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(54)【発明の名称】磁力支持用風洞模型
(57)【要約】
【課題】

磁力支持式の風洞試験において、模型の位置

や姿勢を外部から測定するため、模型内部に設けられる
マークを外形体と別体化することで、模型毎のマークの
形成とセンサ及び磁力の両較正試験を不要とする風洞模
型を提供する。
【解決手段】

磁力支持用風洞模型１は、薄殻状に成形

される透明樹脂製の外形体２と、外形体２の内部に取り
付けられ外形体２を通して光学的に検出可能なマーク５
を持つマーク体３とを備えている。マーク体３は、風洞
に備わる磁力支持天秤装置の磁力線と磁気相互作用をす
る磁石体４の表面にマーク５を付して構成することがで
きる。マーク体３を外形体２とは別構成とすることで、
模型毎のマーク５の形成やセンサ及び磁力についての較
正試験を省略して、風洞模型１を低コストで製作し、風
洞試験を時間的・コスト的に効率良く実施することがで
きる。
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【特許請求の範囲】

その表面にマークや塗装を施し、且つ模型位置姿勢測定

【請求項１】

磁力支持天秤装置を備えた風洞を使用し

センサの較正試験を実施する必要がある。これらの模型

た風洞試験に用いられ前記磁力支持天秤装置との間に作

製作、塗装作業及び較正試験は、風洞試験のための準備

用する磁力によって浮上支持される磁石体を備えている

作業であるが、長い時間と人手による労力とを費やすと

風洞模型において、透明樹脂製の外形体と、前記外形体

ともに、模型の製作コストも高価になり、風洞試験の時

の内部に取り付けられ前記外形体を通して光学的に検出

間やコストの観点で効率的な実施の妨げとなっている。

可能なマークを持つマーク体とを備えていることを特徴

また、マークや塗装自体が、模型の周りでの気流に影響

とする磁力支持用風洞模型。

を与えることがあってはならない。

【請求項２】

前記マーク体は、表面に前記マークが付

された前記磁石体から成っていることを特徴とする請求

【０００５】ところで、風洞試験においては、満足でき
10

る空力的な試験結果を得るには、模型周りの気流を定め

項１に記載の磁力支持用風洞模型。

ることになる模型外形については、正に試験をしようと

【請求項３】

前記磁石体は、中心軸線が前記風洞模型

する実際の物体の外形と同じ又は縮尺した外形である必

の前後軸に沿って配置される円柱形磁石であることを特

要があるが、模型の位置や姿勢は、必ずしも模型表面の

徴とする請求項１又は２に記載の磁力支持用風洞模型。

情報に基づいたものである必要はない。

【請求項４】

【０００６】

前記外形体は、薄殻状に樹脂成形されて

いることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記

【発明が解決しようとする課題】そこで、磁気浮上支持

載の磁力支持用風洞模型。

式の風洞試験において空力的な試験結果を得るための模

【発明の詳細な説明】

型の外形については、従来と同様に実物の外形と同じ又

【０００１】

は縮小した外形とするが、模型の位置や姿勢を測定する

【発明の属する技術分野】この発明は、磁力支持天秤装

20

ための測定対象については、外形とは別体化を図って、

置を備えた風洞を使用した風洞試験において用いられ、

模型内部に設けられるマークの測定を可能にする点で解

