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技術紹介

PIVを用いた空調送風機の内部流れの可視化
The Visualization of Inner Flow inside Air Conditioning System with PIV

斉藤　洋介 * 中島　遼太 **
Yousuke Saitou Ryota Nakajima

要　　　旨
　流れ場を可視化する際，PIV（Particle Image Velocimetry）を用いる事で，速さと方向を多点で同時
に知る事ができる．正しい解析画像を得るためには，流れに対する追従性が良好で，鮮明な画像が得ら
れ易いトレーサ粒子の選択，撮影するハードウェアの適切な使用と調整，高度な画像処理技術，高いエ
ネルギー光源の確保等が必要となる．
　これらについて説明すると共に，当社の製品である自動車用空調システムで使われる遠心送風機の内
部流れを PIV で可視化し，シミュレーション解析の結果と比較した例を紹介する．

Abstract
Visualization of flow with PIV (Particle Image Velocimetry) system enables clear understanding of the magnitude 
and direction of velocity at multiple points. To obtain the accurate image, proper adoption of tracer particles with 
high traceability and visibility for the flow, high energy light source, appropriate hardware selection to record with 
fine adjustments, state-of-the-art image processing, etc. are 
This report explains those techniques followed by an example of comparison between the visualized inner flow 
with PIV in a centrifugal blower unit for automotive air-conditioning system and the simulation result.
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1.　は　じ　め　に
　自動車用空調システムで使われる遠心送風機は，車室
内空間の更なる拡大による快適性の向上を目指し，小型
化が求められている．但し，小型化に伴う風量の悪化に
対し，回転数を増加させると，騒音を増大させてしまう
ため，小型化しても十分な風量を確保できるように送風
性能を上げるか，騒音を改善させる必要がある．
　送風性能も騒音も共に流れの状態に影響されるが，こ
のような流れの状態を最適化できるように設計するため
には，送風機内部の詳細な流れを把握する事が重要とな
る．本稿では，この内部流れを把握する可視化技術の一
つである PIV のシステム及び適用事例に関して紹介する．

2.　PIV 解析原理
　観測する流れ場の上流に，微粒子（トレーサ粒子）を
投入し，流れに追従させる．ここに，外部から光を照射
すると，トレーサ粒子はある輝度値を持ってこの光を反
射する．照射する光と，カメラのシャッタータイミング
を同期させながら，この反射した光を連続的に撮影する
(Fig. 1)．

　撮影した画像は，２枚で 1 ペアとし，粒子群の輝度値
を比較する．画像間の相関関数を算出する事で，流れの
速度ベクトルが得られる（これをベクトル処理と呼ぶ）
(Fig. 2)．

Fig. 1 PIV analysis flow

* グローバルテクノロジー本部　実験技術グループ
**グローバルテクノロジー本部　CAE・MBEグループ
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Fig. 2 Direct cross-correlation method

3.　システムの構築と，適切な画像の取得
　移動する粒子の速度ベクトルを正しく算出するには，
トレーサ粒子，カメラのセンサとレンズ，光源等に留意
する必要がある．以下，それぞれの内容を説明する．

3.1.　トレーサ粒子
　流れ場の様子を把握する際，投入された粒子が流れを
正確にトレースする必要があるため，外力による影響を
考慮しなければならない．
　重力に対しては，流体との比重差により，粒子の沈降
が発生する．沈降速度が大きいと，流れの軌跡に対し，
粒子が鉛直方向にずれてしまい，正しい速度ベクトルを
得られなくなってしまう．
　粒子の運動方程式は，流れの鉛直成分を見た場合，式

