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(54)【発明の名称】動的風洞試験装置
(57)【要約】
【課題】

動的風洞試験装置及び方法に関し、風試模型

の風洞計測部からの逸脱を防止し試験範囲の制限を緩和
し、フリーフライト移行時の過渡現象を小さくする。
【解決手段】

風洞前部７０と風洞後部７２間の計測部

７１の空間に支持棒２、下方支持装置４で風試模型５０
を支持する。模型５０にはジンバル機構１が組み込ま
れ、支持棒２に支持され、ジンバル機構１により風試模
型５０はロールＲ、ピッチＰ、ヨーＹ方向の回転が可能
となり、かつ風試模型５０は支持棒２で位置が拘束され
るので回転模擬範囲の制限が緩和される。フリーフライ
トに移行させる場合、下方支持装置４にシリンダを組み
込み、初期条件設定後、シリンダの作動により、支持棒
２を下げて風試模型５０をフリーフライト状態とする。
模型５０の離陸状態を制御する必要がなく、模型制御成
立後の過渡現象を小さくする。
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【特許請求の範囲】

する請求項７記載の動的風洞試験方法。

【請求項１】

【請求項９】

風洞の計測部空間に配置した風試模型の

風洞計測部内で立設した支持棒により風

重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可能な

試模型の重心部を互いに直交する３軸廻りに回転自在に

ジンバル機構と、前記計測部空間の下方基礎部から立設

支持して風洞試験を行う動的風洞試験方法であって、前

し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設

記風試模型の制御開始初期条件設定時には前記風試模型

けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力

の前、後を、立設した２本の補助支持棒で支持して初期

を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴とす

条件を設立し、当該初期条件で運転を開始し、その後前

る動的風洞試験装置。

記補助支持棒を下降させて前記補助支持棒先端を前記風

【請求項２】

風洞の計測部空間に配置した風試模型の

重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可能な

試模型から離脱させて試験の制御を開始することを特徴
10

とする動的風洞試験方法。

ジンバル機構と、前記計測部空間の上方固定部から懸吊

【請求項１０】

し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設

模型の重心部へ貫通させ、該支持棒に沿って前記風試模

けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力

型を上下動させて風洞試験を行う動的風洞試験方法にお

を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴とす

いて、前記風試模型の制御開始初期条件設定時には前記

る動的風洞試験装置。

風試模型の前、後を立設した２本の補助支持棒で支持し

【請求項３】

風洞計測部の下方に設置された下方支持

て初期条件を設立し、該初期条件で運転を開始し、その

装置から立設されていて、風洞模型が上下動可能なよう

後前記補助支持棒を下降させて前記補助支持棒先端を前

に当該風洞模型の重心を貫通する支持棒と、該支持棒に

記風試模型から離脱させて試験の制御を開始することを

取付けられ当該支持棒に加わる左右及び前後方向の力を

特徴とする動的風洞試験方法。

計測する力計測センサと、該力計測センサの計測信号を

20

【請求項１１】

風洞計測部内で立設した支持棒を風試

風洞計測部内で立設した支持棒で風試

取込み前記風試模型に作用する左右及び前後方向の力を

模型を支持し初期条件を設定し、その後前記支持棒を下

推定する計測装置とを備えてなることを特徴とする動的

降させて前記風試模型の支持を離脱させて前記風試模型

風洞試験装置。

をフリーフライト状態として風洞試験を行う動的風洞試

【請求項４】

風洞計測部の上方から懸吊していて、風

験方法において、前記風試模型の制御開始初期条件設定

試模型が上下動可能なように当該風試模型の重心を貫通

時には前記風試模型の前、後を立設した２本の補助支持

する支持棒と、該支持棒に取付けられ当該支持棒に加わ

棒で支持して初期条件を設定し、該初期条件で運転を開

る左右及び前後方向の力を計測する力計測センサと、該

始し、その後前記補助支持棒を下降させて前記補助支持

力計測センサの計測信号を取込み前記風試模型に作用す

棒先端を前記風試模型から離脱させると共に、前記支持

る左右及び前後方向の力を推定する計測装置とを備えて

棒も離脱させて試験の制御を開始することを特徴とする

なることを特徴とする動的風洞試験装置。
【請求項５】

30

前記支持棒には長手方向にレールが設け

動的風洞試験方法。
【請求項１２】

前記補助支持棒は前記風洞計測部の気

られ、前記風試模型の前記支持棒が貫通する穴周辺の長

流流路の下方に配置したシリンダで上下動させることを

手方向には前記レールと摺動可能に係合するガイド溝が

特徴とする請求項９，１０又は１１記載の動的風洞試験

形成されていることを特徴とする請求項３又は４記載の

方法。

動的風洞試験装置。

【請求項１３】

【請求項６】

前記支持棒には長手方向にガイド溝が形

一定位置に留まるように、制御信号により姿勢を制御す

成され、前記風試模型の前記支持棒が貫通する穴周辺の

る制御装置と、前記風洞に設けられていて前記模型の位

長手方向には前記ガイド溝と摺動可能に係合するレール

置を測定する少なくとも２台のカメラとを用い、前記制

が設けられていることを特徴とする請求項３又は４記載
の動的風洞試験装置。
【請求項７】

前記風試模型が前記風洞内の計測部の

御装置は、前記カメラからの信号と位置指定信号とを入
40

風洞計測部内で立設した支持棒の先端に

力する位置保持機能部により、前記模型を指定位置に変
位させるためのピッチ姿勢角、ロール姿勢角、スピード

より風試模型の重心部を支持して該風試模型を配置し、

ブレーキ作動指令、フラップ作動指令の各信号を出力

前記支持棒先端で前記風試模型を支持した状態で風速等

し、前記位置保持機能部からの前記ピッチ姿勢角及びロ

の初期条件を設定して風洞の運転を開始し、前記初期条

ール姿勢角の信号を受ける機体安定化機能部により、前

件で運転が維持された後に前記支持棒を下降させ前記風

記模型を回転させる信号を出力し、前記位置保持機能部

試模型からその前記支持棒先端を離脱させ、前記風試模

からのスピードブレーキ作動指令、フラップ作動指令の

型を前記風洞計測部内でフリーフライトへ移行させるこ

各信号を受けるコマンド分配部により、前記模型の変化

とを特徴とする動的風洞試験方法。

を小さくするように各舵面の駆動信号を配分して出力す

【請求項８】

ることを特徴とする請求項７，８，９，１０，１１又は

前記支持棒は前記風洞計測部の気流流路

の下方に配置したシリンダで上下動させることを特徴と

50

１２記載の動的風洞試験方法。

( 3 )
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【請求項１４】

4

前記位置保持機能部は、推力作動指令

を取付けて模型挙動を拘束する場合には、フリーフライ

信号を出力する機能を有し、該推力作動指令信号を受け

ト移行時には、ケーブル、ひも等をゆるめる必要があ

る推力信号発生部は、高圧空気を噴出させる弁の開閉、

り、この場合には大きな外乱が入る可能性が高い。ま

弁の開度を調整する推力発生信号を出力することを特徴

た、積極的に飛行を制御する場合には、別途離陸専用の

とする請求項１３記載の動的風洞試験方法。

複雑な制御システムを検討しなければならず、簡略な方

【請求項１５】

法では不可能である。

前記位置保持機能部からのピッチ、ロ

ール姿勢角の信号は姿勢保持機能部に入力され、該姿勢

【０００５】また、航空機の模型の動的風洞試験におい

保持機能部は前記姿勢角を保持し、又は前記姿勢角指令

ては、風洞内に模型を配置し、気流を流して各種、空力

の直前の指令を維持し、又は出力を停止させる信号を前
記機体安定化機能部へ出力することを特徴とする請求項

試験を実施している。図２４は米国で行われている動的
10

風洞試験設備の斜視図であり、風洞前部５２０と風洞後

１３又は１４記載の動的風洞試験方法。

部５２１との間の計測部には気流６０により揚力を受け

【請求項１６】

て航空機の風試模型５２２が自由飛行している。模型５

前記位置保持機能部は、出力する信号

をトリム信号により変更し、又は出力する信号を保持

２２には制御用の電線やセンサからの信号線を伝送する

し、又は出力を停止させる機能を有することを特徴とす

ケーブル５２３の一端が接続され、ケーブル５２３の他

る請求項１３，１４又は１５記載の動的風洞試験方法。

端はコンピュータ５２５へ接続されている。また、模型

【発明の詳細な説明】

５２２には安全ケーブル５２４が接続され、万一、模型

【０００１】

５２２の挙動が不安定となっても、風洞外へ飛び出さな

【発明の属する技術分野】本発明は、動的風洞試験装置

いようにしている。

及び方法に関し、回転運動に伴う位置変位量が大きい場

【０００６】上記の風洞試験においては、試験時には、

合においても風試模型が風洞計測部から逸脱することが

20

安全ケーブルのオペレータ５３０、風洞オペレータ５３

なく風試模型の大規模運動模擬を可能とし、また、フリ

１、ピッチ操作オペレータ５３２、推力操作オペレータ

ーフライトへの移行もスムーズに行う構成も提供し、制

５３３、ロール操作オペレータ５３４等の多くのオペレ

御開始時の外乱を小さくすると共に、高精度な位置の保

ータが試験を実施している。

持を可能として試験人員も少なくすることができるもの

【０００７】図２５は従来の動的風洞試験設備の斜視図

である。

であり、主に国内で実施している例である。図におい

【０００２】

て、風洞５４０内には航空機の風試模型５４１がケーブ

【従来の技術】従来の動的風試模型は、航空機の模型を

ルで空間部に保持され、気流６０を受けるようになって

風洞の計測部内の空間にケーブル等で配置し、風洞から

いる。模型５４１は前方ケーブル５４２の途中により前

発生する気流により空間に浮かせ、風洞内でフリーフラ

部が取付けられ、前方ケーブル５４２は一端が風洞内の

イト状態を作り出し、動的風試模型の６自由度運動を模

30

固定部５４４に固定され、他端はプーリ５４３を介して

擬していた。図２６は動的風試模型のフリーフライトの

基礎へ固定されている。また、模型５４１の後部には後

状態を示す説明図であり、風試模型５０は気流６０によ

方ケーブル５４５の一端が取付けられ、後方ケーブル５

り風洞内の計測部の空間に浮いており、機体の重心５１

４５の他端はプーリ５４６を介して基礎に弾性力を付与

を中心としてピッチＰ、ヨーＹ、ロールＲ、前後方向

して固定されている。模型５４１の風洞側面には２台の

Ｆ、左右方向Ｌ、上下方向Ｕの６自由度の運動模擬を行

ＴＶカメラ５４８ａ，５４８ｂが装備され、カメラから

い、航空機の動的模擬試験がなされている。

の信号は電線５４９で位置計測装置５５０へ接続されて

【０００３】上記の６自由度運動模擬は航空機の機体の

いる。模型５４１には、模型の姿勢制御用の電線やセン

各種の空力的性能試験が可能であるが、回転運動に伴う

サへ接続される電線からなるケーブル５４７の一端が接

位置変位が大きい場合には、狭い風洞計測部内の空間か
ら模型が逸脱してしまい、回転運動模擬範囲には制限が

続され、ケーブル５４７の他端は制御用の計算機５５１
40

へ接続されている。この例では模型５４１をケーブル５

ある。即ち、風洞の計測部の空間は、一例として３．３

４２，５４５で支持して試験を行っているが、模型５４

ｍ×３．３ｍの空間であり、その中に飛行する模型は長

１を上下位置保持装置で支持し、ピッチ姿勢の変化を可

さが１ｍ〜１．６ｍ程度、幅も１ｍ程度の大きさ、重さ

能とした試験も行われている。

は１７ｋｇ程度であり、その移動範囲もおのずと制限が

【０００８】上記に説明した従来の動的風洞試験におい

あり、大きな変位量には対応できず、模型の風洞構造部

ては、図２４の例では試験人員が多数必要であり、操縦

への接触等により破損が生じてしまう。

に熟練が必要となる。また、人の反応速度は遅く、模

【０００４】上記の６自由度運動模擬は航空機の機体の

型、風洞が大規模になり、試験の再現性や試験効率も悪

各種の空力的性能試験が可能であるが、模型制御初期条

い。また、図２５の例では、ケーブルで模型を支持して

件（風速、推力等）設定までの間の模型の挙動を何らか

いるので、前後、左右の移動に対応できず、高い迎角の

の方法で制御する必要があり、模型にケーブル、ひも等

50

試験も難しくなる等の問題がある。

( 4 )
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6

【０００９】

動的風洞試験方法を提供するものである。

【発明が解決しようとする課題】前述のように従来の航

【００１６】更に、本発明は模型の位置保持、姿勢保

空機の動的風試模型による風洞試験では回転運動に伴う

持、機体安定化、コマンド分配、推力発生の各機能を、

位置変位量が大きいと、狭い風洞計測部から模型が逸脱

それぞれの演算によって適正な指令値を求め、模型の姿

してしまい、その位置変位量が大きい回転運動には模擬

勢を高精度に制御する駆動信号を出力し、模型の前後の

範囲が制限されてしまい大規模な運動模擬ができなかっ

位置保持も可能とし、高迎角にも対応でき、試験の手順

た。また、計測部から模型が逸脱すると高価な模型が風

を自動化して試験の再現性を向上させ、そのために試験

洞の構造部へ接触して破損することもあり模型の取り換

人員も少なくできる動的風洞試験方法を提供することを

えが生じてしまい、効率的な風洞試験の障害となってし
まう。

課題としてなされたものである。
10

【００１７】本発明のその他の目的や新規な特徴は後述

【００１０】また、前述のように従来の航空機の模型に

の実施の形態において明らかにする。

よる動的風試フリーフライトへの移行は、ケーブルやひ

【００１８】

も等により模型を拘束しておき、フリーフライト移行時

【課題を解決するための手段】本発明は前述の課題を解

にケーブルやひもをゆるめて模型のフリーフライトへの

決するために次の（１）〜（１６）の手段を提供する。

制御を開始しているが、このような方式では、ケーブル

【００１９】（１）風洞の計測部空間に配置した風試模

やひもをゆるめる際に模型の挙動に大きな外乱が加わっ

型の重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可

てしまう可能性があり、模型制御初期における正確な試

能なジンバル機構と、前記計測部空間の下方基礎部から

験結果が得られない、という課題があった。

立設し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒

【００１１】また、前述のように、従来の動的風洞試験

に設けられ該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の

においては、自由飛行をさせる図２４の例では試験に多

20

