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1. 研究成果 
本研究の成果は以下の3点である。（１）

台風襲来時の暴風現象（映像、音、風速、風
圧）を記録する機器の開発と記録、（２）台
風襲来時の暴風の特徴（乱れの強さ）を再現

する変動風生成翼列の設計と実装、（３）防
災教育コンテンツとしての強風疑似体験シス
テムの開発。 
（１） 記録された暴風現象 
 台風通過時の暴風現象を記録するための機
材を開発した。具体的には、リモートで制御

可能で防水処理された映像・音の記録機材と
圧力センサが実装された等身大マネキンであ
る。これらに加え、既存の超音波風速計を用
いて暴風現象を記録した。 

2020年（11月30日現在）に九州・本州・四
国に上陸した台風数はゼロであったが、接近
した台風は4個あった。これらの4個の台風
（8,9,10,14号）について、台風通過時の暴
風現象の記録を試み、結果的に台風10号およ
び14号に対して暴風現象の記録に成功した。 
（２） 変動風生成翼列 
 京都大学防災研究所が保有する境界層風洞

実験装置に取り付け可能な変動風生成翼列を
開発した。開発した変動風生成翼列は、幅約
2100mm奥行500mmの長方形の板5枚で構成され
ており、これらは枚数および各翼の角度を調
整することが可能である。この変動風生成翼
列を用いて、台風通過時に記録された強風と

同程度の乱れの強さを再現することに成功し
た。 
（３） 強風疑似体験システム 
 体験者が暴風現象を記録した360度動画が
再生されるVRゴーグルを装着し、変動風生成
翼列を取り付けた風洞実験装置の吹き出し口

に立つ（または固定された椅子に座る）こと
で台風通過時の暴風現象を疑似体験できるシ
ステムを開発した。 
 
 

2. 研究の新規性と具体的な活用 
本研究の新規性は以下の通りである。すな

わち、既存の強風体験施設は一様な強風を吹

かせた風洞の中に被験者を配置するものであ
ったが、本研究で新たに開発する装置および
コンテンツは、（A）実際の乱れた強風を吹
かせることで、被験者は変動する風圧を感じ
ることができ、（B）強風時の映像および音
と連動することで、より現実に近い強風の疑

似体験が可能になったことである。 
以上のことを実現するためには、台風時の

暴風現象を映像・音・風速・風圧を直接的に
記録する必要があるが、従来の風速風圧測定
システムは大がかりで、設置に時間がかかる
ものであった。一方、本研究遂行者らが近年

開発した風速風圧計測システムはICT技術を
活用したオンデマンドに設置可能な超小型シ
ステムであり、48時間前の台風進路予報に基
づいて、台風襲来予想地点に先回りし配備可
能である。本研究は、このシステムを活用す
るにより初めて可能になった。 

本研究で開発したコンテンツは、直接的に
は京都大学が毎年開催しているキャンパス公
開イベント「風を感じる」（年あたりの延べ
参加人数：約1,200人）のコンテンツとして
活用する。また、強風発生装置を有する全国
各地（東京、神奈川、埼玉、京都、奈良な

ど）の防災センターにコンテンツを提供する
ことで防災教育に役立てる。 
3. 成果の発表 
風圧実測に関する技術開発について、査読

付論文である風工学研究論文集（No.26）に
採択された。また、令和2年11月30～12月2日

に開催される第26回風工学シンポジウムで同
内容を発表する。さらに、本システムを用い
て、強風時の人間の身体的心理的応答に関す
る実験を行い、その結果を国際査読論文集
（Frontiersを予定）に投稿する予定であ
る。 
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The present research project aims at developing an education material for mitigating 

typhoon-induced wind damage to people. The main content of the education material is a 

hybrid virtual-reality system that combines the virtual reality technology and an actual 

wind tunnel; namely, strong wind that simulates the actual wind environment during the 

passage of a typhoon is generated using the wind tunnel with a set of specially-designed 

wings that excite turbulency, whereas the visual audio is played with a virtual reality 

goggle. 

  For this end, the author’s research group conducted the following tasks: (1) development 

of devices to recode strong wind environment in terms of visual-audio, surrounding wind 

speed and wind pressure acting on a mannequin, during the passage of a typhoon, and the 

recording of these in the events of actual typhoons, (2) optimization of the set of wings 

that excite turbulency and its installation into a wind tunnel, (3) integration of the 

developed components into an operational education material.  

  In regard to (1), the developed devices are a wind pressure measurement system using 

absolute pressure sensors and a remote-control system for recording visual-audio with a 

360-degree camera and a 3D microphone. Combined these with an ultrasonic anemometer, strong 

wind environment is recorded. In 2020, there were no typhoon that makes a landfall to 

Kyushu, Shikoku and Honshu (large islands of Japan). However, there were four typhoons 

that approached these islands, for which the recording of the strong wind environment was 

attempted and two out of which were successful.   

  In regard to (2), the number of wings and the angles of the respective wings relative to 

the main wind flow are optimized, and it was found that two wings with ∓60 degrees 

respectively are capable of generating sufficiently turbulent wind (turbulence intensity 

of 55%). 

  In regard to (3), the recorded visual-audio files were converted into a format that suits 

to virtual reality goggles, the optimal goggle and speaker/earphone were identified with 

respect to the senses of immersion and presence. Further, instruction manuals were developed 

for the use at wind generation facilities outside of the author’s group laboratory. 

  With these, the objectives of the project were successful achieved. As for outlook, the 

developed system is utilized for the purpose of outreach activities. It is also planned to 

investigate physical and emotional responses of people under strong turbulent wind. 
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