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Abstract 
     

Recently, the energy saving by hybrid and electric vehicles, etc. is developed in order to solve the 
environmental problem and energy problem. Therefore, the reduction of aerodynamic drag seems to become more 
important. The automotive body shape effect on aerodynamics drag was examined in this study. The hatchback 
body was adopted as a car model. The model shape in which production and numerical analysis was possible at 
the good accuracy decided. The front part of the model is constant throughout the experiment, while the rear part, 
the rear window angle and rear window length were changed. The effect on aerodynamic drag for the change of 
each condition was examined. Furthermore, aerodynamics drag was examined on two conditions, which are the 
existence and the non-existence of the ground in order to examine the effect of the ground on aerodynamic drag.  
As the result, the effect of rear window angles, rear window length, ground existences, etc. on the change of the 
aerodynamic drag was clarified.  
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1．緒  言 
 

 近年，省資源・省エネルギー，地球環境などの問題か

らハイブリッド車や電気自動車など自動車の省エネルギ

ー化が世界的に進められており，自動車の空気抵抗軽減

化がますます重要となってきている．自動車の空気抵抗

軽減化に関する研究はこれまでに数多く行われている．

たとえば，農沢ら（１），（２）は箱形車体やノッチバック車

体モデルを用いてフロント形状とリア形状の変化が及ぼ

す空気抵抗の低減効果を系統的な実験によって調べてい

る．今安ら（３）は実機の乗用車縮小モデルを用いてアッ

パーボディ形状の変化による空気抵抗低減効果を実験的

に調べている． Richard ら（４）はトラック車体の空気抵

抗低減について詳細な実験的研究を行っている．栢ら（５）

は空気抵抗低減のための後流デバイスとして主流導入デ

バイス（ガイドベーン）や後流安定化デバイス（ウェイ

クスタビライザー）を取り付け，それらによる空気抵抗

低減について実験的な研究を行っている．姫野ら（６）は

ハッチバック車体の二次元モデルを用いて差分法による

流れの数値解析を行っている．郡ら（７）は CFD によるト

ラック･バスの空力解析を行い，乱流モデルや格子形成法

が圧力係数の予測精度に及ぼす影響について調べている．

このように，これまでの空気抵抗低減に関する研究はい

ろいろな車体モデルについて行われているが，実験的な

研究が多い．自動車車体には数多くの種類があるので空

気抵抗の小さい車体を開発するためには空気抵抗を CFD

で予測できれば安価で早いと考えられるが，これまでの

研究では CFD のみで空気抵抗を正しく予測できるまでに

は至っていないのが現状である．  
そこで，本研究では実用上利用の多いハッチバック車

体モデルについて抗力測定の実験とともに三次元数値解

析を行い，抗力係数の数値解析による予測を図ることに

した．最終的にはハッチバック車体の主要角が空気抵抗

に及ぼす影響を系統的に調べることにしているが，今回

の報告では，主要角としてリアウインドウ角を取り上げ，

自動車模型のフロント部の形状を一定として，リアウイ

ンドウの角度および長さを変化させた場合の抗力係数を

風洞実験によって求め, 抗力係数に及ぼすそれらのパラ

メータの影響を明らかにする．また，そのような実験と

同じ条件で流れの数値解析を行い，抗力係数の予測を試

みるとともに，圧力分布や流線分布と抗力軽減の関係を

明らかにする． 

実際に自動車が走る場合，地面は自動車の速度と等し

い相対速度をもつ移動地面であるが，そのような地面を

精度よく再現できる実験装置を製作することは難しいた

め，実験と数値解析において一致する結果を得るのは困

難である．また，数値解析においては解析領域の分割や

格子分割など地面以外の要素も多々考えられる．そこで，

今回は地面板が影響しない地面板なしの条件と固定地面

板ありの条件でそれぞれ実験と数値解析を行い，両者の
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結果を比較して地面板の影響を確認しながら数値解析法

