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航空工学学習用小型風洞の作成 

 Production of Small Wind Tunnel for a Study of Aerodynamics 
 

 岩﨑 道雄 *1 

Michio IWASAKI 

 

航空工学と流体力学は航空機の飛行の原理を理解するために重要な教科であるが、座学中心で図表や動画な

ど視覚的な教材を多く用いても、空力的な力を学生に実感させることが困難である。そのため、小型の実験用風

洞を作成し翼型に生じる空力的な力と風速や迎え角などの飛行中の諸条件の変化との関係を体験させ、理解を深

めるための教材として用いることとした。 

 
１ はじめに 

航空工学や流体力学の分野では近年、コンピュー

タの性能の向上や流体の解析ソフトの性能が高くな

っており、航空機の設計の目的では以前ほど風洞を

使った実験の必要性は低くなってきている。しかし

ながら、初学者の学習については、従来の風洞実験

による空力的力の観察を行うことが導入と理解に有

効であると考えられる。本格的な研究用風洞の作成

は大掛かりなものであり、また高い精度を必要とす

るため設計や作成に高い技術や多くの費用を必要と

する。そこで今回は二次元翼型の迎え角と揚力の関

係を再現できる簡易な小型風洞を作成することとし

た。 
 

 

(ゲッチンゲン風洞 久留米工業大学HPより引用) 

 

 

２ 実験用風洞の基本要件 

実験用風洞に必要とされる要件を以下に述べる。 
① 壁際を除き一様で定常的な流れであること。 
② 揚力の発生が確認できるような十分な流速が

確保できること。 
③ 翼型の迎え角が確認できるよう風洞内部が視

認できること。 
④ 小型で持ち運び、収納が容易であること。 
⑤ 費用が安価で製作に高度な技術を要しないこ

と。 
 

３ 風洞の設計 

実験用風洞を製作するにあたって、上記要件を満た

す様に材料やサイズを選定し設計を行った。 
3-1 サイズの決定 
机上で実験できるよう、風洞本体全長を 750mm
と1メートル以下にした。また風洞の入口部分の

面積を294𝑚𝑚𝑚𝑚 × 294𝑚𝑚𝑚𝑚 = 86436𝑚𝑚𝑚𝑚2、中央部

分の面積を144𝑚𝑚𝑚𝑚 × 144𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20736𝑚𝑚𝑚𝑚2と

してノズル状にすることにより流速を約4倍に上

昇させた。（流速は断面積に反比例する。） 

 
図3-1 風洞平面図 
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 20 －
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3-2 材料  
風洞本体は内部が視認できるよう、アクリル板

(t = 3mm)を使用し、接着剤およびアルミ・アン

グル材とボルト・ナットで固定する。 
 

3-3 構成  
実験用風洞は以下の部分で構成される。 

 
    図3-2 風洞の構成（側面図） 

 
① 送風機 

今回はツインバード社製家庭用サーキュレー

ター100V/36W/60Hzを使用する。 

 
 強 中 弱 

風速 3 m/s 2.1 m/s 1.7 m/s 
風量 0.37𝑚𝑚3/𝑠𝑠 0.27𝑚𝑚3/𝑠𝑠 0.22𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

② ノズル部 
前述の通り面積比は約4：1で送風機からの風

を加速する。 
③ 整流板 

ノズル下流の流れから乱れを取り除き一様な

流れとする。整流板は流れに平行な格子状の板

によって構成されている。 

 

④ 風洞本体部 
ノズル部と切り離し可能とし、実験目的によっ

て交換可能なモジュール構造とする。今回は二

次元翼の迎え角と揚力を観察するためのモジ

ュールを作成する。モジュールの詳細について

は後述する。 
⑤ ディフューザー部 

流れを減速し、排出音を低減する。 
⑥ 流速測定部 

簡易なピトー管と静圧孔を用いて水マノメー

ターを構成する。流れに直角な開口部を持つパ

イプで全圧 Pを取り入れ、風洞壁面に流れに平

行に開けた孔より静圧 pを取り入れて、その差

圧から動圧 1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌2を表示する。正確な流速測定

はできないが、流速変化の目安とする。 
(参考) ベルヌーイの定理より 

P(全圧) =
1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌2(動圧) + 𝑝𝑝(静圧) 

 
４ 揚力観察モジュール 

上下方向に可動な軸を持った二次元翼を中央に配置

した揚力観察モジュールについて説明する。 
4-1 翼型の選定 
今回は 1924 年に開発され、リンドバーグのスピ

リッツオブセントルイスにも使用されたクラーク

Y という翼型を使用する。低レイノルズ数※でも

性能が良いため模型飛行機にも使用される翼型で

ある。 

 
図4-1 Spirit of St louis 
(http://science.howstuffworks.comより引用) 

※レイノルズ数 𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜈𝜈

  (式4-1) 

𝜌𝜌(動粘性係数), 𝜌𝜌(飛行速度)  𝐿𝐿(翼弦長) 
空気の動粘性係数は𝜌𝜌 = 15.1 × 10−6𝑚𝑚2/𝑠𝑠 
(1気圧、20℃) 
 

