければならな

い。一方、カメラについても、所定のフレーミングレート（例えば、30fps）で動作しており、フレーム切り

替え時刻をクランクアングルに同期させる必要がある。幸い、 近の PIV 専用カメラでは、フレーミングを

リスタートさせることによって撮影をランダム現象に同期させることができるものがある。PIV 計測をクラン

クアングルに同期させる方法として以下のものが考えられる。 
 
 １）PIV システムを駆動するのマスタパルス（10～30Hz）を用いてエンジンをその整数倍で回転させる。 
 ２）エンジン回転に対応したパルス列を適切に分周して PIV システムのマスターパルスとする。 
 ３）高繰り返しレーザと CCD カメラのリスタート機能を利用する。 

 
 

図 3 フレームまたぎ照明 



図 4 はランダムシャッタ機能を有する 2 台の

CCDテレビカメラを用いることによって2時刻

の粒子画像を取得する PIV システム(7)である。

照明には銅蒸気レーザを使用し、それを

15700Hz で発振させている。これによって約

16kHz の時間分解能を得ることができ、その時

間分解能でクランクアングルを分解する。2 台

の CCD カメラはハーフミラーを介して同一領

域を観察しており、高速ランダムシャッタを駆

動させることによって、銅蒸気レーザの発光を

それぞれのカメラが一度ずつ露光するよう同

期調整が図られている。 
 
４．シーディング 
 PIV 測定の成否は「画像解析に適した良好な

粒子画像を取得すること」に依存している。そ

のような粒子画像を取得するための可視化条

件をまとめると次のようになる。 
 
 １）流れ場中での粒子数密度は適切か？ 
 ２）粒子からの散乱光強度は十分か？ 
 ３）撮影レンズ系の選定は適切か？ 
 ４）撮像デバイスの空間分解能は十分に高いか？ 
 ５）撮像デバイスの感度は十分か？ 
 ６）ダブルパルスのシート光の重なり合いは完全か？ 
 ７）パルス光の強度は揃っているか？ 
 
 解析に適した粒子像が撮影されても、流れに十分に追従する粒子を用いないと定量的測定としては意味をな

さない。粒子の流れへの追従性については参考文献(3),(5),(8)に詳しい。本稿では、エンジン計測で特に重要とな

る遠心力について述べる。 
 曲率半径 r、大きさ u の流れ場の中を運動する粒子（その周方向速度成分は流体と等しいと仮定）を考え、

遠心力によって誘起される半径方向速度成分を vpとすると、 
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を得る(8)。ここで、d は粒子直径、ρf とρp はそれぞれ流体密度と粒子密度、νf は流体の動粘性係数である。こ

の式は、粒子に作用する遠心力とストークス則に基づく半径方向粘性抗力とが釣り合うとの関係式から導かれ

る。具体例として、かさ密度 450kg/m3 の中空 SiO2 粒子を考え、u＝20m/s、d=1、3、10μm とすると、vp とし

て表 1 の結果を得る（ここで、ρf＝1.2kg/m3、νf＝1.5×10-5m2/s、r＝25mm）。この曲率半径であれば、粒径 3μm
程度までなら遠心力の影響は非常に小さいことがわかる。 
 トレーサ粒子の選択は常に頭を悩ます問題である。特に、エンジン計測の場合は、観察窓を汚さない粒子を

選択する必要があり、気流の PIV 測定で常用されるオイルミスト（粒径 0.5～10μm、密度 900kg/m3）が使え

ないことも多い#。入手可能なトレーサ粒子の詳細が文献(5)にまとめられている。表 2 にエンジン計測に使用

できると思われるトレーサ粒子をまとめた。 
 
５．適用例 
5.1 フィルムベース PIV 
 図 5 はエンジン計測（モータリング状態）に適用されたフィルムベース PIV の全体図(9)である。10mJ/pulse

