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要　　　旨

近年の各種のOA機器は筐体内の熱やオゾンを排気する流れの制御が重要視されているが，こ

のような複雑な流れは数値計算や一般の計測では把握が難しい．実験による流れの可視化によっ

て得られた画像から，定量的情報を得る手法を開発し，特に従来適用が困難だった筐体内のユ

ニット周囲流れに適用すべく，可視化手法や解析手法について改良を行った．

ABSTRACT

Visualization and image processing technique for PIV(particle image velocimetry) are developed to

apply the flow problems in the console. Recently, cooling problems caused engineers great efforts to

solve for various electronic equipment, especially for OA equipment including the fixing part with

high temperature, such as copying machine and printer. The airflow inside the console is difficult to

know by a numerical simulation and a common measurement for its complicate geometry, though

analyzing the precise characteristics of the flow is important. PIV is a suitable flow measurement

system for such flow problems.
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 1．背景と目的

近年，各種OA機器は小型化・高機能化・省エネ化の市場

要請を受け，特に筐体内から熱やオゾンを排気する適切な流

れを制御する設計技術が重要となっている．しかしこのよう

な流れは複雑で，実際に設計者が意図する流れが実現されて

いるかどうかを把握することは，厳密な境界条件設定を必要

とする数値計算手法や一般の計測では把握が困難であった．

PIV法(Particle Imaging Velocimetry)は流れをトレーサー粒

子等で可視化した画像から画像処理によって定量的情報を獲

得する計測手法で，近年学会であびている1)．この手法を

OA機器筐体内の流れ現象について適用すれば，流れの速度

や方向，渦の発生個所等，定量的に流れを計測することがで

きる．

ただし，従来の手法では機器筐体内の流れ現象にPIV法を

適用するのは，ノイズ混入・実験のしにくさもあり，困難で

あった．そこで，機器筐体内流れ現象に特化した可視化実験

手法・解析システムを開発した．また，計測システムの概要

と，実際の問題の解析に適用した結果について報告する．

 2．技術

2-1 基本原理と特徴

PIV法は流れの計測手法の一つであるが，従来の流速計測

手法である熱線流速計やレーザードップラー法等の点計測手

法と異なり，「可視化」された流れ場の画像情報から流れの

速度や方向等の諸量を抽出する手法である．可視化とは，一

般に目に見えない流れを「見える」ようにする手段であり，

トレーサーと呼ばれる多数の微小な粒子や煙状物質を，対象

とする流れの中に懸濁・浮遊させ，その挙動から流れの特徴

を把握する．

PIV法ではこの可視化された流れの画像を動画像として撮

影する．次に十分短い時間間隔dtで連続する2フレームにお

いて，画像中のトレーサーに着目する．ここで，トレーサー

の「対応付け処理」を行う必要があるが，おおまかに分類し

て，粒子状トレーサによる1対1対応付法と煙状トレーサ用

のパターンマッチングによる2種類の方法がある2)．ここで

は後者の煙状トレーサー用の手法であるパターンマッチング
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法の基本概念を説明する(Fig.1)．
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Fig.1 Pattern matching algorism.

前フレーム中に適当な大きさの領域(Local Area)Pを設定

し，最も対応度の大きい領域P’を後フレームより抽出する．

後フレームより候補領域Qを選択すると，対応度ER PQは下

記の式で評価される．

ここでn,mは領域の縦横画素数，Pij，Qijは座標ijにおける

領域P，領域Qの画素濃度である．最も小さいERをもつQを

もって，Pに対応する領域P’とする．これらの領域の重心

PgとP’gを結ぶベクトルvvvvは，トレーサーの一領域の移動ベ

クトル，すなわち流れのベクトルに他ならない．この操作を

フレーム内すべての設定された領域において施すことによっ

て，その時点における流れの速度ベクトル場情報が得られる．
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S字ダクト気流における解析結果例をFig.2に示すが，一般

に結果は流れ場全体にわたる2次元ベクトルで表される．
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Fig.2 PIV analyzed image.

本手法は熱線流速計やレーザードップラー計測法等の点

計測手法と比べて以下のような特長がある．

・速度だけでなく方向もわかる．

・流れ場全体にわたって計測が可能である．

・計測時間が一般に短い．

・非定常現象の計測が可能である．

・結果が分かりやすい．

また，以下のような短所も存在する．

・計測精度は可視化画像に依存する．

レーサーが判別しにくい，像ノイズが混入している等の

原因で可視化画像の品質が悪い場合は，PIV法の解析結果は

著しく不適切なものとなる．

一般に近年のPIVの研究は，理想に近い可視化条件のもと

での厳密な解析が主であり，筐体内の気流やユニット周囲流

れのように可視化の条件が厳しく，ノイズの多い画像を用い

ざるを得ない実際の問題に対する応用についてはほとんど行

われていなかった．

2-2 解析システムの開発

可視化が難しい実際の機器の問題における流れの解析に

対応し，簡便な計測システムを構築するため以下のような観

点から開発を行った．

・明確な可視化画像の得られるトレーサーの選定

・解析に適する前画像処理手法

・不適切な結果を除去する後解析手法

・エンドユーザー向け解析ソフトウエア

2-2-1 トレーサーの選定

一般に気流の可視化は，液体の流れに比較して難しいと

言われる．特にユニット周囲や筐体内の流れは，速度が速い
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点やトレーサーを照射する十分な光源を得ることができない

場合が多く，更に条件が厳しくなる．

今回のシステムでは，この点を考慮し，可視化手法に液

体窒素を用いる手法を適用した．液体窒素内に水を加えると，

反応し氷ができる過程で大量の水煙が発生する．この水煙を

対象とする気流現象の可視化用トレーサーに用いることで，

コントラストの高い画像を得ることができた．一般に使用さ

れる気流実験用の可視化用煙(精製灯油不完全燃焼煙)と，液

体窒素法の比較をTable 1に示す．液体窒素法は可視化画像

に適すること・トレーサーの臭いが無いことなどの長所があ

るが，比重が空気よりわずかに重いため，約0.01～0.1(m/s)

程度の微小な速度の気流では流れに追随しない．このような

気流の解析には向かないが，今回対象としている機器内流れ

は流速1～10(m/s)であり，十分適用が可能である．

Table 1　Comparison of visualization method.

