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第 1章 緒論

主な記号

C

d

∫

fm

g

gJ〝

i

メ

P

Po

Re

Rfg

i

Tij

Uo

Vi

V

X, Y

AX, AY

∂ij
lI'

〟

FLi,j

I,

〟

:音速[m/S]

:代表長さ[m]

:第一画像の輝度値､画像の輝度値,またはカルマン渦の

発生周波数[Hz]
｢＼

:第一画像笹おける相関領域内の輝度値パターンfの平均値

:第二画像の輝度値

:第二画像における相関領域内の輝度値パターンgの平均値

:水平方向の画素番号

:垂直方向の画素番号

:圧力[Pa]

:円柱遠方の圧力[Pa]

:レイ ノル ズ 数 (-Uo･d/V)

:相 互 相 関係 数

:時 間 [sec] l

:Lighthill の テ ン ソ ル

:主 流 流 速 [m/S]

:速度 (i:各座標方向の成分)

:速度ベクトル[m/S]

:水平,垂直方向の位置[pixel]

:水平,垂直方向の移動量[pixel]

:クロネッカののデルタ (‖弓 が等 しければ 1,異なれば 0を

示す)

:粘度[pa･S]

:粘性応力のテンソル

:動粘度 [m2/S]

:密度 [kg/m3]
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第 1章 緒論

1.1.空気力学的掻昔

近年,自動車の形態が低燃費化の傾向に変化 しつつある.そのため自動車が

エンジン車から/､イブリッド車さらには電気自動車-と移り変わっている.こ

の変化に伴い今まで,内燃機関の振動や騒音が車内騒音の主体となっていたが,

内燃機関そのものが,電動機とエンジンによるハイブリッド化や電動機のみ-

と変化することで車内騒音が大幅に低減しつつある.エンジン内の機構による

騒音が劇的に低減する一方で,自動車の走行速度の6乗に比例する空気力学的

騒音の存在が際立つ傾向となりつつある.自動車室内の騒音が大きいと乗員の

快適性は損なわれ,長時間の運転では疲労が増大する.エンジン等の騒音は回

転軸と軸受との摺動面の振動が原因とされている.摺動面の振動の発生源とし

て切削の条痕が騒音源と考えられ潤滑方法や切削方法,設計方法を改善するこ

とで騒音は低減させることが可能である.このように機構的な騒音は音源の探

査や改善方法は確立されているが,空気力学的騒音は音源が空気の流れである

ため目視で確認することは困難であり,音源の探査や改善方法は確立されてい

ない.Fig.1.1は,自動車周 りの空気力学的騒音の主な音源を示 しており, ドア

ミラー,ワイパー,エンジンフアン,フロン トピラー,サンルーフが挙げられ

ら_

サンルーフ

Flg.1.1自動車周りの空気力学騒音の音源
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第 1章 緒論

∫

これらの音源から放出される空気力学的騒音は狭帯域と広帯域騒音に分けられ,

狭帯域騒音は,2次元性が高い流れが物体に当たり渦が発生し,その渦から特

定の周波数の空気力学的騒音が発生する.これは,人間の耳に付きやすいとい

う性質があり,聴感上はより強く,不快に感じる.また,広帯域騒音は3次元

的なはく離や物体下流域の流れの乱れによる空気力学的騒音である.ノドアミラ

ー,ワイパー,エンジンフアン,フロントピラーは広帯域騒音が主体となり,

その一方,狭帯域騒音の部類となるのはサンルーフが挙げられる[1].以上から

これら外装部品から発生する空気力学的騒音低減を目的とした形状疲討を数値

計算,実験から行われている.そのうち, ドアミラーに関しては, ドアミラー

表面の圧力変動[2】や ドアミラー表面形状の急激な変化による流れのはく離から

発生した強い渦が,空気力学的騒音の要因であると考えられる[3].

空気力学的騒音の原理として空気が外力等によって運動すると∴周囲の空気

が運動を妨げるため空気は圧縮される.また,慣性による作用により空気は動

き続けようとする.しかがって,圧縮性と鹿性の影響により流体中には圧力変

動が引き起こされる.空気力学的騒音は,空気の運動によって生じた密度変動

が,音波として周囲に伝播したものである.この音波は周波数が低いほど減哀

しやすい.これをLighthill【4]がオイラー方程式と連続の式から波動方程式を求

めたものがLighthillの方程式と言われている.

∂2

訂 p-C∇ 2p-若 君 Tlj

Ti,j-JniV,+(p-C2凍 ,j･FLi,j

(1-1)

ここで p:密度,C:音速,Tij:Lighthillのテンソル,vi:速度 (i･各座標方向

の成分),p:圧九 ∂i,j:クロネッカののデルタ (itjが等しければ1,異なれ

ばOを示す),侮 :粘性応力のテンソル,∫:時間となる.また,Curle[5】の研究

は,このLighthillの方程式を低マッハ数の流れでは渦による音の影響は小さい

と考え,物体に作用する外力が音源であることを理論的に証明した.Howe【6]の

研究では,Lighthillの方程式のLighthillのテンソルを変形し,渦度と速度の

外積が音圧になることを証明した.これらの空気力学的騒音の理論に関する詳

しい説明は,付録 1に記載しているため,そちらを参照してもらいたい.これ

らの理論は分離解法と呼ばれ,LES,DNSによる計算結果から音圧場評価に適用
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され,低レイノルズ数 (Re=100)のLES,DNSから得られた流れ場から空気力学

的騒音の評価は可能であるが,現状として計算機のスペックが高レイノルズ数

の流れ場の計算に追いついていないため,高レイノルズ数の空気力学的騒音の

評価が課題となっている.そのため,実験から高レイノルズの流れ場を計測し,

これらの理論を組み合わせて音圧場を評価する試みが報告されている[7-8】.

1.2.空気力学的騒音源の探査方法

空気力学的騒音源の探査法としては,音響インピーダンス[9】,マイクロフォ

ンアレイ【10T12],速度変動や渦度変動などの変動場と音圧信号の相関【13-15]な

ど様々な手法が提案されている.このうちマイクロフォンアレイによる方法は,

風洞からの風圧といった流れの影響を受けない位置に1/2,1/4インチマイクロ

ホンを数本配置し,流れの中にある物体から発生する音圧を計測し各マイクの

位相差から音源位置を推定する方法である.また,変動場と音圧信号の相関法

は,物体周りの非定常速度場を PIVによってフィール ド計測し,得られた速度

場の時系列信号と観測点のマイクロフォンの音圧変動との相関計算を行 うこと

で,音源を特定する方法である.この方法の特徴は,流体の速度場データを用

いることであり,他の方法と比べ高い空間解像度で音源分布を推定することが

できると考えられる.相関法による音源の特定例としては,翼騒音や回転フア

ン[14]-の応用例が報告されており,マイクロフォンアレイによる結果【11】とも

定性的に一致することが報告されている.一方,空気力学的騒音の予測法に関

しては,時間分解能に優れた時系列 PIVデータと圧力のポアソン方程式から物

体表面の圧力変動を求め,Curleの音圧変動予測式【5]により評価する方法【7]や

流れ場中の渦度変動を求め Howeの音圧変動予測式[6】により評価する方法【8]が

提案されている.したがって,これらの方法に基づいて音源を特定することも

可能である.しかしながら,これらの方法においては,Curle【5】,Howe【6]とい

った音圧変動予測式による評価では時間微分項があるため高時間解像度 pIVの

適用が必要不可欠となり,コス ト面では実用的な方法とはいえない.
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1.3.PIV

一般的に流れの中にある物体周 りの流速を計測する方法として熱線流速計,

ピトー管,LDV(LaserDopplerVelocimetry)が挙げられる.特に熱線流速計は

応答性が 10kHzにもなり非定常計測が可能であるが,プローブを流れの中に挿

入するため,流れを乱す可能性がある.また,点計測のため複数点を計測する

場合はプローブを トラバースする必要があるため計測時間を多く費やす問題が

ある.そこで非接触かつ面計測である PIV(ParticleImageVelocimetry)が多

く使用されている【161.このPIVは二次元,三次元空間の速度が非接触で得るこ

とが出来る.具体的に説明するため,円柱周 りの流れ場を計測する実験装置を

Fig.1.2に示す.

CIrCuLdrCyIInder

Flg.12PIVsyStem

円柱周りの速度場を PIV計測するために流れの可視化は,風洞の上流側に設置

したスモークジェネレータで供給 したスモークを トレーサとして用いて行った

ただし,スモークの粒径は 1〃m程度である.速度場の計測には標準 PIVシステ

ムを,照明には Nd:YAGパルスレーザ(120mJ/pulse)から照射されたライ トシー

トを用いた.レーザは円柱周囲の流れに影響を与えない下流側に配置し,レー

ザシー ト厚さは2mmになる.レーザ光とトレーサによって可視化された流れ場

はPIV用のモノクロCCDカメラを用いて撮影 しPC内に取り込まれる.また,レ

ーザ光の照射タイ ミングと CCDカメラの撮影タイミングを合わせるため,パル

スジェネ レータを使用 して同期させる.
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瞬時速度ベクトル分布は,2枚の連続した画像の間で直接相互相関法による相

関計算によって算出される.直接相互相関法とは,取得した 1組 2枚の粒子画

像において,1枚目の画像のある座標点を中心に持つ相関領域を決定する.そし

て 2枚目の画像に同じ座標点を中心に持っ探索領域を決定し,その探索領域内

において一枚 目との相関係数がもっとも大きくなる相関領域を探索し速度を得

る方法である.相関係数は,式(卜2)を用いた.

Rfg(AX,AY)-
皇皇(f(xi,Yj)-fmXg(xi.AX,Yj.AY)-gmii-Ij-1

皇皇(f(xi,Yj)-fmi2ままig(xi'AX,YJAY)-gmi2i-1j-1 i-1j-1

ここで,Rfg:直接相互相関係数,f:第一画像の輝度値,g:第二画像の輝度値,

fm:第一画像における相関領域内の輝度値パターンfの平均値,gm:第二画像に

おける相関嶺域内の輝度値パターンgの平均値,x , Y:水平,垂直方向の位置,

AX,AY:水平,垂直方向の移動量となる.一般的に相関領域は32×32pixels,

探索領域は 16×16pixels,そしてオーバーラップ率は 50%とされている.こ

の式(卜2)によって得られた速度ベクトルは,1ピクセル程度の精度しかないた

め,ガウス分布近似によるサブピクセル解析を適用することでサブピクセルの

精度まで速度ベクトルを算出することが出来る.

1.4.圧力変動の計測

圧力変動の計測方法として,圧力孔と半導体圧力センサー【17],静圧変動プロ

ーブ[18-19レ 感圧塗料【20】,PIVに基づく速度場データから圧力のポアソン方程

式を解くことで圧力場を算出する手法【21]等が挙げられる.まず圧力孔と半導体

圧力センサーによる方法は,他の計測方法に比べて多く使われている.この方

法は,物体表面に圧力孔 (¢0.5-0.8mm)を設け,物体内部から直径2mm程度

の半導体圧力センサーを挿入する構造となり,計測は物体壁面上の圧力変動を

半導体圧力センサーが捉えた出力信号をアンプで増幅しデータレコーダで記録

し,壁面上の圧力変動分布を評価することやFFT解析による周波数特性の評価を

行 う.この計測方法では,圧力孔と半導体圧力センサー受感部の大きさに差が

7
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あるため,わずかな空洞が生じる.そのため,この空洞内で-ルムホルツ共振が

発生するため,計測する周波数域より十分に高い周波数で-ルムホルツ共振周

波数を移動させるように圧力孔と空洞の大きさを設計する必要がある.

鈴木ら[17】の研究では,NACAOO12翼表面に設置した半導体圧力センサーから圧

力変動を計測し空力騒音の特性を評価した.静圧変動プローブによる計測は,

北海道工業大学豊田教授に凍って開発された静圧変動プローブを用いる【18].

