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片端単純支持体の流力振動を利用した流速測定のための予備的実験
Preliminary measurements on flow iduced vibration of a body simply supported at one end for flow velocimetry
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A flow velocimeter using a smartphone is now planning in order to measure flow velocities in a small river

or irrigation channel without any technical or economical difficulties. The device applies a vortex flow

velocimeter: An obstacle connecting the smartphone is oscillates by vortex shedding, and an acceleration

sensor in the smartphone detects its oscillation. In the present study, selection of the appropriate obstacle

and implementation of an application were carried out. We decided the appropriate obstacle as a flat

plate measuring 18 and 54 mm in a depth and span, respectively, since the Strouhal number of its shape’s

oscillation became constant. The flow velocity in m/s could be obtained by multiplying the frequency in

Hz by 0.151. The application utilized the maximum entropy method in order to obtain the peak frequency

with smaller sampling time.

1. はじめに
河川や用水路の流速（流量）測定は，治水，かんがい，水力発
電などの計画に欠かせないものである．大河川や比較的大きな
用水路では水深測定と H-Qカーブから流量を見積もる方法，超
音波流速計や電磁流速計による測定を常時行っている (1) ため，
比較的正確なデータが得られている．しかし，それらに流入出
する小河川や用水路ではデータが十分でなく，大河川のデータ
から何らかの仮定を行って流量を推定している．近年再生可能
エネルギー利用の気運が高まり，小水力発電が注目されている．
小水力発電導入検討のためには年間を通した流量測定が必要に
なる．これには専門的な測定機器が必要であり，技術的にも資
金的にもハードルが高い．
このような現状に対して，本研究では専門的な測定機器を用
いずに，誰もが簡単に小河川や用水路の流速を測定できる方法と
して渦流速計を応用することを考えた．具体的には水中に浸け
た障害物がカルマン渦によって振動する様子をスマートホンの
加速度センサでとらえ，それをスマートホンのアプリケーショ
ンで流速に変換するシステムを作る．その第一段階として本研
究では障害物の選定，アプリケーションの作成を行った．

2. 実験方法
障害物選定のための実験には回流式の開水路（西日本流体技
研 簡易型パーソナルタンク P-90）を用いた．作動流体は水で
ある．Fig. 1に試験部の構成を示す．試験部はアクリル製であ
り，水深，スパン，流れ方向長さはそれぞれ 198.7，299.8，880

mm である．アルミフレームで製作した支持具を試験部上側に
取り付け，そこに高さ調整用のハイトゲージを取り付けた．こ
のハイトゲージの先端に棒に接続された障害物を取り付け，後
流渦によって誘起される障害物の振動を加速度センサ（共和電
業 AS-1TG）によって測定した．また，実流速を測定するため
にピトー管（岡野製作所 LK-1S）を障害物と置き換え，差圧計
（横河電機 EJA120）によって差圧を測定した．流速，加速度い
ずれの測定の場合もサンプリング周波数は 200Hz，サンプル数

は 13000 とした. 本実験では流速を変化させて障害物の振動数
の関係を明らかにし，適切な障害物の形状を選択する．

Fig. 1 Configuration of the test section

障害物には Fig. 2 に示す 2 つを用意した．一つは Fig. 2(a)

に示すように，13Aの塩ビパイプ（外径 18 mm）を半分にして
切断面に厚さ 1mmのアクリル板を貼り付け，棒の軸から見たと
きに D 形になるようにしたものである．もう一つは Fig. 2(b)

に示すように厚さ 1mmのアクリル板だけのものである．Fig. 2

の上側が上流を向くようにこれらを水中に設置した．Fig. 2(a)

の形状を選んだのは，障害物がスパン方向に振動する際に流れ
角が相対的に変化し，ギャロッピング (2) が生じて振動数が材質
に依存してしまうことを恐れたためである．上流側が円形であ
れば，流れ角の変化が物体に与える影響は少なくなると考えた．
一方，Fig. 2(b) の形状は製作のしやすさから選んだ．いずれ
の場合も流れ方向から見た投影面の寸法はスパン，水深方向に
それぞれ 18, 54mmとした．スパン方向の両端からカルマン渦
が放出されると仮定すると，交互渦の間隔はスパン方向長さに
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近い．ところで，カルマン渦であればストローハル数が 0.2 で
ほぼ一定値をとる．よって流速および交互渦の間隔が決まれば
周波数を見積もることが出来る．今回は流速が 1m/s で周波数
が 10Hz 付近になるように設定し，塩ビパイプの規格の中から
適切な外径をスパン方向長さとして採用した．水深方向長さに
関しては障害物を数種類作り，加速度センサが検出できるだけ
の振動が起こるような長さを選定した．また，障害物に取り付
ける棒には外径が 5mmから 8mmに変化し，長さが 800mmの
テーパを有するカーボンパイプ製の棒（プロマリン 遠投杓の柄
CB5B）を用いた．

(a) D-shape (b) Flat plate

Fig. 2 Obstacle candidates. Upsides in the figure

face upstream.