                                                        
# PIV を用いたこれまでのエンジン計測は殆どがモータリング状態に対するもので、ファイアリング状態に対

するものは少ない。モータリング状態の測定であればトレーサ粒子の耐熱性は問題とならないが、ファイアリ

ング状態の測定では も重要な問題となる。 

 
 

図 4 エンジン計測用 PIV システムの一例(7) 

表 1 遠心力の影響 
d (μm) 1 3 10 

vp (mm/s) 1.1 10.0 111 



の Nd:YAG レーザを光源とし、20～40μs の時間間隔でダブルパルスを供給している。撮影は 35mm スチルカ

メラで行い、撮影倍率は 1 倍である。35mm フィルム上に二重露光された粒子像（粒子は TiO2、粒径 1～3μm）

を自己相関 PIV 手法で解析し、フレーム当たり 1536 個の瞬時速度ベクトルを得ている。フィルムベース PIV
では、粒子像移動の向きがわからないとの問題（directional ambiguity）が発生する。この測定では、強いスワ

ールの存在によって粒子像移動の向きを予め知ることができることを利用して、その問題を解消している。図

6 は得られた速度ベクトル分布にハイパスフィルタリングを施して求められた速度変動成分の瞬時分布であ

る。PIV の利点は、このような瞬時速度情報から流れ場の空間構造や空間特性を知ることができる点にある。 
 上述したように、フィルムベース PIV は流速の向きがわからないとの問題を抱える。その対策として、粒

子像に一定のバイアス速度を与えて、粒子像移動が一方向にしか向かないようにする方法（いわゆる、イメー

ジシフト法）が考案されている。図 5 に示したフィルムベース PIV システムも、その後の改良において、イ

メージシフト法の導入による directional ambiguity の解消が図られている(10)。 
 
5.2 カラーPIV 
 フィルムベース PIV が抱える directional ambiguity を解消する方法として、2 色のレーザ光を利用したカラー

表 2 トレーサ粒子 

粒子名 型番 粒径 
(μm) 

材質 密度 
(kg/m3) 特徴 製造 

販売 写真 

DE#551 40～60 36±4 
(かさ密度)

ｴｸｽﾊﾟﾝｾﾙ 

DE#461 40～60 

塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ/ 
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 

50±5 
(かさ密度)

熱膨張性中空

真球粒子 

DE#551 

ﾌｨﾗｲﾄ 300/7 45 以下 ｱﾙﾐﾉｼﾘｹｰﾄ 700 

中空真球粒子

耐熱性

(1200°C) 
不活性安定 

日本 
ﾌｨﾗｲﾄ 

300/7 

Nipsil E-200A 
E-220A 

2.5 
1.5 SiO2 2650? 耐熱温度

1200°C 

日本 
ｼﾘｶ 
工業 

ﾏﾂﾓﾄﾏｲｸﾛｽﾌｪｱｰ M ｼﾘｰｽﾞ 1～60 
の各種 ﾎﾟﾘﾒﾁﾙﾒﾀｸﾘﾚｰﾄ 800～1170

中実球状、中空

多孔質球状、お

わん型など

松本 
油脂 
製薬 

 

ﾏｲｸﾛｽﾌｪﾘｶﾙ 
ﾌｪｻﾞｰ 

MSF-30M 
～1000M 

平均 2.7 
～100 

SiO2 
450 

(かさ密度)
中空多孔質 
真球粒子 

ﾘｷｯﾄﾞ 
ｶﾞｽ 

MSF-30M 

B-6C 
B-25C 

0.5～6 
0.5～25 

中空多孔質 
球形粒子 

ｺﾞｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ E-2C 
E-6C 

D-11C 
E-16C 

0.5～3.0 
0.5～6.0 
0.5～11.0 
0.5～18.0 

SiO2 

2100 
(真密度) 

180～450 

(かさ密度)
中実多孔質 
球形粒子 

鈴木 
油脂 
工業 

B-6C 

たばこ・線香 
の煙 － 0.2～0.5 

程度 － － － －  

 



