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流れの可視化とは

• 自然環境 （気象，海流など）

• 建築，土木 （空調，プラント配管など）

• 航空宇宙 （翼，ジェットエンジンなど）

• 産業機械 （ファン，ポンプなど）

• 医療 （血流，呼吸など）

気体や液体などの流体を取り扱う様々な分野で
流れの可視化が行われている

流れの可視化とは普段は見ることができない
空気や水の流れを見えるようにすること
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代表的な可視化手法

• 壁面トレース法 （油膜法など）

• タフト法 （表面タフト法など）

• 光学的可視化法 （シュリーレン法）

• 電気制御トレーサ法

（スモークワイヤー法，水素気泡法など）



4

注入トレーサー法による流れの可視化
流体中にトレーサー粒子を注入して粒子の動きを

カメラやビデオカメラを用いて撮影する方法

フレームレート：10000 fps，トレーサー粒子径：10 μm
光源：グリーンレーザーシート
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注入トレーサー法による流れの可視化
【PIV（Particle Image Velocimetry）解析】

２次元流れ場を連続的に撮影し、粒子などの分
布状態と時間間隔から速度を算出する手法

１フレーム目 ２フレーム目 速度ベクトル

Δｔ
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注入トレーサー法による流れの可視化

PIV解析

【PIV解析の例】

速度分布によって流れ場の様子が明らかになる
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遠心式ポンプ内部の流れ

フレームレート：1000 fps，解像度 ：640×480，
トレーサー粒子径：100μm

従来技術とその問題点①

【回転流路の場合】

羽根車内部の流れは絶対
座標（絶対速度）で撮影さ
れる

【問題点】

• 高速度ビデオカメラと高
出力レーザーが必要

• 周速度を考慮し相対座
標に変換が必要

• 羽根部の画像処理が必
要（マスキング）
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フレームレート：10000 fps，解像度 ：640×480
トレーサー粒子径：10 μm

【変形流路の場合】

流路が常に変化し，また，
壁面の移動に伴いハレー
ションの場所が移動する

【問題点】

• 高速度ビデオカメラと高
出力レーザーが必要

• 画像毎に壁面やハレー
ションの除去が必要
（画像処理）

• 蛍光粒子（ローダミンβ）
と光学フィルターが必要

スクリューポンプ内部の流れ

従来技術とその問題点②
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新技術の特徴

【提案する技術】
①特殊プリズムを用いた回転体相対静止撮影法

②紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

撮影システムのスマート化

【従来技術の問題】
 回転流路
 羽根車内部の流れは絶対座標（絶対速度）で撮影される

 変形流路
 流路が常に変化し，また，壁面の移動に伴いハレーション

の場所が移動する
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特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

【ダブプリズムとは】

台形形状をした特殊プリズム

ダブプリズムを通して被写体を見たとき、像は180°回転
して見える

新技術①
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特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

被写体を回転させたとき、プリズムを被写体に対して半分の
角度で回転させると、像は回転せずに静止した状態で見える

新技術①

【静止撮影の原理】
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Inflow Direction

Outflow Direction

Test Pump

Reservoir
Flow Meter
Booster pump

1W Green Laser
Cylindrical Lens

Half Mirror

High-speed Video Camera

ダブプリズムユニットMirror

特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

新技術①

【装置構成】
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フレームレート：1000 fps， 解像度 ：640×480，トレーサー粒子径：100μm

特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

回転体を相対的に静止させた状態で撮影が可能

新技術①

【結果 １】
（撮影結果）
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特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

新技術①

【結果 ２】
（PIV解析）

回転流路内部だけの速度の算出が容易
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速度ベクトル 流線
実験結果

特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

流線
数値解析結果

【結果 ３】
（数値解析結果との比較）

実験と数値解析の結果はほぼ同じ



16

特殊プリズムを用いた
回転体相対静止撮影法

【想定される用途】

• 流体機械内部の流れの可視化

• 変形や振動を伴う回転体の撮影

【実用化に向けた課題】

• ダブプリズム回転ユニットの小型・軽量化

• ダブプリズム回転ユニットの設定方法の簡略化

新技術①
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• 一般的な可視化実験用光源 可視光

• 紫外線光源 400nm以下 不可視光

UV-A(400～315nm)，UV-B(315～280nm)，UV-C(280～200nm)

青色 450nm，緑色 532nm，赤色 650nm

紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法
新技術②

【可視化用光源】

不可視光であるため
光源によるハレーションが生じない
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紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

• 一般的なトレーサー粒子 （粒子径 数μm～）
樹脂・金属・ガラス粒子

蛍光粒子 （ローダミンB）

• 紫外線励起蛍光体

励起波長：380～400nm
比重：樹脂粒子と同程度

耐水性が高い

新技術②

【トレーサー粒子】
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不可視光であるためハレーションが無い

ごみや気泡が混入していても蛍光粒子しか見えない

光学的フィルター不要

紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

紫外線レーザー（ライト）
紫外線励起蛍光体

新技術②

【流れの可視化（例）】
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赤色（650nm）
レーザーシート1mW

緑色（532nm）
レーザーシート1mW

紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

ハレーションが生じる
粒子は全て赤色または緑色

ポリスチレン粒子
（粒径：100μm）
紫外線蛍光体
（緑，100μm）

新技術②

【実験結果１】
（赤・緑レーザー）
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紫色（405nm）
レーザーシート100mW

紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

 ポリスチレン粒子は紫色，
蛍光体は緑色に発光

 紫色のハレーション

 ポリスチレン粒子やハレー
ション除去のためフィルター
が必要

新技術②

【実験結果２】
（紫レーザー）
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紫外線（370-380nm）
レーザーシート20mw

紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

蛍光体以外の粒子や気泡が
混入しても見えない

フィルターは不要

新技術②

【実験結果３】
（不可視光紫外線レーザー）

 蛍光体は緑色に発光，ポリ
スチレン粒子は見えない

 ハレーションはほとんど無い
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紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法
【可視化の応用例】

可視光レーザー

紫外線ランプ
可視光レーザー

流体A

流体B

密度と蛍光色の
異なる粒子

③複数層同時撮影 ④複数面同時撮影

新技術②

②異種流体同時撮影
①検査面と外部流れの同時撮影
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紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

紫外線レーザー光源の出力が高くなると
より精度の高い流れ場の解析が可能

新技術②

【実用化に向けた課題１】
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紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

100μm３種類の異なる紫外線励起蛍光体（励起光波長395nm）

新技術②

【実用化に向けた課題２】

粒子径状の品質向上（数μm～100μm程度の球形状）
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企業への期待

• 可視化技術に興味がある企業

• 流体機械だけでなく，回転体の挙動を視覚的に評価
したい企業

• 小型モーター，樹脂，紫外線LDなど関連企業

①特殊プリズムを用いた回転体相対静止撮影法
②紫外線励起蛍光体を用いた粒子追跡法

これらの手法や技術を向上させ，広い分野で利用できる
ものにするために，共同研究・開発を希望します
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お問い合わせ先

摂南大学

研究支援・社会連携センター

コーディネーター 鈴木 茂夫

ＴＥＬ ０７２－８００ － １１６０

ＦＡＸ ０７２－８００ － １１６１

e-mail SETSUNAN.Kenkyu.Shakai＠josho.ac.jp