流れの方向 

千葉職業能力開発短期大学校紀要 第 21 号 (2016 年 12 月) 
Bulletin of Chiba Polytechnic College. No.21, December 2016 

 

*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 21 －



 千葉職業能力開発短期大学校紀要 第 21 号（2016 年 12 月） 
Bulletin of Chiba Polytechnic College. No.21, December 2016 

 
 

 

クラークYの翼断面は以下の形状をしている。 

 
クラークYの空力特性 
クラークY翼型の𝐶𝐶𝑣𝑣 − 𝛼𝛼曲線を示す。 
翼の軸は回転可能で迎え角を変えることができる。 

 
表4-1 クラークY翼型の𝐶𝐶𝑣𝑣 − 𝛼𝛼曲線 

(http://library.propdesigner.co.uk/より引用) 
 

4-2 翼型に発生する揚力 
今回は使用する翼型は翼弦長を75mm = 0.075m
とする。流速はサーキュレーターを強にしたとき

約12m/s となるので、式４-１を使うとレイノル

ズ数は約616438となる。(図4-2 のピンクの線に

近い) 
𝐶𝐶𝑣𝑣は揚力係数で𝛼𝛼は翼の迎え角を示す。𝐶𝐶𝑣𝑣 − 𝛼𝛼曲
線はレイノルズ数によって変わるが、揚力が最大

になるのは迎え角が約12度近辺である。 
従ってグラフより𝐶𝐶𝑣𝑣 = 1.6程度となる。 

理論上、揚力は L = 1
2
𝜌𝜌𝑣𝑣2𝑆𝑆𝐶𝐶𝑣𝑣であるので、翼幅

を140mm = 0.14mとすると𝑆𝑆 = 0.0105𝑚𝑚2であ

るから、空気密度 𝜌𝜌 = 1.2𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3とすると 

L =
1
2

× 1.2 × 122 × 1.6 × 0.0105 = 1.45𝑁𝑁 

の揚力が生じる。 
 

4-3 モジュールの構成 
揚力観測モジュールは図4-2 に示すように風洞部

分、その中に取付けられた翼と翼を支える支持部

分で構成される。

 
図4-2 揚力観測モジュール 

支持部分は上下に可動で、バネによって支えられ

ており、揚力が発生するとつり合い位置から揚力

方向に動く。 

 

図4-3 揚力観測モジュール側面 
 

5 実験用風洞の作成 
5-1 風洞本体の作成 
① 材料のアクリル板を部品図に従いカットする。 
② カットしたアクリル板の端面を加工する。 
③ 整流板、翼の子部品を作成する。 
④ ノズルから整流板設置部までの風洞本体の組

み立てを行う。 
⑤ 揚力観測モジュールを組み立てる。 
⑥ モジュール交流の風洞およびディフーザ－部

の組み立てを行う。 
⑦ ①～⑥を使用して風洞全体を組み立てる。 
⑧ 水マノメーターを風洞に取付ける。 
⑨ サーキュレーターを取付ける。 
 
 
 

千葉職業能力開発短期大学校紀要 第 21 号 (2016 年 12 月) 
Bulletin of Chiba Polytechnic College. No.21, December 2016 

 

*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 22 －
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6 風洞完成図 
作成した風洞の外観写真を以下に示す。 

 
図6-1 全体図（整流板なし） 

7 風洞の評価 
作成した風洞を使って、試験を行い評価を行った。 

7-1 目的を達成できた点 
① サーキュレーターにより安定した流れを発生

させることができ、翼に揚力を発生させること

ができた。 
② 翼の迎え角を変化させることにより、揚力が変

化することが確認できた。 
7-2 改善が必要な点 
① 翼を支えるため選定したバネの張力が大きす

ぎたため動きが小さく、あまり揚力を視覚的に

表現できなかった。現状ではバネを外し自由に

動く状態にしている。今後適切な張力のバネを

選定する。 
② ピトー管に生じる圧力が小さいため、水マノメ

ーターの表示が小さく分かりづらい。水以外の

密度の低い液体（油など）に変更を検討する。 
 
8 授業での使用 

航空力学Ⅰの授業で学生に翼型を作成させ、実際

に翼に揚力が発生するのかを確認した。 
8-1 翼の作成 
① 作成する翼の翼型の型紙を作成した。 

 
② 発泡ポリウレタンの板(1cm厚)に翼型を転記し

て切抜き14枚を組み合わせて一つの翼を作成

させた。 

 
図8-1 学生の作成した翼 

 
図8-2 学生の作成した翼（側面） 

8-2 翼の試験 
作成した翼で揚力が発生するか試験を行った。 

 
図8-3(a) 風なし    図8-3(b) 風あり 
翼に揚力が発生し浮上することが確認できた。 

 
図8-4 学生の作成した翼も揚力が発生した。 

8-3 実験の効果 
学生に自分が作成した翼に揚力が発生することを

確認させ、翼型の持つ意味と物理的な効果を体験

させることができた。 
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仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
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温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、
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その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の
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