磁力支持天秤装置と内部に有する磁石との間で作用する

決すべき課題がある。

磁力によって磁気支持される磁力支持用風洞模型に関す

【０００７】この発明の目的は、模型の位置や姿勢を測

る。

定するための測定対象を模型外形とは別に測定用のマー

【０００２】

ク体として模型内部に設けることで、風洞試験のための

【従来技術】従来、物体の空力的な特性を模型で得るた

準備作業となる模型製作、塗装作業及び較正試験のう

め風洞設備の測定部において模型を支持体で支持するこ

ち、模型毎のマークの形成や較正試験を省略して、模型

とが一般的に行われてきたが、支持体自体が模型表面に

を低コストで製作し、風洞試験を時間やコストの観点で

おける空気流れに影響を及ぼすので、試験結果をそのま

効率的に実施することを可能にする風洞模型を提供する

ま模型の空力特性として採用することができない。そこ

30

ことである。

で、風洞試験において、模型を磁力で支持することが提

【０００８】

案されている。模型を磁力支持することによって支持体

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた

が不要となるので、支持体が存在することによる、模型

め、この発明による磁力支持用風洞模型は、磁力支持天

周りの空力的な影響を取り除くことができる。

秤装置を備えた風洞を使用した風洞試験に用いられ前記

【０００３】模型を磁力支持する風洞試験では、模型の

磁力支持天秤装置との間に作用する磁力によって浮上支

位置や姿勢を測定するために、模型表面にマークを付設

持される磁石体を備えている風洞模型において、透明樹

したり塗装面を設ける必要がある。即ち、気流の中に置

脂製の外形体と、前記外形体の内部に取り付けられ前記

いた模型には重力、空気抵抗、揚力が作用し、時々刻

外形体を通して光学的に検出可能なマークを持つマーク

々、模型の位置や姿勢を変えようとするので、これらの
模型に作用する力及びモーメントに対抗して、模型を所

体とを備えることを特徴としている。
40

【０００９】この磁力支持用風洞模型によれば、外形体

定の位置及び姿勢に保つように、模型支持の磁力の大き

は、透明樹脂材料を用いて、例えば実物を縮尺した形状

さと向きを制御する必要がある。模型の位置や姿勢の測

に製作され、この外形体の内部に外形体を通して光学的

定に際しては、その測定のために模型に影響が生じては

に検出可能なマークを持つマーク体が、模型の位置・姿

ならないので、外部から光学的に観測することが好まし

勢を測定する測定用として取り付けられる。外形体が位

い。そのため、模型表面にマークを付設したり塗装面を

置や姿勢を変えると外形体内部のマークも位置や姿勢を

形成して、そのマークや塗装面を観測することで模型の

変え、外形体が透明であることから、そのマークの位置

位置や姿勢が測定される。

や姿勢の変化が外形体に妨げられることなく外部から光

【０００４】しかしながら、風洞試験では空力特性を求

学的に測定される。外形体の製作は、模型毎に行わざる

めるべき物体が異なると模型も当然に形状が異なるため

を得ないが、製作されたマーク体は互換性があり、別の

に、所定の外形を有する模型を個別に製作し、模型毎に

50

模型に用いたマーク体をそのまま利用することも可能で
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ある。また、そのようなマークについては、一度、セン