を検討する．移動地面の場合における解析はこのように

して数値解析法を確立することによって可能になると考

えられる． 
 
２．実 験 装 置 お よ び 実 験 方 法 

 
2.1 実験装置 

Fig.1 に実験装置の概略図を示す．実験に使用した風洞

は測定部が大気開放式の回流型であり，風洞ノズルから

噴出される空気は測定部を通過した後，下流の吸込みノ

ズルへ吸引される．風洞ノズルは幅 1.5m×高さ 1.0m で

あり，測定部もこれとほぼ同じ寸法になるので，供試模

型とのブロッケージ比が 1/10 となり，本実験は一様流中

での実験と言える．風洞の最大風速は 40m/s であるが，

本実験での風速は風洞の無理な使用による破損を防ぎ ,
測定精度も損なわない風速として U=30m/s とし，ピトー

管で測定して設定する．供試模型に働く抗力は６分力計

で測定する．地面板なしの条件で実験を行う場合，供試

模型は風洞ノズル出口から 0.75m 下流の，流れが安定し

た位置に立てられたストラットを介して 6 分力計に取り

付けられる．そのストラットには流線形の断面を持つス

トラットカバーが取り付けられ，ストラットに働く流体

力を最小限に抑えるようになっている．地面板ありの条

件で実験を行う場合には，地面板として表面のなめらか

なベニヤ板（幅 2m，長さ 2m）を風洞ノズル出口の底辺

と同じ高さの水平面となるように設置し，供試模型はそ

の地面板との間隙が実物の縮尺値である 10mm となるよ

うに短いストラットで取り付ける． 
また，抗力は Fig.1 に示すように，6 分力計のセンサー

に生じる歪を動歪計で電気信号に変換し，A/D コンバー

ターを通してパーソナルコンピューターに取り込み，連

続的に測定される．このとき，A/D コンバーターにより

読み込まれるデータ数はサンプリング時間 1/100 秒ごと

に 1024 個である．さらに測定精度を良くするため，この

ようなデータを 1 点あたり 15 回取り込み，それらの平均

値を実験値とする． 

 

Fig. 1  Experimental apparatus 

 

2.2 供試模型 
 本実験で使用した供試模型を Fig.2 に示す．これは，

後に実験結果と解析結果を比較するため，実験用供試模

型および数値解析モデルを同一寸法で精度よく作成する

ことができるように，できるだけ単純な形状とした．供

試模型の両側面は平面である．また，フロント部の形状 
 

 
 