Fig.1.3は,この静圧変動プローブの構造を示しており,直径1mm程度の注射針

状のも甲の表面に圧力孔 (¢0･4mm)を数点設け,このプローブを小型半導体

圧力センサーに取り付け流れの中に挿入して圧力変動を計測する.辻ら【19】の研

究では,円柱後流に発生するカルマン渦の圧力変動を計測しDNS計算結果と比較

した.しかしながら,この静圧変動プローブは物体近傍の計測の場合,流れを

乱す可能性があるため物体下流域に計測領域が限定される.さらに流れの主流

方向と静圧プローブの方向となす角度が大きいほど計測誤差が大きくなる問題

点がある.

8⊃d･令 腰 バ出..∫;;､毛.,柵すら棚蝦､.I/,1-一fl勺じ:-.J猫をチ̀ど,

一令 !√ ー
- -

{誹 (34.3 7
lr 小型圧力変動セン

Fig.1.3静圧変動プローブ [18]

近年,研究が盛んになっている計測方法として感圧塗料を用いた方法がある.

感圧塗料はシリコンオイル等のポリマー溶液に白金ポルフイリシなどの複素環

式化合物を混ぜたものを物体表面に塗布する.白金ポルフェリンに光を当て励

起状態にすると,元の基底状態に戻るときに光を放射する.この放射光の強さ

は酸素濃度,温度に応じて変化する.また,ポリマー溶液は周囲圧力に応じて

酸素透過量が変化する特性がある.これらの特性によって物体表面に塗布され

た感圧塗料に与える圧力が上昇すると酸素が透過しやすくなり白金ポルフェリ

8
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ンは酸素と結合し放射光の強度が変化する.この感圧塗料の輝度変化をCCDカメ

ラ等で撮影し検定結果に基づいて輝度値を圧力に換算することで物体表面の圧

力分布を評価することが出来る.この方法は,白金ポルフェリンの放射光肇度

が温度に依存する.温度の影響を少なくするためには,感圧塗料に加える圧力

を高くする必要があり,その圧力は,数 kPa～100kPaになるため高マッハ数の

流れ場,航空機の評価に限定されてしまう｡そのため,自動車にも応用するの

は低速域 (30m/S以下)の感圧塗料の感度向上が重要な課題となっている.

一方,pIVに基づく速度場データから圧力ポアソン方程式を解く方法では物体

周りの圧力分布や流体力を非接触で計測することも可能である.その応用例に

は,円柱[21】,角柱[22】,翼[23-24],サボニクス風車【25】など-の応用例があり,

流体力の計測結果が報告されている.特にFujisawaetal[21】の研究では､円柱

下流域に発生するカルマン渦が負圧であることが確認出来,円柱表面上の圧力

から得られた抗力は文献値と定量的に一致していることから,pIVに基づく速度

場データから圧力ポアソン方程式を解き圧力場を評価する方法は流体中の物体

周りの圧力場を定量評価する有効な手法であることがわかる.しかしながら,

この方法を空気力学的騒音の音源特定に応用した報告は見られない.

この PIVに基づく速度場データから圧力のポアソン方程式を解き圧力場を評

価する方法は,式(卜3)のCFDでよく用いられている圧力ポアソン方程式に,式

(卜4),式(卜5)の境界条件を与えることで圧力の算出が可能となる.一般的に

境界条件は,物体表面上には,式(卜4)で表されるように物体表面に対して法線

方向の圧力勾配となるノイマン条件,流れの変化が小さいとされる物体遠方に

式(1-5)となる圧力の一定値とするディリクレ条件を設置し圧力ポアソン方程

式を解くとされている.

V2p--pv･(V･vv) (1-3)

vp--p(V･∇V)+FLV2V (卜4)

p-o (1-5)

ここで,p:圧九 V:速度ベクトル,p:流体の密度,p:流体の粘度である.

数値計算においてこの圧力ポアソン方程式を解く場合,ナビェ ･ス トークス

の方程式を解いて得られた速度を使用し反復計算によって圧力場を得ている.

しかしながら,pIV計測によって速度場を得る場合は,これらの境界条件を満た

9
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すために以下2つの条件が必要となる.1.物体近傍領域を高い空間解像度で計

測する必要がある.2.物体から十分に離れた広い空間における速度場の計測が

同時に必要である.以上の条件を満たす物体周りの速度場を PIVによって計測

し,物体周りの圧力場を評価するフローチャー トは以下のFig.1.4に示す.

Fjg.1十4Flowchart

物体周 りの圧力場を算出する工程は,まず粒子画像から相互相関解析によって

速度場を得る.一般的なPIV解析による速度場は直交座標系で出力されるため,

後の圧力ポアソン方程式を解く際,圧力計算用の格子に速度を補間する必要が

ある.この圧力計算用の格子は,円筒座標系や一般座標系といったように計測

した物体に応じて異なる.補間式は計算格子点の周囲4点のPIV格子による線

形補間や Bスプラインを使い計算格子-補間する.速度を補間した計算格子と

圧力ポアソン方程式から圧力場を算出した後,流体力の評価が可能となる.

1.5,論文の構成

本論文の目的は,流体中の物体から発生される空気力学的騒音の音源探査方法

を確立することである∴そのため,物体周囲流を PIVにて計測し圧力ポアソン

方程式から圧力場を算出し空気力学的騒音の音圧変動と圧力変動の相関から空

気力学的騒音の音源位置を特定する方法を提案する.また,将来 ドアミラーと

いった製品開発-応用するため単純なモデルとして円柱周りの空気力学的騒音

10
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の音源探査を行った.第 2章では,物体近傍の速度場解析手法の提案と評価,

第 3章では円柱周りの流体力特性と空気力学的騒音の評価を報告し,第 4章は

結言といった構成となる･また,付録 1は,Lighthill[4],Curle[5],Howe[6]

の空気力学的騒音の音圧予測式に関する詳細な説明を記載し,付録 2について

はドアミラーの基礎モデルのひとつである角柱周 りの空気力学的騒音の音源探

査の評価および結果を記載した.
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主な記号

d

fk,I

gk,l

り

k,l

ko,lo

上

Re

ug,Vg

uko,lo,Vko,lo

Uo

X,y

Xgk,l,ygk,l

Xgk.,lo,ygk.,I.

Xgend,ygend

V

:円柱の直径[mm]

:原画像上の輝度値

:物体適合格子の輝度値

:原画像の座標 (整数値)[pixel]

:物体適合格子座標の配列番号および矩形画像の

座標値 (整数値)[pixel]

:矩形画像から算出されたベクトルの始点位置[pixel]

:円柱のスパン方向の長さ[mm]

:レイノルズ数(-Uo･d/V)

:物体適合格子-変換後の速度ベクトル[pixel]

:矩形画像から算出された速度ベクトル[pixel]

:風洞口の平均流速[m/S]

:円柱の中央を原点として主流方向,垂直方向の座標[mm]

:物体適合格子の座標[pixel]

:物体適合格子座標におけるベクトル始点位置[pixel]

:物体適合格子座標における云クトル終点位置[pixel]

:動粘度[m2/S]
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2.1.緒言

物体近傍の流れ現象や境界層の挙動を解明することは,流体力学において重

要な課題である.過去に翼近傍の速度場計測を行い,翼に作用する流体力特性

を調べるため粒子画像速度計測法 (PIV)を用いて測定 した報告が数多くある

【1-3].しかしながら,翼表面の速度分布を十分な精度で計測 した報告はほとん

どない.例えば,従来の相互相関法のアルゴリズムを用いて物体近傍の速度解

析の際,物体近傍に計測点を設定 した場合,矩形である相関領域はその計測点

を中心として設けられる.そのため,物体内部が相関領域に入 り込み解析精度

が低下し,エラーベク トルが発生する.以上のことから物体近傍の速度解析を

省く傾向となっている.

過去に物体近傍の速度場計測の報告として,複雑な形状周 りの流れ場を物体

の形状を考慮 したPIV解析を用いて計測した報告がある【2,41.

ISQttlnJtInterrOpt10nWlndowinthe
partkLesimaJZe 3rOundthebluffbody

2 t)etectingthesurfaceofblufHx)dyin
theInterrogationylndovl

31Searchprocessing 4Calculatedvector

Flg2.1Algorithmoffreeshapecrosscol･1･elatlOn

16



第 2章 物体近傍の速度場解析手法の提案とその評価
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ReGt日ngularimage

Fig.2.2Coordinateforimageconversion

Kompenhansetal【2】の研究は,Fig.2.1に示しているように第一画像にベク

トルを算出したい位置に相関領域を設ける.この時,相関領域内の物体部分を

検出しその相関領域を第二画像に設けて輝度パターンを探索し,ベク トルを算

出する方法である･また,Shresthaetal【4]の研究は,Fig.2.2に示t!ているよ

うに物体近傍の速度解析に原画像上に物体表面に沿った解析領域を設け,写像

関数を用いて矩形画像-変換する.得られた矩形画像上でベク トルを解析し原

画像上に逆変換を行 う手法である.しかしながら,Kompenhansetal【2】の報告

は相関領域内の物体部分を検出するアルゴリズムが必要となることとサブピク

セル精度が悪い問題がある.また,Shresthaetal[4]の方法では物体の形状ごと

に写像関数を設定する必要がある.

本手法は,流れ場の計測対象が,任意形状の物体でその物体適合格子を用い

ることで近傍の速度場解析が可能となり,相関領域内の物体部分を検出するア

ルゴリズムや写像関数が不必要であるため,任意形状の物体周 りの流れ場計測

を行 うことが可能である.

2.2.円柱近傍の速度場解析

2.2.1実験装置

本手法である画像変形 PIVによる物体近傍の速度場評価のため,実験対象を

円柱とした.円柱周 りの速度場のPIV計測の実験は,開放型風洞を用いて行っ

た. Fig.2.3は,その風洞吹き出し口下流側に取り付けた測定部 (幅 800mm,

高さ500mm,奥行き400mm)であり,風洞の収縮ノズルの下流 300mmの

位置に供試円柱を取り付けて実験を行った.ただし,実験に使用した円柱は直
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徳 (声30mmであり,そのスパン方向長さはl-400mm であり,流れ場の2次

元性を確保できるように十分大きなアスペク ト比 (-13.3)とした.また,座

様系は,円柱の中央を原点として主流方向をx,主流に対して垂直方向をYとし

た.なお,円柱は透明アクリル製であり,実験は,風洞ロの平均流速 U0- 21.1

m/Sで行ったが,円柱の直径を基準としたレイノルズ数はRe-4,2×104である.

なお,風洞測定部における流速分布の非一様性は±1%以内であり,乱れ強さは

1.5%である.

ClrCUlarcylinder(d=30rrlm)

Fig.2.3Exper皿entalSetup(unitlnmm)

2.2.2P川計測

速度場のPⅣ 計測のための流れの可視化は,風洞上流側に設置 したスモーク

ジェネレータで供給したスモークを トレーサとして用いて行った.ただし,ス

モークの粒径は 1pm 程度である 速度場の計測には標準 PIV システムを,照

明にはNd:YAGパルスレーザ (120mJ/pulse)から照射されたライ トシー トを

用いた.レーザは円柱の下流側 1.5m に配置 し,レーザーシー ト厚さは 2mm,

照射位置は円柱のスパン方向の中央断面とした.円柱近傍の粒子画像の撮影は

フレームス トラ ドリング機能を有する CCD カメラ(空間分解能 1008×

1018plXels)で行い,その撮影領域のサイズは 70皿m X70mm とした.なお,
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円柱の表面近傍の速度場計測のため,CCDカメラを約 40傾け撮影した.その

ため,撮影画像は歪みが発生していることから事前に撮影した検定板の画像を

基にSoloffetal【5】の方法で歪みを補正することで円柱の近傍領域の計測を可能

にした.計測枚数は1080組,カメラのフレームレー トは4Hzである.速度場

算出における第一,第二画像の撮影間隔は15.8〃secとした.

