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第第第第 1111 章章章章        序論序論序論序論    

 

1.11.11.11.1     背景背景背景背景        

近年，自動車の高性能化が進み，走行速度の高速化や快適性の向上が進む中，高速走行時の走行安定性

(以下，高速走行安定性)が自動車の重要な開発要素となってきている．自動車の高速走行安定性は，サスペン

ションや車体剛性等だけでなく，時速 100 km 以上の高速では，車体への空気力学（空力）も強く影響すること

が知られている
(１)

．更に近年，環境負荷低減の観点から車両の軽量化も進み，高速走行安定性の向上に際し，

空力性能面での向上がより重要となり，自動車開発における空力設計の重要性が高まっている． 

    

1.1.1  1.1.1  1.1.1  1.1.1  高速走行安定性に対する従来の空力評価手法高速走行安定性に対する従来の空力評価手法高速走行安定性に対する従来の空力評価手法高速走行安定性に対する従来の空力評価手法    ----風洞実験での定常空力評価風洞実験での定常空力評価風洞実験での定常空力評価風洞実験での定常空力評価    

高速走行安定性に対する空力性能の評価としては，現在の設計開発では，風洞実験にて一様流下で車両

姿勢を固定した条件での定常 6 分力評価が主となっている．空力 6 分力とは図 1.1 に示す通り，車両の前後，

左右，上下の各軸の力と各軸周りのモーメントである．  

 

 

Fig. 1.1  6-compornet of aerodynamic forces 

 

空力 6 分力は式(1.1)から式(1.6)に示すように，無次元化して表される． 

 

 抗力係数： �� = ��
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・
		  (1.1） 
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 ローリングモーメント係数： �� = �
		���	�

・
・��		
  (1.4） 

 ヨーイングモーメント係数： ��� = ��
		���	�

・
・��		
  (1.5） 

 ピッチングモーメント係数： ��� = ��
		���	�

・
・��		
  (1.6） 

 

ここで，DF：空力抗力，LF：空力揚力，SF：空力横力，RM：空力ローリングモーメント(以下ロールモーメント)，

YM：空力ヨーイングモーメント(以下ヨーモーメント)，PM：ピッチングモーメント(以下ピッチモーメント)であり，い

ずれも風洞で計測した力，モーメントの時間平均値を用いる．また，ρ：空気密度[kg/m3]，U：車速[m/s]，A：車

両前面投影面積[m2]，Lw：車両ホイールベース長(前後輪軸間距離)[m]である．これらの定常空力 6 分力は表

1.1 の通り，車両の運動性能に関係していると述べられている
(2)

．表 1.1 より，直進時，操縦時，横風時含め，高

速走行安定性には，揚力係数 CL，ピッチモーメント係数 CPM，横力係数 CS，ヨーモーメント係数 CYM が主に影

響すると一般的に述べられている．特に揚力係数 CL はタイヤの接地荷重に寄与する
(3)

ことから，高速走行安定

性に大きく寄与すると空力評価指標として，自動車開発に用いられている． 

 

表 1.1  Relationship of 6-compornet aerodynamic forces and vehicle’s dynamic performances(2) 

 

 

しかし，自動車の開発の中でも，ほぼ同等な揚力係数 CL，横力係数 CS，ヨーモーメント係数 CYM であっても，

高速走行安定性に差があることを経験して来ている．その一例として，以下の図 1.2 の A 車および B 車
(4)

の事

例を示す． 

  

 

 (a) Vehicle-A (b) Vehicle-B 

Fig. 1.2  Vehicle-A and Vehicle-B 
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A 車，B 車とのセダン型の市販乗用車であり，車両寸法諸元は，A 車：長さ 4. 675m，幅 1.789m，高さ 1.430m， 

B 車：長さ 4.470m，幅 1.740m，高さ 1.415m，と概ね同等である．この 2 車の風洞で計測した空力特性は表

1.2，表 1.3 に示す．ここでヨー角は風洞の一様流風向と車両横方向中心軸のなすヨー方向の角度を示す． 

表 1.2 にヨー角 0°時の揚力係数 CL を 2 車で比較して示す．自動車の開発では，この揚力係数を前輪軸，

および後輪軸に掛かる成分に分けて，前輪，後輪それぞれの接地荷重への影響を評価しており，これも併せて

示した．揚力係数 CL は A 車：0.20，B 車：0.19 と B 車が小さい． これを前後輪成分に分けると，前輪揚力係数

CLf は A 車：0.09，B 車：0.11 と A 車が小さく，後輪揚力係数 CLr は A 車：0.11，B 車：0.08 と B 車が小さい．2

車のこれら揚力係数の差で最大の後輪揚力係数の差：0.03 は，180km/h 走行時の後輪揚力差としては 97N

相当である．これは車重 1.3 トンの 1%にも満たず，2 車の揚力の影響はほぼ同等と考えられる．表 1.3 にはヨー

角 10°時の横力係数 CS およびヨーモーメント係数 CYM を 2 車で比較して示す．2 車を比較すると，横力係数

CS は A 車：0.37，B 車：0.35，ヨーモーメント係数 CYM は A 車：0.08，B 車：0.09 であり，2 車の差は揚力係数と

同様でわずかなレベルであり，横力，ヨーモーメントもほぼ同等である．以上のように，2 車の揚力係数 CL，横力

係数 CS，ヨーモーメント係数 CYM はほぼ同等であるが，一方で 2 車の高速走行安定性は直進走行時，操舵走

行時とも B 車の方が優れている
(4)

． 

 

Table 1.2  Aerodynamic lift coefficients (Yaw angle：0°) 

 

 

Table 1.3  Aerodynamic side force coefficient and yaw moment coefficient (Yaw angle：10°) 

 

 

風洞実験にて得られる空力係数は，本節はじめに述べた通り，一様流下で車両姿勢を固定した条件で計測

された空気力の時間平均係数である．一方で，実際の路上を自動車が走行する際には，路面凹凸や操舵に伴

う車両姿勢の変化，大気変動に伴う気流変動が車体に作用し，これらの運動や気流の変動に応じて，空力も変

動している．これに対し，風洞実験で得られた時間平均値の空力係数には，このような車両運動や気流変動に

よる空力への影響は含まれず，実走行中の車両の空力現象を評価できていないものと考えられる． 

このように近年，風洞にて計測された時間平均された空力係数では，高速で実走行する車両の空力特性を

充分捉えられないことが示唆されている．このまだ不明確な実走行する車両の空力特性を理解すれば高速走

行安定性はより向上できると考えられる．よって近年，実走行する車両の空力特性の評価について，多くの研究

が成されてきている．次節より，高速直進走行時，高速走行での横風受風時，および高速操舵走行時の空力評

価について，研究動向を紹介する． 

C Lf C Lr

Vehicle-A 0.20 0.09 0.11

Vehicle-B 0.19 0.11 0.08

C L

Vehicle-A 0.37 0.08

Vehicle-B 0.35 0.09

C YMC S
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1.1.2  1.1.2  1.1.2  1.1.2  高速直進走行時の空力評価に対する研究高速直進走行時の空力評価に対する研究高速直進走行時の空力評価に対する研究高速直進走行時の空力評価に対する研究        

高速直進走行時には路面凹凸により，車両に主に鉛直方向の姿勢変化が生じており，この姿勢変化に対す

る非定常な空力応答について，近年，研究が行われてきた． 

Okadaら
(４)

は高速直進走行時にピッチング運動にさらされる車両周りの非定常空力特性を実走行実験，およ

び風洞実験により調査し，車両形状の違いにより，車両のピッチング運動を促進，もしくは抑制する非定常な空

力応答がトランクデッキ上に生じていることを示した．更に，この非定常な空力応答を左右する流れ構造として，

トランクデッキ上の流れ構造が 3 次元的である場合に車両のピッチング運動を促進する非定常空力応答がトラ

ンクデッキ上に生じ，一方，トランクデッキ上の流れ構造が 2 次元的である場合に車両のピッチング運動を抑制

する非定常空力応答がトランクデッキ上に生じることを示した．この結果を受け，Nakashima ら
(5)

は実車形状を

簡略化したスケールモデルにて Okada ら
(４)

が示したトランクデッキ上の流れ構造を再現し，このモデルが一様

流中でピッチング振動した際の数値解析を実施した．その結果，トランクデッキ上の流れ構造を 2 次元的にした

場合，ピッチング角速度変化を抑制する空力応答，いわゆる空力ダンピングが強められることを明らかにした．

更にChengら
(6)

の同モデルが一様流中でピッチング振動した際の数値解析により，トランクデッキ上での空力ダ

ンピングの強弱を生じさせる非定常流れ構造のメカニズムが明らかにされた．そして，Cheng ら
(7)

の数値解析に

より，実車形状でもこの非定常流れ構造が空力ダンピングの強弱に寄与することが検証された． 

また，Ogawa ら
(8)

も車両形状を簡略化したスケールモデルをピッチング振動させた曳航水槽実験，および数

値解析を実施し，ピッチング振動を常に抑制する非定常揚力が主に床下に生じていることを示した．更に，この

非定常揚力の効果を鉛直 2 自由度バネマスモデルにより評価した結果，非定常空力揚力の効果は，機械的な

ダンピング効果の 5~10%に相当し，車両のピッチング振動に対する空力評価に，非定常な空力特性まで考慮

する必要があることを示した． 

更に，Kawakami ら
(9)

は，一様流中で上下振動，およびピッチング振動する Ahmed モデルに生じる非定常

空気力の線形伝達関数を用いた空気力モデルにより評価することを検討した．結果，空気力モデルに非定常な

上下運動の加速度成分に対する流体力の付加質量効果を組み込むことにより，非定常空気力のモデル予測精

度が向上し，空気力モデリングに非定常運動に対する空気力の付加質量効果を考慮する必要性が示された． 

以上のような近年の研究により，高速直進走行する自動車の鉛直方向の姿勢変化に対する，非定常な空力

ダンピングが，機械的なサスペンションやダンパー等によるダンピング特性と比べ，無視できない影響を生じさせ

ることが明らかにされている．加えて，この空力ダンピングを生じさせる非定常な流れ構造についてもトランクデッ

キ周りや床下について示されている．そして，この非定常空気力のモデル評価手法についても非定常運動に対

する成分まで組み込み高精度化する検討が成されている． 
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1.1.3  1.1.3  1.1.3  1.1.3  高速走行での横風受風時安定性の空力評価高速走行での横風受風時安定性の空力評価高速走行での横風受風時安定性の空力評価高速走行での横風受風時安定性の空力評価    に対する研究に対する研究に対する研究に対する研究    

 高速走行での横風受風時には，車両に対する流れの向きが過渡的に変化し，空力特性も過渡的に変化す

る．この横風変化に対する非定常な空力応答についても研究が成されてきた． 

Schroeck ら
(10)

は風洞テストセクション入口部に翼型フィンを横方向並べて振動させることにより横風の過渡

的な変化を再現し，この条件下で車両形状を簡略化した SAE ノッチバック形状スケールモデルの車両後方形

状変更形状に対する，非定常空力特性の変化を調べた．結果，定常ヨーモーメント特性は同等であった 2 仕様

間で，横風変動の周波数の増大により，ヨーモーメントの変動特性が異なり，横風変動に対す非定常な空力特

性の存在を明らかにした． 

更に Theissen ら
(11)

は，横風変動に対する非定常空力特性の要因となる非定常流れ場を理解するため，横

風変動を流れに対する車両ヨー角変動に置き換え，その非定常空力特性を評価した．風洞内で，セダン型乗

用車形状の簡略化スケールモデルを一様流に対しヨー方向に Sin 波状振動させ，その際の非定常空力特性を

評価した．結果，非定常ヨー角変化時の空力横力，ヨーモーメントの変化が，準定常ヨー角変化時の変化に対

し位相遅れを生じており，更にその振幅は，準定常変化時に対し，横力は 62%程度と小さく，一方，ヨーモーメ

ントは 183%程度と大きく，いずれも準定常状態と大きく異なることを示した．更に，これらの非定常な横力，ヨー

モーメントの位相遅れが，横風に対し風上側で車両後方に巻き込む渦構造が，車両の非定常ヨー角振動に対

して，時間遅れを持って変化するために生じていることを示した．これに続き，Wojciak ら
(12)

は，車両後部がセ

ダン形状，クーペ形状，ワゴン形状と異なる 3 仕様のモデルを風洞内で一様流に対しヨー方向に Sin 波状振動

させ，その際の非定常空力特性を比較した．結果，上述の準定常状態に対する非定常ヨー角変化時の横力振

幅の縮小，ヨーモーメントの振幅の拡大が車両後部形状により異なっており，ワゴン形状が準定常との差が最大

であることを示した． 

更に，横風変動による非定常空力特性を流体力モデルにより評価する研究も行われている．深川ら
(13)

は横

風送風帯を通過する自動車の非定常空力変動を車両運動加速度とタイヤ荷重測定結果から導出し，この非定

常空気力を重回帰分析を適用した空気力モデルで評価することを検討した．その結果，車両周り流れのヨー角

特性の他に，動的特性として，車両周り流れのヨー角速度成分等をモデルに組み込むことにより，横風送風帯

通過時の非定常空気力をモデルで表わすことが可能であることを示した． 

以上，近年の横風受風時の空力特性に対する研究の結果，横風変動に対する非定常空力特性が定常の特

性と異なること，それが車両後方の流れの非定常特性に起因することが明らかにされている． 更に，横風変動

に対する非定常空気力のモデル評価についても，非定常運動に対する成分まで組み込むことによる評価可能

であることが示されている． 
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1.1.4  1.1.4  1.1.4  1.1.4  高速操舵走行時の空力評価に対する研究高速操舵走行時の空力評価に対する研究高速操舵走行時の空力評価に対する研究高速操舵走行時の空力評価に対する研究        

高速操舵走行時には，操舵による車両運動に伴って，車両に対して作用する相対的な風の向きが変化する．

この相対的な風向き変化に対する空力応答については，風洞で測定した定常空力特性を車両の運動力学に

組み込む観点で，研究が行われてきている． 

Shibue ら
(１４)

は高速操舵走行時の空力評価手法として，車両運動力学と空気力学を関連付ける観点で，コ

ーナリング中の定常空気力の影響を等価な運動特性の変化量に換算する手法を提案した．これは，コーナリン

グ運動時に車両に対して相対的な風のヨー角変化により生じる定常空力横力，およびヨーモーメントを，等価コ

ーナリングパワーの変化量に概算する方法である．この手法を用い，Ogawa ら
(8)

は，その等価コーナリングパワ

ーの変化量を介することで，空力横力，およびヨーモーメント特性をそれと等価な揚力特性に換算した．その結

果，操舵に伴う車両運動により生じる空気力については，揚力に加え，流れに対しヨー角がついた際の定常横

力，およびヨーモーメント特性も効果があり，車両の走行安定性評価に際し，考慮が必要であることを示した． 

一方で，操舵走行時には，掘内
(15)

がコーナリング運動する自動車を簡単化した 2 輪モデルで示している(図

1.3)ように，車両の水平方向の運動は主に直進運動に横滑り運動とヨー回転運動が複合した運動である．このう

ち，横滑り運動に伴う空力特性については，車両が流れに対しヨー角を持った際の空力特性の変化と考えるこ

とができる．これは従来，風洞試験で実施されている，定常ヨー角に対する空力特性で評価することができる．し

かし，ヨー回転運動に伴って発生する空気力については，風洞試験での再現が困難であり，その空力特性は自

動車では評価されてきていない．上述の Shibue ら
(１４)

の空力評価手法も，この直進＋横滑り運動に伴う空力特

性のみを，定常ヨー角に対する空力特性に置き換えて解釈したものであり，ヨー回転運動に伴って発生する空

気力については考慮されていない． 

 

Fig. 1.3  Simplified vehicle’s cornering model(13) 

 

        

横滑り

ヨー回転

直進
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1.21.21.21.2     本本本本論文論文論文論文の目的の目的の目的の目的        

前節までに述べたように，高速走行安定性に対する空力性能の評価としては，操舵走行時の自動車の空力

評価について，未解明な点が多い．1.1.4 で述べた通り，車両運動は主に直進運動に横滑り運動とヨー回転運

動が複合した運動であり，このうち，ヨー回転運動伴う空力特性が不明である．加えて，1.1.2 で述べた直進走行

時の上下方向運動に伴う空力特性，および 1.1.3 で述べた横風変動に対する空力特性で示されたような非定

常な空力応答についても，未だ不明である．そして，これらの横滑り運動とヨー回転運動に対する定常，および

非定常な空力特性がそれぞれの車両運動に対する寄与についても不明である．これらの未だ不明点が多い高

速操舵走行時の自動車の空力特性を解明し，理解することにより，その空力特性の評価手法の構築も可能とな

り，操舵走行時の高速走行安定性を空力の観点で向上させるために非常に有用であると考えられる． 

よって，本論文では高速操舵走行する自動車の空力特性評価を対象とし，高速操舵走行する自動車の旋回

運動，すなわち直進運動，横滑りとヨー回転の複合運動により生じる横方向の空気力の発生メカニズムを調査し，

その空気力の評価手法を提案することを目的とする． 
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1.31.31.31.3     本本本本論文論文論文論文の構成の構成の構成の構成    

本論文の構成を図 1.4 に示す． 

第 1 章では，本論文に関する背景，および目的を示した． 

第 2 章では，高速操舵走行として，Sin 波状の操舵を入力した蛇行走行の実走行試験を行い，横滑り運動，

ヨー回転運動が複合した運動時の空力特性を評価する． そして，蛇行運動時の空力評価結果と風洞での定

常ヨー角変化に対する空力特性からの近似評価結果とを比較することにより，操舵走行時の空力特性には，風

洞評価では再現できない空力現象，物理効果が存在することを示す．  

第 3 章では，横滑り運動，ヨー回転運動それぞれ，および蛇行運動を単純化した定常円旋回運動時の流体

力を曳航水槽試験により評価し，その結果から，横滑り運動，ヨー回転運動の複合運動に対する空力特性を，

それぞれの運動に対する空力特性の重ね合わせでシンプルに示す微係数法を用いた評価手法を提案する．

更に，その評価結果から，操舵走行時の空気力発生メカニズムを考察する．  

第 4 章では，数値シミュレーションを用い，蛇行運動時の空力解析結果と非定常成分の空力速成まで考慮し

た微係数法評価結果とを比較し，微係数法評価の妥当性と限界を示す．     

最後に，第 5 章において，本論文の結論を述べる． 

なお，謝辞，参考文献および付録を巻末に掲載する． 

 

 

Fig. 1.4  The content of this Ph.D. dissertation 

  

第1章 序論

第2章操舵走行時する自動車の空力現象
(16)

・実走行試験により，横滑り運動，ヨー回転運動が複合した蛇行運動時の空力特性を評価する．

・蛇行運動時の空力評価結果と風洞での定常ヨー角に対する空力特性評価結果との比較により，

操舵走行時には風洞では再現できない空力現象，物理効果があることを示す．

第3章操舵走行時の空気力発生メカニズムと微係数法による評価手法の提案
(17)

・曳航水槽試験により、横滑り，ヨー回転運動，および蛇行運動を単純化した定常円旋回運

動時の流体力を評価し，横滑り運動，ヨー回転運動の複合運動に対する空力特性を，それ

ぞれの運動に対する空力特性の重ね合わせでシンプルに示す微係数法を用いた評価手

法を提案する．

・上記評価結果から，操舵走行時の空気力発生メカニズムを考察する．

第4章微係数法による評価の妥当性と限界
(18)

・数値シミュレーションを用い，蛇行運動時の空力解析結果と微係数法を用いた評価結果とを比

較し，非定常成分の空力特性まで考慮した微係数法評価の妥当性と限界を示す．

第5章 結論
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第第第第 2222 章章章章        操舵走行時する自動車の空力現象操舵走行時する自動車の空力現象操舵走行時する自動車の空力現象操舵走行時する自動車の空力現象    

 

本章では，高速操舵走行として，Sin 波状の操舵を入力した蛇行走行の実走行試験を行い，横滑り運動，ヨ

ー回転運動が複合した運動時の空力特性を評価する． そして，蛇行運動時の空力評価結果と風洞での定常

ヨー角変化に対する空力特性評価結果とを比較して示す． 

 

2.1  2.1  2.1  2.1  実験手法実験手法実験手法実験手法    

2.1.1  2.1.1  2.1.1  2.1.1  対象車両対象車両対象車両対象車両    

本章では図 1.1 に示したセダンタイプ車両の A 車を対象とし，実走行および風洞測定にて解析した．A 車は

セダンタイプの市販量産車である． A 車の風洞で測定した空力特性として，空気抵抗係数および揚力係数を

表 2.1 に示す．A 車の空気抵抗係数 CD 値は 0.32，揚力係数 CL 値は 0.20，前輪揚力係数 CLf は 0.09，後輪

揚力係数 CLr は 0.11 である．加えて，A 車の一様流の方向に対する車両横方向中心軸の向きのなすヨー角を

定常に変化させた際の横力係数，ヨーモーメント係数を図 2.1 に示す．ヨー角の絶対値の増加に伴い，横力係

数，ヨーモーメント係数いずれとも，ほぼ線形的に変化していることが判る． 

 

Table 2.1  Aerodynamic drag and lift coefficients (Yaw angle：0°) 

 

 

 

Fig. 2.1  Aerodynamic side force coefficient and yaw moment coefficient 
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2.1.2.1.2.1.2.1.2222        実走行実験手法実走行実験手法実走行実験手法実走行実験手法    

2.1.22.1.22.1.22.1.2.1  .1  .1  .1  実走行蛇行試験の走行条件実走行蛇行試験の走行条件実走行蛇行試験の走行条件実走行蛇行試験の走行条件    

走行実験はマツダ三次自動車試験場の第一直線路で実施した．このコースの長さは 1.8km であり，路面は

水平である．なお，走行実験は無風の日を選び実施しており，自然風の影響は極めて少ないと考える．走行試

験では 120km/h 走行時の車両に，ISO のテスト手法 ISO13674-1 (19)
に準じた Sin 波状の操舵入力を与えた．

操舵入力の周波数は 0.2Hz，振幅は横方向加速度のピーク値が 2.0m/s2
となるよう与えた．横方向加速度につ

いては，佐藤ら
(20)

