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研究成果の概要：トンボの飛翔を模擬した羽ばたき型 MAV を開発し，羽ばたき翼周りの流れ

と発生する流体力の関係を定量的に明らかにした．また，ヘリウムガスを用いて MAV の機体

重量を調整することにより，世界で始めて自由飛翔中の MAV 周りの流れの非定常計測を行い，

自由飛翔中のトンボと MAV 周りの流れが相似であることを定量的に示した． 
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１．研究開始当初の背景 

我が国は地震や台風などによる自然災害

に見舞われることが多い．特に都市部で災害

が起きた場合，倒壊したビルなどに負傷者が

取り残されてしまうことがある．このような

場合，倒壊したビル内に進入し，探査活動が

自由に行えるような探査ロボットが必要に

なる．探査ロボットにはいくつかの種類が考

えられるが，昆虫のように小型で自由な飛行

が可能な超小型飛翔体（MAV: Micro Air 

Vehicle）は，災害時における負傷者を探査

するのに優れた技術であると考えられる． 

飛翔昆虫はホバリング（空中静止）が可能

なだけでなく，急旋回や急浮上などの高い運

動性を持っている．飛翔昆虫と従来型の飛行

機との違いは羽ばたき翼を使用している点

にある．蚊などの非常に小さな昆虫からトン

ボまで飛翔昆虫の多くは翅を羽ばたかせる

ことによって飛行を可能にしており，羽ばた

き運動による非定常流体力と低レイノルズ

数流れの性質を活かして，効率のよい飛行を

実現しているだけでなく，航空機やヘリコプ

ターでは実現できないような高い運動性を

示していると考えられる．このことから世界

各国において羽ばたき型 MAVの開発が進めら

れているが，昆虫のような自由に飛翔できる

MAV の開発には至っていない．昆虫のような

自由な飛翔，特にホバリングを実現するには
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昆虫の飛翔を流体力学的に明らかにすると

ともに，マイクロ加工技術を活用した小型飛

翔体の開発が必要となる． 

     

２．研究の目的 
本研究では，トンボの生態を流体力学的に

観察し，マイクロ加工技術を用いて簡易ひね

り機構を開発し，羽ばたき型 MAV に適用す

ることにより，羽ばたき運動における流体力

学的特性を定量的に評価し，世界に先駆けて

羽ばたき型 MAV を開発することを目標とす

る． 
特に昆虫の羽ばたき運動における翅のひ

ねり運動と前翅と後翅の位相差を考慮し，効

率の良い羽ばたき運動と流体力の制御を実

現することを研究期間内の第一の目標とし，

MAV の実用化における設計指針を得ること

を目標とする． 
 

３．研究の方法 
 研究は大きくわけて２つの方法で行った．

ひとつは実際のトンボを用いて，昆虫の羽ば

たき運動，羽周りの非定常流れ計測，発生す

る流体力の計測を行い，トンボがどのように

して流体力を発生しているかを明らかにす

るものである．実験にはウスバキトンボ

(Pantala flavescens)を用いた． 
 もうひとつの実験はトンボの運動解析を

参考にして製作した羽ばたき機構を用いて

流れ場の非定常解析，平均流体力の解析，前

後の翅の位相差を考慮した流体力の評価を

行った． 
  
(1) PIV計測装置 トンボの羽ばたき運動（羽

ばたき周波数 30Hz）に伴う非定常流れ場を

計 測 す る た め ， 高 速 度 ビ デ オ カ メ ラ

（X-Stream VISION XS-4: IDT Co., Ltd.）
と赤外線レーザ（XS-IR DPSS Laser Unit: 
IDT Co., Ltd.）を用いた高速 PIV 計測システ