Fig. 2  Test model 

Table 1  Typical dimensions of the test model 

Model length L[mm] 300
Model height H[mm] 100
Model width B[mm] 100

Rear window length LRW 30, 60, 90  
 

を一定としてリアウインドウ角を変えた実験を行うため，

モデル長さの後半部は種々のリアウインドウ角をもつリ 
ア部に取り替えることができるようになっている． 

模型のフロント部は実際の自動車を縮尺した形状・寸

法であり，スタイロフォーム（高品質発泡スチロール）

で製作されている．自動車模型の形状・寸法はカタログ

を参照しながら CAD で描くことによって二次元座標で

与えられるので，それを用いて NC フライス盤で加工し

たり数値解析モデルを描いたりすることができる．自動

車模型の材料に使用された上記のスタイロフォームは

NC フライス盤で自動車形状に加工された板厚 3mm のア

ルミ製型板をスタイロフォーム原材料の両側面に 2 本の

長い通しボルトで取り付け，その型板に沿って加熱され

た直径 0.6mm のニクロム線を微動することにより切削

されている．その後，スタイロフォームの表面は樹脂で

なめらかに塗装されている． 
また，その模型のリア部は外寸 200mm×200mm，肉厚

3mm のアルミ角パイプでできており，リアウインドウは

その角パイプの上面にフライス盤でリアウインドウ角を

加工し，その加工面に板厚 2mm のアクリル板を接着剤

で貼り付けることによって製作されている．その供試模

型の主要寸法を Table.1 に示す． 
 

2.3 実験方法 

 Fig.1 に示すように，供試模型を６分力計に固定された

ストラットに取り付け，風洞内の風速 U をピトー管で

U=30m/s に合わせる．このとき，供試模型の前方投影面

における等価直径を代表長さとするレイノルズ数は 2.0
×10５である． 

本実験では供試模型のフロント形状を一定とし，リア

ウインドウ角θRW を変化させて各θRW における抗力を

測定するが，その抗力 D は次式で定義される抗力係数

自動車形状物体の空気抵抗軽減化 
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CD で表す． 
 

        (1) 
 

ここで D は抗力，A は前面投影面積，ρ は空気密度，U
はモデル前方における風速である． 
 また，任意のリアウインドウ角θRW における抗力係数

CD のθRW=0°における抗力係数 CD0 に対する増減割合を

次式の⊿CD で定義し，後に示す． 
 

------  (2) 
 

3．数 値 解 析  
 
3.1 解析領域 

数値解析には熱流体解析ソフト CFD2000 を使用する． 
Fig.3 に一例として地面板なしの条件における自動車模

型まわりの流れの解析モデルを示す．同図に示すように，

解析領域は自動車モデルの寸法を基準として，モデル前

方に模型長さ L の 2 倍，後方に L の 6～15 倍，上下に模

型高さ H の 2 倍，左右に模型幅 B の 2 倍とした．また，

地面板ありの時はモデル前方に L の 2 倍，後方に L の 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Numerical analysis model 

 
～15 倍，上方に H の 2 倍，左右に B の 2 倍とし，地面

と模型底面との隙間は実験と同様に実物の縮尺値として 
10mm とした．上記のようにモデル後方の解析領域は L
の 6～15 倍と変えて試みたが自動車模型まわりの流れや

抗力にはほとんど影響が見られなかったので，主に L の

6 倍とした． 
 
3.2 解析条件 

Fig.3 の数値解析モデルにおいて，乱流モデルには k－
ε モデルを使用し，流体温度は T=300K，空気密度は

ρ=1.177Kg/m3 とする．流入面にはＸ方向一様流速

U=30m/s と，乱流エネルギーｋおよび乱流エネルギー散

逸率εをそれぞれ一様流速の 2%と与える．これは風洞

内での実験結果と比較するため乱れの小さい乱流と仮定

したものである．流出面では圧力を大気圧とし，流速や

乱流エネルギーおよび乱流エネルギー散逸率などは上流

側の格子点値から予測して求められる．Ｙ軸に直角な上

面では自由流，下面では地面板なしの場合には自由流，

地面板ありの場合には滑りなし条件とする．Ｚ軸に直角

な両側面では自由流とする．物体表面はすべりなしの固

体壁とする．格子分割は物体表面の近くでは細かく，物

体から離れた位置では粗く分割するが，実際には抗力値

が分割数によってほとんど変化しないような分割数を試

行錯誤して決める．このようにして得られる分割数は供 
試模型の形状・寸法によって異なるが，約 50 万程度であ

る． 
 

4．実験結果および数値解析結果と考察 
 

以下に示す Fig.4，Fig.5，Fig.7，Fig.8 の実験値には 15
回取り込んだデータのエラーバーが記入されているが，

いずれも実験値の差異は非常に小さいことがわかる． 
 
4.1 地面板なしの場合の CD-θRW曲線 

Fig.4に LRW／L＝0.3の供試模型を用いて地面板なしの

条件で風洞実験および数値解析を行い，その結果から得 

         
Fig. 4  CD-θRW curve  (Without ground) 

