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1．はじめに 

近年のスーパースポーツやツアラーはリッター当たり 150

馬力を超える出力を持ち，四輪車よりも約一桁低いパワーウ

エイトレシオを実現している．このような高出力密度を達成

しつつ，バランスのとれたマンマシンシステムを構築する上

で，設計の最適化は開発プロセスの要諦を成しており，構造

解析，機構解析，熱流解析等の数値解析の適用が進んでいる． 

従来，熱流動数値解析（以下熱流動解析）は，宇宙・航空

機，ジェットエンジン，大型原動機，原子力機器，気象，水

理等の先進・巨大技術を対象に，コード開発も含めて研究開

発への適用が進められてきた．重工メーカーである当社にお

いても航空機，ジェットエンジン，原子力機器の開発におい

て熱流動解析の技術が培われた経緯がある．1980 年代後半か

ら 1990 年代前半には，スーパーコンピューターの導入とそれ

に続く高速ワークステーションの市販開始，および商用熱流

動解析コードの販売開始が相俟って，熱流動解析の自動車，

二輪車，家電製品等耐久消費財への適用が一気に広まり，設

計支援ツールとして重要な位置を占めるようになった． 
本稿では，熱流動解析手法の概要，二輪車開発における役

割，および適用事例を紹介する． 

 
2．熱流動解析手法の概要 

熱流動解析においては，流体の質量保存式，運動方程式

（Navier-Stokes の式），エネルギー式，濃度分布を扱う質量

分率の保存式を連立させて取り扱う．また，解析対象となる

問題は一般に乱流であることから，k-εモデル等の乱流モデル

を組み合わせて解析を行う． 

偏微分方程式で記述される保存方程式群は，有限体積法に

より代数式化されて解かれる．熱流動解析の実施においては，

運動方程式の対流項が非線形であり，保存方程式間のカップ

リングが強いことから，計算負荷が高く，かつては結果を得

るまでに応分の計算時間を要した．しかしながら，近年では，

計算機の高速化と数値解法の進展により，計算自体よりも計

算メッシュの生成やモデルの作成が，結果を得るまでの期間

を律速する条件となっている． 
熱 流 動 解 析 に は ， 多 次 元 数 値 解 析 で あ る CFD

（Computational Fluid Dynamics）と一次元ネットワーク解

析がある．一般に，CFD 解析には数時間から問題によっては

数日オーダーの計算時間を要する．商用 CFD コードとしては，

CFX, FIRE, FLOW-3D, FLUENT, PHOENICS, STAR-CD, 
SCRYU, VECTIS 等が市販されている．一方，設計・開発に

おいては比較的短時間で計算結果が得られる一次元ネットワ

ーク解析も多用されている．一次元ネットワーク解析の例と

しては，吸・排気系の管路を一次元の管路網モデルで構成し，

シリンダーを一点集中モデルで模擬して作動流体の熱流動挙

動とシリンダーの熱力学計算を行うエンジン性能シミュレー

ションを挙げることができる．計算時間は，数分から数十分

程度であり，パラメーターサーベイによる最適化など多くの

解析ケースを実施する場合に適している．商用一次元ネット

ワーク解析コードとしては，AMESIM, FLOWMASTER, 
GT-POWER, WAVE 等があり，前二者は管路網の流量配分計

算に，後二者はエンジン性能シミュレーションに特化してい

る． 

 

3．熱流動解析の役割 

二輪車開発において熱流動解析に求められる要件として，

開発スケジュールに乗るためのスピードが重要である．まず

解析は，設計初期において短期間に多数のケースをこなし，

形状等のスクリーニングや最適化のための思想出しを行い，

実験ケースの優先順位付けや絞込みに活用されている． 
次に，エンジンや車両の試作機が出来上がり，実験・実走

による性能および排ガスの評価が出た時点でのリファインメ

ントにおいて，解析によるキーパラメーターの同定と設計変

更の方向付けが行われる． 
表 1 に，二輪車開発における熱流動解析の適用先と適用手

法を示す．解析は広く用いられており，各々の適用先につい

て実験データとの比較検証を行いつつ，解析の精度を考慮し

て設計・開発への援用が成されている．次項では，その中か

ら CFD の代表的な適用事例を紹介する． 

 

4．二輪車開発への適用事例 

4.1.  車体周りの空力解析 



 

 
 
 