力を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴と

くの人員を必要とし、人員の熟練度も必要となる。ま

する動的風洞試験装置。

た、ケーブルで模型を支持する図２５に示すような試験

【００２０】（２）風洞の計測部空間に配置した風試模

設備では、模型の動きに自由度がなく、前後、左右の動

型の重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可

きに対応できず、高迎角の姿勢の保持ができず、試験の

能なジンバル機構と、前記計測部空間の上方固定部から

適用範囲が制限されてしまう。

懸吊し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒

【００１２】そこで本発明は、風試模型を３軸で回転可

に設けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向

能なジンバル機構を用いて支持する構成とし、模型の位

の力を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴

置を拘束することにより模型の逸脱を回避し、回転運動

とする動的風洞試験装置。

模擬範囲の制限を大幅に緩和することができる動的風洞

【００２１】（３）風洞計測部の下方に設置された下方

試験装置を提供することを課題としてなされたものであ

30

支持装置から立設されていて、風試模型が上下動可能な

る。

ように当該風試模型の重心を貫通する支持棒と、該支持

【００１３】また、本発明は、風試模型を支持棒で支持

棒に取付けられ当該支持棒に加わる左右及び前後方向の

して横方向の変位を拘束すると共に、風試模型の上下動

力を計測する力計測センサと、該力計測センサの計測信

を可能とする構成とし、模型に加わる横方向と前後方向

号を取込み前記風試模型に作用する左右及び前後方向の

の力はセンサで計測して模型の並進運動を推定できるよ

力を推定する計測装置とを備えてなることを特徴とする

うにした動的風洞試験装置を提供することを課題として

動的風洞試験装置。

なされたものである。

【００２２】（４）風洞計測部の上方から懸吊してい

【００１４】また、本発明は、風試模型制御初期には風

て、風試模型が上下動可能なように当該風試模型の重心

試模型を拘束しておき、模型の制御が成立後に、この拘
束を速やかに離脱して拘束解除に伴う風試模型へ加わる

を貫通する支持棒と、該支持棒に取付けられ当該支持棒
40

に加わる左右及び前後方向の力を計測する力計測センサ

外乱を小さくし、風試模型初期条件（風速、推力等）の

と、該力計測センサの計測信号を取込み前記風試模型に

設定を容易とし、離陸状態を制御することなく模型制御

作用する左右及び前後方向の力を推定する計測装置とを

成立後の過渡現象を小さくすることができる動的風洞試

備えてなることを特徴とする動的風洞試験装置。

験のフライトへの移行が可能な動的風洞試験方法を提供

【００２３】（５）前記支持棒には長手方向にレールが

することを課題としてなされたものである。

設けられ、前記風試模型の前記支持棒が貫通する穴周辺

【００１５】また、本発明は、模型制御の初期には模型

の長手方向には前記レールと摺動可能に係合するガイド

を補助支持装置で支持して拘束しておき、初期条件を設

溝が形成されていることを特徴とする（３）又は（４）

定後に補助支持装置の拘束を解除して、模型運動模擬の

記載の動的風洞試験装置。

制御を行い、初期条件と制御開始時の条件とをスムーズ

【００２４】（６）前記支持棒には長手方向にガイド溝

に一致させ制御開始時の外乱を小さくすることのできる

50

が形成され、前記風試模型の前記支持棒が貫通する穴周

( 5 )

特開２００３−１６１６７１

7

8

辺の長手方向には前記ガイド溝と摺動可能に係合するレ

の位置を測定する少なくとも２台のカメラとを用い、前

ールが形成されていることを特徴とする（３）又は

記制御装置は、前記カメラからの信号と位置指定信号と

（４）記載の動的風洞試験装置。

を入力する位置保持機能部により、前記模型を指定位置

【００２５】（７）風洞計測部内で立設した支持棒の先

に変位させるためのピッチ姿勢角、ロール姿勢角、スピ

端により風試模型の重心部を支持して該風試模型を配置

ードブレーキ作動指令、フラップ作動指令の各信号を出

し、前記支持棒先端で前記風試模型を支持した状態で風

力し、前記位置保持機能部からの前記ピッチ姿勢角及び

速等の初期条件を設定して風洞の運転を開始し、前記初

ロール姿勢角の信号を受ける機体安定化機能部により、

期条件で運転が維持された後に前記支持棒を下降させ前

前記模型を回転させる信号を出力し、前記位置保持機能

記風試模型からその前記支持棒先端を離脱させ、前記風
試模型を前記風洞計測部内でフリーフライトへ移行させ

部からのスピードブレーキ作動指令、フラップ作動指令
10

の各信号を受けるコマンド分配部により、前記模型の変

ることを特徴とする動的風洞試験方法。

化を小さくするように各舵面の駆動信号を配分して出力

【００２６】（８）前記支持棒は前記風洞計測部の気流

することを特徴とする（７），（８），（９），（１

流路の下方に配置したシリンダで上下動させることを特

０），（１１），（１２）いずれかに記載の動的風洞試

徴とする（７）記載の動的風洞試験方法。

験方法。

【００２７】（９）風洞計測部内で立設した支持棒によ

【００３２】（１４）前記位置保持機能部は、推力作動

り風試模型の重心部を互いに直交する３軸廻りに回転自

指令信号を出力する機能を有し、該推力作動指令信号を

在に支持して風洞試験を行う動的風洞試験方法であっ

受ける推力信号発生部は、高圧空気を噴出させる弁の開

て、前記風試模型の制御開始初期条件設定時には前記風

閉、弁の開度を調整する推力発生信号を出力することを

試模型の前、後を、立設した２本の補助支持棒で支持し

特徴とする（１３）記載の動的風洞試験方法

て初期条件を設立し、当該初期条件で運転を開始し、そ

20

【００３３】（１５）前記位置保持機能部からのピッ

の後前記補助支持棒を下降させて前記補助支持棒先端を

チ、ロール姿勢角の信号は姿勢保持機能部に入力され、

前記風試模型から離脱させて試験の制御を開始すること

該姿勢保持機能部は前記姿勢角を保持し、又は同姿勢角

を特徴とする動的風洞試験方法。

指令の直前の指令を維持し、又は出力を停止させる信号

【００２８】（１０）風洞計測部内で立設した支持棒を

を前記機体安定化機能部へ出力することを特徴とする

風試模型の重心部へ貫通させ、該支持棒に沿って前記風

（１３）又は（１４）記載の動的風洞試験方法。

試模型を上下動させて風洞試験を行う動的風洞試験方法

【００３４】（１６）前記位置保持機能部は、出力する

において、前記風試模型の制御開始初期条件設定時には

信号をトリム信号により変更し、又は出力する信号を保

前記風試模型の前、後を立設した２本の補助支持棒で支

持し、又は出力を停止させる機能を有することを特徴と

持して初期条件を設立し、該初期条件で運転を開始し、

する（１３）から（１５）のいずれかに記載の動的風洞

その後前記補助支持棒を下降させて前記補助支持棒先端

30

試験方法。

を前記風試模型から離脱させて試験の制御を開始するこ

【００３５】本発明の（１）においては、風試模型の重

とを特徴とする動的風洞試験方法。

心にはジンバル機構が取付けられており、ジンバル機構

【００２９】（１１）風洞計測部内で立設した支持棒で

は支持棒で支持されているので、模型は直交する３軸を

風試模型を支持し初期条件を設定し、その後前記支持棒

中心として３自由度の回転が可能である。従って、風試

を下降させて前記風試模型の支持を離脱させて前記風試

模型はピッチ、ロール、ヨー方向に自由に回転し、飛行

模型をフリーフライト状態として風洞試験を行う動的風

条件に応じて任意の姿勢が可能となる。風試模型は、そ

洞試験方法において、前記風試模型の制御開始初期条件

の位置が支持棒により拘束され移動しないので、回転運

設定時には前記風試模型の前、後を立設した２本の補助

動に伴う位置変位量が大きくなっても計測部から逸脱す

支持棒で支持して初期条件を設定し、該初期条件で運転
を開始し、その後前記補助支持棒を下降させて前記補助

ることが防止され回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和
40

される。また、支持棒に加わる上下、前後及び左右の力

支持棒先端を前記風試模型から離脱させると共に、前記

は力計測センサで計測され制御部へ送られるので、制御

支持棒も離脱させて試験の制御を開始することを特徴と

部において模型に加わる力が推定され機体の並進運動も

する動的風洞試験方法。

推定でき、従来のように風洞内のフリーフライトでは模

【００３０】（１２）前記補助支持棒は前記風洞計測部

型が風洞計測部から逸脱して大規模な運動模擬が不可能

の気流流路の下方に配置したシリンダで上下動させるこ

であるような場合でも、本発明の（１）ではこのような

とを特徴とする（９），（１０），（１１）いずれかに

大規模な運動模擬が可能となる。

記載の動的風洞試験方法。

【００３６】本発明の（２）では、風試模型は上方から

【００３１】（１３）前記風試模型が前記風洞内の計測

懸吊されているが、その他の構成は（１）の発明と同じ

部の一定位置に留まるように、制御信号により姿勢を制

構成である。従って、風試模型はジンバル機構によって

御する制御装置と、前記風洞に設けられていて前記模型

50

３自由度の回転が可能であり、その位置も支持棒で拘束
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されているので、（１）の発明と同様に回転運動に伴う

始時の風速や、推力等の初期条件を設定する際には風試

位置変位量が大きい場合にも模型が計測部から逸脱する

模型は前後を２本の補助支持棒で支持して行う。初期条

ことがなく、回転運動模擬運動範囲の制限が大幅に緩和

件が設定され、風洞の運転が行われ初期条件で運転が充

される。また、力計測センサが支持棒に加わる力を計測

分なされると、その後補助支持棒を下降し、制御開始が

するので、機体の並進運動も推定でき、従来のフリーフ

行われ、風試模型は３自由度の運動を行い、運転模擬が

ライトでは模型が逸脱して大規模な運動模擬が不可能な

開始される。このような方法によれば、制御開始時の状

場合にも、大規模な運動模擬が可能となる。

態と初期条件とをスムーズに一致させることができ、制

【００３７】本発明の（３）においては、風試模型は上

御開始時の外乱を小さくすることができる。また、制御

下に支持棒が貫通しており、横方向の位置が拘束されて
いる。風試模型は、気流により支持棒に沿って上下方向

開始時に不備や不具合が発生した場合には模型の拘束が
10

なされているので、模型回収が安全になされる。

の移動が容易になされ、この際に横方向の変位量が大き

【００４３】本発明の（１０）では、補助支持棒を用い

くなっても計測部から逸脱することがなく、試験範囲の

て模型を拘束し、初期条件を設定する風試模型は、支持

制限が大幅に緩和される。また、力計測センサは支持棒

棒が重心部に貫通し、支持棒に沿って上下動する運転の

に加わる横方向、前後方向の力を計測し、これら計測信

模擬を行うものであり、このような運転模擬の場合にも

号を計測装置へ出力しており、計測装置では、これら計

補助支持棒を用いることにより制御開始時の初期条件を

測信号により風試模型に作用する横方向、前後方向の力

設定することにより上記（９）の発明と同様に制御開始

を推定することができる。従って、風試模型の上下運動

時の状態と初期条件とをスムーズに一致させることがで

の模擬に加え、横方向、前後方向の動きも容易に推定す

き、制御開始時の外乱を小さくすることができる。ま

ることができる。

た、制御開始時に不備や不具合が発生した場合には模型

【００３８】本発明の（４）においては、支持棒が上方

20

の拘束がなされているので、模型回収が安全になされ

から懸吊してその先端が下方へ向かって風試模型を貫通

る。

している構成以外は上記（３）の発明と同じであり、上

【００４４】本発明の（１１）では、補助支持棒を用い

記（３）の発明と同じ作用、効果を奏するものであり、

て模型を拘束し、初期条件を設定する風試模型は、支持

風試模型の上下運動の模擬に加えて、横方向、前後方向

棒が重心部を支持し、初期条件を設定後、この支持棒を

の動きも容易に推定できる。

下降させて風試模型をフリーフライト状態とするもので

【００３９】本発明の（５）では、支持棒にレール、模

あり、このような運転模擬の場合にも補助支持棒を用い

型側の貫通穴にはガイド溝を設け、これらレールとガイ

ることにより制御開始時の初期条件を設定することによ

ド溝とを係合して上下に摺動可能とし、また、本発明の

り上記（９）の発明と同様に制御開始時の状態と初期条

（６）では、支持棒にはガイド溝を、貫通穴にはレール

件とをスムーズに一致させることができ、制御開始時の

を、それぞれ形成させたので、これらガイド溝とレール

30

外乱を小さくすることができる。また、制御開始時に不

を係合させて摺動可能な構成とすることにより、上記

備や不具合が発生した場合には模型の拘束がなされてい

（３）又は（４）の発明の風試模型の上下運動が容易に

るので、模型回収が安全になされる。

実現できるものである。

【００４５】本発明の（１２）では、補助支持棒の上下

【００４０】本発明の（７）の方法においては、フリー

動はシリンダによってなされるので、補助支持棒の操作

フライトの初期には、風試模型はその重心部が支持棒先

が容易となり、また、シリンダは風洞計測部の気流の下

端で支持され、拘束されている。この状態で風速、推力

方へ位置しているので気流の邪魔にはならず、正確な風

等の初期条件を設定し風洞の運転を開始し、初期条件で

試模擬の実施がなされる。

風試模型の試験が充分維持され、立ち上がると、支持棒

【００４６】本発明の（１３）においては、制御装置の

先端を下降させて風試模型から支持棒を離脱させる。こ
の状態では風試模型は気流によりフリーフライトの状態

位置保持機能は風洞内のカメラから模型の位置信号を入
40

力しており、位置指定信号が入力されると、指定された

となりフリーフライトへスムーズに移行し、移行時の大

位置へ模型を変位させるためのピッチ姿勢角、ロール姿

きな外乱もなく、また、模型離脱時の制御もないので、

勢角、スピードブレーキ作動指令、フラップ作動指令の

正確なフリーフライトの試験が実施できる。

信号を出力する。ピッチ、ロール姿勢角は機体安定化機

【００４１】本発明の（８）では、支持棒の上下動はシ

能部へ入力し、模型の姿勢を安定して作動させる駆動信

リンダによりなされ、フリーフライト移行時の支持棒の

号として出力される。また、スピードブレーキ作動指

操作が容易になされ、また、シリンダは気流流路の下方

令、フラップ作動指令はコマンド分配部へ入力され、コ

へ配置されているので、シリンダや支持棒が気流の流れ

マンド分配部において、前記模型の翼に設けた各舵面へ

の邪魔とならずに正確な制御を可能とする。

適正な駆動信号として出力される。このような本発明の

【００４２】本発明の（９）においては、３自由度で運

（１３）では、模型の前後、左右の変位に対しても位置

動を模擬する風試模型の風洞試験を行う場合に、制御開

50

の保持が可能となり、高迎角のバックサイド領域におい
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12