2.2.3画像変形 PIVのアルゴリズム

次に画像変形 PIVについて詳しく説明する.まず Fig.2.4は､本研究におい

て物体近傍の速度場解析における画像変形 PIVのフロー ･チャー トを示してい

る.その工程は,(1)物体適合格子の格子点に輝度値を粒子画像から補間,(2)

矩形画像-の変換,(3)一般的なPIV解析によるベクトル算出,(4)得られたベ

クトルを物体適合格子-逆変換するという流れとなる.まず工程(1)では,粒子

画像上の物体表面に沿った物体適合格子を作成しこの格子を粒子画像の物体表

面位置に合わせ,格子点に粒子画像の輝度値を周囲 4点から線形補間を用いて

補間する.式(2-1)は補間式を示している.

:k: x=g'kl,l-1alT-bb!fi,; lafl:b'fi･1,j''1-a'bfi,j･1'abfi･1,j･l 〉 (2-1,

ここで,jij:原画像の輝度値,gk,l:物体適合格子の輝度値,i,j:原画像の座標

(整数値),-k,l:矩形画像の座標 (整数値),xgk,l,ygk,l:物体適合格子の座標とな

る.(2)は,物体適合格子を矩形画像に変換する工程となる.矩形画像-の変換

は,物体適合格子座標の配列番号であるk,lを矩形画像の座標値として変換する.

(1)の工程にて粒子画像内の物体適合格子の角部分をアルファベットで示して

いるが,これらは,(2)の工程の矩形画像のアルファベットと対応している.よ

って変換された矩形画像は,原画像内の物体を除去した画像となる.(3)の工程

で得られた矩形画像からサブピクセル解析を備えた一般的なPIV解析によって

ベクトルを算出した後,最後の(4)の工程で先程の物体適合格子上に式(2-2)を

用いてベクトルを逆変換し,格子上に配置する流れとなっている.
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xgend-(1-aX1-b)xgk,l.a(1-b)xgk.1,l+(1-a)bxgk,i.1.abxgk.1,l.1

ygend-(1-aX1-b)ygk,l+a(1-b)ygk.1,I+(1-aDygk,I.1+abygk.1,I.1

a-uk.,l.-(k-k.),b-vk.,l.-(l-l｡)

ug=Xgend-Xgko,lo

Vg=ygend-ygk.,I.

(2-2)

ここで,k,l:物体適合格子座標の配列番号および矩形画像の座標値 (整数値),

ko,lo:矩形画像から算出されたベクトルの始点位置 (整数値),xgk,l,ygk,l :物

体適合格子の座標値,xgk.,lo,ygk.,lo:物体適合格子座標におけるベク トル始点位

置,xgend,ygend:物体適合格子座標におけるベクトル終点位置, uk.,l｡,Vko,l｡:矩形

画像から算出された速度ベクトル,ug,vg:物体適合格子-変換後の速度ベクト

ルとなる.また,この画像変形PIVの誤差はサブピクセル精度である[6】.
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2.3.結果および考察

Fig.2.5は,一般的なPIV解析と画像変形 PIV解析による円柱近傍の瞬時速

度場の結果が示されている.画像変形 PIVの相関領域は 70pixelsX 15pixels

(縦方向×横方向),一般的なPIVは31pixelsX31pixelsとして両者の相関領

域の面積は同一となる.また,同位置のベクトルを比較する必要があるため計

算点p位置は統一しており＼,計測点は相関領域の中心位置と一致する.評価す

る範囲に関しては一般的なPIV解析の際,計算点の中心に設置した相関領域内

に円柱内部が入り込む範囲,r/d=0.52-0.64とし,格子間隔はAr/d=0.02と

した.ここで,0.50<r/d<0.52を評価から除外した理由として,この画像変形

PIV は相関領域の中心位置が計測点と一致し,さらに相関領域は円柱表面に沿

って設ける.そのため,この範囲を解析する場合,相関領域の縦方向の長さが

短くなり相関領域の面積が減少することからェラーベクトルが発生するため評

価から除外した.また,r/d>0.64では一般的なPIV解析でも十分な解析精度が

得られるため評価から除外した.エラーベクトルの評価方法は,文献【71より周

囲8点のベクトルの大きさとその角度から評価した.

一般的なPIV結果では,円柱表面付近r/d=0.52,0.54にて小さなベクトル

が,算出されている.これらのベクトルは,r/i- 0.54-0.56の範囲にて円柱

表面に対して法線方向に不連続な分布となっているため,r/d=0.52,0.54のベ

クトルはエラーベクトルであると判断する.これは,相関領域内に動きのない

円柱内部が含まれたためであると考えられる.エラーベクトルの数を評価した

結果,全ベクトル数 140個中エラーベクトルが22個検出された.

一方,画像変形 PIV結果では,一般的なpIV解析にて円柱表面付近の小さな

ベクトルが算出された箇所において円柱表面に沿った方向のベクトルが確認出

来る.また,エラーベクトル数も一般的なpIV結果の22個から2個-と減少し

た.これは,画像変形 PIVの特徴である円柱表面に沿って相関領域を設けるた

め相関領域内に物体内部が入 り込むことがなくなり解析精度が向上したと考え

られる.
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第2章 物体近傍の速度場解析手法の提案とその評価

2.4.緒言

物体近傍のPIV解析手法として画像変形PIVを提案し,円柱近傍の速度場を

矩形の相関領域を持つ一般的な PIVと画像変形 PIVを用いて解析し比較を行っ

た.結果として,画像変形 PIVを導入することで円柱近傍の速度場解析の精度

が向上した.
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主な記号

Cd

CJ

Cp

d

ds

D

∫

∫

メ

∫

L

〟

P

〟

pmr

pmr,ms

Pm

Po

Pi,uns

Pirans

Pmc=odeg

Pmo

:抗力係数

:揚力係数

:圧力係数

:円柱直径 [mm]

:円柱表面の微小面積 [m2]

:抗力 [N]

:周波数,カルマ ン渦の発生周波数 [Hz]

:円柱座標系 にお ける円周方 向の格子点番号

:円柱座標系にお ける半径方 向の格子点番号

:円柱のスパ ン方 向の長 さ[mm]

:揚力 [N]

:相 関データ数

:圧力 [Pa]

:圧力変動[Pa]

:マイクロフォンの音圧変動[pa]

:マイクロフォンの音圧変動のrms値[Pa]

:マイクロフォンの平均音圧[pa]

:円柱遠方の圧力[Pa]

:半導体圧力センサーによる圧力値[pa]

:半導体圧力センサーの平均圧力値[Pa]

:半導体圧力センサー位置0=Odegのマイクロフォンからの

音圧信号[pa]

:半導体圧力センサー位置0=Odeg以外のマイクロフォン

からの音圧信号[pa]

:半導体圧力センサー位置βニOdegのマイクロフォンからの

音圧信号における相関領域内の音圧信号の平均値[pa]
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At

8

♂
〟

γ

〟

p

a)

:半導体圧力センサー位置 ♂=Odeg以外のマイクロフォン

からの音圧信号おける相関領域内の音圧伝号の平均値[pa]

:円柱中心からの半径方向の長さ[m]

:レイノルズ数(=Uo･d/V)

:圧力変動と音圧変動の相関係数

:実測による圧力変動とマイクロフォンの音圧変動との相関

:0=Odegの音圧信号と各角度の音圧信号との相関係数

:時間[sec]

:風洞口の平均流速[m/S]

:速度ベクトル

:円周方向の速度[m/S]

:半径方向の速度[m/S]

:円柱中心を原点とし､主流に対して水平方向の長さ[mm]

:円柱中心を原点とし､主流に対して垂直方向の長さ[mm]

:圧力の修正値[pa]

:遅れ時間[sec]

:閥値

:円柱の中心軸に対して円周方向の角度[deg]

:粘度[pa･S]

:動粘度[m2/S]

:密度[kg/m3]

:速度修正ポテンシャル[m2/S]

:緩和係数
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3.1. 緒言

自動車周 りの各種部品から発生する空気力学的騒音の発生機構の解明ならび

にその発生位置を特定することは,自動車の低騒音化を推進する上で重要な課

題である.特にドアミラーのような複雑な 3次元形状を有する突起物から発す

る空気力学的騒音の低減は高速走行時において特に重要である.しかしながら,

騒音発生源の位置は,物体形状や流れ場の構造にも強く依存するため設計上重

要であるが,その特定が十分な精度でできていないのが現状である.

空気力学的騒音源の探査法としては,音響インピーダンス【1】,マイクロフォ

ンアレイ[1-4],速度変動や渦度変動などの変動場と音圧信号の相関[5-7]など

様々な手法が提案されている.この中で変動場と音圧信号の相関法は,物体周

りの非定常速度場をPIVによってフィール ド計測し,得られた速度場の時系列

信号と観測点のマイクロフォンの音圧変動との相関計算を行 うことで,音源を

特定する方法である.この方法の特徴は,流体の速度場データを用いることで

あり,他の方法と比べ高い空間解像度で音源分布を推定することができると考

えられる.相関法による音源の特定例としては,翼や回転フアン[61や円柱周 り

[7]-の応用例が報告されており,特に回転フアン[6】の結果は,マイクロフォン

アレイによる結果[3】とも定性的に一致することが報告されている.一方,空気

力学的騒音の予測法に関しては, 物体表面上の圧力変動を計測しCurleの音圧

変動予測式【8】による評価方法がある【9-10].また,流れ場中の渦度変動を求め

Howeの音圧変動予測式[11】により評価する方法【12】が提案されている.飯田ら

【10】の報告では円柱表面に1/4インチマイクロフォンを内蔵し,さらに円柱下流

域に, 渦度もしくは,圧力変動プローブを設置し同時計測を行い,円柱表面上

の圧力変動と円柱下流域の圧力,渦度変動の相関計算から円柱下流域の渦変動

に起因した円柱表面の圧力変動を求める.次に Curleの音圧変動予測式[8]に円

柱表面の圧力変動を代入して,カルマン渦の周期における空気力学的騒音の発

生に寄与する渦の空間分布を計算した.しかしながら,物体近傍の計測を圧力

変動プローブで計測する場合,流れを乱す恐れがあるため困難である.また,
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第 3章 円柱周 りの流体力特性と空気力学的騒音の評価

Udaetal[12】の報告では,円柱周 りの速度場を高時間解像度 PIVで計測し得ら

れた速度場から渦度分布を算出後,速度,渦度場をHoweの音圧変動予測式【11]

に代入し円柱周 りの音圧場を評価 した.この方法時,高時間解像度 PIVの適用

が必要不可欠であるため,実用的な方法とはいえない.

円柱周 りの空気力学的騒音の発生位置は,飯田ら【10],Henningetal【7】の報

告では円柱下流域のカルマン渦であり,Udaetal【12】の報告からカルマン渦の

他に円柱表面上のはく離点が音源であることが明確となった.Lighthill[13]の研

究では一般的に空気力学的騒音は流体中に発生する密度変動が原因であると考

えられる.さらにBlakeandTemkinl14】の研究によると状態方程式によって密

度変動は圧力変動に置き換えることができる.つまり,圧力変動が高い箇所は

騒音源とみなすことができる.よって,円柱表面上のはく離点と下流域のカル

マン渦は圧力変動が高いことから空気力学的騒音の音源となる.