搭載される。風洞模型１の磁石体には、風洞の測定部の

サ較正試験を実施してそのデータを保存しておけば、そ

周りに配置したコイルに電流を通じることにより生じた

のマークを持つマーク体を別の模型に用いた場合も、そ

外部磁場との磁気作用によって磁気力が生じ、風洞模型

のセンサ較正試験データをそのまま利用可能である。ま

１を磁気的に浮上支持させることができる。外部磁場

た、マーク体は模型の内部に取り付けられているので、

は、コイル２３〜２６と、コイル２７〜３０から成る二

マーク及びマーク体が模型の周りの流れに影響を与える

つの磁気回路２１，２２と、その外側の空芯コイル３

こともない。

１，３２とによって発生され、磁気回路２１，２２の各

【００１０】この磁力支持用風洞模型において、前記マ

コイルに流れる電流を調節することにより、磁気回路２

ーク体を、表面に前記マークが付された前記磁石体よっ
て構成することができる。外形体の内部には、風洞に備

１，２２内のｙ−ｚ面内での磁場の強さと方向及びそれ
10

らのｘ軸方向の変化率を連続的に変化させることができ

わる磁力支持天秤装置と磁気相互作用をする磁石体が配

る。また、空芯コイル３１，３２に流れる電流を調節す

設されているので、その磁石体を利用して、磁石体の表

ることによりｘ軸方向磁場の強さのｘ軸方向で見た変化

面にマークを付してマーク体とすることが好ましい。マ

率を制御でき、都合５軸の制御が可能である。

ークと磁石体とが一体化されるので、同じマーク体を異

【００１５】風洞には、風洞模型１とコイル２３〜３２

なる外形体の模型に用いるときに、磁石体についての標

の他に、各コイルを駆動する電源系、風洞模型１の位置

準重りを用いた磁力較正試験に関しても、センサ較正試

と姿勢とを計測する計測系（図１に示す測定装置３

験と同様、再度行う必要がない。

６）、風洞模型１の位置と姿勢とを制御する制御系が組

【００１１】この磁力支持用風洞模型において、前記磁

み込まれている。図４に示すように、計測系であるカメ

石体は、中心軸線が前記風洞模型の前後軸に沿って配置

ラ３３が検出した風洞模型１の位置姿勢に関する計測デ

される円柱形磁石とすることができる。磁石体を円柱形

20

ータは、パソコン等の計算機３４に送信され、計算機３

磁石とすることで、磁力支持天秤装置からの磁気線との

４での演算結果をアンプ３５にて増幅した後、各コイル

相互作用を有効に引き出し、模型の変位や姿勢を効率良

２３〜３２に制御された駆動電流を通じている。

く制御することが可能になる。特に飛翔体を試験対象と

【００１６】図１に示す風洞模型１は、透明樹脂製の外

して行われる磁力支持天秤装置の制御性の観点から、円

形体２と、外形体２内に取り付けられたマーク体３とを

柱形磁石の中心軸線は、模型の前後方向に沿って配置す

備えている。この例では、風洞模型１は球形模型として

ることが好ましい。

形成されている。外形体２を形成する透明樹脂は、例え

【００１２】この磁力支持用風洞模型において、前記外

ば、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル樹脂等、

形体は、薄殻状に樹脂成形することができる。透明樹脂

透明であって且つ適度の強度を有するものであればよ

は、ブロー成形や型成形によって薄殻状に形成される。

い。これらの樹脂は、ブロー成形、型押し成形等の適宜

外形体を薄殻状に樹脂成形することにより、外形体に用

30

の成形手段によって薄殻状に形成される。外形体２を薄

いる樹脂量が減少し、製作コスト上、有利である。ま

殻状に形成することにより、外形体２に用いる樹脂量が

た、模型の重さも軽量化を図ることができる。

減少し、製作コスト上有利であり、後述する磁石体４の

【００１３】

重さを考慮して模型１の軽量化にも寄与している。

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明

【００１７】また、風洞模型１は、磁力支持天秤装置２

による磁力支持用風洞模型の実施例を説明する。図１は

０からの磁場と磁気相互作用をする円柱形磁石から成る

この発明による磁力支持用風洞模型の一実施例を示す斜

磁石体４を備えている。マーク体３は、磁石体４の表面

視図、図２はこの発明による磁力支持用風洞模型の別の

の中央位置に光学的測定用のマーク５を付すことで構成

実施例を示す斜視図、図３はこの発明による磁力支持用

されている。マーク５は、表面塗装にて形成されるが、

風洞模型が適用される磁力支持型風洞の説明図、図４は
図３に示す磁力支持型風洞における磁力支持天秤装置の

これに限ることはなく、例えば、付設場所がずれること
40

がなく且つ破損や汚れが付きにくいものであれば、テー

概念図である。

プの貼着等、任意の構造のものを採用することができ

【００１４】先ず、図３及び図４を参照して、磁力支持

る。外形体２は透明樹脂で製作されているので、外部か

型風洞及びそれにおける磁力支持天秤装置の概要を説明

ら外形体２を透して光学的にマークを検出することが可

する。磁力支持天秤装置２０は、模型支持に伴う支持装

能であり、そうして得られた測定データによって、風洞

置と気流との干渉を避けるため、磁力支持用風洞模型

模型１の位置と姿勢とを高精度で測定することができ

（以下、実施例の説明においては「風洞模型」という）

る。

１を磁気の力で気流中に支持する装置であり、支持干渉

【００１８】この実施例では、外形体２は、それぞれ半

のない風洞試験を実現することができる。風洞模型１に

球殻から成る二つの半割り２ａ，２ｂに製作し、両者を

は、磁化された物質、超伝導コイルのような電流を流し

接着剤にて接合することで構成されている。半割り２

続けているコイル、或いは永久磁石等から成る磁石体が

50

ａ，２ｂ状態のときに、内部にマーク体３を収容し、マ

( 4 )
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ーク体３の両端部３ａ，３ｂをそれぞれ半割り２ａ，２