ても位置保持の制御が可能となり、位置保持の精度が向

計測する。

上する。また、試験手順が自動化され、試験効率が向上

【００５３】上記構成の動的風洞試験装置の３自由度運

し、試験の再現性が高まり、試験人員も少なくできる。

動模擬機構において、風洞前部７０からの気流６０は計

【００４７】本発明の（１４）では、上記（１３）の発

測部７１へ向かって流れており風試模型５０は、その気

明に推力信号発生部が付加され、高圧空気の弁を作動す

流により受ける揚力と共に、図示省略の模型の主翼、尾

る駆動信号が出力されるので、上記（１３）の発明の姿

翼の舵面操作により、それぞれジンバル機構１を中心と

勢保持の制御性が推力発生による制御により、より一層

してロールＲ、ピッチＰ、ヨーＹの回転を行い動的風洞

向上するものである。

試験がなされる。この場合には風試模型５０は、支持棒

【００４８】本発明の（１５）では、上記（１３）の発
明に姿勢保持機能部が付加された場合、姿勢角の指令を

２により下方支持装置４を介して基礎６１に固定されて
10

いるので、移動することなくジンバル機構１を中心とし

保持したり、停止したりする機体安定化機能部へ出力す

て３軸方向にのみ回転することになる。

るので模型の姿勢制御がきめ細かくなされ、上記（１

【００５４】また、支持棒２には力計測センサ３が取付

３）の発明において正確な位置保持を可能とするもので

けられており、この力計測センサ３は風試模型５０が３

ある。また、上記（１４）の発明に姿勢保持機能部が付

軸で回転した時に支持棒２が受ける上下方向、前後方向

加された場合、上記（１４）の推力信号発生部の追加に

及び左右方向の力をそれぞれ計測し、図示していない制

加え、更に姿勢保持機能部が加わり、位置保持、姿勢保

御装置へ送り、その時の模型が受ける力を推定すること

持、機体安定化の各機能部、コマンド分配部、推力発生

ができる。なお、支持棒基部を固定支持する下方支持装

部の５段階の手順により、上記（１３）〜（１４）の発

置４は風洞前部７０と風洞後部７２とで形成される気流

明の作用、効果をすべて備え、模型の前後、左右の変化

６０の流路よりも下方に設け気流の邪魔にならないよう

に対して位置保持を可能とし、高迎角のバックサイド領

20

な配置としている。

域でも位置保持を可能として位置保持の精度が一層高ま

【００５５】図２は第１の実施の形態に係る動的風洞試

るものである。また、試験手順も５段階の機能により自

験装置の３自由度運動模擬機構を用いた全体のシステム

動化され、試験効率が向上し、試験の再現性が高まり、

構成図である。図において、風試模型５０は図１に示し

試験人員も少なくできる。

たように計測部７１に配置され、支持棒２で下方支持装

【００４９】本発明の（１６）では、位置保持機能部

置４を介して基礎６１に支持されている。計測部７１の

は、その指令信号をトリム信号を入力することにより変

前後両側には基礎６１から柱を立設した架台４０が配設

更したり、指令信号を維持したり、停止する機能も有す

され、架台４０の上部にはコネクタ４２が設けられた配

るので模型の姿勢制御の融通性が高まり広範囲な試験を

線・配管用支持台４１が取付けられている。コネクタ４

効果的に実施できるものである。

２には風試模型５０への配線・配管からなるアンビリカ

【００５０】

30

ルケーブル４３が接続されている。４４，４５，４６は

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

拘束索であり、万一風試模型５０が支持棒２から外れた

て図面に基づいて具体的に説明する。

時の安全用の索で、通常はたるんでいる。４７はカメラ

【００５１】図１は本発明の第１の実施の形態であっ

であり風試模型５０の位置を２台のカメラで測定してい

て、動的風洞試験装置における３自由度運動模擬機構の

る。

構成図である。図において、５０は風試模型であり、従

【００５６】また、コネクタ４２へはアンビリカルケー

来と同じく航空機の縮小模型である。風試模型５０は風

ブル４３へ接続する空気供給管３０が接続され、空気供

洞前部７０と風洞後部７２との間の計測部７１内へ配設

給管３０は制御バルブ３１、遮断弁３２、空気供給管３

されている。風試模型の寸法の一例としては計測部７１

３を通して高圧空気源３４へ接続されている。また、コ

の空間部が３．３ｍ×３．３ｍ、模型５０の長さが１．
６ｍ、幅が１．０ｍ、重さが１７ｋｇ程度の大きさであ

ネクタ４２には、後述するようにアンビリカルケーブル
40

４３へ接続される制御装置２１からの配線が接続されて

る。

いる。空気供給管３０からの空気は風試模型５０後部よ

【００５２】１はジンバル機構であり、後述するよう

り噴出され、推力を得るものであり、また、制御装置２

に、互いに直交する３軸を中心として３自由度の回転が

１からの電気信号は風試模型５０内のモータやアクチュ

可能な構造であり、風試模型５０の重心５１に３軸の中

エータを制御するものである。

心が一致するように取り付け配置されている。２は支持

【００５７】上記構成の機構において、飛行制御装置２

棒で、風試模型５０をジンバル機構１を介して支持する

０は風試模型５０の各種飛行条件の指令を制御装置２１

棒であり、支持棒２は下方支持装置４により基礎６１に

へ送る。制御装置２１は飛行制御装置２０からの指令に

支持され、垂直に立設している。３は力計測センサ（天

基づいてバルブ制御装置２３へ信号を送り、バルブ制御

秤）であり、支持棒２の途中に取付けられ、支持棒２に

装置２３は遮断弁３２の開閉、制御バルブ３１の弁開度

加わる上下方向、前後方向及び左右方向の力をそれぞれ

50

を制御して設定された飛行条件において空気の流量を制
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御し、また、制御装置２１はコネクタ４２を介して制御

て計測部空間の上方固定部としての架台４０に取付けら

信号を送り、模型内部のモータやアクチュエータを制御

れている。つまり、風試模型５０は架台４０上部から支

し、これら空気と電気信号により風試模型５０の主翼、

持棒８２により垂直に懸吊される構成である。その他の

尾翼の可動翼（つまり舵面）を動かし、風試模型５０の

構成は前述の第１の実施の形態と同様であり、同一又は

ロールＲ、ピッチＰ、ヨーＹの各回転を飛行条件に応じ

相当部分に同一符号を付して説明を省略する。この第２

て制御する。また、制御装置２１は２台のカメラ４７が

の実施の形態においても、第１の実施の形態のものと同

取り込んだ風試模型５０の位置信号を位置計測装置２２

様の作用効果が得られるものである。

から受け、これを飛行制御装置２０へ送る。更に、制御

【００６３】なお、上記の第２の実施の形態において

装置２１は前述のように、力計測センサ３からの信号を
取込み、この信号は支持棒２に加わる上下、前後及び左

は、図３に示すジンバル機構１を用いる場合には、ジン
10

バル機構１を介して支持棒２から風試模型５０が懸吊す

右方向の力の信号であり、これら信号を飛行制御装置２

るため、図３に示す軸受１６とヨー軸１３とは脱落防止

０へ送る。

のための係止部が必要となり、例えば、ヨー軸先端に軸

【００５８】図３は上記の風試模型５０に用いるジンバ

径よりも大径となるフランジを設け、軸受１６の溝内

ル機構１の一例を示す詳細図であり、（ａ）は側面図、

に、拡大溝部を設けて、ヨー軸が回転自在に軸受と係合

（ｂ）は正面図である。両図において、１１はピッチ軸

するようにすれば良い。

であり、１２はロール軸、１３はヨー軸である。１４は

【００６４】また、上記に説明の図３に示すジンバル機

ブラケットであり、下面にヨー軸１３が固定され、ヨー

構１は、この構造に限定するものではなく、直交する３

軸１３は軸受１６内でヨー方向に回転自在に支持されて

軸でそれぞれ回転可能とする構造であれば、どのような

いる。１５は軸支持部であり、ロール軸１２を回転自在

構造の機構でも良いものである。

に保持し、ロール軸１２をロール方向Ｒに回転自在に支

20

【００６５】図５は本発明の第３の実施の形態に係る動

持すると共に、ブラケット１４内にピッチ軸１１を中心

的風洞試験装置における上下運動模擬機構の構成図であ

にピッチ方向Ｐへ回転自在に支持されている。支持棒２

る。図において、風試模型５０は従来と同じく航空機の

の先端は軸受１６に固定されヨー軸１３を介してジンバ

縮小模型であり、風洞前部７０と風洞後部７２との間の

ル機構１全体を支持している。前記ロール軸１２に模型

計測部７１内へ配設されている。風試模型５０の一例と

５０が取り付けられる。

しては、計測部７１の空洞部が３．３ｍ×３．３ｍで、

【００５９】上記構成のジンバル機構１を風試模型５０

模型の長さが１．６ｍ、幅（主翼の長さ）が１．０ｍ、

の重心５１へ組み込んでピッチ軸１１とロール軸１２の

重さが１７ｋｇ程度の設備である。

中心に前記重心５１を一致させ、支持棒２で風試模型５

【００６６】１０１は上下に貫通する穴を有するインタ

０を支持し、動的風洞試験を行うと、風試模型５０は計

ーフェイス部であり、その上下に貫通する穴を風試模型

測部７１内へ３自由度運動を可能にして固定、支持する

30

５０の重心５１に一致させて装着され、後述するように

ので、風試模型５０の位置が拘束され、風試模型５０の

支持棒を貫通させるものである。１０２は支持棒であり

計測部７１からの逸脱が防止され回転運動模擬範囲の制

風試模型５０が上下動可能にインターフェイス部１０１

限の大幅な緩和がなされる。

を介して貫通している。支持棒１０２は基礎６１面に下

【００６０】以上説明の第１の実施の形態によれば、風

方支持装置４により垂直に立設して固定し、風試模型５

試模型５０をジンバル機構１と支持棒２で支持すること

０の上下動は許すが左右、前後の動きを拘束するもので

により、風試模型５０の計測部７１からの逸脱が防止さ

ある。なお、インターフェイス部１０１には重心５１を

れて回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和される。ま

中心としてロールＲ、ピッチＰ及びヨーＹ方向に回転可

た、力計測センサ３により風試模型５０に加わる上下方

能なジンバル機構（第１の実施の形態のジンバル機構１

向、前後方向及び左右方向の力が測定されるので、これ
を飛行制御部２０（図２参照）に取込み、従来の風洞内

と実質的に同じ機能のもの）を介して風試模型５０が取
40

り付けられている。また、支持棒１０２の基部を固定支

フリーフライトでは風洞計測部７１からの模型の逸脱の

持する下方支持装置４は風洞後部７０と前部７１間の気

ため不可能であった大規模運動模擬が可能となる。

流６０の流路よりも下方に配置し、気流の流れの邪魔に

【００６１】図４は本発明の第２の実施の形態に係る動

ならないようにしている。

的風洞試験装置の３自由度運動模擬機構を示す構成図で

【００６７】３は力計測センサであり、支持棒１０２の

あり、第１の実施の形態では風試模型を下から支持した

途中に取付けられ、支持棒１０２に加わる前後、左右の

構成から第２の実施の形態では風試模型を上方より吊り

力を計測し、それらの信号を計測装置１０５へ送る。計

下げて支持する方式としたものである。

測装置１０５では、これら計測値より風試模型５０に加

【００６２】即ち、図４において、風試模型５０の重心

わる前後、左右の力を推定して上下動以外の前後、左右

５１には、ジンバル機構１が組み込まれており、ジンバ

の並進運動を推定することができる。なお、風試模型５

ル機構１は、支持棒８２により支持棒支持部８４を介し

50

０を支持する機構以外の装置は第１の実施の形態に示し
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た図２の構成と同様である。