レーサーやレースへ転用されるスーパースポーツモデルに

おいては，最高速，加速性能，燃費性能向上のため空力抵抗

（CD 値）の低減が求められる．さらに，横風の影響等，高速

での安定性確保も重要である．これらの要求に応えるため，

ライダー・カウリング・ラヂエター，エンジンなどを模擬し

た外部流れの全車解析を実施している．図 1 に車体周りの流

跡線と流速分布の解析結果例を示す．視覚的にフローパター

ンを捉えカウリング形状との相関を見ることで，空力性能向

上に向けたデザインへの方向付けが可能となる． 

4.2. 吸気流非定常解析 

エンジン性能を向上すると同時に，環境負荷と CO2排出量

を低減する上で，エンジンの燃焼改善を図ることが重要であ

る．とりわけ吸気ポートの形状は，充填効率と下流側のシリ

ンダー内の流れに大きな影響を及ぼすことから，適切な設計

が求められる．図 2 に，ピストン，吸気・排気バルブの動き

を考慮した非定常解析による，吸気ポートからシリンダー内

への流跡線を示す．ポートからシリンダー内に空気が流入す

る吸気行程において，ポートの曲がりの影響によりポート内

に高流速の領域が生じ分岐したポートの流量配分が変化して

いる．このように解析から得られた流動状況，圧力損失等を

評価し，排ガス低減，燃費低減のための吸気ポート形状改善

策の検討に活用している． 

4.3.  オイルパン内液面挙動解析 

サーキット等におけるスポーツ走行では，高加減速度によ

るエンジンオイルパン内の潤滑油の偏りが生じる．エンジン

の信頼性・耐久性を維持向上するためには，潤滑油ポンプ吸

い込み口からのガス巻き込みを防止しつつ，安定した油圧を

確保する必要がある．この点で，オイルパン内の自由液面挙

動を把握することが求められるが，計測のみで過渡的に加減

速度が変化する実走時の液面挙動を定量化し，支配因子を解

明するには相応の時間を要する．そこで，CFDにより自由液面

 

 

(a) 解析対象 (ZX6R) 

 

(b) 流跡線 

 

 
(c) 流速分布 

Fig. 1 External flow simulation for motorcycle 
aerodynamics 

 

(b) 流跡線 

(a) 解析モデル 

吸気行程 

吸・排気バルブ

ピストン 

排気 吸気 

Fig. 2 Unsteady simulation for intake port and in-cylinder 
flows 

表 1 二輪車開発における熱流動解析の適用状況 
適用先 解析手法 評価項目 

空力設計 多次元解析 空力抵抗、揚力、横風の影響、ライダーの熱風からの保護 
エンジンポート、燃焼室 多次元解析 充填効率、燃料噴霧挙動、シリンダー流動、燃焼挙動 

多次元解析 吸気ダクト・エアクリーナーボックス内流動、吸気ラム圧、雨水分離

性能、排気管および触媒内の流動均一性 
吸・排気系 

一次元ネットワー

ク解析 
エンジントルク特性、圧力波の脈動に起因する吸・排気音 

冷却系 多次元解析 冷却水流量配分、温度分布、圧力分布 
多次元解析 オイルパン内の潤滑油スロッシング挙動 潤滑系 
一次元ネットワー

ク解析 
油量配分、圧力分布 

多次元解析 タンク内の燃料スロッシング挙動 燃料系 
一次元ネットワー

ク解析 
燃料噴射量配分、燃料圧力変動 
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の挙動を定量的かつ視覚的に予測評価することでオイルパン

形状の最適化を図ることが行われている．図 3 にオイルパン

形状を，図 4 に解析結果の液面挙動を示す．初期形状に対し

て，仕切り板を追加挿入することで，潤滑油の偏りとガス巻

き込みの防止が図られている． 

 

5．おわりに 

二輪車開発における熱流動解析の援用例を紹介した．今後，

コンピューターの高速化とともに，数値解析手法も詳細度・

規模ともに進展することはほぼ確実である．詳細化した解析

結果を検証するためには，実験と検証の技法も重要度を増す

ことから，この点の研究開発にもバランスよく取り組みつつ，

シミュレーションのメリットを最大限に活かした魅力のある

モーターサイクルの開発に寄与していきたい． 
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仕切り板 

(b) Shape－B 

(a) Shape－A 

ポンプ吸

い込み口 前方 

サブタンク
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Fig. 3 Shape of simulated oil pans 
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Fig. 4 Predicted flow pattern and sloshing motion inside the oil pans 


