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1.はじめに

は表面に通じているので､風を送った時に側面のそれらの穴

中日本自動車短期大学のモーターエンジニアリング学科

にユニバーサル･マノメータのビニール間をあてがって圧力

(以下､ MSE学科と略+)では鈴鹿サーキットをはじめ各地

測定を行った｡また､流速の測定にはピトー管を用いた｡な

のサーキットでのレース参戦に向けての活動が､フォーミュ

お､同園には圧力の解析に用いたジュコフスキーの写像を用

ラ‑カー演習の時間に行われている｡こうしたレース参戦は

いて描いた翼の断面形状が合わせて示してあるが､詳細につ

年間計画に基づき実施されているが､レース参戦の合間の時

いては後で述べる｡

期には､基礎的な工学の知識を深めるために､フォーミュラ
‑カー演習の時間にMSE学科の教員で適当な教材を用いた

ォースの測定試験､および翼の表面での圧力測定試験の結果

演習や実験等を行っている.今回報告する内容はこうした

について示す｡なお､本文中に示すこの翼の模型を用いた実

基礎工学として行っている風洞実験に関するもので翼の模

験の流速は､ピトー管による計測で16m/Sであった｡

以下､図1の翼の模型を上下逆さまにして行ったダウンフ

型を用いた揚力や翼の表面での圧力測定の結果である｡

また､レース走行時にウイングに生じていると考えられる

3.実験結果および考察

ダウンフォースの発生原理は､翼に生ずる揚力と関連づけら

3.1ダウンフォースの測定結果

れるので､実車を用いたダウンフォースのデータ取得も試み

図2は.図1に示した翼の模型を上下逆さまにデジタル表

た｡特に､レース走行時ではコーナリングの際に､ダウンフ

示式の荷重計に乗せ､風を送って荷重計でダウンフォースを湘

ォースは遠心力によるスリップ防止のために効果的であるの
で､ダウンフォースに関わる詳細なデータが得られればレー

ス参戦結果の向上につながることが期待されるといえる｡以

二軍
等華こ幸三‑二一一

下､これらの結果について報告する｡
2.風洞試験に用いた翼模型および実験装置
図1は実験に用いた翼の模型である｡圧力測定はユニバー

サル･マノメータを用いて行った｡翼の側面に数箇所ある穴

篭

*2013年8月6日受理.

*2013年8月6日日本自動車短期大学学術請演会において発表.

ジュコフスキーの写像に基づく
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巽の断面形状

図1実験に用いた翼の模型
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軸は図中に示すように水平方向を基準とした翼の傾斜角度

0である｡図に示される結果より､今回使用した翼の模型
による実験においても､有意な値としてダウンフォースが
認められ､ 0の値を大きくしていけば､それに伴いLの値
も増加するが､ 0が3げ

でLはほぼ最大値となる｡

次に､揚力係数αを次式に基づき求めた結果について示

i吐出口r̲̲

す｡図3中に合わせて示した黒丸印は､ 0とαの関係であ
る｡

〜 ｣4

苛重軋
白 ﾂ ﾓｶ
饕

̀ニ{着∴ 唳E

◆〝.

図2
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ダウンフォースの測定装置

(1'

ここで､ pは空気の密度で1.204kgmsとした｡また､ 〟

は流速で測定値16mlsを代入した｡またSは翼の断面の
J00H.̲OtxhTKIk卜ヽ43

200 150 30 0

剴ｦ

投影面積である｡ Lとαを同一の図に示しているので縦軸

OL ●CL

の目盛りは両者で異なるが､ 0がほぼ30で最大値を取る

傾向は､揚力係数αもダウンフォースLの場合とほぼ同
様であるといえる｡

しかしながら､文献1)秒等で記されている揚力係数a
L=C♀U'S
̀2

● 儷 O● ● 凵

○●

C

●

の実験結果は､翼の傾斜角度が約15'で最大値約1.6であ

刪黷ﾂ0

+

り､図中に示す結果と比べると数値的には明確な差異が認

劔‑‑J

められる｡以上より､図3に示した結果は､他で示された
L

0
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結果と比較すると定量的には有意な差異が認められるが､