溝１２１ａ，１２１ｂとレール１２０ａ，１２０ｂとを

【００６８】図６は第３の実施の形態におけるインター

組み合わせても、風試模型５０は支持棒１０２に沿って

フェイス部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は

容易に上下動可能となり、第３の実施の形態と同じ効果

（ａ）におけるＡ−Ａ断面図である。図において、支持

が得られるものである。

棒１０２には長手方向に２本のレール１１０ａ，１１０

【００７３】図８は本発明の第５の実施の形態に係る動

ｂが形成されている。また、インターフェイス部１０１

的風洞試験装置の構成図である。この第５の実施の形態

には支持棒１０２の外径が自由に上下動できるように支

では、図５に示す第３の実施の形態の支持棒下部を基礎

持棒１０２の外径よりもやや大きな径の貫通穴１１３が

で支持する方式から、支持棒は上方より懸吊し、風試模

設けられている。貫通穴１１３には支持棒１０２のレー
ル１１０ａ，１１０ｂが係合し、摺動して支持棒１０２

型を上方から吊るす方式としたものである。その他の構
10

成は図５に示す第３の実施の形態のものと同じである。

が上下動可能なようにレール１１０ａ，１１０ｂよりも

【００７４】即ち、図８において、支持棒１３２は支持

やや大きな形状のガイド溝１１１ａ，１１１ｂが長手方

棒支持部１３３から下方へ垂直に吊り下げられており、

向に形成されている。

支持棒支持部１３３は架台４０に支持固定されている。

【００６９】上記構成の第３の実施の形態の上下運動模

架台４０は風洞前部７０と風洞後部７２の両側において

擬機構において、風洞前部７０からの気流６０は計測部

柱を立設して架台を構成し、上方で支持棒支持部１３３

７１へ向かって流れており、風試模型５０はこの気流を

を支持する。支持棒１３２は風試模型５０をインターフ

受け気流の状態により揚力が生じ、支持棒１０２のレー

ェイス部１０１において貫通しており、風試模型５０は

ル１１０ａ，１１０ｂに沿って上下動する。風試模型５

第３及び第４の実施の形態と同じく、インターフェイス

０は支持棒１０２のレール１１０ａ，１１０ｂとはガイ

部１０１において上下動可能に支持棒１３２に挿通され

ド溝１１１ａ，１１１ｂで係合し、ガイド溝１１１ａ，

20

ている。支持棒１３２には力計測センサ３が取付けら

１１１ｂはレール１１０ａ，１１０ｂよりも大きな形状

れ、支持棒１３２に加わる横方向、前後方向の力を測定

の溝であるのでレール１１０ａ，１１０ｂに沿って容易

し、計測装置１０５へ入力している。

に上下動でき、風試模型５０の上下運動の模擬が容易に

【００７５】上記構成の第５の実施の形態によれば、支

実現できる。風試模型５０は横方向への動きは支持棒１

持棒１３２を上方の架台４０から懸吊し、先端で風試模

０２により拘束されているので計測部７１から逸脱する

型５０をインターフェイス部１０１を介して上下動可能

ことがなく、これにより試験範囲の制限が大幅に緩和さ

に貫通させて横方向、前後方向の動きを拘束するので、

れる。

計測部７１からの風試模型５０の逸脱が防止され、試験

【００７０】また、力計測センサ３により支持棒１０２

範囲の制限が大幅に緩和され、また、力計測センサ３の

に加わる横方向、前後方向の力を計測し、それらの信号

計測信号により風試模型５０の横方向、前後方向の並進

は計測装置１０５へ入力されており、計測装置１０５に

30

運動の推定も可能となり、第３及び第４の実施の形態と

おいて、風試模型５０の横方向、前後方向の並進運動の

同様の効果が得られる。

推定がなされるので、この第３の実施の形態の構成によ

【００７６】図９は本発明の第６の実施の形態に係る動

り風試模型５０の上下、左右、前後方向の運動の模擬が

的風洞試験方法におけるフリーフライトへの移行方法を

容易になされるものである。

実施する装置の構成図である。図において、風洞前部７

【００７１】図７は本発明の第４の実施の形態に係る動

０と風洞後部７２との間の計測部７１には風試模型５０

的風洞試験装置のインターフェイス部を示し、（ａ）は

が配置されている。これらの寸法の一例を示すと、計測

縦断面図、（ｂ）は（ａ）におけるＢ−Ｂ断面図であ

部が３．３ｍ×３．３ｍ、風試模型５０の長さが１．６

る。この第４の実施の形態においては、第３の実施の形

ｍ、幅が１ｍ程度で、その重さは約１７kg程度のもので

態における支持棒のレールはインターフェイス部へ、イ
ンターフェイス部のガイド溝は支持棒へ、それぞれ設け

ある。
40

【００７７】２０１は風試模型５０の重心５１に装着さ

るようにしたもので、その他の構成は第３の実施の形態

れたインターフェイス部であり、後述するようにフリー

のものと同じである。

フライトへ移行するまで風試模型５０を支持棒で計測部

【００７２】即ち、図７において、支持棒１０２へはガ

７１の空間に支持するものである。２０２は垂直に支持

イド溝１２１ａ，１２１ｂが長手方向に形成され、イン

された支持棒であり、インターフェイス部２０１に先端

ターフェイス部１０１には支持棒１０２の外径よりもや

が挿入されて風試模型５０を支持するためのものであ

や大きい貫通穴１２３を設ける。貫通穴１２３には支持

る。２０３は下方支持装置であり、内部にはシリンダ２

棒１０２のガイド溝１２１ａ，１２１ｂに係合し、ガイ

０４が設けられ、シリンダ作動アーム２０５が上下動す

ド溝１２１ａ，１２１ｂの溝形状よりもやや小さな形状

る。シリンダ作動アーム２０５の先端は支持棒２０２に

のレール１２０ａ，１２０ｂを形成する。このような構

接続されている。

造のインターフェイス部１０１と支持棒１０２のガイド

50

【００７８】シリンダ２０４は空気又は油圧のいずれか

( 10 )
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を用いても良い。２０６は制御装置であり、動的風試の

の支持を離脱させる時の状態を示し、まず、制御装置２

開始時に、シリンダ２０４を作動させてシリンダ作動ア

０６はシリンダ２０４を少し作動させ、支持棒２０２の

ーム２０５を上昇させ、支持棒２０２で支えている風試

先端部２０２ａが少し下がり、フランジ２０２ｂがイン

模型５０を計測部７１内へ配置し、フリーフライト移行

ターフェイス部２０１の底面よりΔＬだけ下がり、この

時にはシリンダ作動アーム２０５を下降させ、支持棒２

状態でインターフェイス部２０１との摩擦力を解除す

０２先端をインターフェイス部２０１から離脱させるよ

る。

うに制御する。なお、風試模型５０を支持する機構以外

【００８４】その後、図１２（ｃ）に示すようにシリン

の装置は第１の実施の形態に示した図２の構成と同様で

ダ２０４を連続して作動させ、支持棒２０２及び先端部

ある。
【００７９】図１０は第６の実施の形態においてフリー

２０２ａを急速に下降させ、その時は風試模型５０は気
10

流２２０によりフリーフライトの状態となり計測部７１

フライトへ移行し、風試模型５０のフリーフライト状態

内の空間でフリーフライトを行う。これら一連の作動は

を示す図であり、上記したように、風試模型５０の風

制御装置２０６によりシリンダ２０４を作動させ自動的

速、推力等の制御初期条件は図９に示す支持状態で設定

になされる。

しておき、図９の状態で風洞の運転を開始する。フリー

【００８５】以上説明の本発明の第６の実施の形態の動

フライト開始後に制御が成立すると、制御装置２０６の

的風洞試験方法によれば、風試模型５０を制御初期には

指令によりシリンダ２０４を作動させ、シリンダ作動ア

下方支持装置２０３内のシリンダ２０４を作動させて支

ーム２０５を下げて支持棒２０２を図示のようにインタ

持棒２０２の先端部２０２ａをインターフェイス部２０

ーフェイス部２０１より離脱させて下方へ下げる。この

１の係止穴２０１ａに挿入して風試模型５０を計測部７

状態では支持棒２０２は、計測部７１での気流２２０の

１内にセットし、風速、推力等の初期条件を設定し、風

流路の下方へ位置し、フリーフライト時の気流２２０を

20

洞の運転を開始する。初期条件が設定され、模型制御が

乱さないようにすることが好ましい。

成立すると、シリンダ２０４の作動アーム２０５を下降

【００８０】図１１はインターフェイス部２０１の詳細

させて支持棒２０２の先端部２０２ａをインターフェイ

を示し、（ａ）はその中心部の断面図、（ｂ）は（ａ）

ス部２０１から離脱させて支持棒２０２及び先端部２０

におけるＣ−Ｃ断面図である。両図において、インター

２ａを下方へ降ろし、風試模型５０は計測部７１におい

フェイス部２０１には中央部に係止穴２０１ａが設けら

てフリーフライトを開始する。

れている。係止穴２０１ａの内径は支持棒２０２の先端

【００８６】このようなフリーフライトの移行方法によ

部２０２ａの外径よりもやや大きく、支持棒２０２の先

り、風試模型５０でのフリーフライト開始時の離陸状態

端部２０２ａが下方から容易に挿入可能とする隙間を保

を制御する必要がなく、模型制御成立後の過渡現象を小

有している。

さくし、正確な模型のフリーフライトを実施することが

【００８１】支持棒２０２の先端部２０２ａの基部には

30

できる。

フランジ２０２ｂが形成され、先端部２０２ａが充分に

【００８７】図１３は本発明の第７の実施の形態に係る

係止穴２０１ａに挿入された時には、フランジ２０２ｂ

動的風洞試験方法における模型保持方法を実施する装置

の外周囲上面をインターフェイス部２０１底面に当接さ

の構成図である。図において、風洞前部７０と風洞後部

せ、全体を係止させて支持する構成である。このような

７２との間の計測部７１には風試模型５０が支持棒２と

インターフェイス部２０１は図９，図１０に示すように

補助支持棒３２０，３２１とで支持されている。風試模

風試模型５０の重心に中心部が一致するように取付けら

型５０は航空機の縮小模型である。これらの大きさの一

れる。なお、インターフェイス部２０１には重心５１を

例を示すと、計測部７１が３．３ｍ×３．３ｍ、風試模

中心としてロールＲ、ピッチＰ方向に回転可能なジンバ

型５０の長さは１．６ｍ，幅が１．６ｍ，重さが１７kg

ル機構を介して風試模型５０が取り付けられている。
【００８２】図１２は上記に説明した動的風洞試験方法

程度の規模のものである。
40

【００８８】風試模型５０の重心５１にはジンバル機構

におけるフリーフライト移行の手順を示す説明図であ

１が組み込まれており、ジンバル機構１は支持棒２の先

る。まず、（ａ）ではインターフェイス部２０１の係止

端で支持され、支持棒２は垂直に下方支持装置４で基礎

穴２０１ａへ支持棒２０２の先端部２０２ａが挿入さ

６１に固定されている。また、支持棒２の途中には力計

れ、フランジ２０２ｂでインターフェイス部２０１を支

測センサ３が取付けられている。この構成は図１に示す

持している状態である。この状態は図９に示すように、

ものと同じである。この第７の実施の形態では支持棒２

制御装置２０６がシリンダ２０４を作動させ、シリンダ

に加わる上下方向、横方向及び前後方向の力を計測し、

作動アーム２０５を伸張して風試模型５０を計測部７１

その計測した信号を制御装置３２６へ入力する。ジンバ

の中央部に位置させる。

ル機構１は支持棒２先端で支持され、直交する３軸を中

【００８３】図１２（ｂ）は、風試の制御初期条件が設

心として回転可能な機構であり、これを組み込んだ風試

定され、模型の制御が開始されて支持棒２０２での模型

50

模型５０は重心５１を中心にロールＲ、ピッチＰ、ヨー

( 11 )
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Ｙの各３軸方向に自由な回転運動が可能となる。

下、前後、左右の動きを推定する。この時の試験におい

【００８９】風試模型５０は、更に前後において補助支

て、模型を制御する初期においては次のような方法で開

持棒３２０，３２１の先端で下方から支持され、その動

始する。

きが拘束されている。垂直に支持される補助支持棒３２

【００９３】風試試験を開始する際には、まず制御装置

０，３２１は基部３２２，３２３内のシリンダ３２４，

３２６からの指令により基部３２２，３２３内のシリン

３２５の作動アームとなっており、シリンダ３２４，３

ダ３２４，３２５を作動させ、補助支持棒３２０，３２

２５は基部３２２，３２３で基礎６１に固定されてい

１を上昇させて補助支持棒３２０，３２１先端部を風試

る。従って、補助支持棒３２０，３２１はシリンダ３２

模型５０の前胴、後胴底面に設けられた溝３２９内へ挿

４，３２５が作動することにより上下動し、下降するこ
とによりその先端は風試模型５０から離脱可能としてい

入し、当接させる（図１６参照）。この状態では風試模
10

型５０は、その動きが拘束される。

る。補助支持棒３２０，３２１先端には力計測センサ３

【００９４】次に、風速、推力等の模型初期条件を設定

２７，３２８が取付けられ、先端と風試模型５０との接

後運転を開始し、初期条件が充分に成立すると、制御装

触時の力を計測し、その計測信号を制御装置３２６へ入

置３２６はシリンダ３２４，３２５へ指令し、補助支持

力している。なお、風試模型５０を支持する機構以外の

棒３２０，３２１を少し下げ、力計測センサ３２７，３

装置は第１の実施の形態に示した図２の構成と同様であ

２８からの信号により溝３２９から先端部が離脱し、摩

る。

擦力をなくし、先端が自由状態となったことを確認す

【００９０】補助支持棒３２０先端部は図１６の断面図

る。この確認は補助支持棒先端の力計測センサ３２７，

に示すように、球状となっており、その表面には力計測

３２８から制御装置３２６へ入力される信号により制御

センサ３２７が埋め込まれている。補助支持棒先端部が

装置３２６で確認される。

挿入される風試模型５０の前胴部には補助支持棒３２０

20

【００９５】その後、制御装置３２６は両補助支持棒３

の外径よりやや大きめの曲面形状の溝３２９が設けら

２０，３２１を同時に急速に下降させるように制御し、

れ、その入口周辺には補助支持棒３２０先端が挿入され

補助支持棒３２０，３２１を完全に下降させ、風試模型

やすいようにテーパ状のガイド部３３０が形成されてい

５０を支持棒２のみの支持とし、模型運動の模擬の制御

る。補助支持棒３２０先端が溝３２９内に充分に挿入さ

を開始する。これにより風試模型５０はジンバル機構１

れ、先端が溝３２９の曲面に当接すると、その時の力は

により重心を中心として３自由度、即ち、ロールＲ，ピ

力計測センサ３２７で計測され、その信号は制御装置３

ッチＰ，ヨーＹの方向の運動を行い風試模型の運動模擬

２６へ入力される（図１３参照）。なお、風試模型側に

が実施される。

溝３２９を設けたくない場合には、支持棒先端は平面と

【００９６】上記の第７の実施の形態によれば、制御開

し、模型表面との摩擦力により模型を保持する。具体的

始時には、風試模型５０は補助支持棒３２０，３２１の

には、前方支持棒３２０の場合、正面からみるとＹ字型

30

支持により初期条件が設定されるので、制御開始時の状

にしてＹ字の内面と模型側面の摩擦で横方向を保持す

態と初期条件とを一致させることができる。これにより

る。後方の補助支持棒３２１の場合、正面からみるとＴ

制御開始時の外乱を小さくすることができる。また、制

字型とし、Ｔ字の右舷側及び左舷側の２ヵ所に突起を設

御開始時に不備や不具合が発生しても、風試模型５０は

け、突起上面と模型表面で模型を保持する。

動きが拘束されているので、安全に模型の回収が可能と

【００９１】なお、図１６では補助支持棒３２０で説明

なる。

したが後胴部の補助支持棒３２１も同様の構成であり、

【００９７】図１４は本発明の第８の実施の形態に係る

その先端には力計測センサ３２８が埋め込まれている。

動的風洞試験方法による模型保持方法を実施する装置の

これら両補助支持棒３２０，３２１が風試模型５０の溝

構成図である。図１４の第８の実施の形態においては、

３２９内に挿入され模型を支持すると、風試模型５０は
その位置が完全に拘束される。また、上記に説明の補助

風試模型５０は模型の重心５１に取付けたインターフェ
40

イス部１０１に支持棒１０２を貫通させて風試模型５０

支持棒３２０，３２１を下降させた時には補助支持棒が

の上下運動を模擬する場合であり、図５に示す構成と同

計測部７１の気流６０の流路の下に収納され、気流の流

じである。第８の実施の形態では、更に補助支持棒３２

路の邪魔にならないように配置することが好ましい。

０，３２１を適用したもので、符号３２０〜３２５，３

【００９２】上記構成の第７の実施の形態において、風

２７，３２８の補助支持棒関連部分は図１３の第７の実

試模型５０は支持棒２及び下方支持装置４に支持され、

施の形態と同じである。従って、これらの詳しい説明は

そのジンバル機構１により３自由度を有する運動の模擬

省略する。

試験がなされ、その時の上下、前後、左右方向模型５０

【００９８】即ち、風試模型５０には、その重心５１の

の動きは、力計測センサ３が計測する支持棒２の上下、

位置にインターフェイス部１０１が取付けられている。

前後、左右方向に加わる力の信号が制御装置３２６へ入

インターフェイス部１０１は支持棒１０２を上下に貫通

力されており、この信号に基づいて風試模型５０の上

50

させ、かつ支持棒１０２に沿って風試模型５０が上下に

( 12 )
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自由に移動できるようにする構造体である。支持棒１０