により，ドライバーの一般的な高速レーンチェンジ時の最大横方向加速度が 2.0m/s2
程度と

報告されており，これは本走行実験の蛇行走行が自動車の一般的な走行状態を模擬したものであることを示し

ている．図 2.2 にこの操舵入力条件を与えた際の車両運動を模式的に示す．Sin 波状運動 1 周期での直進方

向に進行する距離は約 166.7m，横方向の振幅は約 1.2m である．この条件で走行する車両の動的運動と空力

変動の時系列データを同時計測した． 

 

 

Fig.2.2  Schematic image of vehicle dynamic motion during the sinusoidal steering input 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2.2  .2  .2  .2  座標系の定義座標系の定義座標系の定義座標系の定義    

本実走行実験での絶対座標系を図 2.3 に，相対座標系を図 2.4 に示す．絶対座標系は第一直線路上に図

2.3 に示すように定義した．第一直線路の直進方向を x 方向，左横方向を y 方向，鉛直上方向を z 方向とし，x

軸に対して車両の横方向中心軸のなす角度をヨー角Ψ として定義した．相対座標系は車両と一緒に動く座標

系として図 2.4 に示すように定義した．車両の横方向中心軸方向を x’ 方向，左横方向を y’ 方向，鉛直上方向

を z’ 方向とし，x’ 軸に対して車両の進行方向のなす角度を横滑り角β として定義した．相対座標系の原点は x’ 

方向を車両の重心位置，y’方向を左右輪中心に定めた．  

 

Fig. 2.3  Absolute coordinate system. 
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x axis:  Straight line direction along the No.1 Straightway
y axis:  Laterally orthogonal  direction to x axis
z axis:  Vertically orthogonal  direction to x axis
ψ:        Yaw angle to x axis



11 
 

 

 

Fig. 2.4  Relative coordinate system. 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2....3333        車両運動測定手法車両運動測定手法車両運動測定手法車両運動測定手法    

車両運動として，車両の位置，姿勢，加速度，およびハンドル操舵角の時系列データを測定した．車両の位

置は GPS を用い，車両のヨー角等の姿勢は GPS を内蔵したジャイロスコープを用いて測定した．なお，GPS を

用いた計測器による測定誤差は，車両位置が 0.02m 以下，姿勢角が 0.1deg.以下と小さい．車両の加速度は

加速度計にて測定した．車両の速度は位置の微分値と加速度の積分値を高精度で融合させて算出した．車両

の角速度も角度の微分値と角加速度の積分値を高精度で融合させて算出した．車両のハンドル操舵角は操舵

角計にて測定した． 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2.4  .4  .4  .4  車両車両車両車両の空力の空力の空力の空力変動測定手法変動測定手法変動測定手法変動測定手法    

本論文では，蛇行運動時の空力特性を評価するため，空力横力および空力ヨーモーメントの非定常挙動を

調べた．但し，実走行試験で車両のこれらの空力係数を測定することは困難なので，車両測方の表面圧力変動

を測定し，その圧力変動と車両側面面積の積を積分することにより，見積もりの横風係数 CS*および見積もりの

ヨーイングモーメント係数 CYM*を算出した． 

車両測方の表面圧力変動は，圧力孔を有する厚さ約 1mm，直径約 40mm の板状プローブを図 2.5 に示す

ように車両側面に配して計測した．静圧測定点数は車両の左右に各 26 点，計 52 点である．圧力計測の基準と

して，ピトー管を図 2.5 に示すように車両のルーフ上に取り付け用いた．このピトー管の測定精度を風洞試験に

て確認した結果，ピトー管による車速と風洞車速との差は 0.7％程度であり，ピトー管周りの流れはほぼ一様流

であった．静圧値および総圧値の測定には Scanivalve 社製 Zoc33 を用い，サンプリングレート 62.5Hz で測定

した． 

見積もりの横風係数 CS*および見積もりのヨーイングモーメント係数 CYM*に対し，風洞測定にてキャリブレー

ションを実施した結果を図 2.6 に示す．CS*，CYM*は風洞の 6 分力天秤にて測定し導出した CS，CYM に対しほ

ぼ線形の関係にあり，車両の横力，ヨーモーメントを表わす代用特性足り得ることが示されている． 

 

x'

y '
β

z'

x' axis:  Vehicle's straight ahead direction
y' axis:  Vehicle's  lateral direction
z' axis:  Vehicle's  vertical direction
β:         Slip angle to x' axis

Vehicle's translating direction
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Fig. 2.5  Measuring points of surface static pressure. 

 

 

 

Fig. 2.6 Calibration of estimated side force coefficient and estimated yaw moment coefficient 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.3333        風洞実験手法風洞実験手法風洞実験手法風洞実験手法    

供試車両の空力特性，車両側面の静圧および総圧分布をマツダ実車風洞を用いて測定した．本風洞は縮

流比 6：1 の回流型であり，測定部は，幅 6m，高さ 4m，長さ 12m，最大風速は 230km/h である
(21)

．空力特

性の測定には，境界層吸取装置を伴った 6 分力天秤装置を用いた．車両側面の静圧測定は，実走試験と同じ

く圧力孔を有する板状プローブを車両側面に配し，Zoc33 を用いて測定した． 
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2.2  2.2  2.2  2.2  実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察    

横滑り運動，ヨー回転運動が複合した運動時の空力特性を評価するため，Sin 波状の操舵入力を加えた蛇

行走行する車両の動的運動と圧力変動の時系列データを同時計測した．まず始めに，車両の動的運動特性の

時系列データを解析した． 

 

2.2.1  2.2.1  2.2.1  2.2.1  操舵走行時の車両運動操舵走行時の車両運動操舵走行時の車両運動操舵走行時の車両運動特性特性特性特性    

図 2.7 に 120km/h での操舵入力走行時の操舵角の時間変化の一例を示す．上述の通り，操舵入力は ISO

のテスト手法
(19)

に準じて与えた．操舵入力は Sin 波状で，操舵角の振幅は約 10°，周波数は 0.2Hz である．

この操舵入力の結果，横方向加速度は図 2.8 に示す通り，ピーク値が約 2m/s2
の Sin 波状に変化している．こ

の結果より，本実走試験が ISO のテスト手法に則って行われたことを裏付けられている．なお，図 2.7 およびこ

れ以降の図を含め，図中には車両の動的運動を説明するため，位相位置①から⑤を定義し，記入している．  

図 2.9 には図 2.7 に示した Sin 波状操舵入力を加えて走行した際の横方向位置の時間変化を示す．横方向

位置は操舵角と逆位相の Sin 波状の変化を示している．横方向位置の振幅は約 1~1.4m である． 

図 2.10 に図 2.7 に示した Sin 波状操舵入力走行時のヨー角，ヨーレート(ヨー回転角速度)，および横滑り角

の時間変化を示す．ヨー角は操舵角変化に対し90°の位相遅れを持ったSinカーブ状の変化をしている．そし

て，この振幅は約 2.4°である．ヨーレートは操舵角変化と同位相を持った Sin カーブ状の変化をしている．そし

て，この振幅は約 3.2°/s である．横滑り角は操舵角変化と逆位相を持った Sin カーブ状の変化をしている．そ

して，この振幅は非常に小さく，約 0.2°である．以上に示した車両運動以外に，ロール運動等，車両の鉛直方

向の運動も計測したが，それらの運動の変動は微小であったため，割愛した． 

 

Fig. 2.7  Temporal fluctuation of steering wheel angle during the sinusoidal steering input 
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Fig. 2.8  Temporal fluctuation of lateral acceleration during the sinusoidal steering input 

 

 

Fig. 2.9  Temporal fluctuation of lateral position during the sinusoidal steering input 
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Fig. 2.10  Temporal fluctuation of yaw angle, yaw rate and slip angle during the sinusoidal 

steering input 

 

図 2.7，図 2.9，図 2.10 の車両の動的運動の結果から，本論文の車両の動的運動を解釈し，図 2.11 および

表 2.2 の通りまとめた．なお，この表 2.2 に示した値は，図 2.7～2.10 に示した様な Sin 波状の操舵入力の走行

結果約 10 回分から平均して求めた結果である．この図と表から，図 2.3 の絶対座標系，図 2.4 の相対座標系に

準じ，各位相位置での車両の運動は以降の通り説明できる。位相位置②はドライバー視点で左コーナリングの

ピーク位置である．この位置では横方向位置 y≒-1.2 であり，車両は x 軸から約 1.2m 右側に位置している．ヨ

ーレート dψ/dtは最大値約3.2deg./s，すなわち左旋回方向である．そして横滑り角β は最小値約-0.24°，すな

わち前側斜め右への移動である．ここで，車両の横方向運動は図 2.12 に示すように，並進横滑り運動とヨー方

向の回転運動に分離できる．ここで，横滑り角が車両の横方向中心軸に対する車両並進移動方向の角度，ヨー

レートが車両ヨー方向の回転速度を示している．よって，位相位置②では車両はドライバー視点で前側斜め右

へ横滑りして並進移動しながら，左コーナリング方向に回転しており，車両の運動が並進横滑り運動とヨー方向

の回転運動の複合運動であることが判る．一方，位相位置④はドライバー視点で右コーナリングのピーク位置で

あり，位相位置②と左右反対向きの運動である．また，位相位置①および⑤では，車両はほぼ x 軸上に位置し

ており，横滑り角，ヨーレートともほぼ 0 であり，車両は直進方向に進んでいる．そしてこれらの位相位置では，車

両のコーナリング挙動は右から左に変化している．位相位置③でも，車両はほぼ x 軸上に位置しており，直進方

向に進んでいる．そしてこれらの位相位置周りでは，車両のコーナリング挙動は左から右に変化している． 

以上の結果により，本論文で実施したSin波状の操舵入力時の車両の運動が，横滑り運動とヨー方向の回転

運動の複合運動であり，両者が複合的に変化している運動であることが示された．次に車両の動的運動特性と

空力特性の関係を次節で解析する． 
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Fig. 2.11 and Table 2.2  Schematic image of vehicle dynamic motion during the sinusoidal steering 

input 

 

 

 

Fig. 2.12 Schematic image of vehicle dynamic motion at phase position ② 
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2.2.2  2.2.2  2.2.2  2.2.2  操舵走行時の空力操舵走行時の空力操舵走行時の空力操舵走行時の空力特性特性特性特性    

高速走行における Sin 波状の操舵入力走行時の車両の動的運動と横方向の空力係数の変化を比較して調

べた．図 2.13 に A 車のヨーレート dψ/dt，横滑り角β，横力係数 CS*，およびヨーモーメント CYM*の時間変化を

示す．ここでの横方向の空力係数は車両側面 52 点で測定した静圧変動値に，測定点毎に分割した面積を掛

けることにより見積もったものである．見積もり計算値であることを区別するため，*を付して示す．なお，この横力

係数，およびヨーモーメント係数の方向は，図 2.4 に示した相対座標系に準じ，横力係数は車両の直進方向に

対し左向き方向が正，ヨーモーメント係数は車両を上から見て反時計周が正である．また，この図 2.13 では，

0.2Hz の車両の Sin 波状蛇行運動に対して発生する空力変動特性を分析するため，横力係数，およびヨーモ

ーメント係数を移動平均して示している．ここで，移動平均の時間間隔は 0.4 秒としている． 

図 2.13 のヨーレート dψ/dt，および横滑り角β の変化を見ると，横方向加速度とヨーレートがほぼ逆位相で

Sin波状に変化している．図2.4に示した絶対座標系に準じ，ヨーレートは正方向が車両を上から見て反時計周

り，横滑り角は正方向が車両の直進方向に対し反時計回りであり，ヨーレートが正，横滑り角か負のピーク位置

は，図 2.12 に示した車両の左旋回のピークの状態を示している．次に，図 2.13 の下側に示した横力係数，ヨー

モーメント係数の変化を見ると，横力係数の変化は，絶対値 0 を中心とした正負対称の分布ではないが，これは

試験車両の形状が床下，エンジンルーム内の部品，およびワイパーの配置等が左右非対称であることに起因し，

流れ場も非対称性を含むためと考えられる．但し，横力係数，およびヨーモーメント係数の変化は，ヨーレート，

および横滑り角のSin波状の変化に対応したSin波状の変動が主要に含まれていると観察され，巨視的には左

右の対称性を持った横力変化，ヨーモーメント変化が主要であると考えられる．横力変化，ヨーモーメント変化を

観察すると，図中の矢印で示す様に，左旋回のピーク位置，すなわちヨーレートが大きくなり，横滑り角が小さく

なった際に，横力係数 CS*， ヨーモーメント係数 CYM*は増加しているように見受けられる．この傾向を定量的に

明らかにするため，横方向加速度，ヨーレートに対する各横力係数の相互相関を求めた． 

図 2.14 に横力係数 CS*，ヨーモーメント係数 CYM*それぞれの時間変化の，ヨーレートの時間変化に対する

相互相関関数 Cτ(dψ/dt -CS*)，Cτ(dψ/dt –CYM*)を示す．なお，横滑り角の時間変化に対する横力係数，ヨー

モーメントの時間変化の相互相関も同様に調べたが，ヨーレートに対する相関と正負が逆であるのみであったた

め，ここでは割愛する．図 2.14 の A 車では，τ がゼロ近傍で横力係数の相関 Cτ(dψ/dt -CS*)が+0.25 レベル，

ヨーモーメント係数の相関 Cτ(dψ/dt –CYM*)が+0.37 レベルと正である．これは，ヨーレートが大きくなった左旋

回時に，横力係数 CS*，ヨーモーメント係数 CYM*は増加することを示している．すなわち，図 2.15 の模式図に

示すように，高速操舵走行時の左旋回時に，横力は車両全体を左側に押す方向に作用し，ヨーモーメントは車

両を上から見て反時計周り方向に回転させる方向に作用することを示している．そして，図 2.15 の横力，および

ヨーモーメントの向きから，左旋回中に，ヨーレートは空力的なヨーモーメントにより促進され，横滑り角も空力的

なヨーモーメントにより大きくなる方向に促進されると考えられる．  

次に，次節にて，この車両運動，すなわち直進運動と横滑り運動，ヨー回転運動が複合した運動に対する空

力的な横力，およびヨーモーメントの作用について，風洞での空気力測定結果から考察してゆく． 
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Fig. 2.13  Temporal fluctuation of yaw rate, slip angle, estimated side force coefficient and 

estimated yaw moment coefficient 

 

 

 

Fig. 2.14  Cross-correlation coefficient between yaw rate and estimated side force coefficient,  

         and cross-correlation coefficient between yaw rate and estimated yaw moment coefficient 
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Fig. 2.15  Schematic images of the relationship between vehicle dynamic motion and  

estimated lateral aerodynamic coefficients during left turn 
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2.3  2.3  2.3  2.3  風洞評価結果風洞評価結果風洞評価結果風洞評価結果によるによるによるによる操舵走行時の操舵走行時の操舵走行時の操舵走行時の空気力の考察空気力の考察空気力の考察空気力の考察    

2.2.1 で上述の通り，操舵走行時の車両の運動は直進運動に横滑り運動とヨー回転運動が複合した運動であ

る．本論文で対象とした Sin 波状操舵入力走行に対し，この横滑り運動，およびヨー回転運動それぞれに対す

る，空力的な横力，およびヨーモーメントの作用方向，および力のレベルについて，考察する． 

まず，横滑り運動に対する横方向の空力特性については，1.1.4 でも述べた通り，従来，風洞試験で実施され

ている，一様流に対する車両方向のヨー方向の角度変化に対する空力特性で解釈することができる．風洞評価

で得られる，ヨー角変化に対する横力，およびヨーモーメントは，図 2.1 に示した通り，車両に対する一様流のヨ

ー回転方向の傾きの増加に対し，横力，ヨーモーメントの両係数とも減少する方向である．これは，車両に対す

る一様流のヨー回転方向の傾き，すなわち横滑り角に対し，横力は風下側，すなわち横滑りと逆方向に作用し，

ヨーモーメントは横滑りを増大させる方向に作用することを示している．この作用を左旋回のピーク位置で示すと，

図2.16(a)の通りである．横滑り運動に対する空力的な横力，ヨーモーメントは，Sin波状操舵入力した実走実験

で得られた左旋回ピーク位置での横力，ヨーモーメントの方向(図 2.15)と同方向に作用することが判る． 

一方，ヨー回転運動に対する横方向の空力特性については，1.1.4 でも述べた通り，風洞試験での評価は困

難であり，自動車に対する評価事例も見られない．よって，自動車のヨー回転運動時の空力特性は不明であり

(図 2.16(b))，本論文で対象とした Sin 波状操舵入力走行時に発生する空力横力，およびヨーモーメントに対し，

このヨー回転運動に対する空力特性がどの程度寄与しているかも不明である．この寄与を探るため，風洞試験

で得られる，A 車の定常横滑り角β の変化に対する空力横力変化，およびヨーモーメント変化特性から，Sin 波

状操舵入力走行時の空力横力，およびヨーモーメントを見積もり，実走試験結果と比較することを試みた．これ

により，風洞試験結果からの見積もりに含まれないヨー回転に対する空力特性の寄与を考察することを考えた． 

 

 

Fig. 2.16  Schematic image of relationship between vehicle dynamic motion and aerodynamic side 

force and yaw moment during left turn 
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図 2.17 に風洞試験で計測した，定常横滑り角β 変化に対する横力係数 CS*，およびヨーモーメント CYM*の

変化を示す．ここでのこれらの空力係数は図 2.12 と同様に，車両側面 52 点で測定した静圧値に，測定点毎に

分割した面積を掛けることにより見積もった値である．この特性から，定常横滑り角β 変化に対する横力係数CS*，

およびヨーモーメント係数 CYM*の変化を線形近似し，以下の近似式(2.1)，(2.2)を得た． 

 

 横力係数： ��∗��� = −0.01238	� − 0.01692  (2.1） 

 ヨーモーメント係数： ���∗��� = −0.00669	� + 0.00164   (2.2） 

 

この近似式(2.1)，(2.2)を用い，Sin 波状操舵入力走行時の横滑り角βの変化に対する横力係数 CS*，および

ヨーモーメント係数 CYM*の変化を見積もり，実走試験結果と比較し，図 2.18 に示した．この図では，Sin 波状操

舵入力走行時の見積もり横力係数 CS*，およびヨーモーメント係数 CYM*の変化を実線で，風洞試験による定常

横滑り角βの変化に対する特性からの近似式(2.1)，(2.2)から得られた見積もり横力係数 CS*(β)，およびヨーモ

ーメント係数 CYM*(β)の変化を点線で示した．実走実験結果と風洞試験結果からの近似を比較すると，風洞試

験結果からの近似の横力係数，ヨーモーメント係数の変動幅は，実走実験結果の横力係数，ヨーモーメント係

数の変動幅に比べて小さい．特に，横力係数でこの傾向は顕著である．この結果は，操舵入力走行時の横滑り

運動，およびヨー回転運動が複合し，これらが時間的に変化する運動に対する空力特性を，定常横滑り運動に

対する空力特性のみで近似するのは不充分であることを示唆していると考えられる．  

 

 

Fig. 2.17  Relationship between slip angle and estimated lateral aerodynamic coefficients 

measured through wind tunnel test 
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Fig. 2.18  Temporal fluctuation of yaw rate, slip angle, estimated lateral aerodynamic coefficients  

measured in on-road experiment and estimated lateral aerodynamic coefficients 

measured in wind tunnel experiment 
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2.2.2.2.4444        結言結言結言結言    

本章では，Sin 波状の操舵を入力した蛇行走行の実走行試験を行い，横滑り運動，ヨー回転運動が複合した

運動時の空力特性を評価した．そして，その結果を風洞での定常ヨー角変化に対する空力特性評価結果と比

較して，各運動に対する空気力の発生について考察した．その結果，以下の結言を得た． 

 

※ Sin 波状操舵入力走行時の横方向の車両運動は，過去の研究で既知の通り，並進(横滑り)とヨー回転が複

合的に変化する運動であることを確認した． 

※ Sin 波状操舵入力走行時の車両運動に対する空力的な横力係数，ヨーモーメント係数を評価した結果，旋

回時に，横力は車両を旋回内側に押す方向に作用し，ヨーモーメントは旋回時のヨー回転運動を強める方

向に作用することが得られた． 

※ 風洞試験により得られた定常横滑り角β の変化に対する空力横力，およびヨーモーメントの作用方向は，

Sin 波状操舵入力した実走実験で得られた横力，ヨーモーメントの方向と同方向である． 

※ 風洞試験により得られた定常横滑り角β 変化に対する横力係数，ヨーモーメント係数の線形近似式により，

Sin 波状操舵入力走行時の横滑り運動のみに対する空力的な横力係数，ヨーモーメント係数見積もった結

果，近似結果は実走測定結果より変動幅が小さい．これは，横滑り運動，およびヨー回転運動が複合し，こ

れらが時間的に変化する運動に対する空力特性を，風洞評価で得られる定常横滑り運動に対する空力特

性のみで近似するのは不充分であることを示唆しているものと考えられる． 

 

以上の結果から，操舵入力走行時の横滑り運動，およびヨー回転運動が複合し，これらが時間的に変化する運

動に対する空力特性を，定常横滑り運動に対する特性のみで表わすのは不充分であり，定常ヨー回転運動に

対する特性や，更には横滑り運動，ヨー回転運動両者の時間変化に対する特性なども考慮した評価が必要と

推定される．しかしながら，上述の通り，ヨー回転運動に対する空力特性については，風洞試験での評価は困

難であるため，その空力特性は不明である．次章では，この，ヨー回転運動に対する空力特性を含め，操舵入

力走行時の空気力の発生メカニズムを，運動を単純化した定常円旋回運動時の曳航水槽試験により評価し，

考察する． 
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第第第第 3333 章章章章        操舵走行時の空気力発生メカニズムと操舵走行時の空気力発生メカニズムと操舵走行時の空気力発生メカニズムと操舵走行時の空気力発生メカニズムと    

    微係数法による評価手法の提案微係数法による評価手法の提案微係数法による評価手法の提案微係数法による評価手法の提案    

 

本章では，2 章で実施した Sin 波状の操舵を入力した蛇行走行運動を定常円旋回運動として単純化し，この

定常円旋回運動を対象として曳航水槽試験により流体力を評価する．その結果から，横滑り運動，ヨー回転運

動の複合運動に対する空力特性を，それぞれの運動に対する空力特性の重ね合わせでシンプルに示す微係

数法を用いた評価手法を検討する．加えて，その評価結果から，車両運動に対する流体力の発生メカニズムを

考察する．  

 