以上から空気力学的騒音の音源探査方法の確立には物体周 りの圧力変動の評

価が必要となる.このような圧力変動は,周波数特性の優れた静圧プローブで

計測することも可能であるが,物体近傍での計測は接触式プローブでは困難で

ある.一方,PIV による速度場データと圧力ポアソン方程式を組み合わせるこ

とで物体周 りの圧力分布や流体力を非接触で計測することも可能である.その

応用例には,円柱【15】,角柱[16],翼【17-18],サボニクス風車【19]など-の応用

例があり,流体力の計測結果が報告されている.しかしながら,この方法を空

気力学的騒音の音源特定に応用した報告は見られない.

本章では, ドアミラー-応用するため,円柱を対象として,圧力ポアソン方

程式とPIVデータを用いた瞬時圧力場計測法を実施し,精度評価のため円柱表

面上に内蔵した半導体圧力センサーによる実測結果と比較評価を行った.さら

に,空気力学的騒音源の特定のために,円柱周囲の圧力変動場にこの非接触計

測を適用し,圧力変動場と観測点における音圧変動の相関から騒音源位置を特

定する方法を考察し,その有効性を検討する.
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3.2.円柱周りの速度場解析

3.2.1実験装置

円柱周 りの速度場のPIV計測ならびに騒音源の特定実験は,開放型風洞を用

いて行った.Fig.3.1は,その風洞吹き出し口下流側に取り付けた測定部 (幅 800

mm,高さ500mm,奥行き400mm)であり,風洞の収縮ノズルの下流 300mm

の位置に供試円柱を取り付けて実験を行った.ただし,実験に使用した円柱は

直径 d=30mm であり,そのスパン方向長さはl=400mmであり,流れ場の2

次元性を確保できるように十分大きなアスペクト比 (-13.3)とした.また,

座標系は,円柱の中央を原点として主流方向をx,主流に対して垂直方向をyと

した.なお,円柱は透明アクリル製であり,実験は,平均流速 U0-21.1血/S

で行ったが,円柱の直径を基準としたレイノルズ数はRe=4.2×104である.な

お,風洞測定部における流速分布の非一様性は±1%以内であり,乱れ強さは

1.5%である.円柱周りの速度場のPIV計測ならびに騒音源の特定のため相関法

を使用するには PIV計測用の CCDカメラとマイクロマイクロフォンを同期さ

せ粒子画像,音圧を計測する必要がある.マイクロフォンはx=Om,y=1.5m

の位置に設置して計測を行った.なお,音圧信号のサンプリング間隔は 10011S,

サンプリング点数は20,000点とした.

3.2.2流れ場の可視化とP川計測

速度場のPIV計測のための流れの可視化は,風洞上流側に設置したスモーク

ジェネレータで供給したスモークをトレーサとして用いて行った.ただし,ス

モークの粒径は 1pm 程度である.速度場の計測には標準PIVシステムを,照

明にはNd:YAGパルスレーザ (120mJ/pulse)から照射されたライ トシー ト

を用いた.レーザは円柱の下流側 1.5mに配置し,レーザーシー ト厚さは2mm,

照射位置は円柱のスパン方向の中央断面とした.
r

PIV計測によって得られた速度場に基づいて圧力ポアソン方程式から圧力場

を評価するには,1.円柱近傍領域を高い空間解像度で計測する必要がある.2.
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円柱から十分に離れた広い空間における速度場の計測が同時に必要である.3.

音源特定のための相関法では,騒音とこれらの瞬時速度場を同時に計測する必

要がある.本研究では,フレームス トラドリング機能を有する4台のCCDカメ

ラを用いて流れ場の高解像度計測を行った.Fig.3.2に各カメラの撮影位置,顔

域が示してある.まず,円柱近傍計測をCCDカメラ1,2で行い,円柱広領域

の計測を CCDカメラ3,4を同期して行った.ただし,カメラ 1,2の撮影領

域は70mmx70mm,カメラ3,4のそれらは225mmx170mmとしており,

これら4台のCCDカメラの同期にはパルスジェネレータを用いた.なお,円柱

の表面近傍の速度場計測のため,CCDカメラ1,2を約 40傾け撮影した.撮影

画像は歪みが発生しているため,事前に撮影した検定板の画像を基に SolofFet

al【20】の方法で歪みを補正することで円柱の近傍領域の計測を可能にした.ただ

し,領域 1,2,3,4は,それぞれのカメラ1,2,3,4による計測領域であり,

円柱近傍部分は全てのカメラで計測することが出来るが,高い空間分解能であ

るカメラ1,2の画像を用いた.また,これらの領域には円柱近傍の数十ピクセ

ル程度のオーバーラップが採られている.計測枚数は1080組,カメラのフレー

ムレー トは 4Hz,速度場算出における第一,第二画像の撮影間隔は 15.8〝sec

とした.

31



第 3章 円柱周 りの流体力特性と空気力学的騒音の評価

Fig.31ExperlmentalSetup(unltlnmm)

Fig32TargetareasaroundaclrCulal･Cyli∫lder
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円柱近傍画像に対しては第 2章で説明した円柱表面に沿った相関領域を用い

た画像変形PIV【10】と相関領域が矩形である一般的なPIVを用いて解析を行っ

た･2つのPIV解析を導入した理由としては,円柱近傍を一般的なPIVで速度

場を解析する際,相関領域内に円柱内部が入 り込み解析精度が低下する問題が

あるため,画像変形PIVを導入した.

事前検証のため,円柱近傍の速度場を一般的なPIVで解析した際,r/d=0.52

-0.60の範囲にてエラーベクトルが算出され,この範囲は相関領域内に円柱部

分が入り込む範囲である.以上からr/d=0.52-0.60の範囲に画像変形PIV,r/d

>0.60の範囲では一般的なPIVを導入して全粒子画像 1080組から瞬時速度場

を算出した･画像変形 PIVの相関領域は70pixelsX15pixels,一般的なPIV解

析の相関領域は 31pixelsX31pixelsとした.近傍撮影用の 2台のカメラから得

られた瞬時速度場を合成したものをFig.3.3(a)に画像変形PIVによる円柱表面

付近の瞬時速度場,Fig.3.3(b)に一般的なPIVによる円柱近傍の瞬時速度場を

示した.
1

円柱広領域の流れ場には､相関領域が正方形である一般的なPIVを用いて相

関領域 31pixelsX31pixelsで 1080組分の瞬時速度場を算出した.Fig.3.3(C)

は,円柱広領域の瞬時速度場を示している.また,円柱近傍,円柱広領域の流

れ場共に相互相関法にガウス分布近似によるサブピクセル解析を適用しオーバ

ーラップ率は50%とした.エラーベクトルは周囲8近傍の速度ベクトルとの比

較結果に基づいて検出および補正を行ったが,本実験画像ではエラーベクトル

の発生率は1%以下であった.なお,本速度場計測における平均移動ピクセル数

は,4ピクセル程度であり,瞬時速度ベクトルの計測誤差は3%程度である.
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3.2.3 圧力ポアソン方程式の計井格子

Flg.3.4に圧力のポアソン方程式の計算格子を示す.格子数は､♂(接線)×r(法

級)- 301×181として外側境界の位置を/〟 =5.0として,格子間隔は接線方

向にAO=1.2deg,法線方向は不等間隔とし,その格子間隔は,外側境界条件付近

はAT/d=0.1,円柱表面付近はAT:/A=0.004となる.

Fig.3.4 Cotnputat10nalgrid

3.2.4 速度ベク トルの補間

解析により求まった円柱近傍と周囲流れ場の瞬時速度場の計測位置は,一般

に計算格子の位置と一致 しない.このため,速度場の計測結果に補間を行 うこ

とでFig.3.4に示す計算格子に線形補間を行った.円柱表面付近の流れ場には,〟

-0.52-0.62の範囲,円柱近傍は,x/d= -1.1-1.2,y/d=-2.1-2.1の範に乱

円柱広領域の流れ場は,x/d=-1.9-5.7,y/d= 15.0-5.0の範囲にて瞬時速度

場を実験 ･解析によって求めた.円柱の前方,上下方向には実験データが存在
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しない部分が発生してしまうが,その部分にて風洞口の平均流速を置くことで

補った.

3.2.5 円柱表面付近の速度ベク トルの補間

Fig.3.4に示した計算格子では,r/d- 0.50-0.52の範囲は円柱表面を速度 O

として線形補間を行った場合,放物線状の速度分布を再現することが出来ない.

そのため,円柱表面に対して法線方向に円柱表面の速度Oを含めた5点分のPIV

データから最小自乗法を用いて 4次式の近似式(3-1)を導き,速度を補間した.

また,4次式の補間式を算出する際に用いた PIVデータの範囲は,r/d- 0.52

-0.58となる.

V-cl(r/d -0.50) 4+ C 2(r/d -0.50)3 +C 3(r/d-0･50)2+C4(r/d-0･50)+C5 (3-1)

ここで V:速度ベクトル,r:円柱中心からの半径方向の長さ,d:円柱直径,C1

～5:PIVデータを式(3-1)に代入し最小自乗法から得た係数となる.

Fig.3.5に補間後の計算格子を示す.この速度ベクトル図は速度ベクトルを明

確にするため実際の格子数より間引いている.
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3.2.6 P川速度場の補正

圧力のポアソン方程式はPIV結果に含まれるノイズが圧力計算の悪影響を与

える.これは,圧力のポアソン方程式は速度の微分計算が入ることでノイズの

影響が増幅されたため正確な圧力を計算できない問題点がある.このノイズの

要因としては,PIV結果に, PIVアルゴリズムにおける誤対応等による誤差が

挙げられる.この速度場のノイズを除去する方法として,メジアンフィルタに

よる平滑化【21】や村井ら【22]の研究では速度ポテンシャルと連続の式を組み合

わせて速度を補正する方法がある.特に村井ら[22】の方法は,速度ベクトルを連

続の式を満たすように速度ポテンシャルを用いて補正する方法であり,速度場

のノイズの影響を受けやすい圧力ポアソン方程式-の適用は最適である.解析

アルゴリズムは,村井ら[22]の研究を基に円柱座標系に変換した式を下記に示す.

また,計算格子はスタッガー ド格子となる.

円筒座標系における連続の式は,2次元流れ場かつ,非圧縮性流体とみなすと

以下のように示される.

D=1.重出.I.也
r ar r ar

式(3-2)を離散化すると式(3-3)のようになる.

β=V a.,j -V α-1,j . ri,jVri,] - ri,j-1Vri,jll

(3-2)

(3-3)
rA0 rAr

ここで vo:接線方向の速度ベク トル, V,:法線方向の速度ベク トル,r:法線

方向の座標,0:角度となる.式(3-3)を満たすため,SMAC法では式(3-4)から圧

力修正値 Cpの分布が算出される.また,圧力修正値は速度ポテンシャルの関数

となり式(3-5)で表される

∂β
- =1 ∇ 2Fp
∂J β

･P-P豊
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ここでp:流体の密度,Cp:圧力の修正値,甲:速度修正ポテンシャル,t:時間

であり式(3-4)と式(3-5)から式(3-6)のように生成項が連続の式となる速度ポ

テンシャルのポアソン方程式となる.

8--∇ 2¢

式(3-6)を離散化すると式(3-7)となる.

Di,j-
Qi,j.1+Qi,j.1.Qi,j.1-Qi,j.1.Qi.1,j+QiJ,j

Ar2 rAr (rA0)2

(3-6)

(3-7)

HSMAC法の考え方から式(3-7)の三重対角行列を優対角近似すると式(3-8)のよ

うに q･ijの算出が簡易化される.

-Di,j
2(A;+(,Ale,)

(3-8)

ここでa):緩和係数となり0.8-1.8が適用される.得られた速度修正ポテンシ

ャル pi,jから,式(3-9),式(3-10)の速度修正式を用いて修正を行 う.

