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1．はじめに

流に代表される内部流れのPIV計測について、FTR

近年の流速計測分野では、流れの可視化（flow

社の技術と計測事例を紹介する。

visualization）をベースにした計測手法の実用化が
進み、それを利用して複雑な流体現象を把握するこ
とが一般的になりつつある。特に、数値流体力学
（computational fluid dynamics：CFD）による計算結果
の検証では、流れの三次元かつ非定常な挙動を把握
できる多次元流速計測が求められることが多い。
現在、利用可能な流速計測手法として、ピトー
管、熱線流速計、レーザドップラ流速計、超音波
流速計、粒子像流速計（particle image velocimetry：
PIV）などがある。これらの中で、多次元流速計測
を妥当な労力とコストで行うことのできるものは
PIVである。PIVの特徴には、高解像度カメラを用
いることで高い空間分解能を有する流速情報（標準

図１

PIV計測原理図

的には二次元面内のそれ）が得られること、同時に
複数台のカメラを用いることで三次元の流速情報が

2．粒子像流速計（PIV）

得られること、さらに、高速度カメラと高繰り返し

図１にPIVの原理を示す。流れの可視化のための

レーザを用いることで高い時間分解能を有する流速

トレーサ粒子（オイルミストや粉末）を流れに混入

情報が得られることなどがある。このように、適切

させ、その動きを薄いレーザシートで照明して撮

な可視化ハードウェアを選定・導入することによっ

影を行うことを原理とする。この撮影は、充分に

て、多様な流速情報を得ることができるため、エン

短い時間間隔Δt
［s］
で２回行い、取得された一組の

ジン、冷却器、ファン、ポンプ、タービン、噴霧器

画像からトレーサ粒子の動きを解析する。その結

などの様々な装置の流速計測への適用が進められて

果、検査窓と呼ばれる矩形小領域（標準的には33×

いる［西野（2000）
］
。

33pixel）におけるトレーサ粒子の群（通常、５～10

筆頭著者（MH）が勤務する株式会社フローテッ

個）の移動距離ΔX［pixel］が得られ、それをΔtで

ク・リサーチ（以下、FTR社）では、PIVの研究開

除すことによって当該の検査窓における粒子像速

発および実用化とともに、PIVを用いた受託流体計

度V［pixel/s］が得られる。V に画像のスケールファ

測を主たる業務として行っている。本稿では、管内

クタα［m/pixel］を乗ずると流れ場における粒子速
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度 u（＝αV ）となる。トレーサ粒子は微小であり、
流体と同じ速度で移動していると見なせることか
ら、u が局所の流体速度を与える。