30

40

ダウンフォースや揚力係数が翼の傾斜角度の変化に影響を

50

0 ,degr∞

図3

受ける定性的な傾向は､他で示されている結果と同様とみ

ダウンフォースの測定結果と揚力係数

なすことができる｡そこで､次節ではダウンフォースの原

32

翼表面の圧力分布

(I)圧力分布の測定結果

0

0畠uu.卓出

因と考えられる巽の表面での圧力測定結果について示す｡

● 剪 ﾆ
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飛

図4に示す白丸と黒丸は､図1に示した巽の模型を用い

"

て行った表面での圧力測定結果である｡ここでは先のダウ

ンフォースを測定した時のように翼の模型を逆さまにして
いないので､上面の圧力の方が下面よりも低いのは揚力が

〇m‑Jl' 凵R′̲

‑,I,嚢蕎

.ふi':‑...iq
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劍

b

亦
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発生していることを意味しているといえる｡なお､ここで

ﾒｵ

は図3の図中に示したように傾斜角度を1げ
○上面圧力データ●下面圧力データi劔

としている｡

また､図中に実線で示す解析結果は､ジュコフスキーの写

I
像による翼に複素ポテンシャルを用いて導いた圧力分布で

あり､以下その解析の手法について概略を示す.

(2)ジュコフスキーの写像による巽断面形状

まず､巽の断面形状を描くために､ここでは次式に示す

図4

翼の表面での圧力分布

ジュコフスキーの写像2)を用いることにした｡

02

{=2:+‑

圏

之

定している様子である｡翼の模型を傾けながら計測して得られ

たダウンフォースの結果を図3中に白丸印で示す｡同園の横

この関数を用いて翼の断面形状を措くには､図5に示すよう
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に示した､ a nt nの値を変えることによって翼の断面形状を

変化させることができる｡図1には実験で用いた巽に合わせ
た形状が示してあるが､ここでのa nIIはそれぞれ､0.04m､
0.00275m､ 0.00275mである｡

(3)複素ポテンシャルを用いた圧力分布の解析

以上のようにして得られたジュコフスキーの写像による巽
の断面形状を用いて､巽の表面での圧力分布を解析した｡解

析の手法として有限要素法解析がよく用いられるが､現在使
用している流体解析用の有限要素法解析のソフトは､非圧縮

性流体を対象としており､また圧力が負圧になる解析を扱う
ことができない｡しかしながら､試しにジュコフスキーの写

像による巽のまわりの空気の流れ解析を行ってみたが､要素

図5

ジュコフスキーの写像による

翼断面の形状

分割の手法や流速や圧力の境界条件を少し変えることが､流
速の数値解析結果や収束性の変化に著しく反映する結果とな

ったので､このソフトを用いた有限要素法解析は困難と判断
した｡

に複素平面2:三嶋+iy上で､中心Cの座標が原点から外れた

そこで今回は複素ポテンシャルによる解析2)･3)を行った｡

(m,n)の円の周上を1周するように之の値を変化させる｡図
に記すように､この円が実軸と交わるところの値をaとおく｡

解析に用いた計算式の導出については､文献等2)心に詳細が

ただし､ aは正の値である｡また､この円の半径a.はaと中

まず､複素ポテンシャルは､二次元解析の場合下記のように

心Cの座標を用いて図中に示すように表わされる｡

記される｡

記されているので､ここでは概略を記すに留めることにする｡

また､之をこの円周上を1周するように変化させた場合､
輿(2)の右辺第二項aT/2も円となり､同じ図5中に示すよう

(3)

F(之) ≡ 〟(2:) + i v(2:)

に実軸の値がaのところで接する｡また､この円の中心C̀の
座標と半径￠'はそれぞれ図中に記している｡

さて､右辺第二項は変数之が分母にあるので､図5に示し

ここで. alは稜素数(at=築+iy)であり､ 2:平面上の￡方向

のおよびy方向の速度u,Vは

た2つの円で之を周上でl周するように之の値を変化させる
場合に回転の向きが反対になる｡このことを示すために､単

些@=u̲iv

純な例として複素平面状で原点を中心とした半径1の円の場

(4)

虎

合について示す｡すなはら､

によって求めることができる｡複素ポテンシャルを用いた一
2: ≡ COSe+isine

とおくと
1

般的な解析の手法は､平行流や噴出し流れなどの基本的な流
れの対して導かれた結果に対して､適当な換作によって修正

1

を加え､問題の状況に適する新たな複素ポテンシャルを導き､

cose +isine
cose ‑isine

(cose + i sineXcose ‑ i sine)
cos0 ‑‡sinO
cos2 0 ‑L 1)sin°
= cosO ‑〜sinO

方での流速 嵐 鈴(ﾈ,ﾈ ﾈ. ﾉzﾈ.｢ e 辻ﾕT"ｹh ｢

頡ｨ耳訷 "