ト状態とする場合であり、図９に示す構成と同じであ

２は下方支持装置４により垂直に支持され、基礎６１に

る。この第９の実施の形態では、更に補助支持棒３２

固定されている。また、支持棒１０２には力計測センサ

０，３２１を適用したもので、符号３２０〜３２５，３

３が取付けられ、支持棒１０２に加わる横方向、前後方

２７，３２８の補助支持棒関連部分は図１３の第７の実

向の力を測定し、制御装置３３６へ入力している。補助

施の形態と同じである。従って、これらの詳しい説明は

支持棒３２０，３２１は第７の実施の形態で説明したよ

省略する。

うに風試模型５０の前胴部、後胴部を支持しており、そ

【０１０４】即ち、風試模型５０には、その重心部にイ

の支持部の構造は図１６のものと同じである。

ンターフェイス部２０１が取付けられており、支持棒２

【００９９】上記構成の第８の実施の形態においては、
風試模型５０は支持棒１０２が貫通して支持棒１０２に

０２先端がインターフェイス部２０１を支持している。
10

支持棒２０２はシリンダ作動アーム２０５に接続され、

沿って上下動するように運動が模擬されるが、制御を開

シリンダ作動アーム２０５はシリンダ２０４の作動アー

始する前において、まず制御装置３３６はシリンダ３２

ムであり、シリンダ２０４は下方支持装置２０３で基礎

４，３２５へ指令を送り補助支持棒３２０，３２１を伸

６１へ固定されている。補助支持棒３２０，３２１は第

ばして上昇させ、先端部を風試模型５０の前胴、後胴底

７の実施の形態で説明したように風試模型５０の前胴

面に設けられた溝３２９内へ挿入し、当接させる（図１

部、後胴部を支持しており、その支持部の構造は図１６

６参照）。この状態では風試模型５０は、その動きが拘

のものと同じである。なお、この場合も補助支持棒３２

束される。

０，３２１は下降した状態では計測部の気流６０の流路

【０１００】次に、風速、推力等の模型初期条件を設定

の下となり、気流の邪魔にならないように配置すること

後運転を開始し、初期条件が充分に成立すると、制御装

が好ましい。

置３３６はシリンダ３２４，３２５へ指令し、補助支持

20

【０１０５】上記構成の第９の実施の形態においては、

棒３２０，３２１を少し下げ、力計測センサ３２７，３

風試模型５０は支持棒２０２により支持され、風試模型

２８からの信号により溝３２９から先端部が離脱し、摩

で試験を行う際には、まず制御装置３４６の指令により

擦力をなくし、先端が自由状態となったことを確認す

風試模型５０を支持棒２０２先端で支持した状態でシリ

る。この確認は補助支持棒３２０，３２１先端の力計測

ンダ２０４を作動させてシリンダ作動アーム２０５を伸

センサ３２７，３２８からの信号によりなされる。

ばして風試模型５０を計測部７１へ配置する。次に、制

【０１０１】その後、制御装置３３６は両補助支持棒３

御を開始する前において、まず、制御装置３４６はシリ

２０，３２１を同時に急速に下降させるように制御し、

ンダ３２４，３２５へ指令を送り補助支持棒３２０，３

補助支持棒３２０，３２１を完全に下降させ、模型を支

２１を伸ばして上昇させ、先端部を風試模型５０の前

持棒１０２のみの支持とし、模型運動の模擬の制御を開

胴、後胴底面に設けられた溝３２９内へ挿入し、当接さ

始する。これにより風試模型５０は支持棒１０２に沿っ

30

せる（図１６参照）。この状態では風試模型５０は、そ

て上下動し風試模型の上下運動模擬がなされる。なお、

の動きが拘束される。

補助支持棒３２０，３２１は第７の実施の形態と同様

【０１０６】次に、風速、推力等の模型初期条件を設定

に、下降した時には計測部７１の気流６０の流路の下方

後運転を開始し、初期条件が充分に成立すると、制御装

になるように配置されることが好ましい。

置３４６はシリンダ３２４，３２５へ指令し、補助支持

【０１０２】上記の第８の実施の形態によれば、制御開

棒３２０，３２１を少し下げ、力計測センサ３２７，３

始時には、風試模型５０は補助支持棒３２０，３２１の

２８からの信号により溝３２９から先端部が離脱し、摩

支持により初期条件が設定されるので、制御開始時の状

擦力をなくし、先端が自由状態となったことを確認す

態と初期条件とを一致させることができる。これにより

る。

制御開始時の外乱を小さくすることができる。また、制
御開始時に不備や不具合が発生しても、風試模型５０は

【０１０７】その後、制御装置３４６は両補助支持棒３
40

２０，３２１を同時に急速に下降させるように制御し、

動きが拘束されているので、安全に模型の回収が可能と

補助支持棒３２０，３２１を完全に下降させる。同時に

なる。

シリンダ２０４も作動させてシリンダ作動アーム２０５

【０１０３】図１５は本発明の第９の実施の形態に係る

及び支持棒２０２も下降させ、風試模型５０を計測部７

動的風洞試験方法における補助支持棒による模型保持方

１内で支持をなくし、フリーフライトの状態として模擬

法を実施する装置の構成図である。図１５の第９の実施

の制御がなされる。

の形態においては、風試模型５０は模型の重心５１に取

【０１０８】上記の第９の実施の形態によれば、制御開

付けたインターフェイス部２０１に支持棒２０２先端を

始時には、風試模型５０は補助支持棒３２０，３２１の

挿入し、風試模型５０を初期条件設定の間のみ支持し、

支持により初期条件が設定されるので、制御開始時の状

初期条件設定後にシリンダ作動アーム２０５を下降させ

態と初期条件とを一致させることができる。これにより

て支持棒２０２先端を模型から離脱させてフリーフライ

50

制御開始時の外乱を小さくすることができる。また、制
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御開始時に不備や不具合が発生しても、風試模型５０は

を制御デバイス駆動信号（Ａ）として各デバイスに出力

動きが拘束されているので、安全に模型の回収が可能と

し、コマンド分配部４０３において、スピードブレーキ

なる。

信号、フラップ作動信号を運動の変化が最小となるよう

【０１０９】図１７は本発明の第１０の実施の形態であ

に駆動信号（Ｂ）として各デバイスへ分配するので、模

って、第６〜第９の実施の形態の動的風洞試験方法にお

型の前後、左右の変位に対しても位置保持が可能とな

ける位置保持システムの全体構成図である。図におい

り、高迎角の姿勢にも対応でき、風洞試験の自動化を可

て、風洞前部７０と風洞後部７２との間の計測部７１に

能とし、少ない人員で実験が実施できる。

は航空機の風試模型５０が気流６０を受けて自由飛行し

【０１１４】図１９は本発明の第１１の実施の形態に係

ている。風試模型５０にはケーブル４１４の一端が接続
され、ケーブルの他端はコネクタ４１５に接続され、コ

る動的風洞試験方法における位置保持システムのコンピ
10

ュータ４１８で実施される機能部のブロック図である。

ネクタ４１５からケーブル４１５ａで制御装置、即ちコ

図において、この第１１の実施の形態では、図１８に示

ンピュータ４１８へ接続されている。また、風洞には２

す第１０の実施の形態における構成に推力信号発生部４

台のカメラ４１６，４１７が装備され、その信号はコン

０５を付加した構成であり、その他の構成は図１８と同

ピュータ４１８へケーブルで入力されて姿勢制御に利用

じであるので共通部分の詳しい説明は省略し、第１１の

される。コンピュータ４１８では、後述のように位置保

実施の形態の特徴部分を中心に説明する。

持の演算がなされ、ケーブル４１４の信号線により、そ

【０１１５】位置保持機能部４０１は位置指定信号

の制御信号が風試模型５０に伝えられ、模型５０の位置

（Ｐ）に基づいて現在の姿勢から指定された位置に風試

保持の制御がなされる。

模型５０を移動させるために推力作動指令を出力する。

【０１１０】図１８は本発明の第１０の実施の形態に係

この推力作動指令信号により推力信号発生部４０５にお

る動的風洞試験方法における位置保持システムのコンピ

20

いて推力発生器を作動させる推力発生信号（Ｃ）を出力

ュータ４１８で実施される機能部のブロック図である。

する。この推力発生信号（Ｃ）は図示していない高圧空

図において、４０１は位置保持機能部であり、位置指定

気を吹き出す推力発生器の弁を開閉し、また、弁の開度

信号（Ｐ）と光学計測系４０４、即ち図１７のカメラ４

を調整して推力を発生させ、風試模型５０を所望の位置

１６，４１７からの信号が入力され、指定された位置へ

に保つように制御する。

風試模型５０を保持するために、風試模型５０が横に変

【０１１６】上記の第１１の実施の形態においては、図

位した場合はロール角指令（バンク角指令）、上下に変

１８に示す第１０の実施の形態の構成に、推力信号発生

位した場合にはピッチ姿勢角指令、またはフラップ作動

部４０５を加え、推力発生器を作動させるようにしたの

指令、前後に変位した場合にはスピードブレーキ作動指

で、第１０の実施の形態と同様に前後、左右の変位に対

令をそれぞれ出力する。

しても位置保持が可能となり、より一層確実に制御がで

【０１１１】上記の位置保持機能部４０１では、風試条

30

きるものである。

件がフロントサイド領域の場合には、上下の変位に対し

【０１１７】図２０は本発明の第１２の実施の形態に係

ては、ピッチ姿勢角指令を機体安定化機能部４０２へ与

る動的風洞試験方法における位置保持システムのコンピ

え、前後の変位に対しては、コマンド分配部４０３へス

ュータ４１８で実施する機能部のブロック図である。図

ピードブレーキ作動指令を与える。風試条件が高迎角な

において、この第１２の実施の形態においては、図１８

どのバックサイド領域の場合には、上下の変位に対して

に示す第１０の実施の形態の構成に姿勢保持機能部４０

はコマンド分配部４０３へフラップ作動指令を与え、前

６を付加した構成であり、その他構成は図１８と同じで

後の変位に対しては機体安定化機能部４０２へピッチ姿

あるので共通部分の詳しい説明は省略し、本発明の特徴

勢角指令を与える。

部分を中心に説明する。

【０１１２】４０２は機体安定化機能部であり、位置保
持機能部４０１からの指令信号に基づいて風試模型５０

【０１１８】姿勢保持機能部４０６は、位置保持機能部
40

４０１から出力される姿勢角指令信号を受け、所望の姿

の姿勢を所望の姿勢に運動させる信号を制御デバイス駆

勢に模型を保持するように演算を行いピッチ姿勢角保

動信号（Ａ）として出力する。４０３はコマンド分配部

持、ロール姿勢角保持の指令を出力し、機体安定化機能

であり、位置保持機能部４０１から出力されるスピード

部４０２へ指令を与える。姿勢保持機能部４０６は、更

ブレーキ作動指令信号、フラップ作動信号を実現し、模

に操作員によるトリム信号（操舵のための外部からの姿

型の動きの変化が極力小さくなるように制御デバイス駆

勢信号）（Ｄ）により風試模型５０の姿勢変更を可能と

動信号（Ｂ）として分配する。

し、操作員からのトリム信号か、姿勢指令信号のいずれ

【０１１３】上記第１０の実施の形態によれば、位置保

かに模型の姿勢を維持させる信号を出力する。

持機能部４０１から出力される風試模型５０の位置保持

【０１１９】また、姿勢保持機能部４０６は、上記のモ

の指令信号により機体安定化機能部４０２で風試模型５

ードの切り換え前の直前の状態を保持するように同保持

０の姿勢を安定させて所望の運動を実施させる指令信号

50

した信号を継続して出力する指令を出す機能も有し、ま
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た、出力を停止させる機能も有する。

