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概要：流れにより発生する空力音は，新幹線や自動車などの騒音の原因の一つであり，その予測は重要である．空力

音の計測にはマイクロホンを用いるのが一般的だが，マイクロホンのような接触型の計測装置では気流中の音の計測

が困難である．そこで本研究では，非接触計測が可能な偏光高速度干渉計を用いた流れと音の同時可視化を提案する．

偏光高速度干渉計による可視化では周囲との密度差が必要であるが，音は空気の疎密であるため可視化が可能である．

一方，流れの可視化の実現には，流体に周囲との密度差を与える必要がある．本研究ではその手法としてガス流入法

と，流体温度調節法を提案する．提案手法の妥当性を検証するために笛周りの流れと音の同時可視化を行い，その有

効性を確認した．また提案手法の応用例としてエッジトーンの可視化を行い，流れの揺らぎと音の対応を確認した．
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1. ま え が き

気流が乱れることにより発生する空力音は，新幹線の

車両間隙や自動車のドアミラーおよびフロントグリル，

機器冷却用のファンから発生する音などがあり，騒音の

原因の一つとなっている．

従来の空力音の計測では，マイクロホンを用いるのが

一般的であるが，マイクロホンでは気流中の音の計測が

困難であることから，複雑な条件での空力音の発生機構

はいまだ解明されていないのが現状である．空力音を発

生させる流れと音を同時に計測することは，空力音の発

生機構の理解につながると考えられる．

そこで本研究では，非接触計測が可能であり，光の位

相の瞬時定量計測が可能な偏光高速度干渉計を用いた流

れと音の同時可視化を提案する．提案手法の妥当性を検

証するために犬笛を音源とした流れと音の同時可視化実

験を行い，同時可視化が可能であることを確認した．提

案手法の応用例として空力音の一つであるエッジトーン

の流れと音の同時可視化を行い，ジェットの揺らぎと音

の対応を確認した．

2. 偏光高速度干渉計

図–1に偏光高速度干渉計の模式図を示す．偏光高速度

干渉計は，光の位相を瞬時・定量的に計測可能な光学計

測装置である．光の位相は媒質の屈折率によって変化し，

媒質の屈折率は密度に比例することから，光の位相を観

測することで，光が通過した領域の媒質の密度の情報を

取得可能である．

音は空気の疎密であり密度変化を伴うことから，偏光

高速度干渉計による可視化が可能である [1, 2]．流れの可
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図–1: 偏光高速度干渉計の模式図

視化は，空間的な流体の構造を把握することであり，流

体自体に周囲との密度差を与えることでその可視化が可

能になる．そこで，流れの可視化を実現する手法として，

周囲と密度の異なる流体を流入するガス流入法と，流体

の温度を調節して周囲との密度差を与える流体温度調節

法を提案する．

3. 検 証 実 験

提案手法の妥当性を検証するために実験を行った．可

視化対象音源として，物体に衝突することで流れが乱れ

て発音し，共鳴構造により音圧の大きな音を出す笛を選

定した．笛の中でも，流れを乱すエッジまでの流路が構

造的に確保されており，計測領域に 1波長が収まる程度

の高周波数で発音する犬笛を使用して実験を行った．実

験条件は表–1に示すとおりであり，笛に流入する流体は，

ガス流入法の流体として蒸気密度比 2.28 (空気 = 1) の

1,1-ジフルオロエタン，流体温度調節法の流体として室

温との温度差が+5 ◦C, +10 ◦C, +15 ◦Cの空気を使用し

た．比較のため，室温との温度差が +0 ◦C の空気を使

用した可視化も行った．



表–1: 実験条件

フレームレート [fps] 42,000

撮影範囲 [mm] 56 × 35

周囲流体 空気

流入流体 (1) 1,1-ジフルオロエタン
(2) 空気 室温 +5, +10, +15 ◦C

Reference

+ 0 ℃

Temperature control

+ 5 ℃ + 10 ℃ + 15 ℃
Gas injection

1,1-Difluoroethane

図–2: 流れと音の同時可視化結果

図–2に流れと音の同時可視化結果を示す．上段左図は

室温+0 ◦Cの空気，右図は 1,1-ジフルオロエタン，下段

左図は室温+5 ◦C の空気，中図は室温+10 ◦C の空気，

右図は室温+15 ◦Cの空気を流入した際の可視化結果で

ある．すべての条件で犬笛のエッジから円弧上に音波が

伝搬する様子が確認できる．ガス流入法と流体温度調節

法では，エッジから笛に沿って流れが観測されているこ

とがわかる．また，流体温度調節法では，流れ内部でも

音波が観測されていることがわかる．

4. エッジトーンの可視化実験

提案手法の応用例として，空力音の一つであるエッジ

トーンの可視化を行った．図–3 の左図に作成したエッ

ジトーン発生装置を示す．ノズル出口はアスペクト比を

1 : 25 とした．エッジの幅はノズル出口幅の 2 倍の 50

mmとし，エッジの頂角は 20◦ とした．図–3の右図は実

験写真である．エッジをトラバース装置に固定し，ノズ

ル–エッジ間距離の調節を可能にした．比較のためノズル

出口上方にマイクロホンを設置した．

表–2 に実験条件を示す．流量を Q = 15 L/min から

Q = 45 L/minまで 5 L/min間隔，ノズル–エッジ間距

離を h = 5 mmから h = 13 mmまで 1 mm間隔で調節

した．偏光高速度カメラのフレームレートを 20,000 fps

とし，流れは流体温度調節法によって可視化した．

図–4 に Q = 20 L/min，h = 9 mm のときの音波可

視化画像と位相画像を示す．上側 3 枚が音波可視化画

像，下側 3枚が位相画像である．音波可視化画像は，マ

イクロホンで計測した音の周波数スペクトルから算出し

たピークを中心周波数とする帯域幅 200 Hzのバンドパ

スフィルタをかけたものである．位相画像は −π から π

まででラップされており，ジェットの揺らぎを視認しや

すいようにエッジ付近の 100 × 100ピクセルを表示して
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図–3: 設計したエッジトーン発生装置と実験写真

表–2: 実験条件

フレームレート [fps] 20,000

撮影範囲 [mm] 77 × 56

流量 Q [L/min] 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

ノズル–エッジ間距離 h [mm] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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図–4: エッジトーンのステージによる比較 (Q = 20 L/min,

h = 9 mm)

ある．位相画像におけるジェットの揺らぎを比較すると，

ジェットがエッジに衝突するときに音波が負になってい

ることが確認できる．

5. む す び

本研究では，空力音の発生機構を調べることを目的と

し，偏光高速度干渉計を用いた流れと音の同時可視化を

提案した．流れの可視化を実現のために，ガス流入法と

流体温度調節法を考案した．提案手法の妥当性を検討す

るために，笛まわりの流れと音の同時可視化実験を行

い，同時可視化が可能であることを確認し，流体温度調

節法においては流れ内部の音場も可視化できることを確

認した．提案手法の応用例として，空力音の一つである

エッジトーンを発生させる流れと音の同時可視化を行い，

ジェットがエッジに衝突するときに音圧が負になること

を確認した．今後は，定量計測が可能であることから，

定量的評価法についても検討する所存である．
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