 
られた抗力係数 CD のリアウインドウ角 θRW に対する変

化を示す．風洞実験の結果は 0°＜θRW＜20°の範囲で CD

値が θRW=0°の場合より低い値をとっていることからこ

の範囲で抗力軽減効果が見られ，中でも θRW=15°の時に

最小値となっている．しかし，θRW=25°以降では CD 値が

θRW=0°の場合より高くなっており，抗力軽減効果が見ら

れない．しかも，θRW=34°付近で最大の臨界状態を迎え，

その後急激に減少した後，ほぼ一定値となっている．ま

た数値解析の結果は，0°＜θRW＜32°の範囲では風洞実験

と類似した傾向が見られ，θRW=10°の時に最小値をとっ

ている．また，θRW=34°以降における実験値のような急

激な減少は見られず，緩やかに降下しているが，全体的

に実験結果とかなりよく一致した結果となっていること

がわかる． 
 

4.2 地面板ありの場合の CD-θRW 曲線 

 Fig.5に LRW／L＝0.3の供試模型を用いて地面板ありの

条件で行った風洞実験および数値解析から得られた抗力

係数 CD とリアウインドウ角 θRW の関係を示す．風洞実験

の結果から 0°＜θRW＜20°の範囲で CD 値が θRW=0°の場合

より低い値をとっていることから抗力軽減効果が見られ，

中でも θRW=10°の時に最小値をとっている．θRW=30°付近

までは地面板なしの場合と同様な傾向を示しているが，

それより大きいリアウインドウ角では地面板なしの場合

と異なっている．すなわち，30°＜θRW＜34°の範囲で値が

 2A ρDC 2
D U

    %     　100CCCΔC 0D0DDD 

LRW／L= 0.3
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上下に変動を繰り返し，その後 40°＜θRW＜44°付近で臨

界状態を迎えた後，急激に減少していることがわかる． 
また，数値解析によって求められた抗力係数 CDは θRW=25°

付近まで実験値とほぼ一致しているが，θRW=30°以上で実験

値より小さくなっている．その小さい部分でも θRW に対する

CD値の変化は実験値と同様に θRWとともに増大し，定性的に

は実験結果と同じ傾向を示しているが，定量的には差異が大

きいので，今後さらに近似精度のよい数値解析法を検討する

必要がある． 

LRW／L= 0.3

 
Fig. 5 CD-θRW curve (With ground) 

 
4.3 ΔCD-θRW曲線 

 Fig.6 に地面板なしの場合および地面板ありの場合の

両条件で測定された実験結果より得られた θRW=0°の供

試模型に対する抗力増減割合ΔCD（式(2)参照）を示す．

両条件のいずれにおいても 0°＜ θRW ＜ 20°の範囲で

θRW=0°の場合の抗力より小さくなっていることから抗力

軽減効果が見られ，θRW=25°付近までは両条件の場合とも

ほぼ同じ値であることから，地面板有無の条件による相

違は θRW=25°以降に現れていることがわかる． 

 
Fig. 6  ⊿CD-θRW curve 

4.4 LRWを変化させた場合の CD-θRW曲線の比較 

 Fig.7 に地面板なしの状態でリアウインドウ長さ LRW

を変えて得られた CD-θRW 曲線を示す．LRW/L＝0.3，0.2，
0.1 とリアウインドウ長さが短くなる，すなわちルーフ

長さが長くなるにつれて CD の θRW に対する変化および

最大値が小さくなることがわかる．  
 また，LRW/L= 0.1 の場合，θRW=15°で最小値，θRW=35°
で最大値をとっており，LRW/L= 0.2 では θRW=15°で最小

値，θRW =30°で最大値，LRW/L= 0.3 では θRW=15°で最小値，

θRW =34°で最大値をとっている．このように，いずれの

LRW/L においても CD 値は θRW=10～15°で最小値，θRW=30° 

 
Fig. 7  Change of CD by rear window length LRW  

(Without ground) 