配管技術研究協会誌

Hs1204-02.indd 19

2012．夏季号．19

2012.7.5 2:51:31 PM

管内流の多次元流速計測について…2
２台のカメラを配置し、レーザシートで照明さ

3．可視化用流路モデル

れたトレーサ粒子をステレオ撮影することによって

PIVは可視化撮影を原理とするため、不透明な流

速度３成分を測定する手法がステレオPIVである。

路の内部流れを計測する場合は、透明材料（アクリ

三次元的な複雑な流れ場の流速を知ることができる

ル樹脂、エポキシ樹脂、ガラスなど）で製作された

手法である。あくまでもレーザシートで照明された

可視化用流路モデルを準備する必要がある。そのた

二次元断面が測定領域であることから二次元３成分

め、三次元CADデータから可視化撮影に適した流

測定と呼ばれる。図２に、後述するステレオPIV計

路モデルを製作し、計測に用いる。最近のNC加工

測の撮影の様子を示す。ステレオPIV計測では、流

技術の発展により、透明樹脂材料に対する一般公差

れ場の物体座標系（三次元）と撮影面の像座標系

±0.2mm程度であれば、可視化用流路モデルを効率

（二次元）との関係を記述するカメラパラメータを

的に製作することができる。また、光学的アクセス

必要とし、それを決定するためカメラ校正が必須と

性には劣るが、ラピッドプロトタイピングによる

なる。そのために、基準点を刻印したキャブレー

光造形モデルが使えることもある。図３は後述する

ションプレートを使用し、レーザシートと同一面

「インデックスマッチングPIV計測」のために製作し

上にプレート刻印面を精密に設置し、面法線方向

たエンジンウォータジャケットの光造形モデルであ

へプレートをトラバースさせて基準点をステレオ

る。モデルに作用する内圧をキャンセルするため、

カメラで撮影する。このカメラ校正は計測精度に

モデル全体が透明アクリル製外槽の中に納められて

大きく影響する重要な作業であり、精密なトラバ

いる。

ースを有する機構が必要になる［可視化情報学会
（2002）
］
。

図３ 光造形で製作したエンジンウォータジャケットモデル

上述したように、流路壁が曲面を有する場合、カ
図２

ステレオPIVの撮影の様子

メラ校正を行うことによって像歪みを補正できる。
しかし、流路壁の形状が複雑な場合、充分な補正が

管内流の測定では、曲率を有する透明壁越しに流

難しい。また、流路内の多くの断面での流速測定が

れを可視化撮影することが多い。その場合、壁面で

求められる場合、測定断面毎にカメラ校正を行うこ

の光の屈折の影響を受け、撮影画像は歪みを有する

とは非効率である。この問題は、作動流体と可視化

ものとなる。その対策として、上述のステレオPIV

用流路モデルの光の屈折率を合致させること、即ち

のカメラ校正を適用することによって、歪みを補正

インデックスマッチング（refractive index matching：

した画像を再構築することができる。後述する曲が

RIM）により解消できる。光の屈折による像歪みが

り管の乱流計測は、この画像補正方法を適用したも

生じなくなるからである。そのためのモデル材質

のであり、汎用的な適用性を有する流速計測手法で

として、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹

ある。

脂、シリコンゴムがある。一方、作動流体として、
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グリセリン水溶液、ヨウ化亜鉛水溶液、ヨウ化ナト

に示す。曲がり管モデルの外面は、レーザシート照

リウム水溶液、シリコーンオイル、鉱物油がある。

射が可能な直線形状になっている。また、不要な散

図３に示したウォータジャケットモデルは、エポキ

乱光が生じぬようモデル内外面の一部に黒色塗装が

シ樹脂とヨウ化亜鉛水溶液とを組み合わせるための

施されている。測定領域は曲率半径を含む二次元断

ものである［西野（2004）
］
。

面であり、曲がり入口部の測定領域が図４に示され
ている。曲率を有する流路内壁で生じる像歪みに対

4．曲がり管内乱流のPIV計測

して、上述のカメラ校正を適用して補正を行った。

本節では、曲がり管内乱流（気流）の２成分PIV

図６に、補正前と補正後の基準点画像を示す。

計測の事例を示す［沢田ら（2012）
］
。この流れは、

遠心式高圧送風機（定格風量5m 3 /min、全揚程

比較的単純な形状でありながら管断面内の二次流

8kPa）に助走区間として約2.5m（＝50D）の直管を

や主流のはく離などCFDによる数値予測が難しい

接続し、続いて曲がり管モデルを接続した。その下

特性を有することで知られている。まず、内径D ＝

流には10Dの直管部を設けた。断面平均流速は1.5m/s

50mm、管軸曲率半径R ＝100mm（＝2D）の曲がり

であり、レイノルズ数Remは5,300である。発達した

管モデルをアクリル樹脂で精密に製作した。曲がり

円管乱流を曲がり管に流入させ、その中の速度分布

管の形状と寸法を図４に曲がり管の外観写真を図５

図４

曲がり管の形状と寸法

図６

図５ 曲がり管の外観写真

像歪み補正前の基準点画像（左）と補正後の基準点画像（右）
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を２成分PIVで計測した。体積流量は送風機出口に

