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Since a flow is generally developing in three-dimensional field, we need a method for three-dimensional flow-visualization. 
We designed a system for three-dimensional imaging of flow field using a planar laser Mie-scattering and a galvano-scanner 
mirror. Various methods for scanning a laser sheet are compared by required conditions. A three-dimensional image is made of 
the recorded two-dimensional images using a PC by image processing. 
 
１．緒言  流れの空間的な発達過程は一般的に 3次

元的に変化することから，流れ場の空間構造を把握す

るためには流れ場を3次元的に可視化すること[１]が望

まれている.本研究では，可視化の対象とする流れ場に

レーザーシートを走査することで，散乱粒子を混入し

た流れ場をミー散乱により可視化した多数の断面画像

をほぼ同時に記録し,画像処理によって 3 次元化する

ことを考えている.  
 

２．実験装置の検討・開発  可視化装置の要求条件

を示すと，直径 8 mm 程度のノズルから噴出した噴流

のノズル近傍の領域を可視化対象として考え，可視化

する範囲は 50 mm 立方とした．可視化する流れ場の断

面の間隔は 2 mm とし，所有するレーザー光源の出力

と高速度カメラの感度を考慮して，撮影速度は 2000 fps
とした．実験装置は費用対効果，高速走査の可否を考

えて振動ミラー方式[１]を採用した[２]． 
振動ミラー方式による図 2 のような実験装置を製作

した．図 1 に示すようにこの装置はレーザー光源から 
 

  

Figure 1. Experimental apparatus 
 

出たレーザー光をレーザーラインジェネレーターレン

ズを用いてシート光をに変え，ガルバノスキャナーに

取り付けた鏡を振動させることによってシート光によ

る高速走査を行い，シリンドリカルレンズにより高速

度カメラに対して平行なシートになるようにした． 
 
３．コンピュータによる画像処理  この処理では，2

次元断面の画像データを積層させ，3 次元の画像デー

タを取得する[３]．その処理過程の流れは下記のように

なる． 

(1)デジタル高速度カメラで取得した 2 次元断面画像

データの画素がもつ色彩情報を輝度値として表現する．

(2)連続している 2つの 2次元断面画像データの内， 

一方向に対して位置的に同位置であり対応する 2つの 

画素を用いてボクセル法[３]を実行する．その際，輝度

値の決定に用いる計算は直線補間とする． 

(3)3 次元画像における噴流の輪郭抽出を行う．これは

先のボクセル法において輝度値に閾値を設定し，それ

以下またはそれ以上の値のボクセルを選別することに

より実現する． 

(4)ボクセル化されたデータを観察する視点方向に投

影して，視点から見た形状や前後関係を計算する処理

として投影変換を行う．この投影変換の手法としては，

投影面の画素位置それぞれからレイを延ばし，輝度計

算をするレイキャスティング法[３]を用いる．その結果，

陰面消去を自動的に成すことができる．  

(5)陰影処理を行う．視点から物体表面を観察したとき

の表面の輝度を計算する処理である．  

以上の処理により 3 次元画像データを取得できる．

この処理を簡易的に行うために市販のソフトウェア

MATLAB とその画像処理用のツールである Image 
Processing Toolbox を使うことにした[３]． 
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４．3次元画像  表 1の実験条件で図1の実験装置

を使用して，高速度カメラによって撮影された断面画

像を積層させて取得した流れ場の 3 次元画像を図 2 に

示す． 

 
５．実験装置の問題点と改良  図 1 の実験装置でレ

ーザーの広がりを考慮に入れていなかったためにノズル

近傍でのレーザーシートの厚さが4 mm超となってしまった．

この厚みによって断面の分解能が低下し，噴流の内部構

造を抽出することは出来なかった． 

レーザー光にはそれぞれ固有の広がり角が存在し光源

からの距離が離れるほどレーザーの径および厚みは増し

てしまう[４]．実験で使用している半導体レーザーは広がり

角 3 mrad である．この広がり角によってレーザー光源近傍

ではシート厚が 2 mm であったのがノズル近傍では 4 mm

超となってしまっている．上記の光学的な問題を解決する

ために図 3 のような光学系によりレーザー光の広がりを抑

えることにした． 

この光学系は一枚目の凹型シリンドリカルレンズでレー

ザー光を広げてレーザーの広がり角を減少させ 2 枚目の

凸型シリンドリカルレンズで一度集し光，3 枚目の凸型シリ

ンドリカルレンズでノズル近傍に焦点を結ばせる．なお，1

枚目のレンズを移動させることによって焦点距離の変更が

可能となっている．これにより任意の距離で実験が可能に

なっている．図 4 は改善後のレーザーシートの厚みを撮影

したものである．改善前に 4 mm を超えてたレーザーシ

ートの厚さは光学系の改造により 1 mm 前後の厚さに

なった． 
改善した光学系による噴流の 3 次元的な可視化のた

めの装置の概略図を図 5 に示す．今後は,この改造した

そうちを利用して流れ場の構造把握が可能な 3 次元化

を行なう予定である．最後に本研究の画像処理法につ

いて，信州大学の池田敏彦 教授，飯尾昭一郎 准教授

から有益な示唆を受けたので，ここに記して感謝の意

を示す． 
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Table 1. experimental condition 

使用ガス He 
ノズル口噴出速度 12m/s 

Re 800 
ノズル直径 8mm 

 

Figure 2. Three-dimensional imaging of He gas jet 
 

 

Figure 3. Opitical path (upper view) 
 

 

Figure 4. Improvement laser seat 
 

 
Figure 5. Improvement experimental apparatus 
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