 
Fig. 8  Change of CD by rear window length LRW  

(With ground) 
～35°で最大値をとり，最大値をとった後に減少してほぼ

一定値となる傾向を示している．  
また，Fig.8 に地面板ありの状態で得られた各リアウイ

ンドウ長さに対する CD-θRW 曲線を比較したグラフを示

す．LRW/L= 0.3，0.2，0.1 とリアウインドウ長さが短くな

る，すなわちルーフ長さが長くなるにつれて，CD 値の最

大値および θRW に対する CD 値の変化が小さくなってい

ることがわかる．また，LRW/L= 0.3 では θRW=15°で最小

値，θRW=45°で最大値、LRW/L= 0.2では θRW=15°で最小値，

θRW=30°で最大値をとり，LRW/L= 0.1 の場合には θRW の
変化に関わらずほぼ一定の値をとっている．  
 
4.5 圧力分布 

Fig.9 に地面板なしの場合の数値解析結果から得られた車体

中央断面における圧力分布を示し，Fig.10 には地面板ありの

場合の数値解析結果から得られた圧力分布を示す．また，

Fig.11 および Fig.12 には数値解析結果から得られた車体表

面における圧力 p の分布を車体上面（Fig.9 および Fig.10 の中

に示す A－B－C）と車体下面（Fig.9 および Fig.10 の中に示す

A－D－C）に分けて次式で定義された圧力係数 CPのグラフで

示す．いずれも LRW/L＝0.3 のモデルであり，B 点および D
点の位置は X＝0.15 (m) である． 
 

)2/()( 2UppCP               (3) 
 

Fig.9 には，Fig.4 の CD-θRW 曲線において特徴的な CD 

自動車形状物体の空気抵抗軽減化 
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(a)  θRW=0°          (b) θRW=10° 

 
(c) θRW=33°         (d) θRW=44° 

Fig. 9 Pressure distribution (Without ground) 

A C

B

 
(a)  θRW=0° 

A C

B

 
(b) θRW=10° 

A C

B

 
(c)  θRW=33° 

A C

B

 
(d)  θRW=44° 

Fig. 11 Pressure distribution on upper surface (A-B-C) 
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Fig. 10 Pressure distribution (With ground) 
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Fig. 12 Pressure distribution on lower surface (A-D-C) 
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値を示したリアウインドウ角における圧力分布を代表的

に示している．すなわち，基準となるリアウインドウ角 

θRW=0°，抗力軽減効果がもっとも見られた θRW=10°，抗

力が最大となる θRW=33°，その後抗力が急降下してほぼ

一定となる θRW=44°の場合である．いずれもカラーの図

ではないため圧力の大きさが明確ではないが，車体先端

部の黒い領域が正圧であり，それ以外のルーフやリアウ

インドウおよび後方垂直面に現れている黒い領域は負圧

である．  

模型のフロント形状は一定であるため，フロント部の

圧力分布はリアウインドウ角に関係なくほぼ同じとなっ

ている．従って，自動車模型に働く圧力抗力はリア部の

圧力分布によって変わると考えられる．ルーフ部以降で

は負圧領域がリアウインドウ角 θRW によって次のように

変化している．すなわち，θRW=0°では後部垂直面が広い

負圧面となっている．θRW=10°では後部垂直面が θRW=0°
の場合より狭くなるため負圧面も狭くなっており，この

ため抗力が θRW=0°の場合より小さくなったものと考え

られる．θRW=33°ではリアウインドウ面から後部垂直面

までが負圧面となっており，特にリアウインドウ面での

圧力が小さくなっている．このため抗力がもっとも大き

くなったものと考えられる．また，θRW=44°の場合，リ

アウインドウ面における圧力が θRW=33°の場合より大き

くなっているため抗力が降下したものと考えられる．こ

のようにリアウインドウ面や後部垂直面に働く負圧面の 
 

 
(a)  θRW=0° 

 
(b)  θRW=10° 

 
(c)  θRW=33° 

 
(d)  θRW=44° 

Fig. 13 Streamlines (Without ground) 