PIV が提案されている(11)。アルゴンイオンレーザ

からの 2 色のビーム（488nm と 514.5nm）を一定

の時間間隔を設けてスイープすることによって、

異なる時刻の粒子像を異なる色でフィルム上に露

光させる（従って、厳密には瞬時速度分布ではな

く、スイープに要する時間内の速度分布が測定さ

れる）。ビームスイープの回転速度はエンジン回転

速度の半分になるように設定されており、これに

より常に同じクランクアングルでの照明・撮影が

可能となっている。60×70mm2 の中判フィルムを

用いることによって高い空間分解能が達成されて

いる。現像されたフィルムは、3 板式カラーCCD
カメラによって検査窓ごとに解析される。図 7 は

カラーPIV をエンジン計測（モータリング状態）

に適用した結果で、フィルム面に 0.85×0.85mm2

の検査窓を設けて得られたものである。図 6 と同

様に、瞬時速度ベクトル分布にハイパスフィルタ

を施すことによって、速度変動成分の瞬時分布が

得られている。 
 
5.3 デジタル PIV 
 デジタル CCD カメラあるいは CCD テレビカメ

ラを撮影装置としたデジタル PIV システムが 近

の主流である。フィルムベース PIV に比べて空間

分解能では劣るものの、上述したフレームまたぎ

照明を行うことによって directional ambiguity が発

生しないこと、および撮影後直ちに測定結果が表

示されるリアルタイム性に優れること、などの利

点を有する。先に示した図 4 は CCD テレビカメ

ラを用いたデジタル PIV システムの一例である。

それによって得られた速度ベクトル分布を図 8 に示す。 
 上述したように、 近の PIV システムは 1K×1K pixel 程度のデジタル CCD カメラを用いることが普通で、

これとフレームまたぎ照明とを用いることによって 1000 個程度の瞬時速度ベクトルをほぼリアルタイムで取

得することが可能となっている。エンジン計測への適用にあたっては、所定のクランクアングルと同期をとる

ための同期制御が必要となることは上述した通りである。 

 
 

図 7 カラーPIV で得られた速度変動成分の瞬時分布(11) 

 
図 5 フィルムベース PIV(9) 

 
 

 
図 6 フィルベース PIV で得られた結果(9) 



 
5.4 高速度 PIV 
 高速度カメラを用いた高速度 PIV の測定が幾つか報告されているが(12),(13)、ここではデジタル高速度カメラ

と銅蒸気レーザを用いた内燃機関シリンダ内気流の測定(13)を紹介する。図 9 は撮影システムと測定対象であ

る内燃機関シリンダを示したものである。照明は出力 3-6mJ、発光半値幅 30ns の銅蒸気レーザから供給され

る。その発光タイミングはデジタル高速度カメラと同期がとられ、フレームあたり１回の発光が行われる。デ

ジタル高速度カメラは 高 40,500fps のフレームレートを有するが、フレームレートが高くなるにつれて画素

数が減少し、40,500fps では僅かに

64×64pixel となる。この測定では、

9000fps (256×128pixel)または 13,500fps 
(128×128pixel)を使用している。相互相

関 PIV による解析を行い、16×16pixel
の検査領域を用いて 128×128pixel の画

像から 16×16 の瞬時速度ベクトルを得

ている。図 10 はエンジン回転速度

700rpmについて 9,000fpsでの撮影で得

られた粒子画像と PIV 結果である。ク

ランク角 1°以下の時間分解能で PIV 結

果が得られているが、その中の上死点

後 180°とその前後 10°の結果である。 
 トレーサ粒子は、直径 35μm、密度

約 40kg/m3 の中空プラスチック粒子で

ある。このトレーサ粒子の周期的速度

変動（1kHz）に対する追従性は 95%で

あるが、エンジン圧縮行程中は気体密

度が増大するため追従性のさらなる向

上が期待できる。PIV 検査領域はシリ

ンダ内では 5×5mm2 に相当し、レーザ

シート光厚さは 3mm である。また、速

度測定のダイナミックレンジは 20 で

ある（PIV解析のサブピクセル精度±0.2 
pixel に対して 大移動距離 4 pixel）。
このように、デジタル高速度カメラの

性能的制約から、空間分解能について

は条件の厳しい測定となっている。 
 
5.5 三次元計測 
 シリンダ内の複雑な速度場を三次元

的に測定したいとのニーズは強い。そ

れに応えるための努力として、三次元

 
 