3.1  3.1  3.1  3.1  曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法        

3.1.1  3.1.1  3.1.1  3.1.1  対象モデル対象モデル対象モデル対象モデル    

本章で対象とする車両モデルを図 3.1 に示す．本モデルは 2 章で対象としたセダン型車両 A 車のエンジン

ルーム等を除き，車両の床下形状，タイヤ形状等を簡略化した形状としている．車両寸法は，曳航水槽試験設

備の大きさや水面の影響等を考慮して実車 1/5 スケールのモデルとしており， モデルの前後長さ L は 0.934m，

ホイルベース長さ(前後輪の軸間距離)Lw は 0.535m，幅 B は 0.391m，高さ H は 0.278m である．  

 

    

(a) Front perspective view (b) Bottom view 

Fig. 3.1  Simplified model of Vehicle-A 

    

3.1.3.1.3.1.3.1.2222        車両運動の定義車両運動の定義車両運動の定義車両運動の定義    

座標系としては，2 章の図 2.3 示した定義と同様の車固定の座標系を相対座標系として用いた．この座標系

は，車両前後方向の前向きを x’軸正，車両左右方向の左向きを y’軸正，車両高さ方向の上向きを z’軸正とした

座標系である．また，各軸周りの回転については各軸の右回り方向が正である．本章でも，この座標系を用いて，

車両の重心位置を運動中心として車両運動を定義し，各軸方向の力および各軸周りのモーメントとして発生流

体力を整理する． 

本章では，横滑り角β を直接の旋回運動パラメータとして用いず，旋回運動を z’ 軸周りの回転角速度である

ヨー回転角速度 r と車両前後方向速度 u，および横滑り速度 v によって表現することとする．すると，本章で対

象とする定常円旋回運動は，図 3.2 に示すように，r, u, v が時間的に一定であり，かつ r が 0 ではない値（図の

時計回り旋回時では, u, v は正で r は負）となる状態と言い換えることができる．また，本章では車両運動を表す

パラメータとして，r, v をそれぞれ無次元化した無次元ヨー回転角速度!" = ! �# $⁄ �⁄ 	，無次元横滑り速度

&" = & #⁄  を用いることとする．ここで U は車両モデル並進速度，L はモデルの前後長さである．はこのとき，U
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≫v であればβ≒v’ である．なお，一定速度以上の車速での定常円旋回運動においては，2 章の表 2.2 に示し

た蛇行運動での車両運動と同じく，無次元ヨー回転角速度 r’ > 0のときに横滑り角β は負，即ち無次元横滑り速

度 v’ < 0 となることが知られており
(22)

，一般的な高速走行条件における定常円旋回運動では r’ と v’ は異符号

となる．また，本章でも鉛直方向の定常的な車両姿勢変化は無視した． 

 

Fig. 3.2  Direction of vehicle motion in the case of left turning 

 

 3.1.3.1.3.1.3.1.3333        曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法    

 3.1.33.1.33.1.33.1.3.1.1.1.1        曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法曳航水槽実験手法    

本章で用いた広島大学所有の曳航水槽試験装置の概略を図 3.3 に示す．同水槽試験装置は，水槽両脇に

敷設された線路上を走行するモータ駆動の台車（以降，主台車と称する）が，長さ 100m，幅 8m，深さ 3.6m の

水槽上方を長さ方向に移動し，その下方に支持された模型を曳航することで，模型に作用する流体力や模型

周囲の流場を計測する試験装置である．また，主台車上には，模型を固定して水槽幅方向の並進運動と鉛直

軸周りの回転運動を与える機構（以降，副台車と称する．図 3.3(b)に示す）が設置されている．本論文ではこれ

らを用いて車両模型に x’, y’ 方向の並進運動と z’ 軸周りの回転運動を与え，主副両台車を連動制御すること

で定常円旋回運動および直線運動を与えた．また，水槽中央部に図 3.3（c）に示す長さ 18 m，幅 4.75m の浅

水域試験用の昇降式仮底が設置しており，この平板を水深 1.0m の位置に固定することで地面に見立て，その

直上で自動車モデルを曳航することにより地上を走行する自動車を模擬した． 

 

 
(a) Schematic top view 

  

(b) Main towing carriage and sub- carriage (c) Temporary floor 

Fig. 3.3  Towing tank facility 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3.2  .2  .2  .2  流体力測定手法流体力測定手法流体力測定手法流体力測定手法    

車両モデルは，切削加工用合成木材を NC 加工して製作した．その外観写真，および曳航時の設置概略図

を図 3.4 に示す．本車両モデルは支柱が貫通するための翼型穴と検力装置を内蔵可能な内部空間を有する．

副台車下部に固定された支柱が，模型上面の翼型貫通穴を通って模型内部の防水型 6 分力検出器（日章電

機株式会社製 LMC-6566A -200NWP）を支持し，模型はその 6 分力検出器の検力面に固定される形で支持

されている．このような模型支持構造とすることで，検力値から支柱に作用する外力を排除し，模型のみに作用

する外力を計測した．なお，6 分力検出器の検力中心位置は，車両幅方向にはその中央，車両前後方向には

浮力と重力の合ピッチモーメントがゼロとなる点とし，副台車の回転機構の回転軸も，この点を通過するようにし

た．ただし本章では，運動パラメータや計測されたモーメントについて，すべて 3.1.2 で定義した車両固定座標

系原点を基準とする値に変換して記載している．また，支柱は模型近傍の流れ場を極力乱さないようステンレス

製円柱後部に樹脂製の翼型カバーを付加した翼型断面構造とし，水面近傍には支柱による造波を抑制するた

めのアクリル製円盤を付加した．計測に用いた 6 分力検出器の出力は，直流型歪増幅器（日章電機株式会社

製 DSA -100B）により増幅し，A/D 変換ボードによるデジタル化を行って，サンプリング間隔 10 ms で PC に記

録した． 

 

(a) Photograph of experimental model  

 

(b) Schematic view of experimental setup 

Fig. 3.4  Schematic views of an experimental model and a measurement system. 
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試験条件として，はじめに車両進行速度 U に相当する曳航速度について述べる．自由表面近くを進行する

物体には，物体周囲の流れと自由表面との干渉が生じ，自由表面の造波現象も伴うことで，無限流体中を進行

する場合とは異なる流体力が作用する．金井ら
(23)

は，曳航水槽中の仮底平板上で 1/5 スケールのセダン型乗

用車模型を曳航し，曳航条件と自由表面影響との関係について調査した．その結果，乗用車模型の抗力およ

び揚力に対する自由表面影響は，模型の没水深さ d，曳航時の模型全高 h および曳航速度 U から定まる 2 つ

のパラメータ d/h，Frd に依存し，それぞれ d / h > 2.0，Frd < 0.37 を満足する条件下であれば，模型に作用す

る流体力における自由表面影響が十分小さくなることを報告している．ここで，Frd は 

 

 '!( = 	
		)(*		   (3.1） 

で定義され，h, d については図 3.4(b)中に図示した通りである．そこで本論文では，上記の条件を満足するよう

曳航速度 U を 0.9 m/s に設定した．また，タイヤ下面の仮底平板からの高さ hc は 0.005m とし，模型の没水深

さ d を 0.72 m とした．これによりパラメータ d/h および Frd はそれぞれ 2.5, 0.34 となり，いずれも金井らによる

条件を満足することから，自由表面影響については十分小さいものとみなして計測を実施した．なお，実験時の

平均水温は 8.5℃であり，曳航速度と純水物性，および模型全長に基づく Reynolds 数は 6.0×105
である． 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3.3.3.3.3    運動条件運動条件運動条件運動条件    

本章での運動条件として，表 3.2 に示す通り，無次元ヨー回転角速度 r’ は 0，±0.0075，±0.015，±0.030，

±0.060 の 9 条件を設定した．また，無次元横滑り速度 v’ は 0，±0.00436，±0.00873，±0.0175 となる 7 条件を

設定した．なお，2 章で実施した実走行試験での蛇行運動において，最大の無次元ヨー回転角速度は 

|r’|≒0.0076，最大の無次元横すべり速度は|v’|≒0.0042 に相当する．これら r’, v’の条件を重ね合わせた

計 63 条件において計測を行った． 

 

Table 3.2  Vehicle model motion conditions for towing tank test 

 

 

 

  

Non-dimensional

yaw rate  r '

-0.06 -0.03 -0.015 -0.0075 0 0.0075 0.015 0.03 0.06

Yaw rate

  d ψ /dt  [deg./s]
-24.5 -12.3 -6.1 -3.1 0 3.1 6.1 12.3 24.5

Turning radius
  R [m]

2.1 4.2 8.4 16.8 16.8 8.4 4.2 2.1

Non-dimensional

slip velocity

  v '

-0.0175 -0.00873 -0.00436 0 0.00436 0.00873 0.0175

Slip angle

  β [deg.]
-1 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 1

×
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    3.1.3.4  3.1.3.4  3.1.3.4  3.1.3.4  計測結果の処理計測結果の処理計測結果の処理計測結果の処理    

曳航水槽試験では，静止状態から模型を加速し，模型が仮床上において設定曳航速度での定常曳航状態

に達して，計測流体力が安定した後から，10 秒間，9m を計測区間とする流体 6 分力の計測を行った．なお，各

計測条件について，それぞれ 1 回の試験を実施した．図 3.5 に曳航中に 6 分力計により計測された流体力の時

系列データを例示する．グラフは r’=-0.03, v’ = -0.0026 の条件で計測された x 軸方向の流体抗力 DF， y

軸方向の流体横力 SF と z 軸周りのヨーモーメント YM を示しており，計測データを薄線で，0.1 秒間の移動平

均を施したデータを太実線で，それぞれ示している． 

なお，旋回角速度を伴う計測では，車両模型が向心方向に加速度をもつため，計測される力とモーメントには

模型自身の慣性の影響が含まれる．そこで，模型（6 分力計内蔵スペース内の水塊を含む）の質量と重心位置

を計測し，模型の速度と角速度を基に遠心力を算出して，計測された横力とヨーモーメントの時間平均値から，

それぞれ減算することで各流体力を抽出した． 

 

 

 

 

Fig. 3.5  Time-series of fluid-dynamic forces in longitudinal and lateral directions DF, SF  and 

moment around a vertical axis YM  acting on the vehicle model measured in towing tank 

experiment (r’=-0.03, v’ = -0.0026). 
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3.1.3.1.3.1.3.1.4444        曳航水槽実験結果の検証曳航水槽実験結果の検証曳航水槽実験結果の検証曳航水槽実験結果の検証    

曳航水槽実験手法の基礎検証のために，風洞実験が可能な，車両のヨー回転運動を考慮しない直進滑り走

行時の運動を対象とした計測結果を示す（図 3.2 の車両運動軌跡が直線の場合）．即ちここでは，r’=0 とし，横

すべり速度 v’をパラメータとする．これは自動車が定常的な横すべりを伴いながら一定速度で直進走行する状

態である．ここでは，対象車両モデルの流体力特性を確認するとともに，対象模型の原型であるセダン型乗用

車 A 車の実車風洞試験結果を参考値として，車両モデルを用いた曳航水槽試験の妥当性を検証する． 

 まず，直進状態（r’=0，v’=0）の流体力特性として，表 3.3 に各流体力係数を示す．車両形状や地面条件，

Reynolds 数などが異なるものの，抗力係数に関しては実車風洞条件とほぼ同等の値を示しており，セダン型自

動車を模した形状として，その流体力特性も再現されていることを示している．一方，揚力係数については，特

に前輪軸位置での揚力係数 CLf に符号の逆転が生じている．この要因としては，風洞試験では地面と車両の

相対速度が考慮されていないため床下流入流速が少なく，床下圧力の低下が少ないと考えられること，曳航水

槽試験ではタイヤ部が地面に接地しておらずタイヤ下で縮流による負圧が作用すると考えられること，車両モデ

ル形状にエンジンルームを再現していないため，エンジンルーム内流れによるCLf増大が生じていないと考えら

れること，および，模型支持のためのストラットにより車両上面前方の圧力が増大しうることが挙げられる． 

 

Table 3.3  Aerodynamic coefficients measured in a straight towing condition 

 

   CD CLf CLr CS CYM  

  Present towing-tank experiment  

(A simplified 1/5 scale model) 
0.346 -0.106 0.149 0.044 -0.003 

 

  Wind tunnel experiment  

(A real sedan-type vehicle) 
0.32 0.09 0.11 0.00 0.00 

 

※

※

次に，横すべり運動に伴って生じる車両への作用流体力の変化について図 3.6 に示す．グラフは横滑り角β 

に対する横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM を示している．横滑り角β の変化に対する横力係数 CS，

およびヨーモーメント係数 CYM は，曳航水槽実験結果と風洞実験結果で値が若干異なるものの，変化の傾向は

良好に一致している．この値の違いは，モデルと車両の形状，一部境界条件や Reynolds 数条件などが異なる

もためと考えられる．ただ，各係数の変化の傾向は良好に一致しており，これにより，本論文における 1/5 スケー

ル車両モデルを用いた曳航水槽模型試験は水平面内運動するセダン型乗用車の空気力学的特性を模擬して

おり，本試験による車両空力特性の検討の妥当性が示されている． 

 



31 
 

 

(a) Side force coefficient CS 

 

(b) Yaw moment coefficient CYM 

 

Fig. 3.6  Dependencies of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM  

on a slip angle β 
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    3.2  3.2  3.2  3.2  実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察        

    3.2.1  3.2.1  3.2.1  3.2.1  旋回運動時に発生する旋回運動時に発生する旋回運動時に発生する旋回運動時に発生する流体力流体力流体力流体力    

ここではまず，定常円旋回運動時に発生する流体力について述べる．3.1.3 に示したヨー回転運動と横すべ

り運動を伴う計 63 条件の曳航試験により計測された，横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の分布をそ

れぞれ図 3.7，図 3.9 に示す．これらの図は，横軸に無次元ヨー回転角速度 r’ をとり，無次元横すべり速度 v’ 

に応じた色分けをして計測値をプロットしたグラフである．また，同グラフ中には重回帰分析により求めた線形近

似多項式に基づく CS，CYM の近似直線も併せて示した．計測結果の重回帰分析については 3.2.2 において後

述する． 

図 3.7 の横力係数 CS の変化が示すように，無次元ヨー回転角速度 r’ の値の正側への変化に伴い，横力係

数の値は正側へ変化している．これは，図 3.8(a)に示すように自動車が左旋回（r’ >0）することにより，左向きの

横力が作用することを示している．一方，無次元横すべり速度 v’ の増加(プロット点の暖色から寒色への変化)

に伴い，横力係数の値は負側に変化している．これは，図 3.8(b)に示すように自動車が左方向に横滑り（v’ > 0）

することにより，右向きの横力が作用することを示している．  

図 3.9 のヨーモーメント係数 CYM の変化は，無次元ヨー回転角速度 r’ の値の正側への変化に伴い，ヨーモ

ーメント係数値は負側へ変化している．これは図 3.10(a)に示すように自動車が左旋回（r’ > 0）することにより，

旋回方向とは反対の右旋回向きに車両を回転させようとするヨーモーメントが作用することを意味する．また，無

次元横すべり速度 v’ の増加(プロット点の暖色から寒色への変化)に伴い，ヨーモーメント係数値は負側に変化

している．これは，図 3.10(b)に示すように自動車が左方向に横滑り（v’ > 0）することにより，車両前方を横すべり

と逆向きに回転させようとするヨーモーメントが作用することを示している． 

以上より，まず，ヨー回転運動，および横滑り運動により生じる横力，およびヨーモーメントの作用方向を，図

3.11 で左旋回時について模式図にまとめて示す．図 3.11(a)に示す通り，左旋回時の車両前方を左向き方向に

回すヨー回転運動に対し，横力は旋回内向き，すなわち向心力方向に作用し，ヨーモーメントは車両のヨー回

転運動と逆向き方向に作用する．上述の通り，従来の風洞試験では不明であったヨー回転運動に対し発生する

空力横力，およびヨーモーメントの作用方向を水槽実験により得ることができた．また，図 3.11(b)に示す通り，左

旋回時の車両の進行方向を右斜め前とする横滑り運動に対し，横力は横すべりと逆向きに作用し，ヨーモーメン

トは車両の横滑りを増大させる方向に作用しており，これらは図 2.16(a)に示した風洞試験で得られた結果と同

様である． 

次に，ヨー回転運動，および横滑り運動により生じる横力，およびヨーモーメントの変化の傾向を概観する．図

3.7 の横力係数変化，および図 3.9 のヨーモーメント係数変化を見ると，全ての無次元横すべり速度 v’ におい

て，無次元ヨー回転角速度 r’の変化に対し，横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM はいずれも同じ傾向

で概ね線形に変化している．加えて，全ての無次元ヨー回転角速度 r’ においても，無次元横すべり速度 v’ 変

化に対する横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の変化も同じ傾向を示している．そして，無次元横す

べり速度 v’ の運動条件 v’ =-0.0175 と v’ =-0.00873，および v’ =0.00873 と v’ =0.0175 の間隔が他の運動条

件間の間隔の 2 倍であることを考慮すると，横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM とも，無次元横すべり

速度 v’ 変化に対し，概ね線形的に変化していると見られる．以上のように，横力係数 CS，およびヨーモーメント

係数 CYM とも，無次元ヨー回転角速度 r’ ，および無次元横すべり速度 v’ の変化に対し，独立してほぼ比例に

変化している．この結果より，次節にて定常円旋回運動に対し発生する横力，およびヨーモーメントを，ヨー回転

運動，および横滑り運動に対する空力特性の線形変化の重ね合わせで表わすことを検討する．  
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Fig. 3.7  Variations of side force coefficient ∆CS depending on a combination  

         of non-dimensional yaw rate r’ and non-dimensional side slip velocity v’ 

 

   
(a) Yaw rotation motion (b) Side slip motion 

 

Fig. 3.8  Schematic images of the relationship between vehicle motions and aerodynamic side force 
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Fig. 3.9  Variations of yaw moment coefficient ∆CYM depending on a combination  

      of non-dimensional yaw rate r’ and non-dimensional side slip velocity v’ 

 

   

(a) Yaw rotation motion (b) Side slip motion 

 

Fig. 3.10  Schematic images of the relationship between vehicle motions and 

 aerodynamic yaw moment 
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(a) Yaw rotation motion (b) Side slip motion 

 

Fig. 3.11  Schematic images of the relationship between vehicle motions and  

         aerodynamic side force, yaw moment during cornering to left 

 

 

        

r’ v’
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3.2.2  3.2.2  3.2.2  3.2.2  重回帰分析を用いた旋回運動の流体力評価重回帰分析を用いた旋回運動の流体力評価重回帰分析を用いた旋回運動の流体力評価重回帰分析を用いた旋回運動の流体力評価    

前項において，旋回運動時のヨー回転運動，および横滑り運動に伴って生じる横力係数 CS，およびヨーモー

メント係数 CYMは，近似的には無次元ヨー回転角速度 r’，および無次元横すべり速度 v’ の変化に対し，独立し

てほぼ比例関係にあると考えられることを示した．そこで，横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM が無次

元ヨー回転角速度 r’，および無次元横すべり速度 v’ の線形多項式 

 横力係数： ���!′, &′� = -".!" + -′/&" + ��,0 (3.2） 

 ヨーモーメント係数： ����!′, &′� = 1′.!′+1′/&′ + ���,0 (3.3） 

によって近似評価できるものと仮定し，その有用性を 3.2.1 の実験結果より実証する．なお，線形多項式(3.2)，

および式(3.3)の導出については，付録 1 に記す．これにより，両運動により生じる横力とヨーモーメントの発生

量と運動パラメータとの関係について，重回帰分析を用いて定量的に評価することができる．なお，式(3.2), 

(3.3)中の Y ’r , Y ’v, N ’r ,N ’v は，それぞれ横力係数 CS とヨーモーメント係数 CYM の無次元ヨー回転角速度 r’ 

と無次元横すべり速度 v’ に対する 1 次の微係数であり，横力とヨーモーメントの r と v に対する微係数を次式

のように無次元化した無次元係数である． 

 -". = 23��3. 4 2567#8$49  , -"/ = 23��3/ 4 2567#849  (3.4） 

 1". = 23��3. 4 2567#8$$:49  , 1"/ = 23��3. 4 256 7#8$:49  (3.5) 

 

3.2.1 に示した 63 条件の曳航試験結果を用いて，重回帰分析を行って得られた各微係数 Y ’r , Y ’v , N ’r , 

N ’v と定数項 CS,0, CYM,0 の値を表 3.4 に示す．本表の微係数および定数による線形近似多項式(3.2)，(3.3)に

基づく横力係数 CS，ヨーモーメント係数 CYMの近似直線は，図 3.7，図 3.9 に示した通り，曳航水槽実験結果の

傾向をよく表わせている．本重回帰分析における重決定係数は，横力係数 CS とヨーモーメント係数 CYM につい

てそれぞれ 0.943，0.940 であり，各比例係数の標準誤差は Y ’r が 7.7%, Y ’v が 3.5%，N ’r が 3.8%，N ’v が

6.4%であった．このことからも，式(3.2)，(3.3)による近似表現と重回帰分析により得られた各微係数値が，本論

文における条件範囲内での無次元横すべり速度 v’ および無次元ヨー回転角速度 r’ による横力係数 CS とヨー

モーメント係数 CYM への影響をよく表していることがわかる．  

 

Table 3.4  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM with  

        respect to non-dimensional yaw rate r’ and non-dimensional side slip velocity v’ 

 

 

Y' r Y' v C S,0 N' r N' v C YM,0

0.36 -2.42 0.0181 -0.29 -0.53 -0.0060

C S C YM
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次に，表 3.4 中の各係数から，3.2.1 において述べた，定常円旋回する自動車において，車両の横すべり運

動とヨー回転運動に伴って生じる横力とヨーモーメントの特性を確認する． 

横力に関する微係数値より，車体の無次元ヨー回転角速度 r’ に対する横力係数の勾配は正である．これは，

図 3.8(a)に示した通り，左方向へ旋回する（r’ > 0）自動車に対して，ヨー回転運動の効果により，y’ 軸正方向

の左向き力，即ち向心力が発生することを意味する．また，無次元横滑り速度 v’ に対しては横力係数の勾配が

負である．これは，図 3.8(b)に示した通り，y’ 軸正方向である左向きの横滑りを伴って左斜め前方へと進行する

自動車に対し，y’ 軸負方向である右向きの横力，即ち横滑りを抑制する向きの力が発生することを示している．

また，3.1.2 で述べたとおり，一定速以上の高速域で定常円旋回する自動車においては， r’ と v’ の符合が異

なるので，図 3.11 に示した通り，車両のヨー回転運動と横滑り運動が生じる横力は同符号となって，両者は同じ

向きに作用する． 

ヨーモーメントについては，車体の無次元ヨー回転角速度 r’ に対するヨーモーメント係数の勾配が負である．

これは同じく左方向へ旋回運動する自動車に対して，ヨー回転運動の効果により，図 3.10(a)に示した通り，z’ 