位した場合は姿勢保持機能部４０６に対しピッチ姿勢角

【０１２０】上記に説明の第１２の実施の形態において

指令を与える。

は、図１７に示す第１０の実施の形態の構成に、姿勢保

【０１２６】機体安定化機能部４０２は風試模型の機体

持機能部４０６を加え、姿勢角信号から、それぞれ所望

の安定化を図り、所望の運動を行わせる。姿勢保持機能

の姿勢角保持指令信号を作り出し、また、これら姿勢角

部４０６は所望の姿勢に模型を保持するように機体安定

保持の指令信号を変更したり、保持を継続したり、停止

化機能に指令を与える。

したりする機能を有するので、第１０の実施の形態と同

【０１２７】次に、上記第１０〜第１３の実施の形態に

様に前後、左右の変位に対しても位置保持が可能とな

係る各機能部について詳細に説明する。まず、光学計測

り、より一層確実に制御ができるものである。
【０１２１】図２１は本発明の第１３の実施の形態に係

系４０４は２台のカメラ４１６，４１７で風試模型５０
10

の特定位置、例えば風試模型５０に貼り付けたマーカー

る動的風洞試験方法における位置保持システムのコンピ

の位置を測定し風試模型５０の位置を測定する。

ュータ４１８で実施する機能部のブロック図である。こ

【０１２８】位置保持機能部４０１は、光学計測系４０

の第１３の実施の形態においては、図１９に示す第１１

４から得られた風試模型５０の位置情報をもとに、図２

の実施の形態の構成に姿勢保持機能部４０６を付加した

２に示すブロック図によってピッチ姿勢角信号、ロール

構成であり、その他構成は図１９と同じであるので共通

角信号、スピードブレーキ信号、フラップ作動信号、推

部分の詳しい説明は省略し、第１３の実施の形態の特徴

力発生指令を算出する。この際、操作者によるトリム信

部分を中心に説明する。

号により風試模型５０の位置の変更が可能であり、「開

【０１２２】姿勢保持機能部４０６は、位置保持機能部

始」、「ＨＯＬＤ」、「停止」の３つのモードを持つ。

４０１から出力される姿勢角指令信号を受け、所望の姿

「開始」は、位置保持を開始し位置指定信号とトリム信

勢に模型を保持するように演算を行いピッチ姿勢保持、

20

号に風試模型５０の位置を保持する。「ＨＯＬＤ」は、

ロール角保持の指令を出力し、機体安定化機能部４０２

本モードに移行する直前指令を出力しつづけ、本位置保

へ指令を与える。姿勢保持機能部４０６は、更に操作員

持機能の閉ループ回路の影響を下位の機能から切り離

によるトリム信号（Ｄ）により模型の姿勢変更を可能と

す。「停止」は出力をクリアする。

し、操作員からのトリム信号か、姿勢指令信号のいずれ

【０１２９】姿勢保持機能部４０６は、位置保持機能部

かに模型の姿勢を維持させる信号を出力する。

４０１から出力された姿勢角指令信号をうけ、図２３に

【０１２３】また、姿勢保持機能部４０６は、上記のモ

示すブロック図によって機体安定化機能部４０２に対す

ードの切り換え前の直前の状態を保持するように同保持

る運動指令を算出する。この際、操作者によるトリム信

した信号を継続して出力する指令を出す機能も有し、ま

号により模型の姿勢の変更が可能であり、「開始」、

た、出力を停止させる機能も有する。

「ＨＯＬＤ」、「停止」の３つのモードを持つ。「開

【０１２４】この第１３の実施の形態においては、位置

30

始」は、姿勢保持を開始し姿勢指令信号とトリム信号に

保持機能部４０１、機体安定化機能部４０２、コマンド

模型の姿勢を保持する。「ＨＯＬＤ」は、本モードに移

分配部４０３、推力信号発生部４０５、姿勢保持機能部

行する直前の指令を出力しつづけ、本姿勢保持機能の閉

４０６の５段階の機能を備えた構成とし、２台のカメラ

ループ回路の影響を下位の機能から切り離す。「停止」

で光学的に計測した模型の信号と位置指定信号（Ｐ）と

は、出力をクリアする。

を位置保持機能部４０１に入力する。

【０１３０】機体安定化機能部４０２は、風試模型５０

【０１２５】機体位置保持機能部４０１は、光学的に計

の安定化を行ない所望の運動を実施させる機能であり、

測された位置情報から、風試模型５０が横に変位した場

一般の飛行制御則と同等のものである。コマンド分配部

合は姿勢保持機能部４０６に対しロール角指令を与え

４０３は、位置保持機能から入力されるスピードブレー

る。上下、前後の場合は、風試条件がフロントサイド領
域の場合は、上下に変位した場合は姿勢保持機能部４０

キ信号、フラップ作動信号を下記（２）式のように実現
40

し、かつ、模型の運動の変化が極力小さくなるように下

６に対しピッチ姿勢角指令を与え、前後に変位した場合

記（１）式における評価値Ｊを最小にするように分配す

はコマンド分配部４０３に対しスピードブレーキ作動指

る。この際の配分は、下記（３）式で与えられる。この

令、または推力信号発生部４０５に対し推力作動指令の

際、スピードブレーキ専用舵面、フラップ専用舵面を装

発生信号（Ｃ）を与える。風試条件が高迎角などのバッ

備する必要はない。

クサイド領域の場合は、上下に変位した場合はコマンド

【０１３１】

分配部４０３に対しフラップ作動指令または推力信号発

【数１】

生部４０５に対し推力発生信号（Ｃ）を与え、前後に変

( 15 )
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推力信号発生部４０５は、高圧空気を排出する弁を開閉

うに風洞内のフリーフライトでは模型が風洞計測部から

して推力を発生する推力発生信号（Ｃ）を発生させるも

逸脱して大規模な運動模擬が不可能であるような場合で

のである。この推力発生信号に併せて弁開度を開き所望

も、本発明の（１）ではこのような大規模な運動模擬が

の推力を発生させる。

可能となる。

【０１３２】以上、本発明の実施の形態について説明し

30

【０１３５】本発明の（２）の動的風洞試験装置は、風

てきたが、本発明はこれに限定されることなく請求項の

洞の計測部空間に配置した風試模型の重心に取付けられ

記載の範囲内において各種の変形、変更が可能なことは

直交する３軸を中心として回転可能なジンバル機構と、

当業者には自明であろう。

前記計測部空間の上方固定部から懸吊し前記ジンバル機

【０１３３】

構を支持する支持棒と、該支持棒に設けられ該支持棒に

【発明の効果】本発明の（１）に係る動的風洞試験装置

加わる上下、前後及び左右方向の力を計測し制御部へ送

は、風洞の計測部空間に配置した風試模型の重心に取付

る力計測センサとを備えてなることを特徴としている。

けられ直交する３軸を中心として回転可能なジンバル機

【０１３６】上記の構成により、風試模型はジンバル機

構と、前記計測部空間の下方基礎部から立設し前記ジン

構によって３自由度の回転が可能であり、その位置も支

バル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設けられ該支
持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力を計測する力

持棒で拘束されているので、（１）の発明と同様に回転
40

運動に伴う位置変位量が大きい場合にも模型が計測部か

計測センサとを備えてなることを特徴としている。

ら逸脱することがなく、回転運動模擬運動範囲の制限が

【０１３４】上記の構成により、風試模型はピッチ、ロ

大幅に緩和される。また、力計測センサが支持棒に加わ

ール、ヨー方向に自由に回転し、飛行条件に応じて任意

る力を計測するので、機体の並進運動も推定でき、従来

の姿勢が可能となる。風試模型は、その位置が支持棒に

のフリーフライトでは模型が逸脱して大規模な運動模擬

より拘束され移動しないので、回転運動に伴う位置変位

が不可能な場合にも、大規模な運動模擬が可能となる。

量が大きくなっても計測部から逸脱することが防止され

【０１３７】本発明の（３）の動的風洞試験装置は、風

回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和される。また、支

洞計測部の下方に設置された下方支持装置から立設され

持棒に加わる上下、前後、左右の力は力計測センサで計

ていて、風試模型が上下動可能なように当該風試模型の

測され制御部へ送られるので、制御部において模型に加

重心を貫通する支持棒と、該支持棒に取付けられ当該支

わる力が推定され機体の並進運動も推定でき、従来のよ

50

持棒に加わる左右及び前後方向の力を計測する力計測セ
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ンサと、該力計測センサの計測信号を取込み前記風試模

を行う動的風洞試験方法であって、前記風試模型の制御

型に作用する左右及び前後方向の力を推定する計測装置

開始初期条件設定時には前記風試模型の前、後を、立設

とを備えてなることを特徴としている。

した２本の補助支持棒で支持して初期条件を設立し、当

【０１３８】このような構成により、横方向の変位量が

該初期条件で運転を開始し、その後前記補助支持棒を下

大きくなっても計測部から逸脱することがなく、試験範

降させて前記補助支持棒先端を前記風試模型から離脱さ

囲の制限が大幅に緩和される。また、力計測センサは支

せて試験の制御を開始することを特徴としている。

持棒に加わる横方向、前後方向の力を計測し、これら計

【０１４５】上記の方法により、制御開始時の風速や、

測信号を計測装置へ出力しており、計測装置では、これ

推力等の初期条件を設定する際には風試模型は前後を２

ら計測信号により風試模型に作用する横方向、前後方向
の力を推定することができる。従って、風試模型の上下

本の補助支持棒で支持して行う。初期条件が設定され、
10

風洞の運転が行われ初期条件で運転が充分なされると、

運動の模擬に加え、横方向、前後方向の動きも容易に推

その後補助支持棒を下降し、制御開始が行われるので、

定することができる。

制御開始時の状態と初期条件とをスムーズに一致させる

【０１３９】本発明の（４）の動的風洞試験装置におい

ことができ、制御開始時の外乱を小さくすることができ

ては、支持棒が上方から懸吊してその先端が下方へ向か

る。また、制御開始時に不備や不具合が発生した場合に

って風試模型を貫通している構成以外は上記（３）の発

は模型の拘束がなされているので、模型回収が安全にな

明と同じであり、上記（３）の発明と同じ作用、効果を

される。

奏するものであり、風試模型の上下運動の模擬に加え

【０１４６】本発明の（１０）の動的風洞試験方法で

て、横方向、前後方向の動きも容易に推定できる。

は、補助支持棒を用いて模型を拘束し、初期条件を設定

【０１４０】本発明の（５）の動的風洞試験装置では、

する風試模型は、支持棒が重心部に貫通し、支持棒に沿

支持棒にレール、模型側の貫通穴にはガイド溝を設け、

20

って上下動する運転の模擬を行うものであり、このよう

これらレールとガイド溝とを係合して上下に摺動可能と

な運転模擬の場合にも補助支持棒を用いることにより制

し、また、本発明の（６）の動的風洞試験装置では、支

御開始時の初期条件を設定することにより上記（９）の

持棒にはガイド溝を、貫通穴にはレールを、それぞれ形

発明と同様に制御開始時の状態と初期条件とをスムーズ

成させたので、これらガイド溝とレールを係合させて摺

に一致させることができ、制御開始時の外乱を小さくす

動可能な構成とすることにより、上記（３）又は（４）

ることができる。また、制御開始時に不備や不具合が発

の発明の風試模型の上下運動が容易に実現できるもので

生した場合には模型の拘束がなされているので、模型回

ある。

収が安全になされる。

【０１４１】本発明の（７）の動的風洞試験方法は、風

【０１４７】本発明の（１１）の動的風洞試験方法で

洞計測部内で立設した支持棒の先端により風試模型の重

は、補助支持棒を用いて模型を拘束し、初期条件を設定

心部を支持して該風試模型を配置し、前記支持棒先端で

30

する風試模型は、支持棒が重心部を支持し、初期条件を

前記風試模型を支持した状態で風速等の初期条件を設定

設定後、この支持棒を下降させて風試模型をフリーフラ

して風洞の運転を開始し、前記初期条件で運転が維持さ

イト状態とするものであり、このような運転模擬の場合

れた後に前記支持棒を下降させ前記風試模型からその前

にも補助支持棒を用いることにより制御開始時の初期条

記支持棒先端を離脱させ、前記風試模型を前記風洞計測

件を設定することにより上記（９）の発明と同様に制御

部内でフリーフライトへ移行させることを特徴としてい

開始時の状態と初期条件とをスムーズに一致させること

る。

ができ、制御開始時の外乱を小さくすることができる。

【０１４２】このような方法により、風試模型のフリー

また、制御開始時に不備や不具合が発生した場合には模

フライト開始時には離陸状態の制御をする必要がなく、

型の拘束がなされているので、模型回収が安全になされ

模型制御成立後へのフリーフライトへの移行がスムーズ
になされ、移行時の過渡現象を小さくし正確なフリーフ

る。
40

【０１４８】本発明の（１２）の動的風洞試験方法で

ライトの試験が実施できる。

は、補助支持棒の上下動はシリンダによってなされるの

【０１４３】本発明の（８）の動的風洞試験方法では、

で、補助支持棒の操作が容易となり、また、シリンダは

支持棒の上下動はシリンダによりなされ、フリーフライ

風洞計測部の気流の下方へ位置しているので気流の邪魔

ト移行時の支持棒の操作が容易になされ、また、シリン

にはならず、正確な風試模擬の実施がなされる。

ダは気流流路の下方へ配置されているので、シリンダや

【０１４９】本発明の（１３）は、上記各動的風洞試験

支持棒が気流の流れの邪魔とならずに正確な制御を可能

装置において、前記風試模型が前記風洞内の計測部の一

とする。

定位置に留まるように、制御信号により姿勢を制御する

【０１４４】本発明の（９）の動的風洞試験方法は、風

制御装置と、前記風洞に設けられていて前記模型の位置

洞計測部内で立設した支持棒により風試模型の重心部を

を測定する少なくとも２台のカメラとを用い、前記制御

互いに直交する３軸廻りに回転自在に支持して風洞試験

50

装置は、前記カメラからの信号と位置指定信号とを入力
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する位置保持機能部により、前記模型を指定位置に変位