U

一一一一→

であるので､ 0を0から2nまで変化させる場合､之と1/之は

一一一一三>

‑‑

佗ﾂ跏r

虚数部の符号が変わるので､回転の向きが反対であることが
わかる｡したがって､式(2)で右辺第‑項と第二項を加算す

るにあたり､英和は足し算で虚軸は引き算となり同園中に示
すような巽の断面形状を措くことができる｡
さて､式(2)に示したジュコフスキーの写像では､図5中

図6
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解析に用いた複素ポテンシャル

流速や圧力の解析に用いることである｡ここでは､基本的な

徴分を求めた｡

流れの複素ポテンシャルとして､図6中に示すような円柱の

まわりを水平方向に流れる場合と､円柱の周りを循環する流

(8)

善G({) ‑ :F(2)i

れの両者に着目し､これらをR,(2:)およびF2(2)と記せば

なお､ジュコフスキーの写像式(2)を微分するにあたり､導

碓)‑班+哩
2:

閑教の変数が之になるように､逆関数として扱っている｡そ
して､中心が(m,n)半径が半径a.の円の周を1周するように

F2(2)‑芸･n之

之を変化させたときの実数部と虚数部がそれぞれ翼表面の接

線方向および法泉方向の流速であり､これらの絶対値

府として流速を求めた｡

で与えられる2) ｡ここでUは円柱から十分勝れた遠方での

(㊤巽表面の圧力分布に関する考察

流速であり､ aoは円柱の半径である｡また､ nま､循醇流の

大きさを意味しており､本来の定義では円柱表面の接線方向

さて､図4に示した実線は､上述のように複素ポテンシャ

の流れを円柱の表面に沿って一周積分した値であるが､ここ

ルを用いて得られた流速に､ 〜/レヌーイの定理を適用して得

られた翼の表面での圧力分布である｡ベルヌーイの定理では､

ではジュコフスキーの仮説2)に基づいて算出した｡

そして､円柱のまわりの流れを表す複素ポテンシャル

大気圧を基準として､空気の流れによる位置エネルギーの変

F.伝)に､ジュコフスキーの写像を適用して翼の周りの流れ

化はないものとし､次式を用いて翼の表面で流速が変化する

を表す複素ポテンシャルに変換することができるが､その前

ことによる圧力pを算出した｡

に下記の1)から3)に記す操作が必要である｡
操作内容

操作1) 巴窿#｢

把"

｢

p‑2(92

ﾞﾉmｩ4

H,ｸﾘr

‑(uZ

+V2))

@)

翼の表面では上

図4に示した翼の表面での圧力分布について実験データと

わせてF￠)とする 冤ｨ,h岔lｨ,Yzﾉ ﾈ*｢ 腰, ﾈ,X ｨｬ)zﾂ / 竧. ﾈ.ｨ.儺ｹwb *ｨ* .薬

解析結果を比較すると､上面での圧力が下面より低く揚力の
発生していることが認められるが､実験データに比べ､解析
操作2) 僞h,乏ﾖ /

h+

空気の流れに対 する翼の角度α をパラメーターに 取り入れる.

結果の方が上面と下面での圧力差が顕著であるといえる｡

また､ダウンフォースLは､複素ポテンシャルの式(7)慕
よび､ジュコフスキーの写像の式(2)に基づけば､下記のよ
操作3)

/

える

"ﾖﾒﾖ冶,i'X*ｸｫr

ﾈ ｩ ﾈ, h, ,H冷 ,ﾈﾆ

ジユコフスキー

うな式で算出することができる｡ 2)

8/ x8,兔 ｫr +x. ﾘ‑
I =4確り2a｡ sin(a+ 〟)

I.'tmB‑

n

( 10)

a一m

以上の操作によって､ジュコフスキーの写像による変換前

の複素ポテンシャルは､下記のように導くことができる｡
式中の0.,a,LZlt高ま図6に記した通りである｡式(10)を

F￠)≡ U

用いて計算したダウンフォースは､図3に示したダウンフォ
ースの実験データの約4倍の値となり､こうした解析結果と

ao2ela
(2:一m‑inと ta +

2‑m一m

〉 (7,

･芸In(2‑m‑in)