図 9 高速度 PIV のシステム(13) 
 

 
 

図 10 高速度 PIV で得られた瞬時速度ベクトル分布(13) 

 
 

図 8 デジタル PIV で得られた瞬時速度ベクトル分布(7) 



PTV を用いたシステム開発(14)-(16)が行われ、国際ワークショップも開かれている（International Workshop on 3-D 
PTV, Ford Research Laboratory, Dearborn, Michigan, USA, August 14-17, 1994）。 
 図 11 は、著者らが以前に開発したエンジン計測用三次元 PTV システムである。可視化エンジンはディーゼ

ルエンジンを模擬した 4 サイクル単気筒（ボア×ストローク＝76mm×60mm）のサイドバルブ方式である。ピ

ストン上部には円筒キャビティ型の燃焼室（直径 38mm、深さ 15mm）が設けられている。スペーサには周方

向の３箇所に掃除孔が空けられており、観察窓の石英ガラスに付着するトレーサ粒子に圧縮窒素を吹き付けて

除去するクリーニングシステムを考案した。吹き付けタイミングは排気弁の開閉と同期がとられている。本シ

ステムでは、CCD カメラのストロボ装置を用いてフレームまたぎ照明を行っている。そのため、サーボモー

タを用いた回転制御によって、可視化エンジンの回転とテレビカメラのフレーミングとが同期されている。ト

レーサにはプラスチックマイクロバルーン（粒子径 70μm、かさ密度 25kg/m3）を使用し、吸気管より供給さ

れた粒子を出口にて回収する。 
 図 12 は、三次元 PTV で得られた瞬時速度ベクトルを平均化して求めた三次元平均速度分布を示したもので

ある。平均化のために 2×2×2mm3 の小領域を観察体積中に設け、その中に存在する瞬時速度ベクトルの算術平

均を求めた。図中の「Y」は、ピストン上面からの距離（キャビティ深さ）を表しており、キャビティ底面に

近づくにつれて、スワール成分が強くなる様子が伺える。また、横断面の結果（plane-E と F）を見るとタン

ブル成分も存在することが捉えられた。 
 
5.6 ファイヤリング状態の PIV 計測 
 上で紹介した PIV 計測は、いずれも非燃焼のモータリング状態を対象とするものである。PIV 計測は粒子像

を撮影することが基本のため、強い火炎が存在する燃焼時の PIV 計測は容易でない。火炎中の流体挙動の PIV
計測については研究成果が報告されているが(17)、実際の

エンジン計測においては火炎外縁に発生する「すす」や

未燃部分のトレーサ粒子を利用した PIV 計測がなされ

ている状況にある(18)-(20)。 
 
６．おわりに 
 本稿では、エンジン計測への PIV の適用について概説

し、計測手法の基礎、計測システム構成、計測精度、シ

ーディングなどを解説するとともに、実際のエンジン内

速度場測定への応用例を紹介した。標準的な二次元 2 成

分 PIV についてはほぼ完成された状態にあり、今後はス

テレオ撮影に基づく二次元 3 成分 PIV（いわゆる、ステ

レオ PIV）、マルチカメラやホルグラムを利用したボリ

ューム計測（いわゆる、三次元 PIV）、燃料噴霧などの

分散 2 相流計測などが計測手法としての研究対象にな

ると思われる。 
 

 
図 11 三次元 PTV のシステム(16)

 
 

図 12 三次元 PTV で得られた平均速度分布(16) 
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