軸周り回転の負方向となる右旋回方向のヨーモーメント，即ち旋回に伴う自転運動を抑制する向きのモーメント

が発生することを意味する．また，無次元横滑り速度 v’ に対するヨーモーメント係数の勾配も負である．これは，

y’ 軸正方向である左向きの横すべりを伴って進行する自動車に対し，図 3.10(b)に示した通り，右旋回方向のヨ

ーモーメント，即ち横すべりが増大する方向へと車両姿勢を変化させるヨーモーメントが発生することを示してい

る．ヨーモーメントについては，一定速以上の高速域で定常円旋回する自動車においては異符号の r’ と v’ が

生じると，図 3.11 に示した通り，車両のヨー回転運動と横すべり運動が生じるヨーモーメントも異符号となって，

互いに打ち消しあう方向へと作用する． 

以上により，上述の通り，従来の風洞試験では不明であったヨー回転運動に対し発生する空力横力，および

ヨーモーメントの作用方向について，横力はヨー回転運動による旋回に対する向心力方向，ヨーモーメントは旋

回に伴う自転運動を抑制する向きであることが，重回帰分析により得られた各微係数からも示された．更に，ヨー

回転運動に対し発生する空力横力，およびヨーモーメントは，無次元ヨー回転角速度 r’ に対し，線形近似でよ

く表わせることが示された．これらの結果を裏付けるため，次節にて，ヨー回転運動に対し発生する空力横力，

およびヨーモーメントについて，その発生要因を物理的に考察する． 
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3.2.3  3.2.3  3.2.3  3.2.3  ヨー回転運動により生じる流体力の物理的考察ヨー回転運動により生じる流体力の物理的考察ヨー回転運動により生じる流体力の物理的考察ヨー回転運動により生じる流体力の物理的考察    

※ 自動車が旋回運動した際に，特にヨー回転運動により車体に作用する流体力について，その発生要因を考

察し，それぞれの流体力特性を踏まえた上で，図 3.7，図 3.9 の曳航試験結果を分析する．考察にあたっては，

船舶運動力学における流体力についての知見
(24)

を参考とした． 

まず，旋回運動時に自動車に作用する横力について考察する．旋回運動時の車両に横力を発生させる要因

としては，風洞実験等で既に検討されている横滑り運動の影響の他に，旋回運動特有のヨー回転運動による要

因として，①車両の自転運動に伴う車両周りの循環の発生と，②車両重心の円弧運動に伴う向心方向加速運

動が考えられる．また，車両の自転運動によって車両局所における周囲流体との相対速度が変化するので，そ

れに伴って③車両局所に作用する非定常渦放出に伴う流体力と摩擦による流体力（以降，それぞれを渦抵抗

力，摩擦力と称する）も変化し，それらの流体力の車両横方向成分も横力を生じると考えられる．そこで，以上 3

つの横力発生要因について考察する． 

① 自転運動によって生じる循環 Γ はマグヌス効果と類似の効果を生じ，車両重心からみた一様流方向に対

して地面に平行に垂直方向に力を発生するので，この分力が横力を生む．例えば図 3.2 の左旋回時は y’ 軸正

の車両左向きに横力が発生する．ポテンシャル理論からの類推からこの力はヨー回転角速度 r に比例し，また

回転物体の物体表面積と回転軸周りの物体の代表長さとも比例関係にあると考えられる．したがって車両の前

面投影面積 A と車長 L を用いれば，自転運動に伴う横力 SFM は 

 ;'�	 	7#Γ = �=8$7#! (3.6） 

と見積もられる．ここで，C Γ は車両形状に依存し，特異な場合を除いて正値をとると考えられる定数である．また，

ρ は流体密度，U は車両の並進速度である  

一方，流体中で物体が加速運動をする場合には，周囲流体を引き連れて加速する必要があるため，その反

作用として加速運動を妨げる方向に流体力が作用する，いわゆる付加質量効果が生じる．定常旋回運動では

車両は向心方向に加速運動しているため，付加質量効果によって旋回運動の遠心力方向に流体力が生じ，そ

の分力として横力が発生する．②旋回運動する物体の横方向に作用する遠心力成分 SFA は，物体前後方向

の加速運動により生じる付加質量 mxに依存する
(24)

ことが知られている．また，mxは物体形状に依存し，物体体

積と周囲流体密度にも比例するので，物体体積を車両正面投影面積と車長の積で評価すると，SFA は 

 ;'
	 	−>?! = −�@A78$#!  (3.7） 

と見積もられる．ここで，CAM もまた，車両形状に依存し，正値をとる定数である． 

最後に，③車両の自転運動に伴う車両局所の相対流速変化によって生じる渦抵抗力および摩擦力の変化の

影響について考察する．ここでは，一般的な自動車の走行条件は高 Reynolds 数流れであることを考慮し，摩

擦力の影響は渦抵抗力に比べて微小であるものとして，渦抵抗力についてのみ考察することとする．物体局所

に生じる渦抵抗力が物体の影響を排した局所相対流速によって決定されるものと仮定した考察
(24)

の，r’≪1 に

おける評価では，自転運動に伴う渦抵抗力変化が生じる横力 SFV は，車両の全長 L，車両の前後方向速度 u，

および車両のヨー回転角速度 r に比例することが示されている．そこで，u≒U と近似し，同横力が物体表面積

と周囲流体密度とも比例関係にあるとすれば，SFV は 

 ;'B 	 	�CD78$#!  (3.8） 
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と見積もられる．ここで，CFV は車両局所からの渦放出による抵抗特性を表す係数である．なお，自転運動によ

る横方向の相対流速変化は，自転運動の中心となる重心点の前後においてその向きが逆転し，それに伴う渦

抵抗力も重心点の前後で互いに打ち消しあうので，CFV の値とその正負は車両形状，特にその重心軸に対する

非対称性に依存するものと考えられる．また，その大きさに関して，回転抵抗計測用の模型船舶
(25)

に対する見

積もり
(24)

では，船首および船尾部が生じる自転運動に伴う渦抵抗力の大きさが，自転運動の循環によって生じ

る横力の 2～5 割程度と見積もられている．自動車においても，重心の前側と後側でそれぞれ同オーダーの横

力が逆向きに発生するとすれば，両者の差分となる渦抵抗力による横力の大きさは，循環により生じる横力に比

べて充分小さくなり， CΓ >> |CFV|であると考えられる． 

以上より，①自転運動に伴う循環により生じる横力 SFM, ②円弧運動する物体の横方向に作用する遠心力成

分 SFAおよび③自転運動に伴う相対流速力変化により生じる渦抵抗力 SFVの合力 SFTは，式(3.6)～(3.8)をそ

れぞれ足し合わせて 

 ;'E 	 ;'� + ;'
 + ;'B 	  

  �	�=	– �
� + ��B�78$#! 

  ≈ ��=	– 	�
��78$#! (3.9） 

 

となり，これらの効果を合わせた横力の作用方向は，最終的に  (CΓ −CAM+CFV ) の符号，近似的には 

(CΓ −CAM ) の符号によって決定されることがわかる．従って，各係数の値が車両形状のみで決まるものであれ

ば，この横力は旋回方向に対して常に一定の向きに作用する．また，上記の要因に基づいて評価される横力係

数 CS,E は，式(3.9)の SFT を無次元化して， 

 ��,H 	≈ ��=	– 	�
��78$#! 25687#64 = 29 ��=	– 	�
��!   (3.10） 

となるので，ここまでに述べた仮定に基づけば，横力係数は無次元ヨー回転角速度 r’ に比例するものと考えら

れる． 

以上の議論を基に，前項に示した横力の曳航水槽実験での計測結果を分析する．図3.8(a)に示した通り，左

旋回（r’ >0）時の反時計周り方向のヨー回転角速度の発生に伴って y’ 軸正の方向の向心力が発生する．従っ

て，先の仮定が成立する範囲内であれば，対象車両モデル形状には旋回運動に伴う車両の回転運動に起因し

て，常に向心方向の流体力が作用することとなる．また，無次元ヨー回転角速度 r’に対する横力係数 CS の変

化を式(3.10)の r’ と CS,E との比例関係に対応付けると，係数 2(CΓ −CAM ) は正となり，CΓ >CAM と考えられる．

すなわち，ヨー回転運動に対し，自動車に作用する横力については，ここで議論した 3 要因のうち，①車両の自

転運動に伴う循環が発生する横力が卓越しているものと考えられる．ただし，CΓ や CFV の値は，車両局所が生

じる剥離流れの性状などによって変化し，実際には無次元ヨー回転角速度 r’ や車両並進速度 U に依存するも

のと考えられるので，これらの依存性については今後検討が必要である． 

次に，ヨー回転運動する車両にヨーモーメントを発生する流体現象について考察する．ここでは，先の横力に

関する議論で述べた旋回運動特有の 3 つの流体力発生要因に注目し，それぞれに起因するヨーモーメントに

ついて評価することとする． 

①自転運動に伴う循環の影響について，マグヌス効果と類似の効果によって発生する横力 SFM は，座標原
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点である車両重心回りにヨーモーメント 

 -I� = ;'�	J� 	�=J�8$7#!  (3.11） 

を生じる．ここで，xM は循環の影響により発生するヨーモーメントがゼロとなる車両前後軸上の点の x’ 座標であ

る．以降この点を単に，圧力中心と称することとする． 

一方，②付加質量効果に関しては，定常円旋回運動では角加速度が 0 であるので付加慣性モーメントにつ

いて考慮する必要は無い．従って，同効果により発生するヨーモーメントは，先の自転運動に伴う循環の影響と

同様，付加質量効果による遠心力方向の流体力の分力として生じる横力SFAとその圧力中心のx’ 座標xAによ

って 

 -I
 S'
	J
 	−�@AJ
78$#!  (3.12） 

と表すことができる．以上の 2 つの発生要因によるヨーモーメントが作用する向きについては，横力 SFM，SFA と

は異なり， xM，xA，即ち圧力中心位置と重心との前後位置関係が物体形状に依存すると考えられるため，その

評価は困難である． 

これに対して，③車両の自転運動に伴う車両局所の相対流速変化で生じる渦抵抗力変化の影響については，

当然ながら車両局所の相対流速が自転速度の逆向きに変化するので，その渦抵抗力も自転運動と逆向きのヨ

ーモーメントを発生すると考えられる．横力と同様に r’≪1 における評価
(24)

を参考にすると，そのヨーモーメント

YMV は車長の 2 乗 L2, 車両の前後方向速度 u, およびヨー回転角速度 r に比例するものとされている．ここで

は，車両面積と周囲流体密度の影響も考慮して，YMV を 

 -ID −�AD78$6#!  (3.13） 

と評価することとする．ここで，CMV は車両からの渦放出による抵抗特性を表す係数であり，車両形状に依存す

るものと考えられる．自転運動に伴う局所相対流速変化は常にその運動に対して反対向きであることを考慮する

と，CMV は正値を取るものと考えられる．  

以上，ここまでに議論した 3 つの発生要因によるヨーモーメント：①自転運動に伴う循環により生じるヨーモー

メント YMM ，② YMA ，および③自転運動に伴

う相対流速力変化で生じる渦抵抗力によるヨーモーメント YMV ，これら 3 者の和 YMT は，式(3.11)～(3.13)より 

 -IE 	 -I� + -I
 +	-IB 	  

  �	�=	J�–�
�J
– ��B$�78$#!  (3.14） 

 

となり，これらの効果を合わせたヨーモーメントの作用方向は，最終的に (CΓ  xM − CAM xA − CMV L) の符号に

より決定されることがわかる．従って，各係数の値が車両形状のみで決まり，かつ循環と付加質量による影響で

生じるヨーモーメントの圧力中心位置についても車両形状のみに依存すると仮定すれば，定常円旋回時に生じ

るヨーモーメントは，旋回方向に対して常に一定の向きに作用することとなる．また，上記の 3 要因に基づいて評

価されるヨーモーメント係数 CYM,E は，式(3.14)の YMT を無次元化して， 
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 ���,H = �	�=	J�–�
�J
–��B$�78$#! 25687#6$:49  

	   = 6�	LM	?N–LON?O–LNP��
�� !   (3.15） 

となるので，上記の近似評価に基づけば，ヨーモーメント係数も無次元ヨー回転角速度 r’ に比例すると考えら

れる． 

以上の議論を基に，前項に示したヨーモーメントの曳航水槽実験での計測結果を分析する．横力の議論と同

様に，図 3.10(a)に示した通り，反時計周りのヨー回転角速度の発生に伴って時計回りのヨーモーメントが発生

する．さらに，各係数と圧力中心位置が車両形状のみに依存するという先の仮定が成り立つ範囲であれば，対

象車両モデル形状には，ヨー回転運動に伴う車両の回転運動に起因して，常にその自転運動を妨げる向きの

ヨーモーメントが作用することとなる．また，無次元ヨー回転角速度 r’ に対するヨーモーメント係数CYMの変化を

式(3.15)の r’ と CYM,Eとの比例関係に対応付けると，(CΓ  xM − CAM xA − CMV L ) < 0 となるが，車両形状とその

発生メカニズムから圧力中心位置 xM, xA は車両上に存在して|xM|, |xA|< L と考えられること，横力に関する

議論から|CΓ  |>|CAM|であったこと，同じく CMV については CΓ と同オーダと考えられること，などを考慮すると，

その要因としては −CMV  の寄与が大きいと考えられる．即ち，ヨーモーメントの発生においては，ここで議論し

た 3 要因のうち③自転運動に伴って生じる渦抵抗力の影響が卓越しているものと考えられるが，詳細について

は前後端形状の異なる車両を用いた更なる検討が必要である． 

以上の考察により，ヨー回転運動に伴って生じる横力係数 CS とヨーモーメント係数 CYM は，いずれも近似的

には r’に比例すると考えられることが得られた．これにより，3.2.2 の重回帰分析を用いた旋回運動時の流体力

評価において，ヨー回転運動に対し発生する空力横力，およびヨーモーメントが， r’ 
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 3.2.4  3.2.4  3.2.4  3.2.4  高速操舵走行条件での発生流体力の準定常的評価高速操舵走行条件での発生流体力の準定常的評価高速操舵走行条件での発生流体力の準定常的評価高速操舵走行条件での発生流体力の準定常的評価    

3.2.2 で得られた，ヨー回転運動および横すべり運動に伴って生じる，横力およびヨーモーメント係数の変化

を表す線形近似多項式を用いて，高速操舵走行する実車に発生する流体力変化について評価を試みる．なお，

ここで用いる線形近似多項式は，本論文で実施した曳航水槽実験による定常旋回運動に伴って発生する定常

流体力から導かれたものであるので，その評価は準定常的であることに注意されたい．2 章に示した実車による

高速蛇行走行試験において計測されたから，車両運動のパラメータである無次元ヨー回転角速度 r’, 無次元

横滑り速度 v’ は，いずれも横変位が最大となる蛇行軌跡の頂点で最大最小値をとるが，r’と v’ は逆位相で

あり，蛇行軌跡の頂点では(r’, v’ ) は左旋回側で (0.0076, -0.0042)，右旋回側で(-0.0076, 0.0042)の組合せ

であった． そこで，表 3.4 で示した微係数値と，蛇行軌跡の左旋回側の頂点におけるパラメータの値 (r’, v’ )  

= (0.0076, -0.0042)を，式(3.2), (3.3)へ代入し，実走行状態の左旋回時に準定常的に発生するヨー回転運動

と横滑り運動に伴う横力とヨーモーメント係数の推定変化量を評価した．その結果を表 3.5 に示す． 

表 3.5 より，横力については，横滑り運動に伴う横力係数変化 Y’vv’ の大きさに対して，ヨー回転運動に伴う

横力係数変化Y’rr’ の大きさは約0.3倍となっており，蛇行運動の最大横変位の位置では，横滑り運動による横

力への影響がヨー回転運動による影響を上回っていることが予想される．また，両運動は同方向に横力を発生

している．しかし，発生横力の定量評価においては，ヨー回転運動に伴う横力係数の変化も無視できない大きさ

を有することが示されている．一方，ヨーモーメントについては，ヨー回転運動に伴う係数変化 N’rr’ の大きさに

対して横すべり運動に伴う係数変化 N’vv’ の大きさが約 1.0 倍であり，ヨー回転運動の寄与が横すべり運動の

寄与と同等である．加えて，両成分の符号が異なることから両者は互いに逆方向にヨーモーメントを生じており，

その効果を打ち消し合うことがわかる．このことは，モーメントが生じる向きを検討するような定性的評価において

も，ヨー回転運動による寄与を考慮する必要があることを示している． 

 

Table 3.5  Variation of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM  

          in a typical on-road condition estimated by equations (3.2) and (3.3) 

 

 

 

  

  

Steady yaw rotation

Y'r ・ r'
Steady side slip

Y'v ・ v'
Steady yaw rotation

N'r ・ r'
Steady side slip

N'v ・ v'

0.00275 0.01015 -0.00222 0.00222

∆C YM∆C S



43 
 

3.3  3.3  3.3  3.3  結言結言結言結言    

本章では，定常円旋回運動を対象とし，曳航水槽試験により流体力を評価し，その結果から，横滑り運動，ヨ

ー回転運動の複合運動に対する空力特性を，それぞれの運動に対する空力特性の重ね合わせでシンプルに

示す微係数法を用いた評価手法を検討した．曳航水槽試験により得られた結果に対して，発生流体力がヨー

回転角速度と横滑り速度との線形和で表現できるものと仮定し，その線形係数を重回帰分析により求めた．加え

て，その評価結果から，車両運動に対する流体力の発生メカニズムを考察した．その結果，以下の結言を得た． 

 

※ 本水槽実験の測定範囲内では，発生流体力に対する車体の横滑り運動，ヨー回転運動の影響が，両者の

線形の重ね合わせで説明できることが明らかになった． 

※ 旋回運動時のヨー回転運動に対し発生する空力横力，およびヨーモーメントの作用方向について，横力は

ヨー回転運動による旋回に対する向心力方向，ヨーモーメントはヨー回転運動に伴う自転運動を抑制する

向きであることが得られた． 

※ 図 3.11 に示した通り，車両のヨー回転運動と横滑り運動が生じる横力は同符号となって，両者は同じ向きに

作用する． 

一方，車両のヨー回転運動と横すべり運動が生じるヨーモーメントは異符号となって，互いに打ち消しあう方

向へと作用する． 

※ 2 章に示したセダン型乗用車による蛇行運動試験で観測された車両のヨー回転角速度と横滑り速度から，

準定常的な空気力を予測評価したところ，横変位が最大となる場所での空気力は，横力，ヨーモーメント共

にヨー回転運動の影響と横滑り運動の影響は同オーダーであった．横力については，ヨー回転運動の影響

が横滑り運動の影響の 3 割程度の大きさを示し，ヨーモーメントについては，ヨー回転運動の影響が横滑り

運動の影響の 1 倍程度の大きさを示した． 

 

以上の結果から，定常円旋回時の自動車に作用する空気力を考えるときには，風洞実験で一般に検討されて

いる車体の横滑り運動が生じる流体力のみならず，車体のヨー回転運動によって生じる流体力を考慮することが

重要であることが示された．加えて，定常円旋回運動時に発生する流体力は，車体の横滑り運動，ヨー回転運

動に対し生じる流体力の線形の重ね合わせで説明できることが示された． 

次章では，2章の実走行試験で対象とした，Sin波状の操舵入力を加えた蛇行走行，すなわち，横滑り運動，

ヨー回転運動がそれぞれ非定常に変化する運動を対象とし，蛇行運動により生じる流体力が横滑り運動，ヨー

回転運動，およびこれらの非定常変化により生じる流体力の線形の重ね合わせで表現可能か，数値シミュレー

ションを用い，検討する．  
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第第第第 4444 章章章章        微係数法による評価の妥当性と限界微係数法による評価の妥当性と限界微係数法による評価の妥当性と限界微係数法による評価の妥当性と限界 

 

本章では，数値シミュレーションを用い，蛇行運動時の空力解析結果と，横滑り運動，ヨー回転運動，および

これらの非定常変化により生じる流体力を線形で重ね合わせる微係数法を用いた評価結果とを比較し，非定常

運動成分に対する空力特性まで考慮した微係数法評価の妥当性と限界を示す．  

 

4.1  4.1  4.1  4.1  数値計算手法数値計算手法数値計算手法数値計算手法    

4.1.1  4.1.1  4.1.1  4.1.1  対象モデル対象モデル対象モデル対象モデル    

本章で対象とする車両モデルを図 4.1 に示す．本モデルは 2 章の実走行実験で対象としたセダン型車両 A

車の形状を詳細に再現したモデルを用いる．なお，本モデルはいずれも図 4.1 に示すように実車形状の床下

形状(図 4.1(b))，エンジンルーム内部形状(図 4.1(c))を詳細に再現している．車両寸法諸元は，2 章で用いた A

車と同じく，長さ 4. 675m，幅 1.789m，高さ 1.430m である． 

 

 

 

(a) Side view  

 

(b) Bottom view  (c) Engine compartment  

 

Fig. 4.1 Computational model of Vehicle-A 
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4.1.2  4.1.2  4.1.2  4.1.2  数値計算手法数値計算手法数値計算手法数値計算手法    

本論文では，蛇行運動時の車体に働く空気力の定量的計測および車両周囲の空力現象の把握のために，

乱流解析ソフトウェア FrontFlow/Red を用いた解析を行った．この解析システムは文部科学省 IT プログラム

「戦略的基盤ソフトウェアの開発プロジェクト」の一環として開発され，その後「革新的シミュレーションソフトウェア

の研究開発プロジェクト」で High-Performance-Computing 向けに改良されたものである．さらに，NEDO 

産業技術研究助成事業「自動車空力設計イノベーションのための次世代非定常空力シミュレータの開発」プロ

ジェクト
(26) 