（1）の通りであり，

ここから沈降速度は，式 (2) のように算出される．

このように，沈降速度は粒子の粒径の２乗に比例する．
　また，遠心力により，回転中心から半径方向に粒子が
逸脱する傾向を持つ．

　式 (3) に示す通り，遠心力による半径方向へのドリフ
ト速度も，沈降速度と同様，粒径の２乗に比例する．

　このように，粒子に働く外力に対しては粒子の径が小
さい方が有利だが，粒子を観察し易くする指標の一つで
ある光の反射量は，粒子が光を受けて反射する表面積に
比例し，これは粒径の２乗に比例する事となる．このよ
うに粒径に対し，沈降速度や遠心力と，光の反射量は相
反する方向に働くため，径が小さ過ぎると粒子の光の反
射量が不足し観察し難くなる．
　また，粒子が光を反射する際，入射方向の 180°反対側
で散乱が大きくなる傾向がある．散乱強度が大きくなる
と，像の輪郭が歪むため，粒子の材質にも配慮を要する
(Fig. 3)．
　以上より，遠心送風機内の流速（30m/sec 以上）に対
して，粒子半径が十分小さく，反射量，散乱強度も優れ
た DEHS（Di-2-Ethylhexyl-Sebacat）と呼ばれる揮発性
の弱い材質を選定した．

Fig. 3 Light scattering intensity

3.2.　カメラのセンサとレンズ
　良質な画像を得るためには，各光学機器が持つ特性を
最適化する事が必要である．
　先ず，観察対象の挙動を正確に捉えるため，撮影速度

（コマ数 / 秒）を設定すると，光電変換されたデータの処
理能力から，使用できる最大の画素数が決まる．この画
素数を持つイメージセンサのエリア内に粒子画像を投影
するには，レンズの光学倍率と，レンズを通して見える
実視野の大きさを考慮しなければならない．必要となる
実視野の大きさは，観察対象～カメラレンズ間の距離と，
カメラの焦点距離の関係から求める事ができる (Fig. 4)．
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Fig. 4 Layout of optical instrument

　このように選んだ光学機器を用いて，明瞭な画像を得
るためには，レンズへの充分な入射光量が必要となる．
入射光量は，レンズの絞りを開ける事で確保できる．
　但し，過度に開けると，入射光量が増加し過ぎ，素子
が感知できる露光域を外れてしまう．また，入射光がレ
ンズを通過する際に起こる光の回折によって，焦点面付
近での像の輪郭ボケ（エアリーディスク）が大きくなっ
てしまう．更に，カメラのフォーカスが合う被写界深度
も得られ難く，観察領域を前後に移動させた時にピント
が合う深さが少なくなり調整が困難となる．
　そのため，輪郭ボケを防ぎ，被写界深度を確保しながら，
適度な入射光量を確保できるよう，撮影を実施する際に
は，常に絞りの調整にも注意払っている (Fig. 5)(Fig. 6)．

Fig. 5 Iris condition of the lens

Fig. 6 Sample images

3.3.　光源
　使用する光源は，色収差の影響を除外するため単一波
長とし，安定的に高出力を得る事ができる上，パルス照
射のタイミング調整が容易な，波長 532nm の Nd:YAG
レーザを選択した．

3.4.　カメラとレーザ照射のタイミング同期
　連続撮影の際，カメラのシャッターが開いている間に
対象物が動くと，画像がぶれてしまう．ぶれの無い鮮明
な画像を得るには，ナノ秒オーダーの極めて短時間で画
像を取得する必要があるが，シャッターが開いている時
間を短くするには限界がある．そのため，PIV ではシャッ
ターが開いている間に，一瞬だけレーザ光を照射して，
対象物を写す時間を非常に短くし，ぶれの無い画像を記
録するようにしている (Fig. 7).

Fig. 7 Synchronized timing of camera and laser

3.5.　ケーシングの材料と加工
　観察対象物に充分な光をあてた上で，それを歪み無く
観察・撮影できるよう，周りのケーシングは透明度が高
く，屈折も少なくする必要がある．
　そのため，射出成型による気泡混入防止を狙い，ブロッ
ク状のアクリル材（メタクリル酸エステル重合体）を、
超硬エンドミルにて切削加工した。
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　内部流れに影響しないケーシングの外側は，不要な突
起物を全て取り除き，光の屈折の影響を抑えると共に，
表面研磨にて，全光線透過率が目標を達成するようにし
ている．これらの検討を経て構成された PIV により，流
れの可視化を行った例を，以下紹介する．

4.　流れの可視化
　自動車用空調器で用いる遠心送風機内のノーズ付近
と，翼間の流れを可視化し，考察を行った．

4.1.　ノーズ近傍流れ

(1)Apart from the Nose (2)Around the Nose

Nose

Blower outlet

Observed area (1) Observed area (2)