ムを使用した．フレームレートは 5000Hz で

あり，トンボの羽ばたき運動を約 1mm ピッ

チ以下で追跡することが可能である．PIV 計
測に用いるトレーサ粒 
子には代表粒径 1µm～3µm のオイルミスト

（SAFEXF2010: DANTEC Co., Ltd.）を用

いた． 
 
(2) 流体力計測装置 解析対象とするトンボ

が発生させる流体力は，その体重から推定し

て約 3 mN 程度であると考えられる．本研究

ではトンボが発生する微小流体力を非定常

に直接計測するため，カンチレバー（片持ち

梁）とひずみゲー 

ジを用いた微小流体力計測装置を製作した．

カンチレバーの共振周波数を，羽ばたき周波

数よりも高くするため，カーボンロッド（φ

3 mm×150 mm）製のカンチレバーと半導体

ひずみゲージ（ゲージ率-114: 共和電業社 
製）を使用した．このシステムでは，先端負

荷約 5 mN での固有振動数がトンボの羽ばた

き周波数の 2 倍以上（66 Hz）となることを

確認した．対象とする力が微小であるためひ

ずみゲージの温度ドリフトが計測誤差の要

因となる．その対策としてひずみゲージ周辺

に断熱材を施すと同時に，計測機器周辺環境

の温度管理を行った．その結果，本装置では

荷重 0.98 mN～49.1 mN において計測誤差

1％以内を確保した． 
 
４．研究成果 

トンボの羽ばたき運動によって発生する

鉛直方向および水平方向分力の合力と，それ

による推進角度を計測した結果，前翅のみの

場合，平均合力は自重の 0.66 倍，推進角度

は 51.9 deg であった．同様の解析を後翅の

みの場合に対して行った結果，平均値，推進

角度とも前翅後翅において大きな差がない

ことを確認した． 

また，翅を除去しない状態で計測した結果，

鉛直方向に時間平均で自重の 1.37 倍の力を

発生していることがわかった．前翅のみで計

測した結果では自重の0.57倍，後翅では0.54

倍であり，前後の翅による差はないものと考

えられる．一方で水平方向分力は，両翅で自

重の 0.63 倍，前翅のみで自重の 0.59 倍，後

翅のみで自重の 0.65 倍であり，これも大き

な差は見られない．ただし，翅が二対の場合

においては，位相差が約-65 deg（後翅先行）

があった． 

図１に，羽ばたきの一周期の中で鉛直方向

分力が最大になる瞬間および，最小になる瞬

間の翅まわりの渦度を示す．鉛直方向の力が

最大値に達する瞬間では，翼弦長と概ね等し

い直径の渦が翅の上面に形成されている様

子がわかる．反対に，力が最低値になる瞬間

では，渦の直径が大きく，翅からも離脱し始

めている様子がわかる．またこの場合，下死

点から振り上げる状態であるため，翅のひね

り角度が 120 deg 程度と大きな値となり，鉛

直方向の力がほとんど作用しなくなり，振り

上げ時に発生する負の揚力を抑制している

ことがわかる． 

トンボの羽ばたきによって発生する流体力

は渦度の強度ωz とその面積 Dに比例し，渦と

翅の距離 Lvに反比例すると考えられる．  

 図２にトンボの翅周りの渦度の特性量（|ωz 



 

 

 D|）/Lvf（横軸）に対する揚力を示す．縦軸

の揚力は自重で無次元化した．翅に影響を与

える無次元渦強度渦（|ωz  D|）/Lvfが大きく

なると揚力が増加することがわかる．渦と翅

の距離 Lv に対する流体力の大きさを比較し

た結果，渦と翅との距離が翅の翼弦長程度の

とき大きな揚力が発生していることがわか

った．  

  

 (a) Maximum lift 

 
(b) Minimum lift 

Fig. 1 Vortex structures around a flapping airfoil 
of a dragonfly 
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Fig. 2 Correlation between vortex structures and 

vertical force 
 

トンボの羽ばたきにより翅まわりに生じる

三次元的な渦構造を可視化した結果を図 3に

示す翅中腹付近の前縁から発生した渦と，翅

の先端から発生した渦の組み合わせによっ

て，翅上面に半 U字形状の渦が形成されてい

ることがわかる． 

 

(Topview)

flow

(Sideview)

 
Fig. 3 Three-dimensional vortex structures 

around a dragonfly 
 

４. 羽ばたき型 MAV 

トンボを用いた羽ばたき翼周りの実験結果

から得られた知見を元に製作した羽ばたき

型 MAV を図４に示す．羽ばたき飛行で重要な

翼のひねり運動については，翼に回転軸を取

り付け，羽ばたき機構のリンク部に適度な摩

擦を設けた軸受けを取り付けることにより，

運動に伴う回転角度を制御して，トンボの羽

ばたきに近くなるように工夫した(4)． 
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Fig. 4 Schematic of mechanical flapper for Micro 

Air Vehicle 
 

 図 5に羽ばたき型 MAV 周りの渦度場を示す．

図１と同様に，羽ばたきの一周期の中で鉛直

方向分力が最大になる瞬間および，最小にな

る瞬間の翅まわりの渦度を示している．振り

下ろし時に強いはく離渦を発生させ，上向き

の揚力を発生させていることがわかる．また，

揚力が最小になる瞬間は渦の負圧が翅の上

方に作用しないように翅をひねり，流体力を

制御していることがわかる．このようにトン

ボの羽ばたきを模擬することにより，羽ばた

き機構周りの流れはトンボの羽ばたき運動

と流体力学的にほぼ相似にすることが可能

である． 

羽ばたき機構による流体力を測定するた

め，羽ばたき機構を上皿天秤の一端に取り付

(|ωz|D)/(Lvf) 



 

 

け，翅を静止させた状態で天秤をつりあわせ，

羽ばたき運動にともなう天秤の変異量をレ

ーザ変位計により計測して流体力を求めた． 

 