において非定常車両空力解析向けの改良が加えられている． 

この解析システムは大きく空力解析部と車両運動表現部に分けられる．空力解析部では流体の時間的変化

を捉えることが可能な LES(Large-Eddy Simulation) を用いた乱流解析により，車体に働く動的空気力を算

出する．車両運動表現部では蛇行などによる車両走行軌跡をドライバー操舵を入力とした運動解析によって表

現可能だが，本論文では車両の変位を数値データとして直接プログラムに入力する．また，これらの連成には後

述する ALE 法（Arbitrary Lagrangian and Eulerian Method) による解析格子の変形と非慣性系の支配

方程式を用いている． 

計算は九州大学情報基盤研究開発センター所有のスーパーコンピュータシステム（FX10 および HA8000）

(27) ，東京大学情報基盤センターの大規模超並列スーパーコンピューターシステム（FX10）
(28) 

，および理化学

研究所 計算科学研究機構所有のスーパーコンピューター「京」
(29)

を用いて行った． 

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.1111        空力解析手法空力解析手法空力解析手法空力解析手法    

前項で述べた空力運動連成解析システムにおける空力解析部について，本章で用いた手法を述べる． 

 

4.1.2.1a  LES4.1.2.1a  LES4.1.2.1a  LES4.1.2.1a  LES    (Large(Large(Large(Large----Eddy Eddy Eddy Eddy Simulation)Simulation)Simulation)Simulation)    

本論文では低マッハ数流れを取り扱うため密度変化を無視した非圧縮性流体を仮定する．非圧縮性流体の

運動は連続の式と Navier-Stokes 方程式（以後 N.S. 方程式とする）が支配方程式となる．しかし，直接計算

によりこれらの式を計算する場合，レイノルズ数が大きくなると乱流構造が幅広いスケールを持つようになり，流

れ場の代表スケールに対して極めて微小なスケール解像が必要になる．これを解像するには膨大な格子数と細

かい時間間隔が必要となり，これは，現状の計算資源をもってしても実現不可能である．そこで本論文では，直

接計算よりも比較的粗い空間解像度でも乱流の解析を実行でき，かつ時間的な変化も捉えた非定常解析が可

能な乱流モデルである LES (Large-Eddy Simulation)を用いて計算を行う． 

 

4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a----1  LES1  LES1  LES1  LES の概要の概要の概要の概要    

乱流中の渦構造，即ち変動は，低波数から高波数に渡って幅広い波数成分を持っている．波数によって，エ

ネルギー保有領域，慣性小領域，散逸領域などに分類することができる．慣性小領域および散逸領域を合わせ

て普遍平衡領域と呼び，Kolmogorov則によれば，小さいスケールにおける渦運動の統計的性質は，流れ場全

体の特徴に依存せず，普遍的であると考えられる．LES の考え方はこの Kolmogorov 相似則を理論的根拠と

しており，空間平均操作を施す事によって，乱流変動に伴う応力，いわゆる乱流応力を計算格子幅より大きなス

ケールの運動による Grid Scale(以後 GS と記述) 応力と小さなスケールの運動による Sub Grid Scale(以後

SGS) 応力とに分解し，GS 成分のみを直接計算で解き，SGS 成分のみをモデル化する． 
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4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a----2222        LESLESLESLES のののの基礎方程式基礎方程式基礎方程式基礎方程式    

LES の基礎方程式は空間平均操作を施した連続の式と N.S. 方程式であり，以下の式(4.1)，式(4.2) のよ

うになる． 

  (4.1） 

 

 

  (4.2) 

ここで，Q ̅ は物理量 f の空間平均値であることを表している．また，式(4.2) 右辺第 3 項は SGS 応力項を表し

ており，次のように表される． 

  (4.3) 

  (4.4) 

さらに SGS 応力項は次のように分解される． 

 

  (4.5) 

また，(2.5) 中のレナード項 Lij，クロス項 Cij，SGS レイノルズ応力項 Rij はそれぞれ次のようになる． 

 

  (4.6) 

  (4.7) 

  (4.8) 
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4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a4.1.2.1a----3333        Smagorinsky Smagorinsky Smagorinsky Smagorinsky モデルモデルモデルモデル    

本章の LES には数値計算の安定性があり，実用計算向きとされている Smagorinsky モデルを使用する． 

Smagorinsky モデルは GS から SGS へのエネルギー輸送率 STU;T̅U と SGS の散逸率Vが釣り合うとする局

所平衡の仮定から導かれる．また，Smagorinsky モデルは，SGS レイノルズ応力項をモデル化する． 

 

  (4.9) 

また乱流の GS 成分の運動エネルギー W = �
�XYZXYZ に関する輸送式は 

 

  

  (4.10) 

 

;T̅U はGS 成分の歪速度テンソルを表す．最後の項 [�\� = STU;T̅U はGS とSGS 成分の間の STU による運

動エネルギーの輸送率である． ここでいくつか仮定をする． 

(仮定 1)  GS 成分の速度勾配 ;T̅Uが緩やかで小さいスケール変動は速やかに応答する．SGS 成分の統計

的性質は局所的に定常で一様とみなすことができる．このとき SGS の粘性散逸は以下の式(2.11) のようにな

る． 

 

  (4.11) 

(仮定 2)  GS 方程式における SGS 応力 STU の効果は分子粘性散逸と同じように働いていることから，渦粘

性の概念を用いることができる．ここで，]^ は SGS 応力の渦粘性係数である． 

 

  (4.12) 

(仮定 3)  GS と SGS 成分の間のエネルギーの輸送は，主に GS と SGS が重なる波数付近の変動に支配さ

れる．]^ と [_ は空間フィルター幅Δ と SGS 速度スケール)` によって，次元解析から次のようになる．また

�_ と �^ は比例係数である． 

 

  (4.13) 
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式(4.13) を式(4.11) に代入すれば，SGS 運動エネルギーq は以下のようになる． 

 (4.14) 

また，渦粘性係数 ]^ は以下の式(4.15) のように表される． 

 ]^ = a�SmagorinskyΔm6a2;noYYYY	;noYYYYm5 6⁄
 (4.15) 

これは，Smagorinsky 渦粘性モデルと呼ばれ，常に正であることから，GS 運動エネルギーを散逸して GS 成

分方程式を安定化させる効果をもつことがわかる．CSmagorinsky は Smagorinsky 定数であり，普遍性をもってい

る．およそ 0.1～0.2 で，特にチャンネルでは 0.1，外部流では 0.15，一様等方性乱流では 0.17 が適切な値で

あり，本論文では対象が外部流であるので，CSmagorinsky =0.15 を用いた． 

 

4.1.2.1b  SMAC4.1.2.1b  SMAC4.1.2.1b  SMAC4.1.2.1b  SMAC 型時間積分法型時間積分法型時間積分法型時間積分法    

非圧縮性流れの問題に対して圧力に関する時間微分項がないため，連続式と N.S.方程式を連立して解かな

ければならない．言い換えれば，常に連続式を満たすように N.S. 方程式中の圧力項，すなわち圧力分布を決

める必要があるということである．本論文では非定常解への適用の容易さなどの利点をもつことから，幅広く使用

されている MAC 法を簡略化した SMAC 法を使用する． 

時間ステップ n までの速度場と圧力場が既知であり，これから n+1 ステップにおける速度場と圧力場を求め

るものとする．ここでは簡単のため，時間差分にオイラー陽解法を用いた場合について述べる．このとき運動方

程式における速度の時間微分項に基づく，次時刻(n+1) の速度を，現時刻(n) の速度場と圧力場を用いて表

すことができる．しかし，これでは n+1 ステップの速度場が連続の式を満足している保証はない．そこで，圧力

場も n+1 ステップでの値に変える．すると，n+1 ステップでの速度が，同じ n+1 ステップでの圧力場と，n ステ

ップにおける既知の速度場を用いて表せることとなる．次に，このようにして表された n+1 ステップでの速度を連

続の式に代入すると，n+1 ステップにおける圧力方程式を導くことが出来る．この圧力方程式を解くと，n+1 ス

テップでの圧力場が求まり，これにより運動方程式から n+1 ステップでの速度場が求まる．この一連の計算を繰

り返し，時間進行する．これが MAC 法の基本的な考え方である．SMAC 法は，この MAC 法を簡略化したも

のであり，MAC 法では，未知である n+1 ステップでの圧力場(P n+1) を圧力方程式を解いて直接求めたのに

対し，SMAC 法では，P n+1 を P n に補正δP を加えたものとして，2 段階に分けて考える．図 4.2 にアルゴリ

ズムを示す． 
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Fig. 4.2  SMAC method 

 

4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1cccc        離散化手離散化手離散化手離散化手法法法法    

本章では，直交座標系を使用し，非構造格子(一部構造格子) を扱い，保存則に関連して 1 つの格子上に

全ての変数を配置する有限体積法の Collocated 変数配置法を使用する． 

 

4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c----1  1  1  1  有限体積法有限体積法有限体積法有限体積法    

有限体積法とは，解析対象を微小体積を持つ多面体に分割し，多面体中で運動量保存則，連続の式が成

立するとして，全体の流れの運動を解く手法である．また，微小体積を持つ多面体をコントロールボリュームと呼

ぶことから，有限体積法はコントロールボリューム法とも呼ばれる．コントロールボリュームの各界面をサブフェー

スと呼び，さらには，サブフェースはいくつかの面から構成されており，それらの面をサブサブフェースと呼ぶ．ま

た，コントロールボリューム法には非構造格子に対して 2 種類の処理方法がある．1 つは，多面体で構成され

るセルを 1 つのコントロールボリュームとして離散化する方法である．これは，格子線によって囲まれるセルの面

がコントロールボリュームの検査面として定義され，この面を通して流束の出入りを考える方法である．このとき，

従属変数はセルの中心で定義され，セルの代表値として取り扱われる．これはセル中心法と呼ばれる．一方，従

属変数を格子の頂点に定義して，その周りに仮想検査面を作り，コントロールボリュームを構築し離散化する方

法がある．この方法は節点中心法と呼ばれ，本論文では計算精度がより高いとされる，節点中心法を使用して

いる． 

 また，コントロールボリュームはサブフェースから構成されており，サブフェースはサブサブフェースから構成さ

れている．その構築の様子を以下に示す． 図 4.3(a) に示すように，従属変数は格子節点（点 1）で定義され，

セル重心点（C 点），セル界面中心点（F 点）と節点接線中心点（E 点）の 3 点から 1 つの仮想フェース（三角

形 CFE）を作ることができる．このフェースが点 1 の節点を中心とするコントロールボリュームを構成している 1 

つのサブフェースをさらに構成するサブサブフェースである．1 つのセルの中の，ある節点に対するこのようなサ

ブサブフェースは図 4.3(b) に示すように 6 個存在する．さらに 1 つのセルの中に存在する全てのサブサブフ
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ェースを図 4.3(c) に示す． 

さらに，隣り合うセルを組み合わせることによってコントロールボリュームの界面であるサブフェースが構築され，

そのサブフェースによって囲まれた微小領域がコントロールボリュームである． 

 

 

Fig. 4.3  Formulation of control volume 

 

 

4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c----2222        空間差分空間差分空間差分空間差分法法法法    

本論文では，移流項の差分スキームに2 次精度中心差分式(4.19) に1 次精度風上差分式(4.18) を5%ブ

レンドしたスキームを用いる．1 次精度風上差分は数値振動解を伴わない差分法であり，計算の安定化の目的

で使用する． 

ここで，簡単な例として式(4.16) に示す物理量φ の純粋な移流方程式について考える． 

 

 (4.16) 

式(4.16) は時間差分スキームに Euler 陽解法を用いると次のように変形できる． 

 

 (4.17) 

1 次精度風上差分は，流速 u の符号に従って点 i とその風上側の 1 点を用いる． 

 

 (4.18) 

2 次精度中心差分は，点 i とその前後の位置 i+1 と i-1 の値を用いる．すなわち上流側の 1 点と下流側の 1 

点を用いる． 
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 (4.19) 

 

4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c4.1.2.1c----3333        時間差分時間差分時間差分時間差分法法法法    

本論文では蛇行走行の解析結果に対し，位相平均処理を行うため，解析時間を大きくとる必要がある．この

ため，時間刻み∆t を大きく設定することが可能な Euler 陰解法を使用した． 

 ここで，簡単な例として式(4.20) に示す物理量φ に対する非定常問題を考える． 

 

 (4.20) 

φ n+1 
を時刻 n で Taylor 展開を行った 1 次の項までの式は，式(4.20) を用いて次式で表される． 

 

 (4.21) 

式(4.21) が Euler 陰解法の公式である． 

時間刻み幅Δt は 1.0×10-4
秒とした． 
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4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.2222        車両運動表現手法車両運動表現手法車両運動表現手法車両運動表現手法    

本条では空力運動連成解析システムにおける車両運動表現部について，本章で用いる手法を述べる． 

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.2a2a2a2a        ALEALEALEALE 法（法（法（法（Arbitrary LagrangianArbitrary LagrangianArbitrary LagrangianArbitrary Lagrangian----Eulerian methodEulerian methodEulerian methodEulerian method））））    

本論文では，自動車のヨー回転運動を表現するため，空力解析とともに車両の回転すなわち物体境界の移

動を再現する必要がある．そこで，ALE 法(Arbitrary Lagrangian and Eulerian method) による境界およ

び解析格子の移動を取り扱うことで，車両モデルの回転運動を再現した． 

ALE 法とは，Euler 的な流れ場の表現と，運動する物体およびそれに付随する格子点が解析領域内を移

動する Lagrange 的な取り扱いを組み合わせることで，移動する有限体積上での解析を実現する手法である． 

 

4.1.2.2a4.1.2.2a4.1.2.2a4.1.2.2a----1  ALE 1  ALE 1  ALE 1  ALE 法の基礎方程式法の基礎方程式法の基礎方程式法の基礎方程式    

ALE 法の基礎方程式は式(4.22) に示すように，流体解析の支配方程式に移動する格子点の持つ速度（メ

ッシュ速度：Xp）を導入することで構築される． 

 

 (4.22) 

なお，各種境界上および空間に配置された格子点に対するメッシュ速度はそれぞれ以下のように定義される． 

 

 (4.23) 

 (4.24) 

 (4.25) 

 

ここで，Γq ，Γr はそれぞれ移動境界，静止境界上の領域を表す．Ωq ，Ωr は境界以外の計算空間にお

ける格子点移動を許容する領域，しない領域を表す．式(4.23) における g は剛体移動に基づく移動境界上の

格子点の移動速度を示す． 

また，式(4.25) は移動境界の剛体移動に伴って移動する空間格子点のメッシュ速度算出方法を表しており，

本論文では右辺の Spring-Smoothing 法と呼ばれる反復解法を用いる．Spring-Smoothing 法の詳細につ

いては次節で述べる． 

なお，ALE 法は運動物体の数値的な表現手法として広く用いられており，車両のピッチ運動時などの流体

力について，実験結果と同等の結果が得られることが確認されている
(5) (6) (30)

． 
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4.1.2.2a4.1.2.2a4.1.2.2a4.1.2.2a----2222        SpringSpringSpringSpring----Smoothing Smoothing Smoothing Smoothing 法法法法    

前節でも述べたように，ALE 法では各時間ステップにおいて，移動境界以外の計算空間に属する移動格子

点のメッシュ速度を算出する必要がある．本論文では移動境界が微小移動する際の格子品質保全に適する

Spring-Smoothing 法を用いる． 

Spring-Smoothing 法では移動格子点とそれに隣接する格子点のペアを任意に選び，それらの間（エッジ）

を仮想的なばねの相互ネットワークとして定義する．解析領域内の各格子に移動が生じる前の初期格子配置で

は，すべてのエッジに作用する仮想バネの力は平衡状態にある．移動境界上の格子点に変位を与えると，その

周囲の格子点はエッジの仮想バネの作用によって変位し，変位に比例した力がさらに隣接する格子点に作用

する．フックの法則によると，任意の格子点に作用する仮想ばねの力は次式で表すことができる． 

 

 (4.26) 

ここで，∆xi  と∆x
ｊ
 は格子点 i とその隣の格子点 j における前計算ステップからの変位，ni は格子点 i に隣接

している格子点数，kij は格子点 i および j との間におけるばね定数（ばねの硬さ）である．ばね定数 kij は次式

で定義される． 

 

 (4.27) 

格子点 i は接続している全ての仮想ばねから力を受けるが，それらが平衡状態となる位置へ格子点 i は移動

量∆xi を持つ．この条件を満たすには以下の反復型方程式を解く． 

 

 (4.28) 

移動境界上に配置された格子点の変位は既知量であるため，それらを境界条件として式(4.28) を全空間格子

点について連立させ，Jacobi 法で掃引して解く．解が収束すると，空間格子点の座標が次式で更新される． 

 

 (4.29) 

ここで，JTtu5 およびJTt はそれぞれ，次の時間ステップと現在の時間ステップにおける格子点 i の座標を表

す． 
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4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.2b  2b  2b  2b  非慣性系における支配方程式を用いる手法非慣性系における支配方程式を用いる手法非慣性系における支配方程式を用いる手法非慣性系における支配方程式を用いる手法        

本手法では，物体の運動を ALE 法のように格子を変形させることにより直接表現するのではなく，加減速す

る車両に固定した系を基準に解析領域内の流体に速度を持たせることで Euler 的に表現する．つまり計算領域

内の計算節点の相対位置関係は固定し，解析領域内の全流体に車両の移動速度変化に基づいた体積力を与

える．すなわち，流体解析の支配方程式において，式(4.30)のように慣性力項vwxyz{w| を付加する．vwxyz{w| 

は系の加速度    }system	 を用いて式(4.31) のように与えられる．また，それと同時に無限遠に存在すると仮定さ

れた流入境界・流出境界には静止系における流速（無風状態なら流速ゼロ）から物体の移動速度を減じた速度

を速度条件として与えることで物体の運動を表現する．本論文における蛇行走行解析では車両の走行路に対し

て，横方向の変位について本手法を用いることで表現している．また，本手法は ALE 法と比べて計算負荷が

低く，運動する物体の数値的な表現方法として広く用いられている ALE 法と一致することが報告されている
(31) 

(32)
． 

 

∂�
∂� + �� ∙ ∇��� − ��� = 	− 1

7 ∇� +
�
7∇

6� + vwxyz{w| 

 (4.30) 

vwxyz{w| = −}���{y� 

 (4.31) 
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4.1.2.3  4.1.2.3  4.1.2.3  4.1.2.3  車両運動条件車両運動条件車両運動条件車両運動条件    

本章では空力運動連成解析における車両運動条件として，2 章の実車蛇行走行試験から得られた運動条件

を対象とする．まず，本章での絶対座標系を図 4.4 に，相対座標系を図 4.5 に示す．いずれも 2 章の実車蛇行

走行試験で定めた座標系と同じである．  

 

 

 

Fig. 4.4  Absolute coordinate system. 

 

 

 

Fig. 4.5  Relative coordinate system. 

 

 

  

x

y

ψ

z

x axis:  Straight line driving direction
y axis:  Laterally orthogonal  direction to x axis
z axis:  Vertically orthogonal  direction to x axis
ψ:        Yaw angle to x axis

x'

y '
β

z'

x' axis:  Vehicle's straight ahead direction
y' axis:  Vehicle's  lateral direction
z' axis:  Vehicle's  vertical direction
β:         Slip angle to x' axis

Vehicle's translating direction
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本章における蛇行走行解析では，動的な運動条件として，蛇行走行条件に加え，蛇行走行時の空力特性の

微係数法評価の基礎条件として，Pure yaw 運動条件(非定常ヨー回転運動条件＝横滑りなし蛇行)，Pure 

sway 運動条件(非定常横滑り運動条件)も解析対象とする．これらの運動条件を表 4.1 のように周期関数近似

して表現する．なお，表 4.1 中の運動条件パラメータを図 4.6 に示す．上述の通り，蛇行走行時には車両の進行

方向と車両横方向中心軸は一致しておらず，横滑り角β を有している．この横滑り角β を運動として再現するた

め， x 方向に対する車両のヨー角変位の周期関数には位相ずれの項φ 0 を用いている． 

 

 

Table 4.1 Vehicle model’s dynamic sinusoidal waveform motion condition 

 

 

 

 

Fig. 4.6  Vehicle model’s motion parameter 

 

  

Sinsoidal waveform frequency [Hz] f ＝0.2

Longitudinal velocity [m/s] U = 33.3

Lateral position [m] y = －Y max sin(2πft －φ 0)

Lateral velocity [m/s] v  = －2πfY maxcos(2πft －φ 0)

Moving directon angle [deg.] γ = tan
-1

(v /U ) ≈ －(2πfY max/U)cos(2πft )

Yaw angle [deg.] ψ =－ψ maxcos(2πft )

Slip angle [deg.] β ＝γ − φ ≈－ψ max φ 0sin( 2π ft)

x

y

U

V

y’ x’
γγγγ

MovingMovingMovingMoving
directiondirectiondirectiondirection

G.C.