Fig.8 Observed area

   

Time progress（Δt=10-4sec）
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Fig.9 Vector mapping result apart from the nose

   

Time progress（Δt=10-4sec）
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Fig.10 Vector mapping result around the nose
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Fig.11 Averaged vector mapping around the nose

4.1.1.　ノーズ近傍流れ　ベクトル処理結果
　ノーズ付近で撮影した二か所の位置を Fig. 8 に示す．
ノーズから離れた位置では吐出口方向へ風が流れて行
き，流速も高い事が見て取れる (Fig. 9)．一方，ノーズ
近傍では 1 コマ進むたびにベクトルの方向が変わり，流
れが非常に乱れている (Fig. 10)．
　送風効率を分析する際は，流れを統計的に把握する必
要があるため，ベクトルの平均化を行う．

4.1.2.　平均化画像処理
　平均化した画像を Fig. 11 に示す．Fig. 10 では，時間
進行に伴い，ベクトルが変化するため，全体的な流れの
傾向を把握することが難しいが，平均化する事によって
流れの様子を可視化できた．このように乱れている流れ
を統計的に捉える事で，送風性能に対し最適なノーズ形
状を決定できる．

4.2.　翼間流れ

Observed area

Fig.12 Observed area
 

  

Blade

Nose

LE

TE

Positive pressure surface

Suction pressure surface

Fig.13 Flow between blades before PIV processing
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4.2.1.　翼間流れ…ベクトル処理結果
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Fig.14 Flow between blades with vector mappin

　回転している翼の間を通過する流れに対してもベク
トル処理を行った (Fig. 12， 13)．ベクトルを見ると翼の
LE（Leading Edge）付近では流速が低く，TE（Trailing 
Edge）付近では流速が高い事がわかる (Fig. 14)．
　但し，観測座標を固定したこの計測方法では，流速に
翼の回転方向速度ベクトルが加わるので，翼の LE から
TE への詳細な流れの様子を把握する事が難しい．その
ため回転速度を引き，翼面から見た画像に変換する．

4.2.2.　回転速度成分除去による効果

   View
on Rotating Coordinate

View
on Fixed Coordinate

Fig.15 Comparison of the view on each coordinate

　固定座標から見たベクトルでは翼形状に沿うように見
えた流れが，回転速度を引いて可視化する事により、翼
間で生じる渦を含む流れであることがわかった (Fig. 14)．
このように翼間の流れまで詳細に分析する事により，翼
形状を最適化する事ができる．

5.　シミュレーション結果との比較
　得られた PIV の結果と，シミュレーション（CFD）の
結果を比較する．ここでは翼間に発生する渦に着目した．
　計算は格子ボルツマン法を使用し，実物と同様に，翼
の回転によって空気に運動量を与える．また境界条件と
して送風機の吐出口に実験で測定した流量を与えた．

  

PIV Result CFD Result

Fig.16 Comparison between PIV and CFD

　PIV によって得られた結果と，CFD で計算した結果
を比較すると，共に翼間の負圧面側で渦が発生している
事が見て取れる (Fig. 16)．
　以上のように PIV による実測と CFD 計算は良く対応
し，双方とも真の現象を正確に捉えている事がわかる．

6.　ま　と　め
(1) 光学系システムの適切な選択と，目的に合った画像処

理により，PIV を用いて流体の挙動を詳細に可視化す
る事ができる．

(2) PIV による測定と CFD 結果には良い対応が取れてお
り，正しく実測 / 計算できている事がわかる．

(3) このような流体の可視化手法を駆使して，今後も高性
能な空調送風機の開発を続けていく．

参　考　文　献
(1) 小林　敏雄他：PIV ハンドブック　第２～５章，可

視化情報学会編 (2002)
(2) 榊原　潤：「PIV 講習会－ PIV 基礎―」，第 19 回　

可視化フロンティア，可視化情報学会 (2015)
(3) エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社：イメー

ジングリソースガイド，
http://www.jst.go.jp/SIST/handbook/sist02/index.ht

斉藤　洋介 中島　遼太