  
(a) Maximum lift 

 
(b) Minimum lift 

Fig. 5 Vortex structures around a flapping airfoil 
of a mechanical flapper 

 
 図 6 に羽ばたき機構による流体力 Fv と羽

ばたき周波数 f の関係を示す．最大流体力は，

羽ばたき周波数 37.6 Hz で自重（0.9 g）の

0.68 倍であった． 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 10 20 30 40 50
f  [Hz]

Fv
/W

 
Fig. 6 Relationship between aerodynamic force 

and flapping frequency 

  この流体力はトンボの自重の 2倍に相当す

る．羽ばたき周波数がトンボの羽ばたき周波

数と等しい 30Hz の場合は，トンボの自重に

相当する流体力を発生させることができる

ことを確認した．このことから，開発した羽

ばたき機構は，トンボの運動を模擬できてい

るものと考えられる羽ばたき機構はトンボ

に比べて自重が重いため，このままでは飛行

することができない．実際にトンボと同じよ

うに飛翔できるかを確認するため，図 7に示

すように羽ばたき機構にヘリウムガスを充

填したバルーンを取り付けて自重を調整す

ることにより実際に機体を浮上させて実験

を行った．実験結果を図 8に示す．この方法

ではヘリウムガスの量（浮力）と羽ばたき周

波数を変えて流体力を測定することにより，

発生する流体力を評価することができる．先

に示した固定実験と同様，流体力が羽ばたき

周波数の 2乗に比例することが確認され，揚

力の絶対値は固定実験の結果とほぼ一致す

ることがわかった．このことから，機体の軽

量化を行うことにより羽ばたき飛行が可能

になるものと考えられる．図 9に飛翔実験の

様子を示す．  

 

 
Fig. 7 Picture of mechanical flapper with balloon 
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Fig. 9 Relationship between aerodynamic force 

and flapping frequency 
 



 

 

   
 

  
 

  
 

Fig. 9 Flight test of mechanical flapper with 
balloon 

  
 図 10(a)は MAV を風洞に固定した場合の流

れ場，(b)は自由飛翔中の MAV 周りの流れ場

である．実際に飛翔している状態の羽ばたき

型 MAV 周りの非定常流れ計測を世界で始め

て実施することができた． 

 
(a) Fixed Measurement 

 
(b) Free Flight 

 
Fig. 10 Flow pattern around a mechanical flapper 

 図 11 に前後の翅の位相差を変える機構を示

す．この装置を用いて翅の位相差を変えた場

合の流体力 FRと作用角Ψの計測結果を図 12 に示

す．流体力 FR は前翅と後翅の羽ばたき位相差 δに
依存し，作用角 Ψは平均ひねり角 θ

＿
に依存するこ

とがわかった．したがって，羽ばたき周波数や姿

勢を変えなくとも，流体力の大きさや作用角を制

御することが可能である．また，流体力 FR は平均

ひねり角に関らず，δ≒0deg.で最大となる．すなわ

ち，前翅と後翅が同時に羽ばたくことにより，よ

り大きな剥離渦が発生し，大きな流体力が得られ

るものと考えられる．このことは，トンボが離陸

時やホバリング時に前翅と後翅の位相差を小さく

し，大きな流体力を得ているという計測結果(1)と

も一致する． 
平均ひねり角 θ

＿
と平均作用角Ψ

＿
の成す角は，約

175deg.で一定であり，ひねり角を変えることによ

り作用角を制御できることがわかった．これらの

ことから，羽ばたき位相差とひねり運動を変化さ

せることによりトンボのように流体力を制御する

ことが可能である．  
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Fig. 11 Schematics of flapping and feathering 

mechanism 
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Fig. 12 Effect of phase difference of fore and hind 

wing on aerodynamic force and force direction 
 
トンボの飛翔メカニズム解明のため，トンボ

が発生する非定常流体力と翅まわりの流れ

構造解析の同時計測を行い，以下の知見を得

た． 



 

 

 (1)トンボのまわりの渦構造と流体力との同

時計測結果から，渦と翅の距離が最も近く，

渦の直径が翼弦長以内の強い渦度の場合，発

生する力が最大になることがわかった． 
(2) トンボの羽ばたきによって翅周りに U 字

型の渦が形成されることを確認した． 
(3) トンボの羽ばたき運動を参考に，羽ばた

き機構を試作した結果，トンボの羽ばたきと

ほぼ同様な流れ場を形成することができる

ことが確認された．また，羽ばたき機構が発

生させる流体力は，羽ばたき周波数の二乗に

比例することを確認した． 
(4) ヘリウムガスを用いて機体重量を調整

し，飛翔実験を行った結果，トンボの自重と

同定の機体を浮上させることができること

がわかった． 
(5) 羽ばたき位相差とひねり運動の範囲を変

化させることにより流体力の大きさ，作用方

向の制御が可能である． 
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