ψψψψ

ββββ
Longitudinal axisLongitudinal axisLongitudinal axisLongitudinal axis
of the vehicleof the vehicleof the vehicleof the vehicle
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蛇行走行時の運動の概略図を図 4.7 に示す．なお，概略図は以降含め，横方向位置，横滑り角，およびヨー

角等を実際の長さ，角度より大きく強調して描かれていることを注意されたい．蛇行運動時の車両運動条件は 2

章に示した実走行試験の結果から，表 4.2 の通り与える．車両のヨー角に与えた位相ずれ角はφ 0＝5.54, 

11.08 の 2 条件を与えており，それぞれが最大横滑り角βmax =0.24，0.48 °に対応している．最大横滑り角

βmax=0.24°は2 章の蛇行実走行の条件であり，最大横滑り角βmax =0.48°は微係数法評価の対象として横滑

りを倍とした条件を加えたものである． 

 

 

Fig. 4.7  Schematic image of meandering motion 

 

 

Table 4.2  Vehicle model’s dynamic motion condition for meandering motion 

 

 

 

Pure yaw 運動条件(非定常ヨー回転運動条件＝横滑りなし蛇行)の概略図を図 4.8 に示す． Pure yaw 運

動条件は横滑りのない蛇行運動であり，車両運動条件を表 4.3 の通り，上述の蛇行条件に対し，横滑り角を常

に 0 となるよう与えている． 

 

 

Fig. 4.8  Schematic image of pure yaw motion 

 

 

  

x

y

Maximum lateral position [m] Y max =1.15

Maximum yaw angle [deg.] ψ max＝2.48

Phase shif angle [deg.] φ 0＝5.54, 11.08

Maximum slip angle [deg.] β max＝0.24, 0.48

x

y
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Table 4.3  Vehicle model’s dynamic motion condition for pure yaw motion 

 

 

 

Pure sway 運動条件(非定常横滑り運動条件)の概略図を図 4.9 に示す． Pure sway 運動条件は，表 4.4

の通り，車両のヨー回転運動なし，非定常横滑り運動のみ行う運動条件を与えている．最大横滑り角βmax 

=0.48°となるように最大横方向位置を与えている． 

 

 

Fig. 4.9  Schematic image of pure sway motion 

 

Table 4.4  Vehicle model’s dynamic motion condition for pure sway motion 

 

 

  

Maximum lateral position [m] Y max =1.15

Maximum yaw angle [deg.] ψ max＝2.48

Phase shif angle [deg.] φ 0＝0

Maximum slip angle [deg.] β max＝0

x

y

Maximum lateral position [m] Y max =0.22

Maximum yaw angle [deg.] ψ max＝0

Phase shif angle [deg.] φ 0＝11.08

Maximum slip angle [deg.] β max＝0.48



本章では更に，蛇行走行時の空力特性の微係数法評価の基礎条件として，定常ヨー回転運動条件，定常横

滑り運動条件の解析も行う． 

定常ヨー回転運動の概略図を図 4.10

旋回ピーク位置でのヨー回転角速度

せた． 

Fig. 4.10  Schematic image of 

 

Table 4.5  Vehicle model

 

 

定常横滑り運動の概略図を図 4.11

回ピーク位置での横滑り角|β|が約 0.24deg.

Fig. 4.11  Schematic image of 

 

Table 4.6  Vehicle model

Longitudinal velocity U  [m/s]

Yaw rate  r =d ψ /dt  [deg./s]

Turning radius R [m]

Longitudinal velocity U  [m/s]

Lateral velocity V [ m/s]

Slip angle β [deg.]
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本章では更に，蛇行走行時の空力特性の微係数法評価の基礎条件として，定常ヨー回転運動条件，定常横

4.10，運動条件パラメータを表 4.5 に示す．2 章に示した実車蛇行試験での

ヨー回転角速度|r|が約 3.08deg./s であり，その約±4 倍までの

 

Fig. 4.10  Schematic image of steady yaw rotation motion

Table 4.5  Vehicle model’s static motion condition for steady yaw rotation motion

4.11，運動条件パラメータを表 4.6 に示す．2 章に示した実車蛇行試験での旋

0.24deg.に対し，その約±4 倍までの横滑り角を変化させた．

 

Fig. 4.11  Schematic image of steady side slip motion 

Table 4.6  Vehicle model’s static motion condition for steady side slip motion

-12.19 -6.10 -3.05 0 3.05

157 313 627 627

33.3

-0.58 -0.28 -0.14 0 0.14

-1 -0.48 -0.24 0 0.24

33.3

本章では更に，蛇行走行時の空力特性の微係数法評価の基礎条件として，定常ヨー回転運動条件，定常横

章に示した実車蛇行試験での

ヨー回転角速度を変化さ

yaw rotation motion 

yaw rotation motion 

 

章に示した実車蛇行試験での旋

倍までの横滑り角を変化させた． 

 

side slip motion 

 

3.05 6.10 12.19

627 313 157

0.14 0.28 0.58

0.24 0.48 1.00
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4.1.2.4  4.1.2.4  4.1.2.4  4.1.2.4  解析領域解析領域解析領域解析領域    

本章の数値計算では図 4.12 に示す解析領域を用いる．解析領域の大きさは，x 方向 80m，y 方向 40m，z

方向 25m とした．領域内の総格子数は約 45,000,000 としている．また，車体回りの解析格子は図 4.13 のよう

に配置している． 

 

 

Fig. 4.12  Computational domain 

 

 

Fig. 4.13  Computational grid 

80[m] 
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4.1.2.5  4.1.2.5  4.1.2.5  4.1.2.5  境界条件境界条件境界条件境界条件    

本論文における詳細形状車両の計算では図 4.14 のように境界を定義している．各計算ケースにおける境界

条件を次に述べる． 

 

Fig. 4.14  Boundary plane definition 

 

 

4.1.2.5a  4.1.2.5a  4.1.2.5a  4.1.2.5a  実走行実走行実走行実走行解析における解析における解析における解析における境界条件境界条件境界条件境界条件    

4.1.2.3 で述べた各運動条件で解析では，実走行の運動条件を再現するため，次のように境界条件を設定し

た． 

 

・inlet :  流入条件 x 方向流速：33.3[m/s]（車速 120[km/h] に相当），y 方向流速 

・outlet :  流出条件大気解放条件 

・side wall :  流入条件と同様の流速条件を付加 

・ceiling :  free-slip 条件 

・ground :  流入条件と同様の流速条件を付加 

・vehicle :  log-low(対数速度法による境界層モデル化) 

 タイヤおよびホイール部では境界表面にタイヤ軸を中心とした回転流速（979.72[rpm]）付加 
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4.1.2.5b  4.1.2.5b  4.1.2.5b  4.1.2.5b  風洞試験条件での定常風洞試験条件での定常風洞試験条件での定常風洞試験条件での定常解析における解析における解析における解析における境界条件境界条件境界条件境界条件    

本章では，実走行条件の解析に加え，数値計算手法の検証のため，風洞試験条件に準じた解析も実施した．

この解析では，以下の通り，境界条件を設定した． 

 

・inlet :  流入条件 x 方向流速：39.0[m/s]（車速 140[km/h] に相当），y 方向流速 

・outlet :  流出条件大気解放条件 

・side wall :  free-slip 条件(横滑り角β=0の場合 )，もしくは 

 流入条件と同様の流速条件を付加(横滑り角βが0以外の場合) 

・ceiling :  free-slip 条件 

・ground :  風洞の境界層吸い取り装置を模擬し，図 4.15 のように設定 

・vehicle :  log-low(対数速度法による境界層モデル化) 

 タイヤおよびホイール部回転流速なし 

 

 

 

Fig. 4.15  Boundary condition of “ground” for wind tunnel test condition 
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4.1.3  4.1.3  4.1.3  4.1.3  定常横滑り評価による定常横滑り評価による定常横滑り評価による定常横滑り評価による数値計算結果の検証数値計算結果の検証数値計算結果の検証数値計算結果の検証    

4.1.2で述べた数値計算手法の検証のため，A車を用い，風洞実験が可能な，定常横滑り走行時の運動を対

象とした解析を実施し，結果を風洞実験結果と比較した． 

図 4.16 に横滑り角β の変化に対する横力係数，ヨーモーメント係数の変化を風洞実験と数値計算で比較して

示す．横滑り角β の変化に対する横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の変化の傾向は，風洞実験結

果と数値解析結果とで良好に一致している．これにより，本章の数値解析手法による車両空力特性の検討の妥

当性が示されている．  

 

 

Fig. 4.16  Comparison of dependencies of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM 

on a slip angle β between wind tunnel test and computational analysis(CFD) 

 

 

次に，図 4.17 に直進状態(横滑り角β=0)における車両測方の総圧係数分布を風洞実験と数値計算で比較し

て示す．この分布でも，車両測方の総圧係数分布は風洞実験結果と数値解析結果とで概ね一致している．これ

は，横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の変化に寄与する車両測方の流れ構造が，本章の数値解析

でよく表現されていることを示唆している． 

以上により，本章の数値解析手法による車両空力特性の検討の妥当性が検証された． 
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Fig. 4.17  Comparison of total pressure coefficient Ctp distribution beside body in slip angle β=0 

condition between wind tunnel test and computational analysis(CFD) 
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4.2  4.2  4.2  4.2  数値解析結果と考察数値解析結果と考察数値解析結果と考察数値解析結果と考察        

4.2.1  4.2.1  4.2.1  4.2.1  蛇行走行時に蛇行走行時に蛇行走行時に蛇行走行時に生じる空気力生じる空気力生じる空気力生じる空気力    

   ここではまず，2 章に示した実走行蛇行試験の条件での数値解析により得られた空気力について示し，実走

行試験により得られた空気力との整合性を確認する． 

図 4.18 には表 4.2 の最大横滑り角βmax =0.24[°]の蛇行条件での横力係数 CS，およびヨーモーメント係数

CYM の位相平均変化を示す．なお本結果は初期状態を除いた蛇行 10 周期分の解析結果から位相平均処理し

ている(以降に示す非定常運動の周期解析結果も同様の位相平均処理を行う)．横軸は 1 周期分の位相角を示

している．加えて，位相平均処理を施した横力係数変化に蛇行周期での三角関数近似を適応した結果を青線

で示している．更に図中には，車両運動としてヨーレート dψ/dt，横滑り角β の変化も併せて示している．図

4.18(a)の横力係数 CS，および図 4.18(b)のヨーモーメント係数 CYM の変化を見ると，青線で示した三角関数近

似に沿った蛇行周期成分の変化に加え，細かな振動のような，より高周波の変化が見られる．この横力係数，ヨ

ーモーメント係数の高周波の変化の要因を調べるため，図 4.19 には本蛇行条件での車両周り総圧の等値面分

布，および表面圧力分布の瞬時の変化を示した．図 4.19 の分布図は蛇行走行条件での左旋回ピーク位置直

後の時刻 33.467 秒から 33.667 秒間の 0.12 秒間を 0.04 秒刻みで表示しており，この表示時間間隔および時

間刻みは図 4.18 の横軸の位相角では 8.64°の位相角間(0.024 周期)，2.88°の位相角刻み(0.008 周期)に

相当し，蛇行運動中のごく一部の領域を見ていることに相当する．図 4.19 の分布を見ると車両側面およびバッ

クウインドウからトランクデッキ上側より細かな渦構造が発生し，車両後方ではこれらが車両後方の後曳き渦と複

合し，流下する様子が見られる．一例として，図 4.19(a)～(f)中の矢印で車両後方左側を流下する車両後方の

渦構造を示している．この様に車両周り，および後方には，本論文で対象とした蛇行運動周期 5 秒(周波数

0.2Hz)よりも 2 桁程度小さい時間間隔で渦構造が発生して変動している．このような非常に細かな時間間隔で

発生する渦構造に起因する流体力により，図 4.18 の横力係数，ヨーモーメント係数の位相角変化において，10

周期分の位相平均処理をした上でも高周波の変動が残っているものと推察される．これに対し，自動車の固有

振動数は一般的に 1～1.3Hz 程度であり
(15)

，図 4.18 に見られた高周波の変動は車両の運動に対しては振動

のオーダーが異なるため，寄与は小さいものと考えられる．本論文では，まずは蛇行運動周期に対する空力変

化に着目して調べることとする．なお，自動車の固有振動数 1～1.3Hz レベルの変化については，今後の研究

で取り組むこととする． 

図 4.18(a)の横力係数 CS の変化を見ると，青線の三角関数近似結果から蛇行運動周期に対する横力係数

CS の変化を見ると，位相角 90°の左旋回のピーク位置，すなわちヨーレートが大きくなり，横滑り角が小さくなっ

た際に，横力係数 CS は若干の位相進みを持って大きくなっていることが判る．これは左旋回ピーク位置で，空

力横力は左向き，すなわち旋回内側向きに作用することを示している． 

図4.18(b)のヨーモーメント係数 CYM においても，青線の三角関数近似結果から蛇行運動周期に対する変化

に着目して見ると，位相角 90°の左旋回のピーク位置，すなわちヨーレートが大きくなり，横滑り角が小さくなっ

た際に，ヨーモーメント係数 CYM は位相遅れを持って大きくなっている．これは左旋回ピーク位置で，空力ヨー

モーメントは車両を上から見て反時計回り方向，すなわち旋回を強める方向に作用することを示している． 
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(a) Side force coefficient CS  

 

 
(b) Yaw moment coefficient CYM 

 

Fig. 4.18  Variations of phase averaged side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM 

depending on phase angle in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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(a) t =33.467 [Sec.] 

 

(b) t =33.507 [Sec.] 

 

(c) t =33.547 [Sec.] 

Fig. 4.19  Instantaneous total pressure coefficient iso-surface(Ctp =0.5) and surface pressure  

distribution around Vehicle-A in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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(d) t =33.587 [Sec.] 

 

(e) t =33.627 [Sec.] 

 

(f) t =33.667 [Sec.] 

Fig. 4.19  Instantaneous total pressure coefficient iso-surface(Ctp =0.5) and surface pressure  

distribution around Vehicle-A in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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図 4.20 には，図 4.18 から得られた車両運動に対する横力係数 CS，ヨーモーメント係数 CYM の変化の模式

図を，位相角 90°の左旋回ピーク位置で示す．数値解析結果から，蛇行走行時の左旋回ピーク位置では空力

横力は旋回内側向き，空力ヨーモーメントは旋回を強める方向に作用する．この傾向は，図 2.15 に示した実走

行蛇行結果での横力，ヨーモーメント作用方向と同傾向である．なお，実走行から得られた横力，ヨーモーメント

は車両側面 52 点の測定点の圧力変化を積分した見積もりの空気力であり，数値解析の車両全体の空気力とは

条件が異なるため，ここでは定性的な比較に止める．以上の結果から，蛇行条件での数値解析で得られた横力，

ヨーモーメントは，実走行結果と定性的に同傾向であることが確認できた． 

 

 

 

Fig. 4.20  Schematic images of the relationship between vehicle dynamic motion and lateral 

aerodynamic coefficient during left turn 

        

CS

CYM
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4.2.2  4.2.2  4.2.2  4.2.2  微係数法による微係数法による微係数法による微係数法による蛇行蛇行蛇行蛇行走行時の空力評価走行時の空力評価走行時の空力評価走行時の空力評価        

4.2.2.1  4.2.2.1  4.2.2.1  4.2.2.1  非定常運動成分まで考慮した微係数法近似式非定常運動成分まで考慮した微係数法近似式非定常運動成分まで考慮した微係数法近似式非定常運動成分まで考慮した微係数法近似式    

3 章の曳航水槽試験における流体力解析の結果，定常円旋回運動時のヨー回転運動，および横滑り運動に

伴って生じる横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM は，微係数法を用い，横滑り運動，ヨー回転運動によ

り生じる流体力の線形の重ね合わせで表現できることが示された．ここでは蛇行走行，すなわち，横滑り運動，ヨ

ー回転運動がそれぞれ非定常に変化する運動を対象とし，蛇行運動により生じる空気力が横滑り運動，ヨー回

転運動，およびこれらの非定常変化により生じる流体力の線形の重ね合わせで表現可能か検討する． 

蛇行走行時の空力横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM が無次元ヨー回転角速度 r’，無次元横すべ

り速度 v’ ，およびそれらの時間変化成分 !′� ，&′� の線形多項式 

 

 横力係数：  

 ��a!′, &′, !′� , &′� m = -".!" + -′/&" + -".�!"� + -"/�&"� + ��,0  (4.32) 

 ：  

 ���a!′, &′, !′� , &′� m = 1′.!" +1′/&′+1′.�!′� + 1′/�&′� + ���,0  (4.33) 

ここで 

 -′. : !′ 横力係数 CS 1   

 -′/ : &′ 横力係数 CS 1   

 -′.�  : !� ′ 横力係数 CS 1  

 -′/�  : &� ′ 横力係数 CS 1   

 ��,0 : 横力係数 CS     

 1′. : !′ ヨーモーメント係数 CYM 1     

 1′/ : &′ ヨーモーメント係数 CYM 1   

 1′.�  : !� ′ ヨーモーメント係数 CYM 1     

 1′/�  : &� ′ ヨーモーメント係数 CYM 1     

 ���,0 : ヨーモーメント係数 CYM    

 

によって近似評価できるものと仮定し，その妥当性を数値シミュレーション結果より検証する．なお，線形多項式

(4.32)，および式(4.33)の導出については，付録 1 に記す．なお，本章でも 3 章と同様に微係数法評価におい

て，車両運動を表すパラメータとしてヨー回転角速度 r, 横滑り速度 v をそれぞれ無次元化した無次元ヨー回転

角速度 !" = ! �# $⁄ �⁄  ，無次元横滑り速度 &" = & #⁄  を用いる．本章では，両者の時間変化成分である無次

元ヨー回転角加速度 !′� ，無次元横滑り加速度 &′�  も用い，両者はそれぞれヨー回転角加速度 !�，横滑り角加

速度 &�  に対し !′� = !�/	�# $⁄ �6，&′� = &�/�#6 $⁄ � と表わされる．ここで U は車両並進速度，L は車両の

前後長さである． 

 

  



71 
 

4.2.2.2  4.2.2.2  4.2.2.2  4.2.2.2  空力空力空力空力微係数の導出微係数の導出微係数の導出微係数の導出 

蛇行運動により生じる空気力を近似するための線形近似式(4.32)，(4.33)中の空力微係数を，定常ヨー回転

運動，定常横滑り運動，Pure yaw 運動(非定常ヨー回転運動)，および Pure sway 運動(非定常横滑り運動)の

数値解析結果から導出する． 

 

4.2.2.2a  4.2.2.2a  4.2.2.2a  4.2.2.2a  定常ヨー回転運動に対する微係数導出定常ヨー回転運動に対する微係数導出定常ヨー回転運動に対する微係数導出定常ヨー回転運動に対する微係数導出    

定常ヨー回転運動時の数値解析により得られた，無次元ヨー回転角速度 r’ に対する横力係数変化，ヨーモ

ーメント係数の変化を図4.21に示す．図4.21(a)の横力係数の変化を見ると，無次元ヨー回転角速度 r’ 変化に

対し，概ね線形に分布している．図 4.21(b)のヨーモーメント係数の変化も， 無次元ヨー回転角速度 r’ 変化に

対し，ほぼ線形に分布している．この結果から最小 2 乗法により線形近似を行い，無次元ヨー回転角速度 r’ に

対する横力係数の空力微係数 -′.，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′. ，および定数項��,0 ，���,0 を導

出した．この結果を表 4.7 に示す． 

 

 

(a) Side force coefficient (b) Yaw moment coefficient 

Fig. 4.21  Variations of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM depending on 

non-dimensional yaw rate r’ 

 

 

Table 4.7  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM 

obtained from steady yaw rotation motion 

 

 

Cs= 0.2873 r' + 0.0147 
R² = 0.6408 
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4.2.2.24.2.2.24.2.2.24.2.2.2bbbb        定常横滑り運動に対する微係数導出定常横滑り運動に対する微係数導出定常横滑り運動に対する微係数導出定常横滑り運動に対する微係数導出    

定常横滑り運動時の数値解析により得られた，無次元ヨー回転角速度 r’ に対する横力係数変化，ヨーモー

メント係数の変化を図 4.22 に示す．図 4.22(a)の横力係数の変化，および図 4.22(b)のヨーモーメント係数の変

化を見ると，いずれも無次元横滑り速度 v’ 変化に対し，ほぼ線形に分布している．この結果から最小 2 乗法に

より線形近似を行い，無次元横滑り速度 v’ に対する横力係数の空力微係数 -′/，ヨーモーメント係数の空力

微係数 1′/，および定数項定��,0 ，���,0 を導出した．この結果を表 4.8 に示す． 

 

  

(a) Side force coefficient (b) Yaw moment coefficient 

Fig. 4.22  Variations of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM depending on 

non-dimensional side slip velocity v’ 

 

 

Table 4.8  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM 

obtained from steady side slip motion 

 

 

 

4.2.2.2c  Pure yaw4.2.2.2c  Pure yaw4.2.2.2c  Pure yaw4.2.2.2c  Pure yaw 運動運動運動運動((((非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動))))に対する微係数導出に対する微係数導出に対する微係数導出に対する微係数導出    

Pure yaw 運動(非定常ヨー回転運動)時の数値解析により得られた，横力係数変化，ヨーモーメント係数位

相平均変化を図 4.23 に示す．位相平均処理を施した横力係数変化に蛇行周期での三角関数近似を適応した

結果を青線で示している．この三角関数近似結果から，無次元ヨー回転角速度 r’ に対する横力係数の空力微

係数 -′.，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′. ，無次元ヨー回転角速度の時間変化成分 !′�  に対する横力

Cs= -2.2408 v'+ 0.0128 
R² = 0.9694 
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係数の空力微係数 -′.�  ，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′.�  ，および定数項��,0 ，���,0 を導出した．こ

の結果を表 4.9 に示す． 

 

 
(a) Side force coefficient CS 

 

 
(b) Yaw moment coefficient CYM 

 

Fig. 4.23  Variations of phase averaged side force coefficient CS and phase averaged yaw moment 

coefficient CYM in pure yaw motion 
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Table 4.9  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM  

obtained from pure yaw motion 

 

 

 

4.2.2.2d  Pure sway4.2.2.2d  Pure sway4.2.2.2d  Pure sway4.2.2.2d  Pure sway 運動運動運動運動((((非定常横滑り運動非定常横滑り運動非定常横滑り運動非定常横滑り運動))))に対する微係数導出に対する微係数導出に対する微係数導出に対する微係数導出    

Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時の数値解析により得られた，横力係数変化，ヨーモーメント係数の位

相平均変化を図 4.24 に示す．位相平均処理を施した横力係数変化に蛇行周期での三角関数近似を適応した

結果を青線で示している．この三角関数近似結果から，無次元横滑り速度 v’ に対する横力係数の空力微係

数 -′/，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′/，無次元横滑り速度の時間変化成分 &� ′ に対する横力係数の

空力微係数 -′/�  ，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′/�  ，および定数項��,0 ，���,0を導出した．この結果

を表 4.10 に示す． 

 

  

C S C YM

C S,0 C YM,0

0.453 1.815 0.011 -0.437 -0.896 -0.003
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(a) Side force coefficient CS 

 

 
(b) Yaw moment coefficient CYM 

 

Fig. 4.24  Variations of phase averaged side force coefficient CS and phase averaged yaw moment 

coefficient CYM in pure sway motion 
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Table 4.10  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM 

obtained from pure sway motion 

  

 

 

4.2.2.2e  4.2.2.2e  4.2.2.2e  4.2.2.2e  蛇行蛇行蛇行蛇行走行時の空力評価走行時の空力評価走行時の空力評価走行時の空力評価に用いる微係数に用いる微係数に用いる微係数に用いる微係数    

定常ヨー回転運動，定常横滑り運動，Pure yaw 運動(非定常ヨー回転運動)，および Pure sway 運動(非定

常横滑り運動)の数値解析結果から導出した空力微係数から，蛇行走行時の空力評価に用いる微係数を表

4.11 の通り選択した．各微係数は，基本的にその微係数を掛ける運動パラメータを変化させた解析結果から導

出したものを用いる．無次元ヨー回転角速度 r’ に対する横力係数の空力微係数 -′.，およびヨーモーメント係

数の空力微係数 1′.  は定常ヨー回転運動の解析結果から導出した微係数を用いる．無次元横滑り速度 v’ 

に対する横力係数の空力微係数 -′/，ヨーモーメント係数の空力微係数 1′/ は定常横滑り運動の解析結果か

ら導出した微係数を用いる．無次元ヨー回転角速度の時間変化成分 !′�  に対する横力係数の空力微係数 

-′.�  ，およびヨーモーメント係数の空力微係数 1′.�  は Pure yaw 運動(非定常ヨー回転運動)時の数値解析か

ら導出した微係数を用いる．無次元横滑り速度の時間変化成分 &� ′ に対する横力係数の空力微係数 -′/�  ，

およびヨーモーメント係数の空力微係数 1′/�  は Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時の数値解析から導出

した微係数を用いる．一方，横力係数の定数項��,0 ，およびヨーモーメント係数の定数項���,0 は定常横滑り

運動の解析結果から導出した定数を用いた．定数項は，定常ヨー回転運動の解析結果から選択することも考え

られる．しかしながら，図 4.21 に示した通り，定常ヨー回転運動の解析結果がこれに線形近似した結果に対し，

ややばらつきが見られ，特に横力係数に対する重決定係数が 0.64 と小さい．よって，定数項は定常横滑り運動

の解析結果から導出した定数を用いることとする． 

 

Table 4.11  Partial derivatives of side force coefficient CS and yaw moment coefficient CYM   

for aerodynamics evaluation in dynamic meandering 

 

 

C S C YM

C S,0 C YM,0

-2.370 2.672 0.009 -0.600 -1.410 -0.002

C S

C S,0

0.287 -2.241 1.815 2.672 0.013

Stready
yaw rotation

Stready
side slip

Pure yaw Pure sway
Stready
side slip

C YM

C YM,0

-0.355 -0.564 -0.896 -1.410 -0.003

Stready
yaw rotation

Stready
side slip

Pure yaw Pure sway
Stready
side slip
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4.2.2.3  4.2.2.3  4.2.2.3  4.2.2.3  蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価    

4.2.2.2 で導出した，ヨー回転運動，および横滑り運動の無次元定常速度，および無次元速度の時間変化成

分の微係数を用い，線形近似式(4.32)，(4.33)の近似により，蛇行走行時の空力横力係数 CS，およびヨーモー

メント係数 CYM を評価する．評価対象としては，表 4.2 に定めた通り，最大横滑り角がβmax=0.24，0.48 [deg.] 

