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小・中・高の理科クラブに於ける利用を想定した、
完備した機能を持ち、軽量、安価で、場所をとら
ないトータル風洞システムの提案 



                     はじめに 
 風洞というと、大学や研究所にある大型の研究設備を思い浮かべ
る。本提案は流れを鉛直に設定することにより、軽量・コンパクト・安
価であり、 
  雨粒の浮上や、紙細工の浮上を楽しめる吹き出し型風洞と 
  物体周りの流を可視化したり、物体に働く揚力・抗力の計測が 
  できる吸い込み型風洞 
の両方の機能を合わせもっており、小学生でも十分に楽しむことが
できる理科学機器として、小、中、高の理科学クラブで広く活用して
頂くことを想定している。 
 また流速を手軽に計測できる熱線流速計は、思いの外くるってい
ることが多く、検定をときどきすることが望ましい。小学生でも簡単に
扱える熱線流速計の検定装置も提案する。 
 本提案は 縦型風洞装置（特許） 
        揚力・抗力計測装置（出願特許） 
        熱線流速計検定装置（実用新案特許） 
の3件の特許からなるトータル風洞システムである。 
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http://cyberjapandata.gsi.go.jp/3d/ 

3Dプリンターの出現で、下記の国土地理院のホームページに見る
ように、自分が住んでいる地域の裏山の立体模型を、いとも簡単に
手に入れることができる時代になりました。 

自分が住んでいる家、近所のビルの配置などの模型も簡単に作り
出せます。 

これらを供試体として風洞に入れて、その周りの流れを観察すれば、
夏休みの自由研究など朝飯前です。 
 



特願2009-282380「縦型風洞装置」 
出願人 ：神奈川工科大学 

発明者 ：岩永正裕 

2009.12.14出願、2015.04.28登録査定 

【課題】本発明は、分解、組み立て、搬
送が容易な簡易型風洞装置を提供す
ることを目的とする。 
【請求項１】縦置きに設置される透明な
円筒状の可視化供試部を備え、該可
視化供試部内の気流の流れ方向を鉛
直下方向とすることを特徴とする縦型風
洞装置。 
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  縦型風洞装置の構成 

縦型風洞装置１０は、空気導入部と、
第１の整流部と、縮流部と、可視化供
試部と、第２の整流部と、気流生成部
とを含んで構成される。空気導入部は、
円錐台形筒状のフードで構成され、
第１の整流部ならびに第２の整流部
は、いずれもハニカム部材で構成さ
れている。  
 また、気流生成部は、プロペラファ
ンと、回転制御を行なうための変圧器
を含んで構成されている。 
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(a)：線香の煙のように空気より比重が
小さいトレーサＴＬを使用した場合。
下流に向う程、トレーサＴＬが流線か
らずれ、鉛直上方向に浮き上がって
しまう。 
(b)：ドライアイスの煙（二酸化炭素）の
ように空気より比重が大きいトレーサＴ
Ｈを使用した場合。下流に向う程、ト
レーサＴＨが流線からずれ、鉛直下
方向に沈んでしまう。 
(c)：本縦型風洞装置。 
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   気流の流れ方向とトレーサの軌跡 
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ボルトレス接合であることは、供試物
体の入れ替えをする際に便利である。 
 すなわち、供試物体の入れ替えを
する場合（●→★）、上から、空気導
入部、第１の整流部、縮流部の順に
嵌合を解くだけで可視化供試部内に
手を入れて供試物体を入れ替えるこ
とができ、 
 入れ替えが終った後は、縮流部、第
１の整流部、空気導入部の順に再び
嵌合してすぐに次の風洞実験を行な
うことができる。 
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  供試物体の入れ替え 

供試物体 



特願2009-282380「縦型風洞装置」 

円筒状の透明容器（たとえば、アクリル容器）に水を満たしたもの
を集光レンズとして機能させ、スリット光源を形成する。 
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  縦型風洞装置の光学系 
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実験結果を示す写真であ
る。円柱が静止している場
合、 (a)に示すように、明
瞭なカルマン渦列を観測
することができる。 
 一方、円柱を回転させた
場合には、 (b)に示すよう
に、回転円柱周りのポテン
シャル流れに類似した流
れ模様を明瞭に観測する
ことができる。 
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  風洞実験の結果 



ハニカム
（整流） 

ファン 

縮流部 

安全装置 

吹き出し型風洞としての利用 

スライダック 



雨粒の浮上 形状観察 子供から大人まで 

浮上する紙細工とバドミントンの羽根 

                    小学生中心 



  従来の風洞 本提案 

流れ方向 水平（ヨコ型） 鉛直（タテ型） 

組み立て ボルト・ナット 積むだけ 

材料 鉄 プラスチック 

重量 重い 軽い 

場所 場所を取る 場所を取らない 
トレーサー 
 (流体との比重差） 

追随しにくい 追随しやすい 

物体浮上実験 × 〇 

吸い込・吹き出し両用 × 〇 

価格 高価 安価 

用途 研究用 学習用 

利用者 大学・研究所 小・中・高の理科クラブ 

まとめ 重くて場所を取り高価 
軽く場所を取らず安価 
融通性に富む利用方法 



揚力・抗力計測用吸い込み型風洞として 
                       高校生 

錘①で初期バランス 
 
錘②で、流れにより
発生するトルクをバ
ランス 
（トルクの計測） 



揚力・抗力算出 

揚力をL 

抗力をD 

小円板中心からの力の作用点(ξ,η) 

大円板と小円板の中心間距離 r 

①～④の位置で錘バランスから求めたT1～T4 

  

 ①   L(r－ξ)－Dη＋T1＝0 

 ②  －L(r＋ξ)－Dη＋T2＝0 

 ③  －Lξ＋D(r－η)＋T3＝0 

 ④  －Lξ－D(r＋η)＋T4＝0 

 ①，②から揚力L 

 ③，④から抗力D 

   が算出できる。 



揚力係数、抗力係数の実験結果 



熱線流速計の検定装置     高校生 

供試熱線端子 
マノメーターへ 

掃除機 

スライダック 

スライダックを調整して、マノ
メータの水位を目盛に一致さ
せると、供試熱線流速計に
当たる風速が目盛の値であ
ることが保証される 

マノメータ 



実用化に向けた課題 

• 子供が用いることを考えて、事故などが起きない配慮をする。 

• 子供が興味を持つ流れの現象を集めて、読みやすい解説書
を作成する。 

• 流体関連の実験装置、教育機器を製作販売している業界。 

• 流体計測機器を製作販売している業界。 

• 教育機器を製作販売している業界。 

 

上記のような業界で製作販売してくださることを期待している。 

 

企業への期待 
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お問い合わせ先 

神奈川工科大学 

     工学教育研究推進機構  

      リエゾンオフィス 

 

    ＴＥＬ ０４６-２９１-３２７７ 

    ＦＡＸ ０４６-２９１-３２２１ 

     E-mail：liaison@kait.jp  
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ライセンス先を
募集中です 