【図４】本発明の第２の実施の形態に係る動的風洞試験

させるためのピッチ姿勢角、ロール姿勢角、スピードブ

装置の構成図である。

レーキ作動指令、フラップ作動指令の各信号を出力し、

【図５】本発明の第３の実施の形態に係る動的風洞試験

前記位置保持機能部からの前記ピッチ姿勢角及びロール

装置の構成図である。

姿勢角の信号を受ける機体安定化機能部により、前記模

【図６】本発明の第３の実施の形態に係る動的風洞試験

型を回転させる信号を出力し、前記位置保持機能部から

装置のインターフェイス部を示し、（ａ）は縦断面図、

のスピードブレーキ作動指令、フラップ作動指令の各信

（ｂ）は（ａ）におけるＡ−Ａ断面図である。

号を受けるコマンド分配部により、前記模型の変化を小

【図７】本発明の第４の実施の形態に係る動的風洞試験

さくするように各舵面の駆動信号を配分して出力するこ
とを特徴としている。

装置における動的風試模型上下運動模擬機構のインター
10

フェイス部を示し、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は（ａ）

【０１５０】上記の構成により、模型の前後、左右の変

におけるＢ−Ｂ断面図である。

位に対しても位置の保持が可能となり、高迎角のバック

【図８】本発明の第５の実施の形態に係る動的風洞試験

サイド領域においても位置保持の制御が可能となり、位

装置であって、動的風試模型上下運動模擬機構の構成図

置保持の精度が向上する。また、試験手順が自動化さ

である。

れ、試験効率が向上し、試験の再現性が高まり、試験人

【図９】本発明の第６の実施の形態に係る動的風洞試験

員も少なくできる。

方法を実施するフリーフライト初期の状態を示す構成図

【０１５１】本発明の（１４）の動的風洞試験方法で

である。

は、上記（１３）の発明に推力信号発生部が付加され、

【図１０】本発明の第６の実施の形態に係る動的風洞試

高圧空気の弁を作動する駆動信号が出力されるので、上

験方法を実施するフリーフライト時の状態を示す構成図

記（１３）の発明の位置保持の制御性が推力発生による

20

である。

制御により、より一層向上するものである。

【図１１】図９，図１０の装置に適用されるインターフ

【０１５２】本発明の（１５）の動的風洞試験方法で

ェイス部を示し、（ａ）は中心部の断面図、（ｂ）は

は、上記（１３）の発明に姿勢保持機能部が付加された

（ａ）におけるＣ−Ｃ断面図である。

場合、姿勢角の指令を保持したり、停止したりする機体

【図１２】本発明の第６の実施の形態に係る動的風洞試

安定化機能部へ出力するので模型の姿勢制御がきめ細か

験方法におけるフリーフライトへの移行方法を示す説明

くなされ、上記（１３）の発明において正確な位置保持

図で、（ａ）はインターフェイス部を支持している状

を可能とするものである。また、上記（１４）の発明に

態、（ｂ）は支持棒の離脱初期の状態、（ｃ）は離脱後

姿勢保持機能部が付加された場合、上記（１４）の発明

の状態を、それぞれ示す。

の推力信号発生部の追加に加え、更に姿勢保持機能部が

【図１３】本発明の第７の実施の形態に係る動的風洞試

加わり、位置保持、姿勢保持、機体安定化の各機能部、

30

験方法による模型保持方法を実施する装置の構成図であ

コマンド分配部、推力発生部の５段階の手順により、上

る。

記（１３）〜（１４）の発明の作用、効果をすべて備

【図１４】本発明の第８の実施の形態に係る動的風洞試

え、模型の前後、左右の変化に対して位置保持を可能と

験方法による模型保持方法を実施する装置の構成図であ

し、高迎角のバックサイド領域でも位置保持を可能とし

る。

て位置保持の精度が一層高まるものである。また、試験

【図１５】本発明の第９の実施の形態に係る動的風洞試

手順も５段階の機能により自動化され、試験効率が向上

験方法による模型保持方法を実施する装置の構成図であ

し、試験の再現性が高まり、試験人員も少なくできる。

る。

【０１５３】本発明の（１６）の動的風洞試験方法で

【図１６】本発明の第７〜第９の実施の形態において用

は、位置保持機能部は、その指令信号をトリム信号を入
力することにより変更したり、指令信号を維持したり、

いる支持棒先端の支持部構造の断面図である。
40

【図１７】本発明の第１０〜第１３の実施の形態に係る

停止する機能も有するので模型の姿勢制御の融通性が高

動的風洞試験方法における位置保持システムの全体構成

まり広範囲な試験を効果的に実施できるものである。

図である。

【図面の簡単な説明】

【図１８】本発明の第１０の実施の形態に係る動的風洞

【図１】本発明の第１の実施の形態に係る動的風洞試験

試験方法における位置保持システムの機能部のブロック

装置であって、模擬機構の構成図である。

図である。

【図２】本発明の第１の実施の形態に係る模擬機構を用

【図１９】本発明の第１１の実施の形態に係る動的風洞

いた風洞試験の全体のシステム構成図である。

試験方法における位置保持システムの機能部のブロック

【図３】本発明の第１の実施の形態に係る模擬機構に適

図である。

用されるジンバル機構を示し、（ａ）は側面図、（ｂ）

【図２０】本発明の第１２の実施の形態に係る動的風洞

は正面図である。
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33

34

図である。

７２，５２１

【図２１】本発明の第１３の実施の形態に係る動的風洞

８４

試験方法における位置保持システムの機能部のブロック

１０１，２０１

図である。

１０５

【図２２】本発明の第１０〜第１３の実施の形態に係る

１１０ａ，１１０ｂ，１２０ａ，１２０ｂ

レール

位置保持機能部の詳細な内部のブロック図である。

１１１ａ，１１１ｂ，１２１ａ，１２１ｂ

ガイド溝

【図２３】本発明の第１２及び第１３の実施の形態に係

１１３，１２３

る姿勢保持機能部の詳細な内部のブロック図である。

１３３

【図２４】従来の風洞試験設備の一例を示す斜視図であ

風洞後部

支持棒支持部
インターフェイス部

計測装置

貫通穴

支持棒支持部

２０１ａ

係止穴

２０２ａ

先端部

【図２５】従来の風洞試験設備の他の例を示す斜視図で

２０２ｂ

フランジ

ある。

２０４，３２４，３２５

【図２６】航空機の動的風試模型の６自由度運動模擬の

２０５

一般的な説明図である。

３２０，３２１

補助支持棒

【符号の説明】

３２２，３２３

基部

１

３２９

溝

３３０

ガイド部

４０１

位置保持機能部
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機体安定化機能部

る。
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ジンバル機構
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─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１５年２月１０日（２００３．２．１

【０００２】

０）

【従来の技術】従来の動的風試模型は、航空機の模型を

【手続補正１】

風洞の計測部内の空間にケーブル等で配置し、風洞から

【補正対象書類名】明細書

発生する気流により空間に浮かせ、風洞内でフリーフラ

【補正対象項目名】全文

イト状態を作り出し、動的風試模型の６自由度運動を模

【補正方法】変更

擬していた。図７は動的風試模型のフリーフライトの状

【補正内容】

態を示す説明図であり、風試模型５０は気流６０により

【書類名】

明細書

風洞内の計測部の空間に浮いており、機体の重心５１を

【発明の名称】

動的風洞試験装置

中心としてピッチＰ、ヨーＹ、ロールＲ、前後方向Ｆ、

【特許請求の範囲】

左右方向Ｌ、上下方向Ｕの６自由度の運動模擬を行い、

【請求項１】

航空機の動的模擬試験がなされている。

風洞の計測部空間に配置した風試模型の

重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可能な

【０００３】上記の６自由度運動模擬は航空機の機体の

ジンバル機構と、前記計測部空間の下方基礎部から立設

各種の空力的性能試験が可能であるが、回転運動に伴う

し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設

位置変位が大きい場合には、狭い風洞計測部内の空間か

けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力

ら模型が逸脱してしまい、回転運動模擬範囲には制限が

を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴とす

ある。即ち、風洞の計測部の空間は、一例として３．３

る動的風洞試験装置。

ｍ×３．３ｍの空間であり、その中に飛行する模型は長

【請求項２】

風洞の計測部空間に配置した風試模型の

さが１ｍ〜１．６ｍ程度、幅も１ｍ程度の大きさ、重さ

重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可能な

は１７ｋｇ程度であり、その移動範囲もおのずと制限が

ジンバル機構と、前記計測部空間の上方固定部から懸吊

あり、大きな変位量には対応できず、模型の風洞構造部

し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設

への接触等により破損が生じてしまう。

けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力

【０００４】上記の６自由度運動模擬は航空機の機体の

を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴とす

各種の空力的性能試験が可能であるが、模型制御初期条

る動的風洞試験装置。

件（風速、推力等）設定までの間の模型の挙動を何らか

【発明の詳細な説明】

の方法で制御する必要があり、模型にケーブル、ひも等

【０００１】

を取付けて模型挙動を拘束する場合には、フリーフライ

【発明の属する技術分野】本発明は、動的風洞試験装置

ト移行時には、ケーブル、ひも等をゆるめる必要があ

に関し、回転運動に伴う位置変位量が大きい場合におい

り、この場合には大きな外乱が入る可能性が高い。ま

ても風試模型が風洞計測部から逸脱することがなく風試

た、積極的に飛行を制御する場合には、別途離陸専用の

模型の大規模運動模擬を可能とし、高精度な位置の保持

複雑な制御システムを検討しなければならず、簡略な方

を可能として試験人員も少なくすることができるもので

法では不可能である。

ある。

【０００５】また、航空機の模型の動的風洞試験におい
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ては、風洞内に模型を配置し、気流を流して各種、空力

洞の構造部へ接触して破損することもあり模型の取り換

試験を実施している。図５は米国で行われている動的風

えが生じてしまい、効率的な風洞試験の障害となってし

洞試験設備の斜視図であり、風洞前部５２０と風洞後部

まう。

５２１との間の計測部には気流６０により揚力を受けて

【００１０】また、前述のように従来の航空機の模型に

航空機の風試模型５２２が自由飛行している。模型５２

よる動的風試フリーフライトへの移行は、ケーブルやひ

２には制御用の電線やセンサからの信号線を伝送するケ

も等により模型を拘束しておき、フリーフライト移行時

ーブル５２３の一端が接続され、ケーブル５２３の他端

にケーブルやひもをゆるめて模型のフリーフライトへの

はコンピュータ５２５へ接続されている。また、模型５

制御を開始しているが、このような方式では、ケーブル

２２には安全ケーブル５２４が接続され、万一、模型５

やひもをゆるめる際に模型の挙動に大きな外乱が加わっ

２２の挙動が不安定となっても、風洞外へ飛び出さない

てしまう可能性があり、模型制御初期における正確な試

ようにしている。

験結果が得られない、という課題があった。

【０００６】上記の風洞試験においては、試験時には、

【００１１】また、前述のように、従来の動的風洞試験

安全ケーブルのオペレータ５３０、風洞オペレータ５３

においては、自由飛行をさせる図５の例では試験に多く

１、ピッチ操作オペレータ５３２、推力操作オペレータ

の人員を必要とし、人員の熟練度も必要となる。また、

５３３、ロール操作オペレータ５３４等の多くのオペレ

ケーブルで模型を支持する図６に示すような試験設備で

ータが試験を実施している。

は、模型の動きに自由度がなく、前後、左右の動きに対

【０００７】図６は従来の動的風洞試験設備の斜視図で

応できず、高迎角の姿勢の保持ができず、試験の適用範

あり、主に国内で実施している例である。図において、

囲が制限されてしまう。

風洞５４０内には航空機の風試模型５４１がケーブルで

【００１２】そこで本発明は、風試模型を３軸で回転可

空間部に保持され、気流６０を受けるようになってい

能なジンバル機構を用いて支持する構成とし、模型の位

る。模型５４１は前方ケーブル５４２の途中により前部

置を拘束することにより模型の逸脱を回避し、回転運動

が取付けられ、前方ケーブル５４２は一端が風洞内の固

模擬範囲の制限を大幅に緩和することができる動的風洞

定部５４４に固定され、他端はプーリ５４３を介して基

試験装置を提供することを課題としてなされたものであ

礎へ固定されている。また、模型５４１の後部には後方

る。

ケーブル５４５の一端が取付けられ、後方ケーブル５４

【００１３】本発明のその他の目的や新規な特徴は後述

５の他端はプーリ５４６を介して基礎に弾性力を付与し

の実施の形態において明らかにする。

て固定されている。模型５４１の風洞側面には２台のＴ

【００１４】

Ｖカメラ５４８ａ，５４８ｂが装備され、カメラからの

【課題を解決するための手段】本発明は前述の課題を解

信号は電線５４９で位置計測装置５５０へ接続されてい

決するために次の（１）〜（２）の手段を提供する。

る。模型５４１には、模型の姿勢制御用の電線やセンサ

【００１５】（１）風洞の計測部空間に配置した風試模

へ接続される電線からなるケーブル５４７の一端が接続

型の重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可

され、ケーブル５４７の他端は制御用の計算機５５１へ

能なジンバル機構と、前記計測部空間の下方基礎部から

接続されている。この例では模型５４１をケーブル５４

立設し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒

２，５４５で支持して試験を行っているが、模型５４１

に設けられ該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向の

を上下位置保持装置で支持し、ピッチ姿勢の変化を可能

力を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴と

とした試験も行われている。

する動的風洞試験装置。

【０００８】上記に説明した従来の動的風洞試験におい

【００１６】（２）風洞の計測部空間に配置した風試模

ては、図５の例では試験人員が多数必要であり、操縦に

型の重心に取付けられ直交する３軸を中心として回転可

熟練が必要となる。また、人の反応速度は遅く、模型、

能なジンバル機構と、前記計測部空間の上方固定部から

風洞が大規模になり、試験の再現性や試験効率も悪い。

懸吊し前記ジンバル機構を支持する支持棒と、該支持棒

また、図６の例では、ケーブルで模型を支持しているの

に設けられ当該支持棒に加わる上下、前後及び左右方向

で、前後、左右の移動に対応できず、高い迎角の試験も

の力を計測する力計測センサとを備えてなることを特徴

難しくなる等の問題がある。

とする動的風洞試験装置。

【０００９】

【００１７】本発明の（１）においては、風試模型の重

【発明が解決しようとする課題】前述のように従来の航

心にはジンバル機構が取付けられており、ジンバル機構

空機の動的風試模型による風洞試験では回転運動に伴う

は支持棒で支持されているので、模型は直交する３軸を

位置変位量が大きいと、狭い風洞計測部から模型が逸脱

中心として３自由度の回転が可能である。従って、風試

してしまい、その位置変位量が大きい回転運動には模擬

模型はピッチ、ロール、ヨー方向に自由に回転し、飛行

範囲が制限されてしまい大規模な運動模擬ができなかっ

条件に応じて任意の姿勢が可能となる。風試模型は、そ

た。また、計測部から模型が逸脱すると高価な模型が風

の位置が支持棒により拘束され移動しないので、回転運
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動に伴う位置変位量が大きくなっても計測部から逸脱す