V:,,j-Vc,I,j一志(Qi･1,j-Qi,j)

V*q,J-Vr,,J一志(Qi,j･1-Qi,j)

(3-9)

(3-10)

式(3-9),式(3-10)による修正された速度を用いて再度,式(3-3)を計算し全格
nm nm

子点の連続の式の合計値 ∑∑lDi,jJを算出し,初期場の ∑∑fDoi,j匪 ら収束条

件式は以下,式(3-il)のよi=;Ji=iなる. i=lj-1

g<

.〟
c)O

･∑
.i.

乃∑
出

(3-ll)

ここで,8:開値 となり,式(3-ll)は,初期場の全格子点の連続の式を平均した

値に対して割合を示す.ここで村井ら[22】の研究と収束条件が異なる理由として,

村井 ら【22]の研究と同様に全格子点の連続の式の値を平均した値を収束条件と
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した場合,pIV解析結果では全格子点の速度にPIV計測の誤差が含まれているた

め,収束条件以上で収束してしまう問題が発生した.そのため,式(3-ll)のよ

うに相対的な収束条件を適用した.この収束条件が満たされない場合は,連続

の式である式(3-3)を計算し式(3-8)から速度修正ポテンシャルを求める.速度

は,式(3-9),式(3-10)で修正し式(3-ll)の収束条件が満たされるまで反復計算

を行 う.また,速度を補正する範囲は事前に瞬時速度場の連続の式の値を検証

した結果,r/d- 0.504-0.62の範囲では境界層も含まれていることから連続の

式が満たされていると考えられている.しかしながらこの範囲における連続の

式が高い値を示していたため,この範囲の速度を補正することになった.また,

収束条件による速度場の補正量に関しては,事前検証の結果から 8 -90%とし

た.

3.3. 圧力場解析

円柱周 りの圧力場の評価には,Fujisawaetal[141の報告と同様に圧力ポアソ

ン方程式を用いた.

V2p--pv･(V･vv) (3-12)

ここで,p:圧九 V:速度ベクトル,p:流体の密度である. ただし,式(3-12)

は非定常非圧縮性の粘性流体に対するナビエ ･ス トークス方程式から誘導され

たため,流体の圧縮性の影響は考慮されていない.このため,この式の適用範

囲は低マッハ数領域に限られることになる.円柱表面における圧力境界条件は,

ナビエ ･ス トークス方程式を基に圧力勾配を以下のように与えた.

vp--p(V･vv)+FLV2V

一方,円柱の外側境界は,デリクレ境界条件から圧力を与えた.

p-0

(3-13)

(3-14)

圧力ポアソン方程式(3-12)を解くため,これらを円柱座標系に展開し中心差分

で離散化し,反復計算にはSOR法を使用した.
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3.4. 音源探査

3.4.1 音源探査のための相関計算のフローチャー ト

Fig.3.6に円柱周りの空気力学的騒音の音源探査のフローチャー トを示す.

まず,円柱周 りの流れ場を PIV解析によって算出し圧力ポアソン方程式に代入

する計算格子-速度ベクトルを補間した後,PIV速度場のノイズ補正を行 う.-.逮

度を補正した計算格子を圧力ポアソン式に代入し瞬時圧力場を算出後,マイク

ロフォンからの音圧変動と圧力変動の相関計算による騒音源位置を評価する流

れとなっている.

.iA._..._.i

._.__～.._JA-

Fig.3.6Flowchartofcrosscorrelationdistribution
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3.4.2 騒音源位置の評価方法

円柱周 りの騒音源の特定は,圧力ポアソン方程式から求まる瞬時圧力場とマ

イクロフォンの音圧信号との相関計算によって評価した.ただし,マイクロフ

ォンは,Fig.3.1に記されているように円柱中心からx=Om,y=1.5m の位置

に設置した.なお,円柱から発生した圧力変動がマイクロフォンで検出される

までには時間遅れが存在するため,遅れ時間による相関分布-の影響を3.3.4節

で説明する.なお,PIV による速度計測とマイクロフォンによる音圧計測は,

パルスジェネレータを用いて同期して行った.このようなPIV計測とマイクロ

フォンを用いた相関計測は,0.25秒ごとに1080組のデータを用いて行った.

Rppm-pUo2pmfnns
(3-15)

ここで,Rppm:圧力変動p'とマイクロフォンの音圧変動pm'との相関,pm',ms:普

圧変動のrms値である.式(3-15)は時間平均速度 Uoで無次元化して表示した.

これは,式(3-15)の無次元化に速度変動や圧力変動を用いると,円柱後流以外

の領域ではRppmがかなり大きい値を示すためである･

3.5.圧力の実測による変動流体力,圧力変動と音圧変動の相関計測

3.5.1実験装置

圧力のポアソン方程式による圧力場の精度検証と空気力学的騒音源位置の検

証のためには実測結果との比較が必要である.

円柱表面上の圧力変動計測および変動流体力実験は,開放型風洞を用いて行

った.Fig.3.7に実験装置が示してある.円柱ならびにテス トセクションの寸法

は,3.2節で説明したとおりである.円柱表面上に設けられた半導体圧力センサ

ーで圧力を計測しそれと同時に円柱中心から上方 1.5mに設置したマイクロフォ

ンで円柱から放出された騒音を計測する.これを半導体圧力センサーの角度を

変えて計測する.円柱表面上の圧力孔は∂0.8mmの小孔が深さ,1.0mmで開けら

れており円柱内部には半導体圧力センサーが取り付けられている構造となって
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いる.計測は,計測間隔の角度をAO=10degとして,合計 36点計測し,サンプ

リング間隔 100〃sec,総計測時間を20secとして計測した.半導体圧力セン

サーからの信号を直流アンプで増幅させ ADボー ドに取り込み,実験を行った.

実験は,平均流速 Uo=21.1m/Sで行ったが,円柱の直径を基準としたレイノルズ

数はRe=4.2×104である.なお,風洞測定部における流速分布の非一様性は±

1%以内であり,乱れ強さは 1.5%である.

1/2inchmicrT)Phone

Fig.3.7Experimentalsetup

3.5.2 変動流体力計測における相関計算

Acrylic

円柱の瞬時流体力,流体力変動 (RMS)を評価するには,多点同時に円柱表面

上の圧力を計測する必要がある.しかしながら,Fig.3.7の実験装置図に示すよ

うに半導体圧力センサーはモデルの大きさの都合上, 1つしか取り付けられな
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いため瞬時流体力,流体力変動 (RMS)を計測することは出来ない.そのため､

各角度ごとに半導体圧力センサーの圧力と風洞外部に設置したマイクロフォン

による音圧を同時に計測し,ある角度(o= oo)の音圧信号の波形を基準波形と

して各角度の音圧信号から相関計算を行い,基準波形と似た各角度の音圧信号

の波形を探索する.その相関計算の式は,式(3-16)に示す.

Rpme_megpmo(At)-
皇ipmo=.deg(ti)元 =Xpmo(ti'｡t)一元 iil-il

皇(pmOddeg(ti)譲二)2主IpmC(tiI△t)五 %21=1 1=1
(3-16)

ここで, Rpmo=.degPmo:0-Odegの音圧信号 と各角度の音圧信号 との相関係

数, Pme=｡血g:半導体圧力センサー位置 0=Odegのマイクロフォンからの音圧信

号, Pme:半導体圧力センサー位置 0=Odeg以外のマイクロフォンからの音圧

信号, pmc=｡｡eg:半導体圧力センサー位置 0--Odegのマイクpフォンからの音圧

信号における相関領域内の音圧信号の平均値, pmc:半導体圧力センサー位置

♂=odeg以外のマイクロフォンからの音圧信号おける相関領域内の音圧信号の

平均値,i:音圧信号の時間位置,At:遅れ時間,N:相関データ数である.相関

データ数はⅣ=1,000とした.この式(3-16)から相関係数は最大で0.75-0.8と

なる.音圧信号と圧力信号は同時に計測しているため,各角度ごとに最大相関

係数となる時間t位置から圧力信号を相関データ数分抽出する.各角度の抽出さ

れた圧力信号によって円柱表面上の瞬時圧力分布を再構成し,1,000組分の瞬時

流体力を算出した後,流体力変動 (RMS値)を算出した.
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3.5.3 円柱表面の圧力変動と音圧変動の相関計算

圧力ポアソン方程式から得られた圧力変動と音圧変動の相関を評価するため

円柱表面に設けた半導体圧力センサーから得られた圧力変動と音圧変動の相関

結果と比較する.円柱表面に設けた半導体圧力センサーによる圧力変動と音圧

変動の相関算出式は,式(3-17)となる.

Rpt,mspm(At)

皇(p&ms(ti)一石=Xpm(ti'At)-云‡
EEil (3-17)

ここで, Rp細sPm :実測による圧力変動 とマイクロフォンの音圧変動 との相

関,pt,ans:半導体圧力センサーによる圧力値,p&ans:半導体圧力センサーの平

均圧力値, pm:マイクロフォンの音圧値, pm:マイクロフォンの平均音圧

値,∫:音圧信号の時間位置,』′:遅れ時間,〟 :相関データ数である.式(3-17)

は,圧力ポアソン方程式の結果と比較するため,式(3-15)と同様に時間平均速

度 Uoで無次元化して表示した.また,相関データ数はN=1,000とした.
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3.6.結果および考察

3.6.1 騒音スペクトル

Fig.3.8は,マイクロフォンで検出された音圧信号の周波数スペクトル分布の

測定結果である.音圧信号のスペクトル分布を羊よると,周波数f=146Hzにピー

クが確認でき,カルマン渦の発振周波数付近で大きな音圧変動が現われること

がわかる.なお,このピーク周波数は文献【23]から本実験のレイノズル数ではス

トローハル数st=0.204となり,離散周波数を計算すると

∫ -
S,Uo O･204x21･1
d 0.030

=143.5 (Hz)

よって,マイクロフォンによる結果と良好に一致したことから円柱から放出

されるカルマン渦と空気力学的騒音が関連していることが明確となった.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

f(Hz)

Fig.3.8Soundpressurespectrum
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3.6.2 円柱周りの時間平均圧力と圧力変動の評価

Fig.3.9は,PIV速度場を圧力ポアソン方程式に代入して求めた結果と半導体

圧力センサーによる実測の比較として,円柱表面上の時間平均圧力分布,圧力

変動分布を示している.ここでは円柱近傍の速度場が圧力計算に与える影響を

考察している.ここでは圧力を圧力係数 cp(-2(P-Pの)/pU.2)で表し,p は圧力,

pの=0とした.得られた瞬時圧力場から時間平均圧九 変動圧力をRMS値としそ

評価した.また,円柱表面上の圧力から瞬時抗力,揚力を算出した後,統計量

計算から時間平均流体力,変動流体力 (RMS値)を評価し,半導体圧力センサー

による実測結果と比較した.結果はTab.3.1に示してある.
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Tab.3.1Timevariationofdragandliftcoefficient

Gd. GI CdmTS a/JT†措

Pois∈旧n 1.窒oo 0.0日旧 .0.16日 0.57日

Fig.3.9(a)は各条件の速度場と圧力ポアソンから得られた円柱表面上の時間平

均圧力分布である.この分布結果から半導体圧力センサーによる実測結果と定

量的に一致していることが判る.さらに詳しく考察するとまず,o= -80--

60deg,60-80degの各範囲では下に凸の分布が確認出来,流れが増速し減速し

ていることが伺われ,さらに0=-80,80deg付近から円柱背面にかけて圧力値

が下降している.つまり伊=-80,80deg付近から流れがはく離し,円柱背面に

かけてはく離領域を形成していることが伺われる.