る。実機は不透明な金属でできているため、実機そ

設置した層流流量計で測定した。トレーサ粒子には

のものの内部流動を計測することは難しい。そのた

オリーブ油ミスト（粒子径は約1μm）を使用し、計

め、これまでは透明アクリル樹脂でWJモデルを製

測ブースに充満させることによって、一様なシーデ

作し、水を流すことによる可視化計測が行われてき

ィングを行った。

たが、流路形状が複雑なため、必ずしも定量的に充

PIV用光源として、ダブルパルスNd：YAGレーザ

分な情報が得られていなかった。ここで紹介するも

（出力50mJ/pulse@532nm）を用いた。レーザビーム

のは、前述したRIM技術を用いて、複雑流路形状に

を平凹シリンドリカルレンズを用いて広げ、厚さ

起因する像歪みの影響を受けないステレオPIV計測

2mm程度のシート光として測定箇所に照射した。撮

を行った事例である。

影にはPIV用高解像度デジタルCCDカメラ（有効画

まず、可視化用流路モデルとして、図３に示した

素数1600
（H）
×1200
（V）
）を用い、測定領域毎に6000

光造形モデル（エポキシ樹脂製）を製作した。光造

フレーム撮影し、3000ベクトルマップを得た。

形モデルは、光学的特性の均一性などの点でアクリ

得られた平均速度ベクトルマップを図７に示す。

ル樹脂製モデルより劣るが、複雑形状の流路を短期

発達した軸対称な乱流速度分布として直管部から

間かつリーズナブルなコストで製作できるという利

曲がり管部に流入した流れは、曲がり管部の入口付

点がある。今回の光造形モデルは、モデルに加わる

近では曲率中心方向へ偏流することが分かる。その

内圧をキャンセルさせるため、耐圧性を有するアク

後、60°
付近で内壁面からはく離する。今回のよう

リル製外槽の内部に納められている。

なPIV計測によって、平均速度、速度変動のrms値、

RIM技術を利用するためには、可視化流路モデ

レイノルズ応力などの乱流統計量が算出され、断面

ルと同一の屈折率を有する作動流体を選定・調合し

内の分布が一挙に定量化される。この点がPIVを用

なければならない。ここでは、エポキシ樹脂の屈折

いた多次元流速計測の魅力である。

率（1.536）に対応する作動流体としてヨウ化亜鉛
水溶液を使用した。その屈折率が1.536となるよう
に調合した場合、物性値（液温30℃）は密度2.14×
103kg/m3、動粘性係数1.92×10−6m2/sとなる。どちら
も、概ね水の２倍の値である。ヨウ化亜鉛水溶液
は、他の候補流体に比べて高い屈折率を実現でき、
屈折率調整が水溶液濃度の調整によって容易である
という利点を有する。一方、溶質であるヨウ化亜鉛
は劇物であり、作業中の安全性や廃液の取り扱いな
どに充分な注意と設備を要する。
図８は、エポキシ樹脂製WJモデルの内部と外
部をRIM流体で満たし、レーザシート光（波長
532nm）を照射して撮影した画像である。RIMの効

図７

曲がり管部入口付近の平均速度ベクトルマップ

果によってモデル内部が透けて見え、流路背後に設
置されている金属製ガスケットが黒く観察される。

5．ウ ォータジャケットモデル内部流動の
ステレオPIV計測

一方、流路モデルの外周はレーザシート光の散乱が
相対的に強くなっており、その箇所ではRIMが完全

次に、エンジンのウォータジャケット（以下、

ではないことが分かる。これは、光造形モデルはエ

WJ）モデル内部流動をステレオPIV計測した事例を

ポキシ樹脂を積層したものであり、光学的特性（例

紹介する［Nishino & Choi（2007）
］
。WJ内部にはエ

えば、屈折率分布）が材質内で均一にならないため

ンジン冷却水のための複雑な流路が設けられてお

である。そのような不均一性は、アクリル樹脂製モ

り、内部流動を計測することへの強いニーズがあ

デルにおいても僅かに見られる。
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RIMの大きな魅力は、多断面のステレオPIV計測

た通りである。このように、幅150mm程度の領域

が効率的に行えることにある。そのことは、可視

（図９）から幅8mm程度の領域（図10）まで、幅広

化流路モデル全体をRIM流体で満たされた水槽に浸

く適用できることがPIV技術の利点でもある。近年

し、カメラとレーザシート光の位置関係を変えずに

は、内径数100μmの極細管（例えば、電気泳動で

可視化流路モデルだけを水槽の中で移動させるこ

用いるキャピラリチューブなど）の内部流れを測

とで実現される。RIMが成立していれば、可視化流

定するマイクロPIV技術も実用化されており、適用

路モデルの移動は撮影・照明の光学的条件に変化を

範囲の拡大への研究開発が続けられている［西野

もたらさないため、カメラ校正をやり直す必要がな

（2001）
］
。

い。FTR社のRIM計測では、大型精密３次元トラバ
ーサを用いて可視化計測モデルを水槽の中で移動さ
せることによって、多断面のステレオPIV計測を効
率的に行うことが可能になっている。