いるので、移動することなくジンバル機構１を中心とし

ることが防止され回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和

て３軸方向にのみ回転することになる。

される。また、支持棒に加わる上下、前後及び左右の力

【００２３】また、支持棒２には力計測センサ３が取付

は力計測センサで計測され制御部へ送られるので、制御

けられており、この力計測センサ３は風試模型５０が３

部において模型に加わる力が推定され機体の並進運動も

軸で回転した時に支持棒２が受ける上下方向、前後方向

推定でき、従来のように風洞内のフリーフライトでは模

及び左右方向の力をそれぞれ計測し、図示していない制

型が風洞計測部から逸脱して大規模な運動模擬が不可能

御装置へ送り、その時の模型が受ける力を推定すること

であるような場合でも、本発明の（１）ではこのような

ができる。なお、支持棒基部を固定支持する下方支持装

大規模な運動模擬が可能となる。

置４は風洞前部７０と風洞後部７２とで形成される気流

【００１８】本発明の（２）では、風試模型は上方から

６０の流路よりも下方に設け気流の邪魔にならないよう

懸吊されているが、その他の構成は（１）の発明と同じ

な配置としている。

構成である。従って、風試模型はジンバル機構によって

【００２４】図２は第１の実施の形態に係る動的風洞試

３自由度の回転が可能であり、その位置も支持棒で拘束

験装置の３自由度運動模擬機構を用いた全体のシステム

されているので、（１）の発明と同様に回転運動に伴う

構成図である。図において、風試模型５０は図１に示し

位置変位量が大きい場合にも模型が計測部から逸脱する

たように計測部７１に配置され、支持棒２で下方支持装

ことがなく、回転運動模擬運動範囲の制限が大幅に緩和

置４を介して基礎６１に支持されている。計測部７１の

される。また、力計測センサが支持棒に加わる力を計測

前後両側には基礎６１から柱を立設した架台４０が配設

するので、機体の並進運動も推定でき、従来のフリーフ

され、架台４０の上部にはコネクタ４２が設けられた配

ライトでは模型が逸脱して大規模な運動模擬が不可能な

線・配管用支持台４１が取付けられている。コネクタ４

場合にも、大規模な運動模擬が可能となる。

２には風試模型５０への配線・配管からなるアンビリカ

【００１９】

ルケーブル４３が接続されている。４４，４５，４６は

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

拘束索であり、万一風試模型５０が支持棒２から外れた

て図面に基づいて具体的に説明する。

時の安全用の索で、通常はたるんでいる。４７はカメラ

【００２０】図１は本発明の第１の実施の形態であっ

であり風試模型５０の位置を２台のカメラで測定してい

て、動的風洞試験装置における３自由度運動模擬機構の

る。

構成図である。図において、５０は風試模型であり、従

【００２５】また、コネクタ４２へはアンビリカルケー

来と同じく航空機の縮小模型である。風試模型５０は風

ブル４３へ接続する空気供給管３０が接続され、空気供

洞前部７０と風洞後部７２との間の計測部７１内へ配設

給管３０は制御バルブ３１、遮断弁３２、空気供給管３

されている。風試模型の寸法の一例としては計測部７１

３を通して高圧空気源３４へ接続されている。また、コ

の空間部が３．３ｍ×３．３ｍ、模型５０の長さが１．

ネクタ４２には、後述するようにアンビリカルケーブル

６ｍ、幅が１．０ｍ、重さが１７ｋｇ程度の大きさであ

４３へ接続される制御装置２１からの配線が接続されて

る。

いる。空気供給管３０からの空気は風試模型５０後部よ

【００２１】１はジンバル機構であり、後述するよう

り噴出され、推力を得るものであり、また、制御装置２

に、互いに直交する３軸を中心として３自由度の回転が

１からの電気信号は風試模型５０内のモータやアクチュ

可能な構造であり、風試模型５０の重心５１に３軸の中

エータを制御するものである。

心が一致するように取り付け配置されている。２は支持

【００２６】上記構成の機構において、飛行制御装置２

棒で、風試模型５０をジンバル機構１を介して支持する

０は風試模型５０の各種飛行条件の指令を制御装置２１

棒であり、支持棒２は下方支持装置４により基礎６１に

へ送る。制御装置２１は飛行制御装置２０からの指令に

支持され、垂直に立設している。３は力計測センサ（天

基づいてバルブ制御装置２３へ信号を送り、バルブ制御

秤）であり、支持棒２の途中に取付けられ、支持棒２に

装置２３は遮断弁３２の開閉、制御バルブ３１の弁開度

加わる上下方向、前後方向及び左右方向の力をそれぞれ

を制御して設定された飛行条件において空気の流量を制

計測する。

御し、また、制御装置２１はコネクタ４２を介して制御

【００２２】上記構成の動的風洞試験装置の３自由度運

信号を送り、模型内部のモータやアクチュエータを制御

動模擬機構において、風洞前部７０からの気流６０は計

し、これら空気と電気信号により風試模型５０の主翼、

測部７１へ向かって流れており風試模型５０は、その気

尾翼の可動翼（つまり舵面）を動かし、風試模型５０の

流により受ける揚力と共に、図示省略の模型の主翼、尾

ロールＲ、ピッチＰ、ヨーＹの各回転を飛行条件に応じ

翼の舵面操作により、それぞれジンバル機構１を中心と

て制御する。また、制御装置２１は２台のカメラ４７が

してロールＲ、ピッチＰ、ヨーＹの回転を行い動的風洞

取り込んだ風試模型５０の位置信号を位置計測装置２２

試験がなされる。この場合には風試模型５０は、支持棒

から受け、これを飛行制御装置２０へ送る。更に、制御

２により下方支持装置４を介して基礎６１に固定されて

装置２１は前述のように、力計測センサ３からの信号を
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取込み、この信号は支持棒２に加わる上下、前後及び左

バル機構１を介して支持棒２から風試模型５０が懸吊す

右方向の力の信号であり、これら信号を飛行制御装置２

るため、図３に示す軸受１６とヨー軸１３とは脱落防止

０へ送る。

のための係止部が必要となり、例えば、ヨー軸先端に軸

【００２７】図３は上記の風試模型５０に用いるジンバ

径よりも大径となるフランジを設け、軸受１６の溝内

ル機構１の一例を示す詳細図であり、（ａ）は側面図、

に、拡大溝部を設けて、ヨー軸が回転自在に軸受と係合

（ｂ）は正面図である。両図において、１１はピッチ軸

するようにすれば良い。

であり、１２はロール軸、１３はヨー軸である。１４は

【００３３】また、上記に説明の図３に示すジンバル機

ブラケットであり、下面にヨー軸１３が固定され、ヨー

構１は、この構造に限定するものではなく、直交する３

軸１３は軸受１６内でヨー方向に回転自在に支持されて

軸でそれぞれ回転可能とする構造であれば、どのような

いる。１５は軸支持部であり、ロール軸１２を回転自在

構造の機構でも良いものである。

に保持し、ロール軸１２をロール方向Ｒに回転自在に支

【００３４】以上、本発明の実施の形態について説明し

持すると共に、ブラケット１４内にピッチ軸１１を中心

てきたが、本発明はこれに限定されることなく請求項の

にピッチ方向Ｐへ回転自在に支持されている。支持棒２

記載の範囲内において各種の変形、変更が可能なことは

の先端は軸受１６に固定されヨー軸１３を介してジンバ

当業者には自明であろう。

ル機構１全体を支持している。前記ロール軸１２に模型

【００３５】

５０が取り付けられる。

【発明の効果】本発明の（１）に係る動的風洞試験装置

【００２８】上記構成のジンバル機構１を風試模型５０

は、風洞の計測部空間に配置した風試模型の重心に取付

の重心５１へ組み込んでピッチ軸１１とロール軸１２の

けられ直交する３軸を中心として回転可能なジンバル機

中心に前記重心５１を一致させ、支持棒２で風試模型５

構と、前記計測部空間の下方基礎部から立設し前記ジン

０を支持し、動的風洞試験を行うと、風試模型５０は計

バル機構を支持する支持棒と、該支持棒に設けられ該支

測部７１内へ３自由度運動を可能にして固定、支持する

持棒に加わる上下、前後及び左右方向の力を計測する力

ので、風試模型５０の位置が拘束され、風試模型５０の

計測センサとを備えてなることを特徴としている。

計測部７１からの逸脱が防止され回転運動模擬範囲の制

【００３６】上記の構成により、風試模型はピッチ、ロ

限の大幅な緩和がなされる。

ール、ヨー方向に自由に回転し、飛行条件に応じて任意

【００２９】以上説明の第１の実施の形態によれば、風

の姿勢が可能となる。風試模型は、その位置が支持棒に

試模型５０をジンバル機構１と支持棒２で支持すること

より拘束され移動しないので、回転運動に伴う位置変位

により、風試模型５０の計測部７１からの逸脱が防止さ

量が大きくなっても計測部から逸脱することが防止され

れて回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和される。ま

回転運動模擬範囲の制限が大幅に緩和される。また、支

た、力計測センサ３により風試模型５０に加わる上下方

持棒に加わる上下、前後、左右の力は力計測センサで計

向、前後方向及び左右方向の力が測定されるので、これ

測され制御部へ送られるので、制御部において模型に加

を飛行制御部２０（図２参照）に取込み、従来の風洞内

わる力が推定され機体の並進運動も推定でき、従来のよ

フリーフライトでは風洞計測部７１からの模型の逸脱の

うに風洞内のフリーフライトでは模型が風洞計測部から

ため不可能であった大規模運動模擬が可能となる。

逸脱して大規模な運動模擬が不可能であるような場合で

【００３０】図４は本発明の第２の実施の形態に係る動

も、本発明の（１）ではこのような大規模な運動模擬が

的風洞試験装置の３自由度運動模擬機構を示す構成図で

可能となる。

あり、第１の実施の形態では風試模型を下から支持した

【００３７】本発明の（２）の動的風洞試験装置は、風

構成から第２の実施の形態では風試模型を上方より吊り

洞の計測部空間に配置した風試模型の重心に取付けられ

下げて支持する方式としたものである。

直交する３軸を中心として回転可能なジンバル機構と、

【００３１】即ち、図４において、風試模型５０の重心

前記計測部空間の上方固定部から懸吊し前記ジンバル機

５１には、ジンバル機構１が組み込まれており、ジンバ

構を支持する支持棒と、該支持棒に設けられ該支持棒に

ル機構１は、支持棒８２により支持棒支持部８４を介し

加わる上下、前後及び左右方向の力を計測し制御部へ送

て計測部空間の上方固定部としての架台４０に取付けら

る力計測センサとを備えてなることを特徴としている。

れている。つまり、風試模型５０は架台４０上部から支

【００３８】上記の構成により、風試模型はジンバル機

持棒８２により垂直に懸吊される構成である。その他の

構によって３自由度の回転が可能であり、その位置も支

構成は前述の第１の実施の形態と同様であり、同一又は

持棒で拘束されているので、（１）の発明と同様に回転

相当部分に同一符号を付して説明を省略する。この第２

運動に伴う位置変位量が大きい場合にも模型が計測部か

の実施の形態においても、第１の実施の形態のものと同

ら逸脱することがなく、回転運動模擬運動範囲の制限が

様の作用効果が得られるものである。

大幅に緩和される。また、力計測センサが支持棒に加わ

【００３２】なお、上記の第２の実施の形態において

る力を計測するので、機体の並進運動も推定でき、従来

は、図３に示すジンバル機構１を用いる場合には、ジン

のフリーフライトでは模型が逸脱して大規模な運動模擬
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が不可能な場合にも、大規模な運動模擬が可能となる。

４１

配線・配管用支持台

【図面の簡単な説明】

４２

コネクタ

【図１】本発明の第１の実施の形態に係る動的風洞試験

４３

アンビリカルケーブル

装置であって、模擬機構の構成図である。

４４，４５，４６

【図２】本発明の第１の実施の形態に係る模擬機構を用

４７

カメラ

いた風洞試験の全体のシステム構成図である。

５０

風試模型

【図３】本発明の第１の実施の形態に係る模擬機構に適

５１

重心

用されるジンバル機構を示し、（ａ）は側面図、（ｂ）

６０

気流

は正面図である。

６１

基礎

【図４】本発明の第２の実施の形態に係る動的風洞試験

７０，５２０

装置の構成図である。

７１

【図５】従来の風洞試験設備の一例を示す斜視図であ

７２，５２１

る。

８４

【図６】従来の風洞試験設備の他の例を示す斜視図であ

５２３

ケーブル

る。

５２４

安全ケーブル

【図７】航空機の動的風試模型の６自由度運動模擬の一

５２５

コンピュータ

般的な説明図である。

５３０

安全ケーブルのオペレータ

【符号の説明】

５３１

風洞オペレータ

１

５３２

ピッチ操作オペレータ

ジンバル機構

２，８２

拘束索

風洞前部

計測部
風洞後部

支持棒支持部

支持棒

５３３

推力操作オペレータ

３

力計測センサ

５３４

ロール操作オペレータ

４

下方支持装置

５４０

風洞

１１

ピッチ軸

５４２

前方ケーブル

１２

ロール軸

５４３，５４６

１３

ヨー軸

５４４

風洞内の固定部

１４

ブラケット

５４５

後方ケーブル

１５

軸支持部

５４７

ケーブル

１６

軸受

５４８ａ，５４８ｂ

２０

飛行制御装置

５４９

電線

２１

制御装置

５５０

位置計測装置

２２

位置計測装置

５５１

計算機

２３

バルブ制御装置

【手続補正２】

３０，３３

空気供給管

プーリ

ＴＶカメラ

【補正対象書類名】図面

３１

制御バルブ

【補正対象項目名】全図

３２

遮断弁

【補正方法】変更

３４

高圧空気源

【補正内容】

４０

架台
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