Fig.3.9(b)は圧力変動の結果を示している.この結果から半導体圧力センサー

による実測結果と良好に一致しており,速度のノイズによる不可解など-クも

ないことが確認出来,分布全体をとおして実測結果と定性的に一致しているこ

とが判る.さらに詳しく考察すると変動のピークはβ=-80,80degに確認でき,

0=-80,80degは,はく離による流れの不安定な挙動によるものであると推測

される.また,0=-180--80deg,80-180degの範囲にかけては,ほぼ一定

の値を示していることが確認できる.原因として,この範囲は三次元性の流れ

が発生していると推測されるため速度三成分の瞬時速度場を計測し三次元に拡

張したポアソン方程式で圧力場を解かない限り一致しないのではないかと推測

する.この流れの三次元性に関しては過去に報告[24】があり,三次元流れと二次

元流れの PIV結果を圧力のポアソン方程式からそれぞれ圧力場を算出した結果,

速度二成分から得られた圧力変動は速度三成分に-よるものより高く,実測結果

と差が大きいというものであった.この[24]の結果は,本研究の結果と一致する.

Tab.3.1に流体力の評価を示してある.まず,流体力の計算方法は,圧力ポア

ソン方程式から得られた円柱周 りの圧力場から,円柱表面に対して接線方向と

法線方向に圧力を成分分解してそれぞれ加えることによって円柱に作用する抗

力をD(-Jpsino･ds),揚力をL(-1pcoso･ds),とした･ここで,p:圧九 0:円柱表

面と一様流速との間の角度,ds:圧力pが作用する円柱表面の微小面積 (円柱の
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幅方向の微小長さを1とした.)である.上式には,台形公式にて接線方向に積

分計算を行った.また,抗力は,一抗力係数 cd(-2D/PU.2d)揚力ば,揚力係数

CL(-2L/pUo2d)として表した.ここで,Uo:一様流速,d:円柱の直径,p:流体

の密度である.時間平均抗力の結果について,実測結果よりわずかな誤差とな

り,実測結果と定量的に一致していることが判る.また揚力変動に関しては,

実測結果より約 33%高い結果となった.

円柱表面の圧力評価ならびに流体力評価結果から円柱表面上の時間平均圧力,

圧力変動分布,時間平均抗力結果が実測結果と良好に一致していることが確認

できた.そのことからPIV速度場と圧力ポアソン方程式による圧力場算出方法

が妥当性の高い評価方法であることがわかった.

49



第 3章 円柱周りの流体力特性と空気力学的騒音の評価

3.6.3 円柱周りの時間平均速度場と圧力場の計測

Fig.3.10は,円柱周りのPIV計測で得られた主流方向とそれに垂直方向の時

間平均速度場(a),(b)ならびに主流方向とそれに垂直方向の速度変動場(C),(d)の

計測結果である.主流方向の時間平均速度場(a)は,下流域に速度欠損領域が形

成されており,(b)の垂直方向の計測結果では,円柱表面に沿って増速領域が認

められる.一方,速度変動分布を見ると,円柱の上下部分x/d=0,yyld=0.5と

x/d=0,Jl/dt -0.5から下流-主流方向速度変動 u'の大きい領域が見られる.こ

れは,時間平均速度場の結果からはく離せん断層の位置と一致する.垂直方向

速度変動 V'は円柱背後の領域x/d=1.5付近にピークが見られる.

Fig.3.11は,PIV 計測データを用いて圧力ポアソン方程式から評価した時間

平均圧力分布(a)と圧力変動分布(b)である.ここで,圧力変動は瞬時圧力変動の

rmsであるCp'によって評価した.時間平均圧力分布(a)によると,円柱のよどみ

点付近に高圧領域,はく離点付近x/d=0,JyW=0.5とx/d-0,Jl/d=-0.5から円柱

背後にかけて低圧領域が確認出来る.一方,圧力変動分布(ち)は,円柱のはく離

点付近xJld=0,yd=0.5とxJd=0,yyld=-0.5と円柱下流域x/d=0.8,JM=0.4と

xjld=0.8,JM=-0.4にて高い変動が見受けられ,I/d=0の軸に対してほぼ対称

的に分布している.また,時間平均圧力場にて円柱周 りの負圧領域と時間平均

速度場のはく離領域とほぼ一致し,圧力変動場では円柱下流域の高い圧力変動

部分は,主流方向の速度変動分布結果から円柱のはく離点から下流域にかけて

変動が高い箇所部分と一致する.これらの結果から,平均圧力場と平均速度場

の対応,ならびに圧力変動場と速度変動場との類似性が認められる.
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3.6.4円柱表面の圧力変動と音圧変動の相関

圧力ポアソン方程式による圧力変動と音圧変動の相関結果を Fig.3.7の実験

装置による円柱表面の圧力変動と音圧変動の相関結果と比較する.

Flg.3.12は,半導体圧力センサーによる円柱表面の圧力変動と遅れ時間を変

化させた音圧変動の相関分布と圧力ポアソン方程式による圧力変動と音圧変動

の相関分布を示 したものである.半導体圧力センサーによる圧力変動と音圧変

動の相関計算は,音圧変動は遅れ時間を0.1msecごとに変化させ計算 し,2.8-

7.9mSeCを 1.4msec間隔で表示 した･各遅れ時間の共通事項として,♂-Odeg

付近は相関が低く,∂ニ ー80--70deg,70-80degにて高い相関のピークが確

認できる.この範囲は,はく離点と一致し,はく離点が音源であることが伺わ

れる.また β=-180deg,180deg付近ではマイクロフォンの指向性による影響
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のため相関が低くなったと考えられる.また,遅れ時間が進行 していくにつれ

て相関分布全体が周期性を持って変化 していることがわかる.J=2.8msec,6.2

msecにて互いに逆位相の高い相関が分布全体を通 して確認でき,その周期は,

約 6.2msec(147Hz)となりカルマン渦の発生周波数とほぼ一致する.特に 2.8

msecと6.2msecの相関分布が全体的に高いことから円柱からの放射音がマイ

クロフォン-と到達したことが伺われる.また,2.8mSeCに関しては,円柱下

方y/d<0から放出された音波が地面に反射 した後,マイクロフォンで検出され

たため,相関値が負の方向に高く算出されたと考えられる.この実測による相

関結果を比較したところ,圧力ポアソン方程式による相関値の方が,βニー180

--80deg,80-180degの範囲にて実測による結果より高くなった.これは,

Fig.3.9(b)の結果から圧力ポアソン方程式による圧力変動が実測よりも高いこと

から音圧変動との相関値も高くなったと考えられる.また,円柱とマイクロフ

ォン間の距離による遅れ時間は,4.8msecとなることから,マイクロフォン等

の計測機器の遅れ時間が約 1msecと見積ると,6.2msecの遅れ時間が正確であ

ると言える.

●28lTISeC●45msec ●62TTlSeC●79msec- PoISSOn(6.2msec)
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3.6.5円柱周りの圧力変動と音圧変動の相関

Fig.3.13は円柱周りの圧力変動と音圧変動の相関の時間平均分布である.圧

力変動と音圧変動の相関結果は,円柱周 りの流れによって生じた流体の圧力変

動の中で,音圧変動としてマイクロフォンまで到達する圧力変動の分布を表す

と考えることができる.すなわち,相関の高い領域は空気力学的騒音の発生源

の分布に対応する.実験結果によると,相関め高い領域は,円柱表面上のx/d=

0.05,J〟 =土0.45付近に確認でき,この位置は,はく離点と一致し,音源であ

ると推測される.また,x/d=0.85,Jl/d=j=0.2付近にも確認されるが,これは,

はく離による巻き込み渦が音源であると考えれる.さらに円柱の下流域x/d=1.7,

JVtl=j=0.5付近と x/d=3.5,J〟 =j=0.5付近にも認められ,これらはカルマン

渦が音源であることが考えられる.ただし,これらの相関位置は x軸に対して

対称であるが,正負の符号は x軸に対して逆位相になっている.以上のことか

ら,円柱表面のはく離点,円柱背後に形成されるはく離による巻き込み渦,円

柱下流域のカルマン渦に起因する圧力変動が発生するが,それは音圧変動と強

い相関を示すことがわかる.したがって,空気力学的騒音の発生メカニズムは,

円柱表面のはく離点,円柱背後に形成されるはく離による巻き込み渦,円柱下

流域の周期的なカルマン渦領域が音源であると考えられ,過去の報告結果【10,_

12】と定性的に一致している.なお,相関の時間平均値に周期的な分布が見られ

ることは,円柱から発生する空気力学的騒音分布が特定の位置において高い音

圧レベルを示すことに対応する.

Curle音圧変動予測式[8】との関連について考察したところCurle音圧変動予

測式【8]は,Lighthllの方程式のLighthillのテンソル部分は低マッハ数の場合,

影響が少ないとみなされ物体表面の圧力変動が空気力学的騒音に占めていると

唱えている.しかしながら,この圧力変動と音圧変動の相関結果からは,円柱

表面上の圧力変動の他に下流域のカルマン渦が騒音源となるため,Lighthillの

テンソル部分が無視出来ないことを示唆している.
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本章では,円柱を対象として,圧力ポアソン方程式とPIVデータを用いた瞬

時圧力場計測法を実施 し,精度評価のため円柱表面に内蔵 した半導体圧力セン

サーによる実測結果と比較評価を行った.さらに円柱から発生する空気力学的

騒音の音源を明らかにすることを目的とし,円柱周 りの圧力変動場をPIV計測

と圧力ポアソン方程式から評価 し,得られた圧力変動と音圧信号の相関から空

気力学的騒音の音源位置を特定する方法を示 した.圧力ポアソン方程式による

圧力評価の結果から円柱表面の時間平均圧力,圧力変動分布と半導体圧力セン

サーの実測結果と良好に一致し,流体力の評価も良好に一致した.また,円柱

周 りの空気力学的騒音の音源探査にて圧力変動と音圧信号の相関から得られた

結果によると,円柱表面のはく離点,円柱背面の巻き込み渦,円柱後流のカル

マン渦領域において高い相関結果が得られ,これらの領域が空気力学的騒音源

であると考えられる.また,円柱下流域に関しては,Curle音圧変動予測式【8】

にて空気力学的騒音に影響が少ないとみな していた Lighthllの方程式の

Lighthillのテンソルが空気力学的騒音に起因していることが確認された･
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第4章 結論

本論文の目的は,流体中の物体から発生される空気力学的騒音の音源探査方

法を確立することである.そのため,物体周囲流を PIVにて計測し圧力のポア

ソン方程式から圧力場を算出し空気力学的騒音の音圧変動と圧力変動の相関か

ら空気力学的騒音の音源位置を特定する方法を提案 し将来 ドアミラーといった

製品開発-応用するため単純なモデルとして円柱周 りの空気力学的騒音の音源

探査のためこの手法を実施 した.

第 2章では,本研究で対象 とする物体近傍の速度場を高精度で計測するため

の解析手法の提案とその評価結果をまとめた.ここでは,相関法のアルゴリズ

ムを任意形状の物体に適用する方法として画像変形 PⅠⅤを提案した.この方法

は,物体近傍の画像をその画像を一般的な矩形画像に補間することによって,

物体表面に沿った画像からPIV解析を行 う方法である.画像変形 PIVの有効性

を評価するために円柱近傍の速度場を矩形の相関領域を持っ一般的な PIV解析

による結果との比較を行った.結果として,画像変形 PIVを導入することで円

柱近傍の速度場解析の精度が向上した.

第 3章では,円柱を対象として,圧力ポアソン方程式と PIVデータを用いた

瞬時圧力場計測を実施 し,精度評価のため円柱表面に内蔵した半導体圧力セン

サーによる実測結果と比較評価を行った.さらに円柱から発生する空気力学的

騒音の音源を明らかにすることを目的とし,円柱周 りの圧力変動場を PIV計測

と圧力ポアソン方程式から評価 し,得られた圧力変動と音圧信号の相関から空

気力学的騒音の音源位置を特定する方法を示 した.圧力精度評価の結果からは,

圧力のポアソン方程式から得 られた圧力場から円柱表面上の時間平均圧力,圧

力変動分布は実測結果と良好に一致した.また,円柱周 りの空気力学的騒音の

音源探査にて圧力変動と音圧信号の相関から得 られた結果によると,円柱表面

のはく離点,背面の巻き込み渦,後流域のカルマン渦において高い相関結果が

得られ,これらの領域が空気力学的騒音源であると考えられる.