可視化用煙 液体窒素法

画像コントラスト 普通 良好

臭気 あり なし

空気比重との差 殆どなし わずかに重い

トレーサーの量 一定で長時間 大量で短時間

2-2-2 解析に適した解析前画像処理

トレーサーが煙状であるため，対応付けは前述のパター

ンマッチング法で行うが，この方法で最適な解を得るために

は，画像のトレーサーの画素濃度が十分な濃淡をもっている

必要がある．このためにトレーサー自体の濃度を明確化する

適切な解析前画像処理を行う．

画像ノイズを軽減し，トレーサーの情報を強調するため

に，以下の一連の手順で画像処理を施す．

・ぼかし処理

・コントラスト明るさ調整

・アンシャープマスキング処理

この処理を行い，トレーサーを明確化した例をFig.3に示

す．(a)はオリジナル画像，(b)でぼかし処理，(c)コントラ

スト明るさ調整，(d)アンシャープマスキング処理を行って

いる．
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Fig.3 Pre-image processing for mist tracer.

2-2-3 不適切な結果を除去する後解析

上の解析前処理操作後に，前述のパターンマッチングに

よる領域対応づけを施し，流れのベクトルを算出する．しか

し，何らかの原因で局所的に間違った対応付けが行われ，誤

ベクトルが出現してしまうことがある．対応付け処理後に，

このように明らかに間違っているベクトルを除去するために，

以下のような後解析を行う(Fig.4)．
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Fig.4 Post analyzing algorism.

8個の周囲ベクトルv1～v8から，内挿により中心のベクト

ルv'を推定する．解析で得られたベクトルvと推定ベクトルv'

があらかじめ設定された誤差値以上の差をもつ場合，対応付

け不的確ベクトルとして除去し，推定ベクトルの値をもって

変更する．この処理をすべての結果ベクトルについて施す．

ただし，解析対象の現象が3次元的に複雑な流れでなく，ほ

ぼ2次元的な流れであることであることが条件である．

2-2-4 エンドユーザー向けソフトウエア

即効性を旨とする設計の試作段階では，テスト実験はでき

るだけ速やかに適切に行う必要がある．設計で意図した流れ

が試作機において実現されているかを本手法を用いて判別す

るためには，専門家でなくともユーザー自身が簡便・迅速に

解析を行えるべきである．このような要請を考えて，本手法

による解析をエンドユーザーがおこなう手段として解析ソフ

トウエアを開発した．本ソフトウエアの画面をFig.5に示す．

Fig.5 PIV application software
7 NOVEMBER, 1999



ユーザーは，あらかじめ実験によって流れの可視化画像

を得ておけば，いくつかのパラメータを設定するだけで，上

述したような解析の原理等を意識することなく，結果を得る

ことができる．解析に要する時間は通常のパソコンで数分の

オーダーである．

 3．成果

以下，本手法を用いて解析した実際の機器流れに適用し

た例について述べる．可視化手法にはすべて液体窒素法を用

いている．

3-1 デジタルコピー機内気流制御ダクト内流れ

コピー機の待機時の騒音・消費電力の問題が近年重要視

されている．待機時にもいくつかのファンが動作しており，

これが問題となることが多い．解決のためには使用するファ

ンの個数をできるだけ少なくする必要がある．そこで，一つ

の軸流ファンの気流を多数の方向に分岐させるダクトによっ

てこれを実現したデジタルコピー機種がある．このダクトは

Fig.6のように複雑な形状をしており，図に示すように主に3

方向に流れが分岐される．このダクトによってどのように気

流が分岐されるかを本手法によって，解析を行った．

Fig.6 Branch duct in a copy machine.

結果をFig.7に示す．上はベクトル表示・下は速度値の等

高線表示である．主流となる中心の流れに加えて，上方・下

方にも流れが分岐していく様子を把握できる．
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Fig.7 Analyzed data of the duct.

3-2 空気清浄器の噴出気流

煙草の煙等で汚れた室内気流を浄化する空気清浄器の動

作モードによる噴出気流の違いを解析した．「強」動作モー

ドの気流解析結果をFig.8に示す．

Fig.8 Analyzed flow vectors and velocity field of air
cleaner machine.
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空気清浄器は下部より汚れた空気を吸入し，クリーニン

グを行い上部より排気する．Fig.8は上部の排気気流の解析

結果であるが，可視化写真と重ねてベクトル場を合成してあ

る．下の等高線表示されているのがベクトル場を流速場に変

換したものである．「標準」の動作モードでは，気流はほぼ

平行に層状をなしていたが，「強」モードになることで渦を

まくような非定常流れに変化する．これにより，より広い範

囲にまで浄化された気流の影響を及ぼしていることがこの解

析によって分かった．

 4．今後の展開

更に問題の解析例を蓄積し，特に市場問題として頻発す

る筐体内の熱排気気流に特化した実験手法・解析手法を開発

する．これにより，より迅速な問題解決が実現できる解析シ

ステムを構築したい．また現状は平面のみの解析なので，3

次元現象の解析にも対応可能なシステムを目指す．
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