実験データの有意な差異は､図4に示した圧力の場合の実験

データと解析結果の差異に対応しているといえる｡しかしな
がら､このような実験データと解析結果の間にみられる数値
的な差異が生ずる原因は明らかではない｡

この複素ポテンシャルを式(2)のジュコフスキーの写像に

冒頭で述べたように.ダウンフォースの効果は､レース走

よって之平面から〔平面に写像することができ､合成関数の

行時でのコーナーリングの際の遠心力によるスリップ防止の

微分を行う手法により〔平面上で翼表面の接線方向および法

ためである｡しかし､これまでに示した翼の模型を用いた風

線方向の流速をそれぞれ求めることができる｡すなわち､次

洞実験の結果からは､実車の走行時にダウンフォースの発生

式によって〔平面上での複素ポテンシャルG([力)〔による

することは十分に予測できるが､実際にどの程度の大きさの
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ダウンフォースが発生しているかといった定量的な予測は､

風機として､シヤシダイナモのラジェ一夕冷却用送鵬を用

翼の模型を用いた実験からは困難であるといえる.そこで､

いた｡この送風機の仕様では､最大で100h/hの速度での走

次章では実車を用いた風洞試験結果について示すことにする｡

行状態を想定されているが､送風機から最大風速を送り出し
た場合にピトー管で測定した流速は11m/Sであった｡

4.実車を用いたダウンフォースの測定

図8､図9は､それぞれフォーミュラ‑カーのフロント･ウ

図7は実車を用いた風洞実験を行っている様子である｡送
◆､1̲ ̀‑∴iJ言,〟 でヽ (､

イングとリア･ウイングである｡両者とも2枚のウイングで

構成されており､2枚の内の片方は角度を変えることができる｡

爾

実験を行うにあたり､今回はウイングの角度を数値で表記し
ていないが､それぞれのウイングを倒した状態と最大に立て
､à ･&,,jT‑誌旭i ▼r j享.ii.

I.i 1 I,..‑I

た状態で送風機から最大流速を送り出し､各タイヤの下のコ
ーナー･ウェイト･ゲージで車両重量を測定した｡衷1は実

験で得られた結果である｡フロントとリアのウイングで角度
書.〟 >'+.

を変えられる方を､どちらも最大に立てた場合のダウンフォ
ースが最大で､車両全体で8聯となる結果が得られた｡先に

､置き

γ
ヽ ■●

述べたように､ここで用いた送風機による最大の流速は11m/S

であるので､ hhに換算すれば約40h仙となる｡サーキット
での走行時ではコーナーリングでも200h/h程の走行を仮定

図7

実車を用いた風洞実験の様子

すれば､実験時の5倍の速度であるので式(1)のように､ダ
ウンフォースが速度の2乗に比例すると仮定すれば､ここで
の実験時の25倍のダウンフォースが発生すると予測できる｡

一一一一 ●●),◆ 剪q∴.'拙

｢ ､ 劔致ﾂ

また｡図7をみてもわかるように､ここで用いた送風機によ
る流速は､フロント･ウイングでは全体の約1/3程度の幅に
しか流れていないと思われる｡こうしたことから､サーキッ
トでの走行時では200kgf程度､あるいはそれ以上のダウンフ
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ォースが発生していると予測できる｡

なお､本文のタイトルとしているスーパーFJについても同
様の風洞実験を行ってみたが､フォーミュラ‑カーのように

一.l′̀

.､ヽ′

勍､一一裏書.̲‑‑.､.､

ダウンフォースのデータを得ることはできなかった｡ここで
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図8

用いたコーナー･ウェイト･ゲージはlkgf未満の荷重検出は

フロント･ウイング

不可能であるが､サーキットでの走行時に有意な値としてダ
ウンフォースが発生しているとは考え難い｡
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翼の模型を用いた風洞実験結果のダウンフォースや表面の
圧力分布は､定性的には解析結果をよく反映しているといえる
が､定量的には解析結果と有意な差異が認められた｡
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しかし､そのような結果が得られた理由が明らかではないの
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で､実車を用いた風洞実検も行った｡その結果､フォーミュラ
‑カーのダウンフォースは､レース走行時には効果的な値とし
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て発生することが期待できる結果となった｡
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