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ABSTRACABSTRACABSTRACABSTRACTTTT    

  The aerodynamic behavior of table tennis ball isn’t entirely clarified yet because it differs 

significantly from other sports balls due to its lightness and its smooth surface. Previous studies 

were conducted in the wind-tunnel with fixed ball, so we couldn't consider a free movement of the ball. 

The current study attempts to fill this gap and to investigate the interaction between the movement 

of ball and the surrounding air flow. The flow around the ball, just after the ball was ejected from the 

pitching machine, was measured by using high time-resolved PIV. The machine could give a ball with 

and without spin. As a result, wake flow can be quantitatively measured, and the separation point 

will be estimated. 
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１．緒１．緒１．緒１．緒    論論論論    

 ボールゲームでは、すべてのスポーツボールが空気や

水などの流体力学的影響を受ける。これまでにさまざま

なスポーツボールの空力学的研究が行われている。例え

ばゴルフボールは 1910 年頃からディンプルの形状など

について本格的に研究が行われており、そのほかの球技

ではテニスボール、野球ボール、サッカーボール、ラグ

ビーボール、クリケットボール、バレーボールなど、幅

広い種類のボールについての表面形状が空力特性に及ぼ

す影響や基礎空力特性、変化球の軌跡についての研究報

告がある。また、各種のスポーツボールについての一連

の研究は、研究レビュー(Mehta,1985)にまとめられてい

る。 

 しかし、卓球に関する研究は少なく、その空力特性は

明らかでない。しかも、卓球ボールは他のボールと違い

回転ボールは簡単に大きく曲がり、無回転ボールは揺れ

たり、落ちたり、予測不可能な動きをする。このような

ボールの挙動が注目され、その挙動特性の解明が求めら

れている。風洞内にボールを固定してボールの周りの流

れを研究した例は多いが、ボールを固定する装置の影響

やボール後方にできる渦がボールに与える影響が出る可

能性がある。そこで、ボール以外の影響を排除するため、

自由飛翔を行っているボールについて PIV 手法を用いた

可視化を行い、ボール後流の動態を検討し、卓球ボール

の空力特性を明らかにすることを目的とする。 

 

 
Fig.1 Schematic view of Experimental Setup 

 



 

 

2222．．．．実験実験実験実験    

2.1 2.1 2.1 2.1 実験装置実験装置実験装置実験装置    

 実験装置の概略を Fig.Fig.Fig.Fig.1111 に示す。卓球のボールは卓球

マシンにより、横回転、縦回転、無回転条件を制御した

条件で設定できる。本来の目的は、卓球ボールが一度卓

球台から跳ねたのちのボール挙動を調べることであるが、

今回はまず第１段階として、卓球マシンから飛び出した

直後のボールの挙動とボール周りの流体の挙動を把握す

ることを目的とする。アクリル容器で作成した試験空間

に卓球マシンを入れ、さらに PIV 用トレーサー粒子を充

満させる。Fig.Fig.Fig.Fig.1111 に示すように、卓球マシンのボール射

出方向に合わせた鉛直面にレーザーシートを張り、ボー

ルの周囲を高速度カメラで撮影した。高速度カメラは、

フォトロンの FASTCAM APX-RS で、撮影速度は毎秒

3,000 枚(3kfps),画像解像度は 1024×1024pixel とした。

撮影はフレームストラドリング照明とし、NewWave 社製

Pegasus を用いた。パルス時間間隔は画像上の移動距離

が 5～10pixel となるように、60µs とした。なお、レー

ザーパルスの照明時間は 0.1µs でありボールの速度に比

較して十分小さいため、静止画とみなすことが可能であ

る。撮影箇所は卓球マシンの射出後直後で、ボールは無

回転となる条件で撮影を行っている。PIV 解析結果から

得られるボールの速度は 12m/s である。ボール直径を代

表長さとするレイノルズ数は、約 50,000 となり乱流状

態であることが分かる。なお、無回転条件以外に、順回

転、逆回転、横回転などの条件でも評価を行っている。 

 

 

    Fig.2Fig.2Fig.2Fig.2 Example of the PIV image 

    

 
    Fig.Fig.Fig.Fig.3333 Example of velocity vector map 

    

2.2 2.2 2.2 2.2 実験結果実験結果実験結果実験結果    

 Fig.Fig.Fig.Fig.2222 に撮影した粒子画像の一例を示す。レーザー

シートは図上方から照射しているため、ボールによって

影ができている。この影をなくすためにミラーなどを用

いて２方向から照明するなどの工夫を行う予定である。

また、ボールがレーザーを強く散乱しているが、剥離点

など、ボール近傍の情報も取得可能と考えられる。 

これらの連続的に撮影された画像を元に速度ベクトル

情報を算出する。カメラが 3000fps であり、フレームス

トラドリング照明を行っているため、速度ベクトルのサ

ンプリング周波数は 1,500Hz となる(サンプリング間隔

は 0.67ms)。得られる速度ベクトル図の一例を Fig.3Fig.3Fig.3Fig.3 に

示す。ボールのウエイクの状況が取得できている。なお、

ボール下側は影の領域であり、得られているベクトルは

信頼性が低い。無回転条件におけるウエイク情報を連続

的に評価し、剥離点の挙動などを評価することができる。

一方、ボール前方や側方の流体は、ごく薄い境界層を持

つことが確認できる。 

３．３．３．３．結論結論結論結論    

高速度 PIV によって、無回転状態の卓球ボール周りの

挙動を計測することができた。ウエイク情報を連続的に

評価することで、流れ場の詳細情報を検討する予定であ

る。 
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