図９ W
 JモデルのステレオPIV計測で得られた
平均速度ベクトルマップ

図８

 ンデックスマッチング状態で撮影されたウォータジャ
イ
ケットの光造形モデル

WJ内部流動のステレオPIV計測で使用したハー
ドウェアは、２台のPIV用高解像度デジタルCCDカ
メラ（有効画素数1600
（H）
×1200
（V）
）
、ダブルパル
スNd：YAGレーザ（出力200mJ/pulse@10Hz）
、パ
ルス発生タイミングコントローラである。トレー
サ粒子は金属被覆されたプラスチック粒子（粒子
径20μm、密度2.04×103kg/m3）である。平均速度分
布を得るため、撮影枚数は1000フレーム（500ベク
トルマップ）である。ステレオPIV計測に必須のカ
メラ校正は、WJモデルをアクリル水槽から引き上

図10 ガ
 スケット孔（内径8mm程度）の内部の
平均速度ベクトルマップ

げ、その状態で基準点を刻印したキャリブレーショ
ンプレートを水槽に挿入することで行った。この計

6．まとめ

測で得られた平均速度ベクトルマップを図９に示

これまでの研究開発・実用化によって、PIV計測

す。また、内径8mm程度のガスケット孔の内部の

技術の有効性は多方面の研究分野および産業分野に

平均速度ベクトルマップを図10に示す（ガスケット

認知されてきた。今後も、更なるハードウェアやデ

孔のサイズについては、図８を参照されたい）
。後

ータ解析技術の向上によって、PIV計測技術の時間

者の測定におけるカメラ校正の様子は図２に示し

分解能の向上、空間分解能の向上、解析時間の短縮
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筆者紹介

など、大幅にハイスペック化されたシステムへと発
展していくものと期待される。本稿では触れなかっ
たが、そのような方向性として、マイクロPIV、ダ
イナミックPIV、トモグラフィックPIVといった適
用範囲を大幅に拡大できる新技術の実用化が進めら
れている。PIV計測技術の改善・発展に加えて、そ
れを適用した流速計測を効率的に行うための応用研
究も望まれており、そのための産学官連携の進展が
期待される。
＜参考文献＞
① 西野耕一、“３次元PIVの実用化に向けて”、可視化情報学
会誌、Vol. 20, No. 77, pp. 113-119,（April, 2000）
.
② 西野耕一、“マイクロ流れの速度場計測”、日本流体力学会
誌「ながれ」
、Vol. 20, No. 2, pp. 83-91,（April, 2001）
.
③ 可視化情報学会編“PIVハンドブック―第７章 多次元計
測”、pp.165-211、森北出版、
（July, 2002）
.
④ 西野耕一、“多次元流体計測の新展開”、計測技術、Vol. 32,
No. 8, pp. 21-24,（July, 2004）
.
⑤ 沢田龍作、西野耕一、川原仁志、佐藤暁拓、竹重礼子、中
村均、“エンジン吸気系CFD計算における精度管理技術の開
発―第１報：直管及び曲管における基礎検討”、第17回計算
工学講演会講演論文集、
（June, 2012）
.
⑥ K. Nishino and J.-W. Choi,“Index-Matching Technique for
Effective Liquid Flow Diagnostics for Internal Combustion
Engine”,20076592（JSAE）
, 2007-32-0092（SAE）
（2007）
,
.

本田

真人

株式会社 フローテック・リサーチ
〒226-8510
神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3
中小機構 東工大横浜ベンチャープラザ
Tel：045-982-1648
Fax：045-982-1748
Web：http://www.ft-r.jp
E-mail：honda@ft-r.jp

沢田

W204

龍作

トヨタ自動車株式会社
エンジンプロジェクト推進部 エンジン計画室
シニアスタッフエンジニア
〒471-8572 愛知県豊田市トヨタ町１番地
E-mail：ryu@sawada.tec.toyota.co.jp
TEL：0565-72-8011
FAX：0565-72-7878

西野

耕一

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授
〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5
E-mail：nish@ynu.ac.jp
TEL：045-339-3900
FAX：045-331-3900

24 配管技術研究協会誌 2012．夏季号．

Hs1204-02.indd 24

2012.7.5 2:51:41 PM