の 2 条件，すなわち 2 章の蛇行実走行の条件(βmax=0.24 [deg.])，および横滑りを倍とした条件(βmax=0.48 

[deg.])の蛇行走行を用いる．加えて，蛇行走行に対する微係数法近似の結果分析のため，Pure yaw 運動条

件(非定常ヨー回転運動条件＝横滑りなし蛇行)，および Pure sway 運動条件(非定常横滑り運動条件)も微係

数法近似による空力評価の評価対象とする． 

また，以降の微係数法近似による空力評価では，定常速度成分までの微係数を用いた近似と，定常速度成

分の微係数に時間変化成分まで含めた微係数を用いた近似とを比較し，速度の時間変化成分（非定常速度成

分）の微係数の効果を併せて確認する． 

 

4.2.2.3a  4.2.2.3a  4.2.2.3a  4.2.2.3a  蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価蛇行走行の微係数法近似による空力評価    

2 章の実走行評価で対象とした蛇行条件：最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], βmax 

=0.24[deg.] 空力横力係数 CS  の位相平均変化を微係数近似により評価し

た結果を図 4.25 に示す．グラフ中では，蛇行走行運動 横力係数 CS の位相角に対する変化を黒

色の実線，横力係数変化に蛇行周期での三角関数近似を適応した結果を青色の実線，定常速度成分までの

微係数を用いた近似結果(以降，準定常微係数モデルと称する)を緑色の点線，定常速度成分の微係数に時間

変化成分(速度の非定常変化成分)まで含めた微係数を用いた近似結果(以降，非定常微係数モデルと称する)

を赤色の実線で示している．図 4.18 に示した結果と同様，位相角に対する横力係数の変化を見ると，蛇行周期

成分の変化に加え，より高周波の変化が見られる．これに対し，上述の通り高周波の変動は車両の固有振動数

とオーダーが大きく異なり，車両運動に対し寄与は小さいと考えられる．よって，本論文では青線で示した蛇行

運動周期に対する空力変化に着目して調べることとし，これに対する微係数近似結果を検証してゆく． 

図 4.25 の横力係数 CS  の位相平均変化を微係数近似により評価した結果を見ると，緑点線の準定常微係

数モデル，赤線の非定常微係数モデルとも，青線の蛇行結果の三角関数近似より分布が全体的に上方向にや

やずれており，振幅，位相角のずれが若干あるものの，概ね予測できている．また，準定常微係数モデルと非定

常微係数モデルの分布は重なっており，ほぼ同じである． 

この微係数モデルの近似結果を定量的に検証するため，表 4.12 に横力係数変化の振幅，位相角，定数項

を三角関数近似と微係数モデルで比較して示す．振幅は三角関数近似の 0.0100 に対し，準定常微係数モデ

ル，非定常微係数モデルとも 1 割程度大きく予測している．位相角は三角関数近似の 24.4°に対し，準定常微

係数モデルが 1.1°，非定常微係数モデルが 3.5°と，非定常モデルの方が若干近く予測している．定常項は

三角関数近似の 0.0100 に対し，両モデルとも 0.0128 とやや大きく，これにより，図 4.25 の横力変化で両モデ

ルの分布が三角関数近似より全体的に上方向にずれている要因と考えられる．また，振幅や位相角は非定常

微係数モデルが準定常微係数モデルよりも若干三角関数近似に近く予測できているが，差は小さい．本運動

条件では，横力係数の微係数モデルによる予測に際し，準定常運動成分に対し，非定常成分の寄与は小さい

ものと見られる． 

図 4.26 には，実走行評価で対象とした蛇行条件：最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], 

βmax =0.24[deg.] ヨーモーメント係数 CYM の位相平均変化を微係数近似
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により評価した結果を示す．この結果を見ると，緑点線の準定常微係数モデル，赤線の非定常微係数モデルと

も，青線の蛇行結果の三角関数近似より振幅が小さく，位相角のずれも見られる．また，準定常微係数モデルと

非定常微係数モデルを比較すると，横力係数と同様に両者は重なっておりほぼ同値である． 

表 4.13 にヨーモーメント係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデルで比較して示す． 

振幅は三角関数近似の 0.0017 に対し，準定常微係数モデルが 0.0004，非定常微係数モデルが 0.0005 と振

幅を小さく予測している．位相角は三角関数近似の-56.8°に対し，準定常微係数モデルが-143.1°，非定常

微係数モデルが-118.4°といずれも負の位相ずれを大きく予測している．定常項は三角関数近似の-0.0025 に

対し，両モデルとも-0.0031 と絶対値が若干大きい．これらの結果と図 4.26 のヨーモーメント分布を比較してみる

と，両モデルの三角関数近似に対するずれの要因は，振幅の過小評価，位相角の負方向の過大評価によるも

のと考えられる．また，振幅や位相角は，横力係数と同様に非定常微係数モデルが準定常微係数モデルよりも

若干三角関数近似に近く予測できているが，差は小さいことが判る．本運動条件では，ヨーモーメント係数の微

係数モデルによる予測でも，準準定常運動成分に対し，非定常成分の寄与は小さいものと見られる． 

次に実走行蛇行条件に対し，横滑り角を倍とした条件：最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], 

βmax =0.48[deg.] 微係数近似により評価した結果を示してゆく．図 4.27 には，本

横力係数 CS の位相平均変化を微係数近似により評価した結果を示す．この結果を見ると，緑点

線の準定常微係数モデル，赤線の非定常微係数モデルとも，青線の蛇行結果の三角関数近似より若干分布が

上方にずれ，振幅が小さいものの，概ね良く予測できている． 

表 4.14 には本蛇行条件での横力係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデルで比較

して示す．これを見ると，振幅は三角関数近似の 0.0227 に対し，準定常微係数モデル，非定常微係数モデル

とも 1 割程度小さく予測している．位相角は三角関数近似の 5.2°に対し，準定常微係数モデルが 1.2°，非定

常微係数モデルが-3.1°と若干の差はあるものの，概ね良く予測できている．定常項は三角関数近似の

0.0115 に対し，両モデルとも 0.0128 と若干大きく，この傾向は表 4.12 の実走蛇行条件の結果と同様である．ま

た，本蛇行条件では振幅や位相角は準定常微係数モデルと非定常微係数モデルの予測結果はほぼ同等であ

り，本運動条件ででも，横力係数の微係数モデルによる予測において，準定常運動成分に対し，非定常成分の

寄与は小さい． 

図 4.28 には，実走蛇行条件に対し，横滑り角を倍とした ヨーモーメント係数 CYM  の

位相平均変化を微係数近似により評価した結果を示す． この結果を見ると，緑点線の準定常微係数モデル，

赤線の非定常微係数モデルとも，青線の蛇行結果の三角関数近似より分布が全体的に上方向にややずれて

おり，振幅，位相角のずれが若干あるものの，概ね予測できている．また，準定常微係数モデルと非定常微係

数モデルを比較すると，非定常モデルの方が三角関数近似に近いと見受けられる． 

表 4.15 には本蛇行条件でのヨーモーメント係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデ

ルで比較して示す．振幅は三角関数近似の 0.0020 に対し，準定常微係数モデル，非定常微係数モデルとも若

干大きめながらほぼ同等に予測できている．位相角は三角関数近似の 22.1°に対し，準定常微係数モデルが

-14.4°，非定常微係数モデルが 9.2°と，いずれも位相角を小さく予測しているもの，非定常モデルの方が差

が小さい．定常項は三角関数近似の-0.0034 に対し，両モデルとも-0.0031 とほぼ同等である．また，位相角が

非定常微係数モデルが準定常微係数モデルよりも三角関数近似に近く予測していることにより，図 4.28 におい

て非定常モデルが三角関数近似に近く予測できていたものと考えられる． 



79 
 

以上，横滑り角を変えた蛇行条件で，横力係数CS，ヨーモーメント係数CYMの位相角に対する変化を微係数

近似により評価した結果，総じては微係数モデルで蛇行運動周期に対する変化を概ね近似できていることが判

った．また，準定常微係数モデルと非定常微係数モデルを比較すると，βmax =0.48 [deg.]

がより良く近似できていたが，他では両モデルの予測結果はほ

ぼ同等であった．一方で，特に βmax =0.24[deg.]

以降では，Pure yaw 運動条件，およ

び Pure sway 運動条件に対して，微係数法近似により空力評価を行い，

． 

 

 

Fig. 4.25  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on side force coefficient CS in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 

 

 

Table 4.12  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of side force coefficient CS in dynamic meandering 

(ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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Fig. 4.26  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on yaw moment coefficient CYM in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 

 

 

Table 4.13  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of yaw moment coefficient CYM in dynamic meandering 

(ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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Fig. 4.27  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on side force coefficient CS in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.48) 

 

 

Table 4.14  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of side force coefficient CS in dynamic meandering 

(ψmax=2.48, βmax=0.48) 
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Fig. 4.28  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on yaw moment coefficient CYM in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.48) 

 

 

Table 4.15  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of yaw moment coefficient CYM in dynamic meandering 

(ψmax=2.48, βmax=0.48) 
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4.2.2.3b  Pure yaw4.2.2.3b  Pure yaw4.2.2.3b  Pure yaw4.2.2.3b  Pure yaw 運動運動運動運動((((非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動非定常ヨー回転運動))))の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価    

図 4.29 に最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s] Pure yaw 運動時 横力係数 CS の位相

平均変化を微係数近似により評価した結果を示す．この結果を見ると，緑点線の準定常微係数モデル，赤線の

非定常モデルとも，青線の青線の Pure yaw 運動結果の三角関数近似に対し，やや上方にずれている．両微

係数モデルの振幅は三角関数近似と同等レベルと見られるが，位相角は若干ずれがあるように見受けられる． 

表 4.16 に横力係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデルで比較して示す．振幅は

三角関数近似の 0.0043 に対し，準定常微係数モデル 0.0022 と半分程度と小さく予測しているのに対し，非定

常微係数モデルは 0.0033 とやや近く予測できている．位相角は三角関数近似の 35.4°に対し，準定常微係

数モデルでは非定常成分による位相ずれがないため，位相角は 0.0°であり，当然ながら位相角のずれが予測

できていない．一方，非定常微係数モデルでは 48.2°と，非定常モデルの方が近く予測している．定常項は三

角関数近似の 0.0090 に対し，両モデルとも 0.0128 とやや大きい．以上，Pure yaw 運動の横力係数変化に対

して，振幅や位相角は非定常微係数モデルが準定常微係数モデルよりも三角関数近似に近く，概ね予測でき

ているものの，振幅，位相角，定常項の値に若干のずれがある． 

図 4.30 には，最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s] Pure yaw 運動時 ヨーモーメント係数

CYM の位相平均変化を微係数近似により評価した結果を示す．この結果を見ると，青線の Pure yaw 運動結果

の三角関数近似に対し，緑点線の準定常微係数モデルよりも赤線の非定常微係数モデルの方が近く予測でき

ていると見受けられる．但し，両微係数モデルとも，振幅を若干小さく予測しているように見られる．また，いずれ

も，位相角も若干ずれているように見られる． 

表 4.17 にヨーモーメント係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデルで比較して示す． 

振幅は三角関数近似の 0.0036 に対し，準定常微係数モデルが 0.0027，非定常微係数モデルが 0.0030 とい

ずれも振幅を若干小さく予測している．位相角は三角関数近似の-20.0°に対し，準定常微係数モデルでは非

定常成分による位相ずれがないため 0.0°であり，こちらも当然ながら位相角のずれが予測できていない．一方，

非定常微係数モデルが-24.1°であり，非定常微係数モデルの方が三角関数近似に近く予測できている．定常

項は三角関数近似の-0.0025 に対し，両モデルとも-0.0031 と概ね予測できている． 

以上，Pure yaw 運動条件に対しては，微係数近似モデルにより，横力係数 CS，ヨーモーメント係数 CYM の

位相角に対する運動周期での変化を概ね予測できており，非定常微係数モデルもの方がより良く予測できてい

ることが判った．次に，非定常横滑り運動に対する ． 
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Fig. 4.29  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on side force coefficient CS in pure yaw motion (ψmax=2.48) 

 

 

Table 4.16  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of side force coefficient CS in pure yaw motion 

(ψmax=2.48) 
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Fig. 4.30  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on yaw moment coefficient CYM in pure yaw motion (ψmax=2.48) 

 

 

Table 4.17  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of yaw moment coefficient CYM in pure yaw motion 

(ψmax=2.48) 
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4.2.2.3c  Pure4.2.2.3c  Pure4.2.2.3c  Pure4.2.2.3c  Pure    swayswayswaysway 運動運動運動運動((((非定常横滑り運動非定常横滑り運動非定常横滑り運動非定常横滑り運動))))の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価の微係数法近似による空力評価    

図 4.31 に最大横滑り角βmax=0.48 [deg.] Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時 横力係数

CS の位相平均変化を微係数近似により評価した結果を示す．この結果を見ると，緑点線の準定常微係数モデ

ル，赤線の非定常微係数モデルとも，青線の青線の Pure sway 運動結果の三角関数近似の波形に近く，比較

的よく予測できている．  

表 4.18 に，この Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時の横力係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関

数近似と微係数モデルで比較して示す．振幅は三角関数近似の 0.0101 に対し，準定常微係数モデル 0.0094，

非定常微係数モデルは 0.0096 と概ね予測できている．位相角は三角関数近似の-11.3°に対し，準定常微係

数モデルでは非定常成分による位相ずれがないため 0.0°であり，当然ながら位相角のずれが予測できていな

い．一方，非定常微係数モデルでは-11.9°と，良く予測できている．定常項は三角関数近似の 0.0094 に対し，

両モデルとも 0.0128 とやや大きい．以上，Pure sway 運動の横力係数変化に対して，位相角は非定常微係数

モデルが準定常微係数モデルよりも三角関数近似に近く，良く予測できている． 

図 4.32 には，最大横滑り角βmax=0.48 [deg.] Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時 ヨーモ

ーメント係数 CYM の位相平均変化を微係数近似により評価した結果を示す．この結果を見ると，緑点線の準定

常微係数モデルは青線の Pure sway 運動結果の三角関数近似の波形に対し，やや位相がずれている．一方，

赤線の非定常微係数モデルは，上述の横力係数の予測結果と同様に，青線の Pure sway 運動結果の三角関

数近似の波形に近く，よく予測できている．また，  

表 4.19 にヨーモーメント係数変化の振幅，位相角，定数項を三角関数近似と微係数モデルで比較して示す． 

振幅は三角関数近似の 0.0027 に対し，準定常微係数モデルが 0.0024，非定常微係数モデルが 0.0026 とい

ずれも振幅を良く予測できている．位相角は三角関数近似の 22.6°に対し，準定常微係数モデルが 0.0°，非

定常微係数モデルが 23.9°であり，非定常微係数モデルの方が三角関数近似に近く予測できている．定常項

は三角関数近似の-0.0023 に対し，両モデルとも-0.0031 とやや絶対値が大きいが，概ね予測できている．総じ

て，Pure sway 運動のヨーモーメント係数変化に対しても，横力係数変化と同様に，位相角は非定常微係数モ

デルが三角関数近似波形を良く予測できている． 

以上，Pure sway 運動(非定常横滑り運動)時 横力係数 CS 
，
ヨーモーメント係数 CYM の運動周

期での変化は非定常微係数モデルで良く予測できていることが判った．これにより，上述のβmax=0.24 蛇

行運動に対し生じるヨーモーメント係数の微係数モデルによる予測(図 4.26)に誤差が見られたことに対し，Pure 

yaw運動(非定常ヨー回転運動)時，およびPure sway運動(非定常横滑り運動)時のヨーモーメント係数の運動

周期に対する変化は微係数モデルで概ね予測できており，微係数モデルでの線形重ね合わせの基となる運動

の予測誤差には起因していないと考えられる． 

次に，最大横滑り角βmax=0.24 蛇行運動時のヨーモーメント係数に対する微係数モデルの予測誤差

について，定常，非定常の各運動から導出された微係数を比較するとともに，車体表面の圧力分布等を蛇行運

動時と微係数モデルとで比較し，考察してゆく． 
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Fig. 4.31  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on side force coefficient CS in pure sway motion (βmax=0.48) 

 

 

Table 4.18  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of side force coefficient CS in pure sway motion 

(βmax=0.48) 
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Fig. 4.32  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model  

on yaw moment coefficient CYM in pure sway motion (βmax=0.48) 

 

 

Table 4.19  Aerodynamic evaluation result by quasi-steady model and unsteady model on 

amplitude, phase angel and constant term of yaw moment coefficient CYM in pure sway motion 

(βmax=0.48) 
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4.2.2.3d4.2.2.3d4.2.2.3d4.2.2.3d        蛇行運蛇行運蛇行運蛇行運動に対する微係数法評価の予測誤差について動に対する微係数法評価の予測誤差について動に対する微係数法評価の予測誤差について動に対する微係数法評価の予測誤差についての考察の考察の考察の考察    

蛇行運動に対し生じるヨーモーメント係数 CYM の微係数法近似の予測誤差(図 4.26)の要因を考察するため，

まず，ヨーモーメント係数に対する定常，非定常の各運動から導出された微係数を比較してゆく． 

表 4.20 に定常ヨー回転運動，定常横滑り運動，Pure yaw 運動(非定常ヨー回転運動)，および Pure sway

運動(非定常横滑り運動)の数値解析結果から導出したヨーモーメント係数に対する空力微係数を，まとめて示

す．4.2.2.2e で述べたように，各微係数は，基本的にその微係数を掛ける運動パラメータを変化させた解析結

果から導出したものを用いており，表 4.20 では蛇行運動に対する空力係数の近似評価に用いた微係数を緑塗

りして示している．無次元ヨー回転角速度 r’ に対する空力微係数 1′. を見ると，定常ヨー回転運動から導出し

た微係数1′. が-0.355 であるのに対し，Pure yaw 運動から導出した微係数1′. は-0.437 と若干大きいものの，

概ね同等レベルである．無次元横滑り速度 v’ に対する空力微係数 1′/ を見ると，定常ヨー回転運動から導出

した微係数1′/ が-0.564，Pure sway運動から導出した微係数1′/ は-0.600と，こちらも若干大きめながら，概

ね同等である．すなわち，ヨー回転運動，横滑り運動とも，定常と非定常の運動の違いによる定常運動成分の微

係数は概ね同等であり，用いている定常運動成分の微係数には問題はないものと考えられる． 

 

 

Table 4.20  Partial derivatives of yaw moment coefficient CYM  

  
 

 

次に，蛇行運動時のヨーモーメント係数の微係数モデルによる予測の誤差に対を，各運動成分に分解して示

し，各成分の寄与について考察してゆく．図 4.32(a)に，図 4.26 に示した実走行評価で対象とした蛇行条件：最

大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], βmax =0.24[deg.] ヨ

ーモーメント係数 CYM  の位相平均変化の数値解析結果の三角関数近似結果，および準定常微係数モデル

評価結果，非定常微係数モデル評価結果を示す．加えて，図 4.32(b)には本蛇行運動に対するヨーモーメント

係数の非定常微係数モデルの評価結果を各運動成分項および定数項に分解して示す． 

先に 4.2.2.3a で述べた通り，青線の本蛇行運動に対するヨーモーメント係数の三角関数近似結果に対し，緑

点線の準定常微係数モデル，赤線の非定常微係数モデルの位相角に対する変化の振幅が小さく，位相角にも

ずれが見られる．これに対し，図 4.32(b)の蛇行運動に対するヨーモーメント係数の非定常微係数モデルの評価

結果を各運動成分項および定数項に分解した結果を見ると，非定常微係数モデルでは，無次元ヨー回転角速

度 r’  に対するヨーモーメント係数の微係数近似成分1′.!′ ，および無次元横滑り速度v’  に対するヨーモーメ

ント係数の微係数近似成分1′/&′ の運動周期に対する変化が，ほぼ同等の振幅で主要であり，かつ，両者の

振幅は正負逆で互いに打ち消し合う方向である．次に，各運動時間変化成分を見ると，無次元ヨー回転角速度

C YM

C YM,0

Stready
yaw rotation -0.355-0.355-0.355-0.355 -0.004

Stready
side slip -0.564-0.564-0.564-0.564 -0.003-0.003-0.003-0.003

Pure yaw -0.437 -0.896-0.896-0.896-0.896 -0.003

Pure sway -0.600 -1.410-1.410-1.410-1.410 -0.002
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の時間変化成分 !′�  に対するヨーモーメント係数の微係数近似成分1′.�!� ′ ，および無次元横滑り速度の時間変