面積およびそこに働く負圧の大きさによって抗力が増減

することがわかる． 

次に，Fig.10 には Fig.9 の地面板なしの場合と同様に，

リアウインドウ角 θRW=0°，10°，33°，44°の場合の圧力

分布が示されている．これを Fig.9 と比較すると，いず

れのリアウインドウ角 θRW においても車体上面に働く圧

力（負圧）が地面板なしの場合より低下していることが

わかる．これは，地面板の存在により車体底面と地面と

の隙間が狭いためそこを流れる空気流量が地面板なしの

場合より少なくなり，その分，車体上面に沿う流速が大

きくなるため車体上面の圧力が低下したものと考えられ

る．従って，車体上面に働く圧力の流れ方向成分，すな

わち圧力抗力が地面板なしの場合より地面板ありの場合

に大きくなるため，抗力係数 CDも Fig.4 の地面板なしの

場合より Fig.5 の地面板ありの場合の方が大きくなった

ものと考えられる． 

 
4.6 流線分布 

Fig.13 は LRW/L＝0.3 のモデルを用いた地面板なしの

場合の代表的なリアウインドウ角 θRW=0°，θRW=10°，
θRW=33°，θRW=44°における流線分布を Z 方向（Fig.3 参

照）から見た図であり，リアウインドウから後方の流線

を示している．θRW=0°ではルーフ部からの流れが車体後

端で剥離し，後部垂直面が剥離面となっている．θRW=10°
では流れがリアウインドウ面に沿って流れ，車体後端で 
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Fig. 14 Streamlines (With ground) 
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剥離し，θRW=0°の場合より狭くなった垂直面が剥離面と

なっている．θRW=33°では，ルーフ後端部で流れが剥離 
し，リアウインドウ面から後部垂直面までが剥離面とな

っている．また，θRW=44°ではルーフ後端部で剥離した

流れがリアウインドウ部で大きな渦を形成していること

がわかる． 
Fig.14 に LRW/L＝0.3 のモデルを用いた地面板ありの場

合の流線分布を示す．これを Fig.13 の地面板なしの場合

の流線分布と比較すると，車体上面に沿う流れが速いた

め後端ではく離した流れによって生じる渦は地面板あり

の方が渦巻き速度および渦の大きさともに大きいことが

わかる．このように渦巻き速度が速いと渦内では圧力が

低下する．それがリアウインドウや後部垂直面に伝わる

ため地面板ありの場合には地面板なしの場合よりその部

分の圧力が低くなり，抗力が増大したものと考えられる． 

5．結  言  

(1) ハッチバック形状物体に働く抗力は，リアウインド

ウ角 θRW =0°～20°の範囲で軽減効果が見られ，それよ

り大きい θRW では増大し，θRW=30°～40°で抗力最大（臨

界形状角）となる． 
(2) リアウインドウの長さが LRW/L =0.1 以下ではウインドウ

面の長さが短く，後端部形状が θRW＝0°の場合に近いため

抗力は θRW＝0°の場合の値とほぼ等しい一定値となり， 

著しい臨界形状角は現れない． 
(3) 抗力は地面板の有無に関わらず，リアウインドウ角

θRW=0°～25°の範囲でほぼ同じ値を示すが，それより大

きい θRW では地面板なしの場合より地面板ありの

場合が大きくなる．  
(4) 数値解析によって得られた抗力は，地面板なしの場

合には実験結果とほぼ一致した．しかし，地面板あ

りの場合には θRW=30°以上で実験値との差異が大き

く，解析法をさらに検討する必要がある． 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 供試模型まわりの圧力分布より，リアウインドウ面 
および後部垂直面に働く負圧の大きさや面積が抗

力に影響を及ぼすことがわかった． 
(6) 供試模型まわりの流線分布より，模型後方での渦巻きの

速さや渦の大きさによって模型に働く圧力および抗力が

増減することがわかった． 
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