【発明の効果】以上説明したように、この発明による磁

ｂに一体的に取り付けることで、模型１が製作される。

力支持用風洞模型によれば、外形体の製作については風

【００１９】図２は、この発明による風洞模型の別の実

洞模型毎に行わざるを得ないが、マーク体については互

施例を示す斜視図である。図２に示す風洞模型１１は、

換性を持って製作可能であり、他の磁力支持用風洞模型

円柱形模型である。風洞模型１１は、外形体１２と外形

に用いたマーク体をそのまま利用することができる。従

体１２内に収容され且つ外形体１２に一体的取り付けら

って、磁力支持用風洞模型毎に塗装等のマークの形成作

れたマーク体１３とを備えている。外形体１２は、透明

業を行う必要がなくなる。また、そのようなマーク体に

樹脂から形成された円筒部１６及び両端の円板部１７

ついては、一度、センサ較正試験及び磁力較正試験を実

ａ、１５ｂから成り、各部分をそれぞれ別々に製作した
３ピース又は絞り成形のように一方の円板部１７ａを円

施してそのデータを保存しておけば、そのマーク体を他
10

の外形体を有する磁力支持用風洞模型に用いた場合も、

筒部１６と同時に成形した２ピースとして成形される。

それらの較正試験データを利用することができるので、

マーク体１３は、円柱形磁石１４と、その表面の中央部

磁力支持用風洞模型毎にマーク体の較正試験を行う必要

に付されたマーク１５とから成り、外形体１２の大きさ

がなくなる。このように、この発明による磁力支持用風

が適合すれば、先の実施例で用いられたマーク体３と全

洞模型によれば、マークの形成や各較正試験を個々に行

く同じ構造のものとすることができる。同じ構造のマー

う必要がなく、高効率に姿勢設定を行うことが可能にな

ク体を利用することにより、新たに製作することなくマ

るので、風洞試験に要する時間の短縮化や効率的な運用

ーク体を使用することができ、また較正試験も、先の実

に貢献することができる。

施例で行った磁力及びセンサの各較正試験のデータをそ

【図面の簡単な説明】

のまま用いることができ、較正用のデータを取り直す必

【図１】この発明による磁力支持用気風洞模型の一実施

要もない。
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例を示す斜視図である。

【００２０】上記の実施例では、マーク体３，１３は、

【図２】この発明による磁力支持用風洞模型の別の実施

磁石体４，１４の表面にマーク５，１５を塗装等の手段

例を示す斜視図である。

によって付すことで形成されていたが、マーク体３，１

【図３】この発明による磁力支持用風洞模型が用いられ

３を磁石体４，１４を覆う環状体等の、磁石体４，１４

る磁力支持天秤装置の概略図である。

とは別体として製作して、磁石体４，１４と組み合わせ

【図４】磁力支持天秤装置の概念図である。

て用いることも可能である。また、マーク体３, １３

【符号の説明】

は、幾つかの大きさ又は磁力の強さ等の磁石体４，１４

１ 磁力支持用風洞模型（球形模型）

との組合わせとして、予めモジュール化しておくのが好

１１

ましい。モジュール化しておくことにより、模型の大き

２，１２

外形体

３，１３

マーク体

ールを外形体２の内部に配置させることで、磁力支持用

４，１４

磁石体（円柱形磁石）

風洞模型を簡単に製作することができる。

５，１５

マーク

【００２１】

２０

磁力支持天秤装置

さに応じて適当なモジュールを選択し、選択したモジュ

【図１】
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【図２】

磁力支持用風洞模型（円柱形模型）

【図４】

( 5 )

【図３】
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