化成分 &′�  に対するヨーモーメント係数の微係数近似成分1′/�&� ′ の運動周期に対する変化も，ほぼ同等の振

幅で，かつ，両者の振幅は正負逆で互いに打ち消し合う方向であることが判る．本蛇行運動のヨーモーメント係

数の位相角に対する変化の微係数モデルによる予測において，各運動成分の微係数近似結果を線形に重ね

合わせた結果，定常速度成分，速度の時間変化成分(非定常速度変化成分)とも，いずれもヨー回転運動，およ

び横滑り運動の成分が，互いに同等レベルの振幅で打ち消し合うため，図 4.32(a)で見られたように，緑点線，

および赤線の両微係数モデルの予測結果の振幅が小さくなったもの考えられる．この旋回中のヨー回転運動と

定横滑り運動により生じるヨーモーメントが互いに打ち消し合い，重ね合わせのヨーモーメントの絶対値が小さく

なることは，3 章 3.2.1 の定常円旋回運動時に発生する流体力の曳航水槽実験により得られた結果(図 3.11，表

3.5)とも一致している．本蛇行運動条件(最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], βmax 

=0.24[deg.])は，ヨーモーメント係数の微係数モデル予測において，ヨー回転運動成分と横滑り運動成分がちょ

うど打ち消し合う運動状態と考えられる．これに対し，蛇行運動のヨーモーメント係数の位相角に対する変化の

三角関数近似(青線)は振幅が大きいため，この差が微係数モデルでの予測誤差が生じている．次に，本蛇行

運動条件において，蛇行運動時と微係数モデルでの予測誤差が車両のどの部位で生じているか調べるべく，

車体表面の圧力分布を蛇行運動時と微係数モデルとで比較してゆく． 
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(a) Evaluation result by quasi-steady model and unsteady model 

 

    

(b) Breakdown of unsteady model 

 

Fig. 4.32  Aerodynamic evaluation results by quasi-steady model and unsteady model  

on yaw moment coefficient CYM in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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図 4.33(a)に蛇行運動条件：最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], βmax =0.24[deg.]で

の左旋回ピーク位置における車体表面圧力変化分布を示す．なお，この表面圧力変化分布は，直進走行時の

分布からの圧力係数∆Cp の変化を示している．加えて，図 4.33(b)には準定常モデル，すなわち微係数法の重

ね合わせの考え方に基づき，定常ヨー回転，および定常横滑りの車体表面圧力変化分布を重ね合わせた車体

表面圧力分布を示す．図 4.33(c)，4.33(d)には準定常モデルの基データである，定常ヨー回転，および定常横

滑りの車体表面圧力変化分布をそれぞれ示す．なお，これらの分布はいずれも時間間隔 0.1 秒，すなわち位相

角間隔 7.2°の範囲で移動平均処理を行った結果を表示している．また，図 4.26 および図 4.32(a)で示した本

蛇行運動条件での横力係数，ヨーモーメント係数変化の微係数モデル予測において準定常運動成分の影響

が卓越していたため，ここでは準定常モデルの結果のみを示す． 

図 4.33(a)の蛇行運動時の左旋回ピーク位置における車体表面圧力分布と図 4.33(b)の準定常モデルの結

果を比較すると，全体的には圧力分布は概ね一致しているものの，旋回内側および外側のフロントタイヤ後方

のボディ測面や車両後端のトランクデッキ側面で差異が見られる．特に車両後端のトランクデッキ側面で準定常

モデルの表面圧力係数変化∆Cp の絶対値が旋回内側および外側ともやや大きい．図 4.33(c)，4.33(d)の定常

ヨー回転，および定常横滑りの車体表面圧力変化分布を見ると，この車両後端のトランクデッキ側面の絶対値の

大きい∆Cp 分布は図 4.33(c)の定常ヨー回転運動で主要に生じており，これを図 4.33(d)の定常横滑り運動の

結果と線形で重ね合わせた結果生じていることが判る．この重ね合わせの結果の車両後端のトランクデッキ側面

の表面圧力分布が，結果的に蛇行運動時と差異がある．なお，右旋回ピーク位置でも同様の分布を確認したが，

左右が逆であることを除き，ほぼ同様の結果であったため，ここでは割愛する． 

次に，この圧力分布から車両前後方向の横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の分布を導出し，蛇行

結果と微係数モデルの結果を比較してゆく．図 4.34 には，蛇行条件：最大ヨー回転角速度ψmax=2.48[deg./s], 

βmax =0.24[deg.]での左旋回ピーク位置における蛇行運動時および準定常微係数モデルの

横力係数 CS，およびヨーモーメント係数 CYM の x’ 方向分布を示す．これらの分布は図 4.33 と同様に，いずれ

も位相角 7.2°の範囲で移動平均処理を行っている．図 4.34 (a)の横力係数の x’ 方向分布を見ると，青線の

蛇行運動時の結果に対し，赤線の準定常微係数モデルは，車両の前側は概ね予測できているものの，車両の

後方領域で差異が見られる．この車両後方での差異は，図 4.33(a)，(b)の表面圧力係数変化の分布の比較で

見られたトランクデッキ側面での準定常モデルの∆Cp の絶対値がやや大きい結果が表れたものと考えられる．

4.34 (b)にはヨーモーメント係数の x’ 方向分布を示す．ヨーモーメント係数は，横力係数に対し x/L=0.46 あたり

の車両重心位置からの距離を掛けた結果として，車両後方の領域で絶対値が大きく，この領域が主要は発生領

域となっている．このヨーモーメントの主要な発生領域において，青線の蛇行運動時の結果に対し，赤線の準定

常微係数モデルの予測結果に差異が見られる．このヨーモーメント係数の x’ 方向分布を積分した結果が，図

4.26 および図 4.32(a)に示した本蛇行運動時のヨーモーメント係数の変化における微係数モデルの予測誤差

が生じたものと考えられる．すなわち，本蛇行条件でのヨーモーメント係数に対する微係数近似モデルの予測誤

差は，図 4.33(a)，(b)の表面圧力係数変化の分布の比較で見られた車両後方のトランクデッキ側面での表面圧

力の微係数モデルの予測誤差に起因していることが判った． 

最後に，この車両後方での予測誤差の要因を考察する．図 4.35 には，空気抵抗に寄与する車両周りの流れ

構造の研究
(33)

で示された，車両周りの主要な渦構造の概念図を示す．なお，この図は車両周りの主要な渦構

造を車両左側のみ示したものであり，右側にも時間平均場としては対称な渦構造が存在している．車両後方に

は，図 4.35 中にⅠに示す左右 1 対の後曳き渦が存在し，これが空気抵抗などの車両の空力特性に大きく影響
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することが知られている．この後曳き渦にはⅡの車両上面からの渦，Ⅲの車両側面からの渦，Ⅳの床下からの渦

が干渉し，これらが相互作用を持ち互いに強め合っていると考えられることが示されている
(33)

．本研究で対象と

した蛇行運動時には，車両後方ではこれらの複数の主要な渦構造に加え，更には図 4.19 の車両周り総圧の等

値面分布で見られたより細かな渦構造が干渉し合って複雑に変化しているものと考えられる．この車両後方流

れの複雑な変化により生じる空気力変化は，ヨー回転運動，および横滑り運動に対する空力特性の線形で重ね

合わせでは完全には表現できないものと推察され，その結果，図 4.33(a)，(b)の表面圧力係数変化の分布の比

較で見られた車両後方のトランクデッキ側面での表面圧力の微係数モデルの予測誤差が生じ，図 4.26 および

図 4.32(a)のヨーモーメント係数の変化における微係数モデルの予測誤差が生じたものと考えられる．この点を

改善するには，今後，ヨー回転運動と横滑り運動が複合した旋回運動時の車両後方の流れ場特性を調査し，そ

の結果から，微係数モデルにヨー回転運動，および横滑り運動に対する空力特性の相関項を導入するなどの

検討が必要と考えられる．これについては，今後の研究で取り組むこととする． 
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(a) Dynamic Meandering (b)  Quasi-steady model 

    

                

(c) Steady yaw rotation (d)  Steady side slip 

    

Fig. 4.33  Distribution of pressure coefficient change ∆Cp on the vehicle body 

at the peak of left turn in dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 
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(a) Side force coefficient change (b)  Yaw moment coefficient change 

 

Fig. 4.34  Distribution of side force coefficient change ∆CS and yaw moment coefficient change  

∆CYM depending on x-direction position on the vehicle body at the peak of left turn in 

dynamic meandering (ψmax=2.48, βmax=0.24) 

 

 

Fig. 4.35  Schematic flow images around a vehicle body(33) 
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4.34.34.34.3        結言結言結言結言    

LES を用いた数値解析により，蛇行運動時の空力解析結果と，横滑り運動，ヨー回転運動，およびこれらの

非定常変化により生じる流体力を線形で重ね合わせる微係数法を用いた評価結果とを比較し，非定常運動成

分に対する空力特性まで考慮した微係数法評価の妥当性と限界について検討した．その結果，以下の結言を

得た． 

 

※ 本論文の Sin 波状蛇行運動の範囲内では，横滑り運動，ヨー回転運動の非定常成分の空力特性まで考慮

した微係数法により，蛇行走行時の蛇行周期に対する空力特性が概ね評価可能である．これにより，高速

操舵走行する自動車の非定常な旋回運動に対する空力特性の評価手法として，微係数法を用いた線形流

体力モデルによる評価手法が適用可能と考えられる． 

※ 本論文で対象とした蛇行運動の範囲内では，微係数法を用いた線形流体力モデルによる評価において，

準定常運動成分に対し，非定常成分の寄与は小さい．同等の運動の範囲内の非定常な旋回運動に対する

空力特性の評価手法としては，準定常運動成分に対する微係数までを用いた線形流体力モデルによる評

価手法が適用可能と考えられる． 

※ 蛇行運動時と微係数法を用いた線形流体力モデルでは，旋回ピーク位置において，車両後方トランクデッ

キ側面の圧力分布に差異があり，これが特にヨーモーメント係数の蛇行運動に対する変化の微係数モデル

予測に誤差を生じさせる要因となっているものと考えられる．この点を改善するには，ヨー回転運動と横滑り

運動が複合した旋回運動時の車両後方の流れ場特性を考慮し，線形流体力モデルにヨー回転運動，およ

び横滑り運動に対する空力特性の相関項を導入するなどの検討が必要と考えられる．  
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第第第第 5555 章章章章        結論結論結論結論    

 

本論文では，高速操舵走行する自動車の空力特性評価を対象とし，高速操舵走行する自動車の旋回運動，

すなわち前進，横滑りとヨー回転の複合運動により生じる横方向の空気力の発生メカニズムを調査し，その空気

力の評価手法を提案することを目的とし，研究を実施した．本論文を通じて得られた結論を以下にまとめる． 

第 1 章では，本論文に関わる背景と関連する先行研究，そこから抽出した課題，本論文の目的，本論文の構

成について述べた． 

第 2 章では高速操舵走行として，Sin 波状の操舵を入力した蛇行走行の実走行試験を行い，前進運動，横

滑り運動，ヨー回転運動が複合した運動時の空力特性を評価した．結果，旋回時に，横力は車両を旋回内側に

押す方向に作用し，ヨーモーメントは旋回時のヨー回転運動を強める方向に作用することが得られた．更に，蛇

行運動時の空力評価結果と風洞での定常横滑り角変化に対する空力特性からの近似評価結果とを比較した結

果，風洞試験での定常ヨー角変化に対する空力特性からの近似結果は実走測定結果より変動幅が小さく，これ

により，操舵走行時の空力特性は，風洞試験での定常横滑り角変化に対する空力特性評価のみでは再現でき

ない空力特性であることを示した．  

第 3 章では，蛇行運動を単純化した定常円旋回運動を対象とし，曳航水槽試験により流体力を評価し，その

結果から，横滑り運動，ヨー回転運動の複合運動に対する空力特性を，それぞれの運動に対する空力特性の

重ね合わせでシンプルに示す微係数法を用いた評価手法を検討した．曳航水槽試験により得られた結果に対

して，発生流体力がヨー回転角速度と横滑り速度との線形和で表現できるものと仮定し，その線形係数である微

係数を重回帰分析により求めた．その結果，本水槽実験の測定範囲内では，発生流体力に対する車体の横滑

り運動，ヨー回転運動の影響が，両者の線形の重ね合わせで説明できることが明らかになった．加えて，その評

価結果から，車両運動に対する流体力の発生メカニズムを考察した．その結果，旋回運動時のヨー回転運動に

対し発生する空力横力，およびヨーモーメントの作用方向は，横力はヨー回転運動による旋回に対する向心力

方向，ヨーモーメントはヨー回転運動に伴う自転運動を抑制する向きであることが得られた．更に，2 章に示した

セダン型乗用車による蛇行運動試験で観測された車両のヨー回転角速度と横滑り速度から，準定常的な空気

力を予測評価したところ，横変位が最大となる場所での空気力は，横力，ヨーモーメント共にヨー回転運動の影

響と横滑り運動の影響は同オーダーであることが得られた．そして，横力については，ヨー回転運動の影響が横

滑り運動の影響の 3 割程度の大きさを示し，両者の横力は同符号となって，両者は同じ向きに作用することが得

られた．ヨーモーメントについては，ヨー回転運動の影響が横滑り運動の影響の 1 倍程度の大きさを示し，両者

は異符号となって，互いに打ち消しあう方向へと作用することが得られた．以上の結果から，定常円旋回時の自

動車に作用する空気力を考えるときには，風洞実験で一般に検討されている車体の横滑り運動により生じる流

体力のみならず，車体のヨー回転運動によって生じる流体力を考慮することが重要であることが示された 

第 4 章では，数値シミュレーションを用い，蛇行運動時の空力解析結果と，横滑り運動，ヨー回転運動，およ

びこれらの非定常変化により生じる流体力を線形で重ね合わせる微係数法を用いた評価結果とを比較し，非定

常運動成分に対する空力特性まで考慮した微係数法評価の妥当性と限界について検討した．その結果，本論

文の Sin 波状蛇行運動の範囲内では，横滑り運動，ヨー回転運動の準定常成分の空力特性まで考慮した微係

数法により，蛇行走行時の蛇行周期に対する空力特性が概ね評価可能であることを示した． 蛇行運動

時と微係数法を用いた線形流体力モデルでは，旋回ピーク位置において，車両後方トランクデッキ側面の圧力
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分布に差異があり，これが特にヨーモーメント係数の蛇行運動に対する変化の微係数モデル予測に誤差を生じ

させる要因となっていると考えられることが得られた．この点を改善するには，ヨー回転運動と横滑り運動が複合

した旋回運動時の車両後方の流れ場特性を考慮し，線形流体力モデルにヨー回転運動，および横滑り運動に

対する空力特性の相関項を導入するなどの検討が必要と考えられる

 

高速操舵走行する自動車の旋回運動，すなわち前進，横滑りとヨー回転の複合運

動により生じる横方向の空気力の発生メカニズムを明らかにした．併せて，高速操舵走行時の非定常な旋回運

動に対する空力特性の評価手法として，微係数法を用いた線形流体力モデルによる評価手法を提案すること

ができた． 

 

最後に，本論文で提案した，高速操舵走行する自動車の空力特性の微係数法を用いた線形流体力モデル

による評価に関する展望について述べる． 

本論文で提案した，空力微係数を用いた線形流体力モデルによる空力評価手法により，様々な高速操舵走

行する自動車の空力特性の評価に際し，その様々な操舵走行運動を全てシミュレーションしなくても，その運動

の基となる車両運動，すなわち定常および非定常のヨー回転運動，横滑り運動に対する空力特性で表現するこ

とが可能となると考えられる．この実現に際し，本論文の実走行蛇行試験の範囲内の運動では影響は微小と考

えられ割愛した車両のロール運動に対しても，特により大きな操舵入力を与えた際には，影響を考慮してゆく必

要がある．具体的には，線形流体力モデルの運動成分に，ヨー回転運動，横滑り運動に加え，ロール運動を追

加し，本論文と同様に，線形重ね合わせによる近似が可能か，検討が必要であると考えられる． 

また，本論文で蛇行走行に対する空力特性の近似表現に用いた空力微係数は，この微係数自体が，定常お

よび非定常のヨー回転運動，横滑り運動それぞれに対する，車両仕様の空力的な特性を表わしている．よって，

操舵走行時の運動に寄与する空力微係数特性を見出すことができれば，これらの空力微係数自体により，車両

仕様毎の空力特性評価も可能となると考えられる．一方で，その実現に際し，特に車両後方の流れ場に寄与す

る特性に対しては，ヨー回転運動，および横滑り運動に対する空力特性の相関項を導入するなどの検討が必要

であると考えられる． 
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付録付録付録付録    1111        旋回運動時の横力係数，およびヨーモーメント係数の旋回運動時の横力係数，およびヨーモーメント係数の旋回運動時の横力係数，およびヨーモーメント係数の旋回運動時の横力係数，およびヨーモーメント係数の    
微係数微係数微係数微係数近似式近似式近似式近似式のののの導出導出導出導出    

 

 

本論文中で述べた通り，旋回運動は前進運動を主として，これにヨー回転運動と横滑り運動が複合した運動

である．本論文では，旋回運動をヨー回転運動成分と横滑り運動成分に分離して考え，旋回運動時に車両に掛

かる空気力がヨー回転運動に対し生じる空気力と横滑り運動に対し生じる空気力の重ね合わせで表せるものと

仮定する．更に，各運動に対し生じる空気力がその運動パラメータの関数で表わせるものと仮定する．以下，こ

れらの仮定に基づき，旋回運動時の横力係数，およびヨーモーメント係数の微係数近似式を導出する． 

まず，旋回運動時に車両に掛かる空力的な横力 SF，およびヨーモーメント YM が横滑り運動とヨー回転運

動依存性を表現するため，ヨー回転角速度 r，横滑り速度 v，およびそれらの時間変化成分 !�，&�で表わせると

する． 

 横力： ;' = ;'�!, &, !� , &� �   

  -I = -I�!, &, !� , &� �   

 

ここで，横力 SF，およびヨーモーメント YM は以下の通り，各運動成分のテイラー級数展開による重回帰分析で

表わせると仮定する．なおここで，各運動の相互作用については無視する． 

 

 横力：  

   ;'�!, &, !� , &� � = Q.�!0� + Q.� �!0��! − !0� + r�� �.��
6! �! − !0�6 +⋯    

  +Q/�&0� + Q/� �&0��& − &0� + r�� �/��
6! �& − &0�6 +⋯  

  +Q.��!�0� + Q.�� �!�0��!� − !�0� + r��� �.���
6! �!� − !�0�6 +⋯ 

  +Q/� �&�0� + Q/�� �&�0��&� − &�0� + r��� �/���
6! �&� − &�0�6 +⋯ 

   
 ヨーモーメント：  

   -I�!, &, !� , &� � = >.�!0� + >.� �!0��! − !0� + q�� �.��
6! �! − !0�6 +⋯  

  +>/�&0� + >/� �&0��& − &0� + q� �/��
6! �& − &0�6 +⋯ 

  +>.��!�0� + >.�� �!�0��!� − !�0� + q��� �.���
6! �!� − !�0�6 +⋯   

  +>/� �&�0� + >/�� �&�0��&� − &�0� + q��� �/���
6! �&� − &�0�6 +⋯ 
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ここで，各運動成分の 2 次以上の高次項の影響は微小であると仮定すると，横力 SF，およびヨーモーメント YM

は以下の通り，各運動の線形成分の重ね合わせ以下の通り表現できる． 

 

 横力： ;'�!, &, !� , &� � = -.! + -/& + -.�!� + -/�&� + -0   

  -I�!, &, !� , &� � = 1.! + 1/&+1.�!� + 1/�&� + 10   

ここで 

 -. : ! SF 1    

 -/ : & SF 1    

 -.�  : !� SF 1    

 -/�  : &�  SF 1    

 -0 : SF     

 1. : ! YM 1     

 1/ : & YM 1    

 1.�  : !� YM 1     

 1/�  : &�  YM 1     

 10 : YM       

 

SF YM 7 X 8 $
��a!′, &′, !� ′, &′� m

���a!′, &′, !′� , &′� m  

 

 横力係数：  

 ��a!′, &′, !′� , &′� m = -".!" + -′/&"+-".�!"� + -"
/�&"� + ��,0  (4.32) 

 ：  

 ���a!′, &′, !′� , &′� m = 1′.!" +1′/&′+1′.�!′� + 1′/�&′� + ���,0  (4.33) 

ここで 

 &" = & #9  , &� " = &� �#6 $⁄ �9        

 -′. = -. 1 2⁄ 7#8$9  , -′/ = -/ 1 2⁄ 7#89  ,  

-′.� = -.� 1 2⁄ 7#8$69  , -′/� = -/� 1 2⁄ 7#8$9 	 

!" = ! �# $�⁄9  ,  !� " = !�
�# $�⁄ 6�        
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 1′. = 1. 1 2⁄ 7#8$69  ,	1′/ = 1/ 1 2⁄ 7#8$9    

1′.� = 1.� 1 2⁄ 7#8$�9 , 1′/� = 1/� 1 2⁄ 7#8$69    

 

なお，3 章で対象とした !′, &′  

!� ′ ,&� ′ 0 �� ���  

 

 横力係数：  

 ���!′, &′� = -".!" + -′/&" + ��,0 (3.2) 

 

 ：  

 ����!′, &′� = 1′.!′ + 1′/&′ + ���,0  (3.3) 

 