以上から,物体近傍の速度場を高精度で計測する手法を提案 した.この手法

を適用した物体周囲の PIV計測結果と圧力のポアソン方程式による圧力場とマ

イクロホンによる音圧信号を基に圧力変動と音圧変動の相関計算から空気力学
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的騒音の音源位置を推定する方法を確立し,円柱周 りの空気力学的騒音の音源

位置を評価した.
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付録 1 空気力学的騒音の音圧予測式に関 して
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主な記号

C

dry

Fi

〟

P

p(x.,t)

Q

r

∫

Tij

Vf

V

V
=コ
X

yi

メ

6ij

:音速[m/S]

:夕の位置における体積要素[m]

:単位体積当りに作用する外力[N]

:マッハ数

:圧力[pa]､

:観測点での音圧[Pa]

:単位体積(単位時間当りに生成される質量)[kg/S]

:音源から観測点までの距離[m]

:時間[sec]

:Lighthillのテンソル

:速度 (i:各座標方向の成分)[m/S]

:速度ベク トル[m/S]

:体積[m]

:観測点の位置[m]

:音源の位置[m]

:音源の位置ベク トル[m]

:クロネッカののデルタ (iとjが等しければ1,異なればOを

示す)

:粘性応力のテンソル

:密度[kg/m3]

:渦度のベク トル[1/S]
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A1.1.LjghthiHの方程式に関して

第 1章にて説明したLighthillの方程式を圧力変動の式に変換した場合を説明

する.文献[1]から式(Al-1)のLighthillの方程式は以下のように変形される.

∂2

粛 p-CV2p- 箸 ･ 署 . 蒜 Tup

Ti,j-P ViVj･(p-C2pk ･,j･pi,j

(A卜1)

ここでp:密度,C:音速,Q:単位体積(単位時間当りに生成される質量),Fi:

単位体積当りに作用する外九 Tij:Lighthillのテンソル,vi:速度 (i:各座標

方向の成分),p:圧九 ∂ij:クロネッカののデルタ (itjが等しければ1,異

なれば Oを示す),FLij :粘性応力のテンソル,t:時間となる･また,密度変動

は,式(A卜2)により圧力変動-変換が出来る.

p-C2p

この式(A卜1)に式(A卜2)を代入し変形すると式(A卜3)となる.

p(x-,t)-去Lfl艶･去L
･iL(xi-yi)(xj-yj)C2r3

(Al-2)

(Al-3)

ここで,p(x-,t):観測点での音圧,yi‥音源の位置,r:音源から観測点までの距

離,V:体積となる.x-:観測点の位置ベクトル,33:音源の位置ベクトル,夢 :

タの位置における体積要素となる.次に式(Al-3)を空気中に静止した物体がある

場合に適用すると式(A卜4)のようになる.

p(i,t)-去措響]dS･去L
･去L(xi-yi)(xj-yj)23Cr

(A卜4)

ここで,Pi:物体表面の圧力によるxナ方向の九 dS:面積要素,un:物体表面に

対して垂直方向の速度変動となる.この式(A卜4)の第 1項は物体表面に対して
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垂直方向の振動による音に対応し,第2項は,物体表面の圧力変動による音,

第3項は,空気中の乱れによる音である.これらは,音響単極子,音響双極子,

音響四極子と呼ばれている.また,音の要因となる圧力変動は,第 2項と第 3

項の Lighthillのテンソル内に含まれているため,空間と物体表面の空気力学

的騒音の音源位置を特定するには圧力変動の評価が重要となる.

Al.2.Curleの音圧予測式に関して

curleの音圧予測式は,式(A卜4)の第 2項と第 3項の音-の影響を調べること

で求められる.音の要因となる音響単極子,音響双極子,音響四極子を次元解

析すると

Q～p;,Fi-誓,Tl,～PU2, 孟 ～筈 (A1-5)

ここで,U:代表流速,L:代表長さとする.式(A1-5)を式(Al-3)に代入すると式

(A卜6)となる.

p- U2･旦 U 3･芝 U4 (A卜6)C

この式(A卜6)は,空気流が低速流ほど第 1項の音響単極子が音を支配し,流速

が上がるほど第 2項の音響双極子と第3項である音響四極子が音を支配するこ

とを意味している.空気流が低速流でない場合は,第 2項の音響双極子と第 3

項である音響四極子から

呈 竺 =旦=M (A卜7)
PU3 C
C

式(A卜7)から〟 :マッハ数が表され,〟 ≪ 1となる低マッハ数では,音響四極

子の音-の影響は少ないとみなされることから式(A1-4)は以下のようになる.

(xi-yi)
477 1, cr2p(x,t)-i I (A卜8)

この式(A卜8)が Curleの式となり,物体に作用する外力が音に起因しているこ
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とがわかる.

Å1.3.Howeの音圧予測式に関して

Howeの音圧予測式は,式(Al-1)をW :渦度を用いることで式(A1-9)になる.

〔砦-C2V2p)--idiv(∂xv-) (A1-9,

ここで∂ :渦度のベクトル,V-:速度ベクトルとなる.式(A1-9)は Powellの式

と言われている.この式(A卜9)に式(A卜2)を代入Le:単位体積(単位時間当り

に生成される質量),Fi:単位体積当りに作用する外力の影響は小さいとみなし

て変形すると,式(卜10)になる.

p(x-,t)-慧 g Lyi(Pxa(増夢 (A1-10)

ここで,p(x-,i):観測点の音圧,,x-:観測点の位置ベクトル,33:音源の位置ベ

クトル,Fy:夕の位置における体積要素,r:音源から観測点までの距離となる.

この式から渦度を時間で3階微分したものが音になることを示している.

この式(A1-10)を物体の影響を考慮するために物体周 りの速度ポテンシャル

を用いて音圧値を表したものを式(A卜11)に示す.

p(x-,t'-蒜 錘 ×V-(y,t一望〕･晦 (A1-ll)

この式は,渦度と速度ベクトルと速度ポテンシャルから音圧を算出する式とな

り,一般的にHoweの式と言われる.
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付録2 角柱周りの流体力特性と

空気力学的騒音の評価
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主な記号

Cp

C p'

dl

∫

l

P

〟

Po

pml

pmI,ms

Re

Rupm

Rvpm

RFPm

Rlpm

St

Uo

〟

γ

〝J

v′

X

〟

E

('

♂

:圧力係数(-6-po)/(1/2･p･Uo2))
:圧力変動係数

:正方形状の角柱の幅[mm]

:周波数,カルマン渦の発生周波数[Hz]

:角柱のスパン方向の長さ[rnm]

:圧力[Pa]

:圧力変動[Pa]

:角柱遠方の圧力[pa]

:音圧変動

:音圧変動のrms値

:レイノルズ数(=Uo･d/V)

:水平方向の速度変動と音圧変動の相関係数

:垂直方向の速度変動と音圧変動の相関係数

:圧力変動と音圧変動の相関係数

:渦度変動と音圧変動の相関係数

:ス トロハ-ル数(-fd /Uo)

:主流流速[m/S]

:主流に対して水平方向の速度

:主流に対して垂直方向の速度

:主流に対して水平方向の速度変動

:主流に対して垂直方向の速度変動

:円柱中心を原点とし､主流に対して水平方向の長さ[m]

:円柱中心を原点とし､主流に対して垂直方向の長さ[m]

:渦度[1/S]

:渦度変動[1/S]

:円柱の中心軸に対して円周方向の角度[deg]

70



:密度[kg/m3]

:粘度[Pa･S]

:動粘度 [m2/S]
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A2.1.緒言

本研究では,圧力ポアソン方程式とPIVデータを用いた瞬時圧力場計測法を

流体騒音源の特定のために,角柱後流の圧力変動場を非接触計測する.さらに,

圧力変動場 と観測点における音圧変動の相関から騒音源位置を特定する方法を

考察し,その有効性を検討する.

Å2.2.実験装置および方法

Å2.2.1 実験装置

角柱周 りの速度場の PIV計測ならびに騒音源の特定実験は,開放型風洞を用

いて行った.Fig.2.1は,その風洞吹き出し口下流側に取 り付けた測定部 (幅

800mm,高さ500mm,奥行き 400-mm)であり,風洞の収縮ノズルの下流

300mm の位置に供試角柱を取 り付けて実験を行った.ただし,実験に使用し

た角柱は一辺の長 さd=30mmの正方形断面形状であり,そのスパン方向長 さ

はJ=400mmであり,流れ場の2次元性を確保できるように十分大きなアスペ

ク ト比 (-13.3)とした.また,座標系は,角柱の中央を原点として主流方向

をx,主流に対 して垂直方向をyとした.なお,角柱はアル ミニウム製であり,

表面は可視化のため黒色塗装が施 されている.実験は,平均流速 U0-44.4m/S

で行ったが,角柱の一辺の長さ (d=30mm)を基準としたレイノルズ数はRe=

8.0× 104である.なお,風洞測定部における流速分布の非一様性は± 1%以内

であり,乱れ強さは 1.5%である.

Å2.2.2 P川計測

速度場の PIV計測のための流れの可視化は,風洞上流側に設置 したスモーク

ジェネレータで供給 したスモークを トレーサとして用いて行った.ただし,ス

モークの粒径は lpm 程度である.速度場の計測には標準 PIVシステムを,照

明には Nd:YAGパルスレーザ (120mJ/pulse)から照射されたライ トシー ト

を用いた.レーザは角柱の下流側 1.5mに配置 し,レーザーシー ト厚さは2mm,
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照射位置は角柱のスパン方向の中央断面とした

FIg.2.1Experlmentalsetup(Unitlnmm)

PIV計測によって得られた速度場に基づいて圧力ポアソン方程式から圧力場を

評価するには,1.角柱近傍領域を高い空間解像度で計測する必要がある.2.負

柱から十分に離れた広い空間における速度場の計測が同時に必要である.3.普

源特定のための相関法では,騒音とこれらの瞬時速度場を同時に計測する必要

がある.本研究では,これらの 3条件を満足するため,3台のカメラを用いて流

れ場の高解像度計測を行った.すなわち,角柱近傍計測をCCDカメラ 1,2で

行い,角柱の下流域は CCD カメラ3を同期して用いた.ただし,カメラ 1,2

の撮影領域は 70mm x70mm,カメラ3のそれは 110mm xllOmm とした.

これら3台の CCDカメラの同期にはパルスジェネレータを用いた.なお,角柱

の表面近傍の速度場計測のため,CCDカメラ1,2を約 40傾け撮影 した.撮影

画像は歪みが発生しているため,事前に撮影した検定板の画像を基に Soloだet

al[1]の方法で歪みを補正することで角柱の近傍領域の計測を可能にした.なお,

ここに示 した圧力場の解析結果では,角柱上流側の速度場計測結果は用いてい
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ない.これは,予備的実験結果によると,上流側の速度場を考慮した結果とそ

うでない場合の違いが十分小さかったためである.

本実験の PIV解析には,相互相関法にガウス分布近似によるサブピクセル解

析を適用した.相関領域は32×32pixels,探索領域は16×16pixels,そして

オーバーラッ̀プ率は50%とした.また,エラーベクトルは周囲8近傍の速度ベ

クトルとの比較結果に基づいて検出および補正を行ったが,本実験画像ではエ

ラーベクトルの発生率は1%以下であった.なお,本速度場計測における平均移

動ピクセル数は,4ピクセル程度であり,瞬時速度ベクトルの計測誤差は3%程

度である.PIV解析によって得られた瞬時速度場の一例をFig.2.2(a)に示した.