棒の支持方法にも工夫が必要であった．当初の実験では，障
害物が付いていない棒の先端を固定支持（先端が垂直方向を向
く）していた．この場合，棒自体の曲げ振動が支配的になり，流
速とは無関係に一定の振動数しか検出できなかった．実際には
この棒はスマートホンに取り付けられ手で支持することになる．
Fig. 1の 4⃝に示す支持具を使わずに手で棒を支持して流れに障
害物を浸けたところ，棒の先端は固定支持ではなく，単純支持に
近い状況であることが分かった．この状況を模擬するため，Fig.
3 に示すように障害物の反対側はベアリングを介してネジで支
持し，スパン方向（Fig. 3では紙面垂直方向）に障害物が動い
たときに棒が回転できる構造の支持具を用意した．

Fig. 3 Support allowing rotation (cross-sectional view)

3. 実験結果
Fig. 4に D形の障害物（Fig. 2(a)）による加速度のパワース
ペクトル密度関数（PSD）を示す．図は流路の水力直径を代表
長さとするレイノルズ数 Re を一定にして加速度を測定し，そ
れぞれのレイノルズ数で PSD を描き，さらに見やすくするた
めに PSD を縦方向にスライドさせたものである．なおここで
示す PSDは加速度データを 2048サンプルごとに 6セット取り
出してフーリエ変換し，6セットぶんの PSDを平均して求めら

れた. 横軸はストローハル数 St であり，レイノルズ数と同様に
水力直径を代表長さにしている．Fig. 4 ではそれぞれの PSD

で St > 6で常に見られるピークがある．これは流れを駆動する
インペラの回転に起因するものである．障害物の振動は目視に
よっても確認できるため，PSDから障害物の振動を見分ける際
には目視と一致するものを取り出している．Fig. 4 を見ると，
Re > 80000で渦放出による障害物の振動が確認でき，レイノル
ズ数の増加にともない 2.6 から 2.0 のストローハル数の変化が
あることが分かる．この変化ははく離点の位置がレイノルズ数
によって変化し，交互渦の間隔が変化したためであると考えら
れる．振動数（ストローハル数）から流速（レイノルズ数）を求
めることを考えると，ストローハル数に変化があると流速を求
めるのに繰り返し計算が必要になり，あまり望ましくない．
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D-shape obstacle supported by a carbon pipe
Round face is upstream.

Fig. 4 Power spectral density functions for the D-

shape obstacle. Project area = 18 (spanwise) × 54

(normal) mm2.

次に平板（Fig. 2(b)）による結果を Fig. 5 に示す．図の見
方は Fig. 4 と同じである．この場合，Re > 100000 で渦放出
による障害物の振動が確認でき，ストローハル数は一定値をと
る．実験を行った全てのレイノルズ数に関して平均をとってス
トローハル数を求めると，その値は 2.27，分散は 0.0025になっ
た．この結果を利用して振動数から流速を求める式を作成する．
振動数を f，流路の水力直径を L，流速を v とすれば

St =
fL

v
= 2.27 (1)

の関係がある．Lに数値を代入し，vについて整理すると以下の
関係が得られる．

v =
L

2.27
f = 0.151f (2)

振動が確認された範囲を流速および振動数に直すとはそれぞれ
0.3∼1m/s，2∼6Hz であった．ただし，流速の上限は装置の制
約から決まったものである．よって式 (2)は 0.3m/s以上からは
使用可能であると考えられる．

4. アプリケーションの作成
前節で選定した障害物は実際にはスマートフォンに取り付け
られ，スマートフォンに内蔵されている加速度センサによって
振動を検出する．実験により振動数と流速の関係が分かってい
るため，加速度センサのデータを FFT解析し，卓越周波数を求
めることができれば流速が得られる．これらの演算はスマート
フォン自身で容易に行うことが出来る．そこで，実験と平行し
てこれらの演算を行うアプリケーションを作成した．プログラ
ムは iPhone/iPad向けの iOSの APIで実装したが，機種に特
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Flat plate supported by a carbon pipe
Flat face is upstream.

Fig. 5 Power spectral density functions for the flat

plate obstacle. Project area = 18 (spanwise) × 54

(normal) mm2.

有な機能を利用しているわけではないので Android の API で
も実装可能である．
実際の流速測定では 1∼10Hzのオーダの振動が発生するはず
である．流速測定の誤差を 10%以下にするためには FFTの分
解能は少なくとも 0.1Hzにしなければならない．そのためには
総測定時間はその逆数の 10 秒以上になり，これでは時間応答
性が悪い．よって本研究では総測定時間が短くても安定したス
ペクトルが求まる最大エントロピー法 (3) を用いた．加速度の
サンプリング周波数を 100Hzとし，2秒間のデータに対して最
大エントロピー法を用いることにした．Fig. 6 に作成したア
プリケーションのシミュレータ（コンピュータ上のエミュレー
ション）による実行画面を示す．画面上側が PSD，下側が生波
形のグラフである．いちばん上には卓越周波数を表示させてい
るが，実際には式 (2) を用いて流速を表示させる．Fig. 6 では
10.1Hz の正弦波を擬似データとして与えたが，卓越周波数は
10.05∼10.2Hz を表示した．よって 0.1Hz の解像度は確保でき
ており，流速測定に適したアプリケーションが作成できた．

Fig. 6 Simulator snapshot of the application using

a pseudo-data (sin(2π · 10.1 · t))

5. まとめ
スマートホンの加速度センサを利用した小河川，用水路用の
流速計を作成するために，水中に浸ける障害物の選定およびア
プリケーションの作成を行った．ストローハル数が一定になる

特性を有することから障害物はスパン，水深方向にそれぞれ 18,

54mmの長さを有する平板が良いことが分かった．この障害物
を用いると 0.3m/s以上で流れを測定することができ，障害物の
振動数（Hz）の 0.151 倍で流速（m/s）が得られる．また，ス
マートフォンに内蔵されている加速度センサによって振動を検
出し，最大エントロピー法で卓越周波数を求め，それから速度
を求めるアプリケーションを作成した．
今後は，この障害物とアプリケーションを用いて実際に流速
測定を行う予定である．また，アプリケーションには測定点の
トラバース量の認識（流速を流量に変換するのに必要），GPSに
よる場所の取得，データ通信機能などを追加する．
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