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◆授業の主題／Topic 

流体計測方法と流体現象の解析法 

Fluid measurement and analysis approach of flow phenomena 

 

◆授業の目標／Objective 

１． 各種流体流れの諸現象を理解する。 

２． 流れの試験装置を理解する。 

３． 実験計測や流れの可視化の原理・方法を理解する。 

４． データ処理方法を理解する。 

 

1. To understand the flow phenomena 

2. To understand the test equipment for fluid dynamics 

3. To understand the fluid measurement and the method of flow visualization 

4. To understand the method of data processing 

 

◆学生の学習目標／Achievements 

１．流速・流量の計測方法とその原理について理解する。 

２．圧力・流体力の計測方法とその原理について理解する。 

３．流れの可視化方法とその原理について理解する。 

４．流れの可視化映像による流速計測方法とその原理について理解する。 

５．乱流流れ場の渦構造の抽出のための統計処理方法とその原理について理解する。 

６．風洞や水槽装置などの仕組みを理解する。  

 

1. To understand the measuring method of the flow velocity and the flow rate 

2. To understand the measuring method of the pressure and the fluid force 

3. To understand the method of the flow visualization 

4. To understand the method of the particle image velocimetry 
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5. To understand the measuring method of the vortical structure in the turbulent flow  

6. To understand the test equipment of wind tunnel and the water tunnel 

◆授業の概要／Outline 

１．流体実験における試験装置 風洞の設計方法・水槽装置の設計方法・仕組みを概説する。 

２．流速の計測方法① ピトー管、熱線・熱膜流速計の計測方法やその計測の原理について概説する。 

３．流速の計測方法② レーザー流速計、超音波流速計の計測方法について、その計測の原理について

概説する。 

４．流量の計測方法 差圧式流量計、渦式流量計、電磁流量計の計測方法とその計測の原理について概

説する。 

５．圧力・流体力の計測方法 圧力、流体力の計測器の原理と種類、計測する際の留意点などについて

概説する。 

６．流れの可視化方法 種々な流れ現象を可視化するための方法について概説する。 

７．コンピュータによるデータ処理 乱流流れ場の渦構造の抽出のための統計処理方法や流れの可視化

映像による流速計測を行うための画像処理方法などについて概説する。 

８．まとめ 

 

1. Test equipment (Design and structure of wind tunnel and water tunnel) 

2. Measuring method of the flow velocity and flow rate I (Design and structure of Pitot tube, 

and hot-wire and hot-film probes) 

3. Measuring method of the flow velocity and flow rate II  (Design and structure of Laser Doppler 

and ultrasonic Velocimetry) 

4. Measuring method of the flow velocity and flow rate (Design and structure of pressure 

difference flowmeter, Karman vortex flowmeter, and electromagnetic flowmeter) 

5. Measuring method of the pressure and the fluid force ((Design and structure of the pressure 

instrument, and fluid force instrument) 

6. Methods of flow visualization  

7. Method of data processing by computer 

8. Summary 

 

◆成績評価の方法／Grading Method 

演習課題・宿題のレポート，試験結果によって総合的に評価する。 

なお，講義を 1/3以上欠席した者は，試験を受けられない。 

 

A grade calculation is based on the exercise, homework, and midterm/final examinations. 

Attendance to at least two-thirds of classes is required.  

For details, attend the first guidance. 

 

◆テキスト・参考書・教材等／Teaching Materials 

なし  

None 

 

◆その他履修上の注意事項や学習上の助言／Others 

毎回，演習問題・宿題を配布するので，期限までに必ず提出すること。 

レポート返還後，自分が出来なかった問題に対しては，良く復習し，理解すること。 

 

Do a homework every time and turn in it before the deadline. 

Review the homework and exercise, and understand them. 
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◆オフィスアワー等（学生からの質問への対応方法等）／Consultation Time 

木綿（kiwata@se.kanazawa-u.ac.jp）までメール送信下さい。 
Please send e-mail to Prof.Kiwata（kiwata@se.kanazawa-u.ac.jp） 

 

◆履修条件／Prerequisites 

なし  

None 

 

◆関連科目／Related Courses 

なし  

None 

 

◆カリキュラムの中の位置づけ（関連科目，履修条件等 ）／Relations with the Other Courses in the Curriculum 

なし  

None 

 

◆特記事項／Special note 

なし  

None 

 