ただし,領域 1,2,3は,それぞれのカメラ1,2,3による計測領域であり,

これらの領域間には数十ピクセル程度のオーバーラップが採られている.した

がって,3台のカメラが対象とする計測領域は170mmx130mmである.また,

Fig.2.2(a)には無次元渦度分布をカラーコンターで重ねて示した.角柱周りの

瞬時速度場の計測結果によると,前方角部から放出されるはく離せん断流,負

柱の後面と側面なす角付近と角柱後流のカルマン渦で大きな渦度が認められ,

よく知られた角柱周りの瞬時流れ構造を示すことがわかる.

A2.2.3 圧力ポアソン式に基づく瞬時圧力場の評価

角柱周りの圧力場の評価には,以下に示す圧力ポアソン式を用いた【2].

∇ 2p--p∇･(V･∇V) (A2-1)

ここで,p:圧力,V:速度ベクトル,p:流体の密度である. ただし,式(A2-1)

は非定常非圧縮性の粘性流体に対するナビエ ･ス トークス方程式から誘導され

たため,流体の圧縮性の影響は考慮されていない.このため,この式の適用範

囲は低マッハ数領域に限られることになる.

上流側,下流側ならびに角柱表面における圧力境界条件は,ナビエ ･ス トー

クス方程式を基に圧力勾配を以下のように与えた.

vp--p(VIVV)+FLV2V
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一方,計算領域の上下境界条件位置では,速度場の計測結果をベルヌーイの式

に代入して圧力境界条件【3]を求めた.

p-喜iUo2-(u2･V2)) (A2-3)

ここで,Uo:一様流速,u:主流方向速度,V:垂直方向速度である.角柱表面

上にノイマン境界条件を設定することは数値計算の世界では一般的である.計

算領域の上流,下流側に関しては,上流側は,角柱壁面付近に境界層が存在し,

下流側の境界条件位置では,角柱下流域で発生したカルマン渦による非定常流

れが PIV結果から確認できたため,ノイマン境界条件を設定した.また,計算

外側の上下境界にベルヌーイの式を境界条件として用いることで PIV結果から

直接,圧力を算出することが出来るため,計算外側の上下境界にp=0とデリク

レ境界条件を設置し圧力のポアソン方程式を解く場合より精度が向上する利点

があるため,ノイマン境界条件を設置した.これらの境界条件(A2-2),(A2-3)の

下で圧力ポアソン方程式(A2-1)を解くため,これらを中心差分で離散化し,皮

復計算にはSOR法を使用した.ここに,圧力計算に用いた計算格子をFig.2.2(b)

に示した.この計算格子の格子数は,流れ方向 122点,垂直方向127点であり,

角柱近傍では不等間隔格子とした.また,計算領域は,x/d=-0.5-5.0,y/d=

-1.8-1.8とした.ただし,速度場のPIV計測位置と計算格子点の位置は一般

には一致しないため,計算格子上の速度はPIV画像から得られた瞬時速度場の

線形補間によって求めた.

Fig.2.2(C)は,Fig.2.2(a)に示した瞬時速度場を圧力ポアソン方程式に代入し

て求めた瞬時圧力場である.ここでは圧力は圧力係数 cp(-2(P-Pの)/pU.2)で表し,

p は圧力,pのは角柱上流の圧力とした.速度場の計測結果に対応して,はく離

せん断層 (xJld--0.5-0.5,JM--1.0--0.5)やカルマン渦の発生位置(x/d-

0.75,J〟ニー0.5)で瞬時圧力場に大きな変化が認められることがわかる･
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A2.2.4 騒音源位置の評価方法

角柱周 りの騒音漁の特定は,圧力ポアソン方程式から求まる瞬時圧力場とマ

イクロフォンの音圧信号との相関計算によって評価 した.ただし,マイクロフ

ォンは,角柱の下流側にx=0.068m,角柱の上方y=1,0m の位置に設置した

ただし,角柱から発生した圧力変動がマイクロフォンで検出されるまでには時

間遅れが存在するため,相関計算の際にはこの遅れ時間 (4.3msec)を考慮し

た.なお,PIV による速度計測とマイクロフォンによる音圧計測は,パルスジ
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ェネレ一夕を用いて同期して行った.このようなPIV計測とマイクロフォンを

用いた相関計測は,0.25秒ごとに360組のデータを用いて行った.騒音源の信

号とマイクロフォンの音圧信号の相関式は,以下のように定義した.

R FPm-

Rupm-

Rvpm-

R軌 -

pUo2pm7,ms

ulpmf

UopmI,ms

v'pm'
Uopmf,ms

Uo/d-･pm-ms

(A2-4)

(A2-5)

(A2-6)

(A2-7)

ここで,Rppm :圧力変動 p'とマイクロフォンの音圧変動 pm'との相関,Rupm :主

流方向の速度変動 uJと音圧変動との相関,Rvpm:垂直方向の速度変動 V'と音圧変

動との相関,Rlpm:渦度変動('と音圧変動との相関である.ただし,pmJ,ms:音圧

変動のrms値である.式 (A2-4)～(A2-7)は時間平均速度 Uoで無次元化 して表

示した.これは,式 (A2-4)～ (A2-7)の無次元化に速度変動や圧力変動を用い

ると,角柱後流以外の領域ではかなり大きい値を示すためである.

2.3.結果および考察

2.3.1騒音スペク トル

Fig.2.3は,マイクロホンで検出された音圧信号の周波数スペクトル分布の測

定結果である.ただし,マイクロホンはx=0.068m,y=1.0mの位置に設置し

て計測を行った.なお,音圧信号のサンプリング間隔は8 〃S,サンプリング点

数は 10,000点とした.音圧信号のスペクトル分布によると,周波数′=210Hz

にピークが確認でき,カルマン渦の発振周波数付近で大きな音圧変動が現われ

ることがわかる.なお,このときのス トロハ-ル数はSt(-fd/Uo)=0.14であ〉

り,この値は過去の結果【4】とも一致する.
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Å2.3.2 時間平均速度場,圧力場

Fig.2.4は,角柱周りの PIV計測で得られた時間平均速度場(a)ならびに主流

方向とそれに垂直方向の速度変動場(b),(C)の計測結果である.時間平均速度分布

の計測結果によると,角柱の両側に増速領域が形成されており,下流側には速

度欠損領域が認められる.一方,速度変動分布を見ると,角柱の前方角部から

発達するはく離せん断層に沿って主流方向速度変動 'u'の大きい領域が見られ,

垂直方向速度変動V'は角柱背後の領域 (x/d=1.5付近)にピークが見られる.

このような角柱周 りの時間平均速度場,速度変動場の特徴は過去の結果【201と

定性的に一致する.

Fig.2.5は,PIV計測データを用いて圧力ポアソン方程式から評価した時間平

均圧力分布(a)と圧力変動分布(b)である.ここで,圧力変動は瞬時圧力変動のrms

であるCp-によって評価した.時間平均圧力分布(a)によると,角柱両側の壁面近

傍と角柱背後に低圧領域が見られる.一方,圧力変動分布(b)は,角柱両側面側

のはく離領域と角柱背後の後流領域で大きな圧力変動の発生が認められる.こ

れらの結果から,平均圧力場と平均速度場の対応,ならびに,圧力変動場と速

度変動場との類似性が認められる.しかしながら,詳細に見ると,角柱の側壁

近傍と角柱背後の領域では,これらの分布形状にはわずかな相違が見られる.
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また,計算領域上下に設定した境界条件付近の圧力変動が比較的商いが,こ

れは,速度変動が比較的高い箇所に境界条件 として定常流のベルヌーイの式を

用いているため圧力変動が高くなったと推定される.
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A2.3.3 圧力変動と音圧変動の相関分布

Fig.2.6は角柱周 りの圧力変動と音圧変動の相関の時間平均分布である.圧力

変動と音圧変動の相関結果は,角柱周 りの流れによって生じた流体の圧力変動

の中で,音圧変動としてマイクロフォンまで到達する圧力変動の分布を表すと

考えることができる.すなわち,相関の高い領域は流体騒音の発生源の分布に

対応する.実験結果によると,相関の高い領域は,角柱両側のはく離領域なら

びに角柱の下流側x/d=2.5のy/d=土 1付近に認められる.ただし,これらの相

関位置はx軸に対 して対称であるが,正負の符号はx軸に対して逆位相になって

いる.以上のことから,角柱の後流には,カルマン渦に起因する圧力変動が発

生するが,それは音圧変動と強い相関を示すことがわかる.したがって,流体

騒音の発生メカニズムは,角柱両側のはく離領域ならびに角柱後方から背後に

巻き込む流れ領域,角柱背後に形成される周期的なカルマン渦領域が音源であ

ると考えられる.なお,相関の時間平均値に周期的な分布が見られることは,

角柱から発生する流体騒音分布が特定の位置において高い音圧 レベルを示すこ
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とに対応する.一方,低レイノルズ数での数値シミュレーション結果[5-6】によ

ると,騒音の発生メカニズムは,角柱表面の圧力変動とはく離せん断層の形成,

後方角部を通って背後に巻き込む際に発生する圧力変動,そして後流に形成さ

れるカルマン渦が流体騒音源であると予測されている.本実験の圧力変動と音

圧信号の相関によって得られた音源分布は,これらの結果とも定性的に一致し

ており,数値計算から得られた角柱周 りの流体騒音発生のメカニズムを支持す

る結果でもある.

Å2.3.4 速度変動 ･渦度変動と音圧変動の相関分布

Fig.2.7は,速度変動 u',V'と音圧変動との相関(a),(b),渦度変動と音圧変動

の相関(C)の時間平均分布である.これらの相関結果は,Howeの音圧変動の予

測式t7]に含まれる物理量でもあるため,流体騒音の発生に直接関わりを持つこ

とが予期される.主流方向速度変動の相関結果(a)によると,角柱の前方角部か

ら発達するはく離せん断層ならびに後流のx/d=2.8付近に大きな相関分布が認

められる.なお,これらの相関の正負は,x軸に対して反対の符号を示す.この

ような相関分布の特徴は,圧力変動と音圧変動の相関分布 (Fig.2.6)とも一致す

る.一方,垂直方向の速度変動と音圧変動の相関(b)ならびに渦度変動と音圧変

動の相関(C)によると,相関の高い領域は,x軸上に分布 しており,相関結果(b)

ではx/d=1.8ならびにx/d=4の位置,相関結果(C)ではx/d=1ならびにx/d=2.8

の位置に認められる.ただし,相関結果(b)では角柱近傍では弱い相関であるの

に対し,相関結果(C)では強い相関がはく離せん断層に沿って観測される.以上

のように,速度変動と音圧変動の相関 (b)と渦度変動と音圧変動の相関(C)の結果

は,圧力変動と音圧変動の相関結果(Fig.2.6)と分布形状がかなり相違することが

わかる.このことは,速度変動と音圧変動の相関ならびに渦度変動と音圧変動

の相関は,-Howeの音圧予測式t7]が示すようにいずれも流体騒音に強い関わり

を持つが,必ずしも相関分布は一致しないことがわかる.
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A2.4.結言

本研究では,角柱から発生する流体騒音の音源を明らかにすることを目的と

し,角柱周りの圧力変動場をPIV計測と圧力ポアソン方程式から評価し,得ら

れた圧力変動と音圧信号の相関から流体騒音の音源位置を特定する方法を示し

た.併せて,流体騒音に深い関わりを持つ流れ場の速度変動や渦度変動と音圧

信号の相関計測結果について考察した.圧力変動と音圧信号の相関から得られ

た結果によると,角柱両側のはく離領域,角柱背後の巻き込み領域,そして角

柱後流のカルマン渦領域において高い相関結果が得られ,これらの領域が流体

騒音源であると考えられる.また,このような相関領域位置では,主流方向の

速度変動と音圧変動の相関結果においても定性的に一致する結果が得られた.
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