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Abstract 

In this study, we made four pipes which have different number of curves and two pipes which have 

different diameters of circular arcs. And we measured the speed of water running through them. Our 

result led us to believe that resistance to water has something to do with the number of curves and 

diameters of circular arcs. 

Also, we found that the number of curves has more influence on the resistance of water than the 

diameter of the circular arcs. 

 

要約 

管の形状（曲がり）の違いによって，管を流れる水流の速さがどのように違うか測定を行った。一定

の高低差を与えた給水タンクと受水タンクを一定の全長の管でつなぎ，30秒間で流れた水量から流速を

求めた。給水タンクから受水タンクまでの管路の途中に曲がり部を水平に設置した。曲がり部は半円弧

とし，その曲率半径と半円弧部の個数を変えて測定した。 

昨年度３年生は，管路の途中に異なる曲率半径の半円弧部を１箇所設けて水の流量を測定し，曲がり

部の曲率半径が小さくなると流速が小さくなる傾向があるものの，ある値よりも曲率半径が小さいと流

速が大きくなるという結果を得た。曲率が小さい場合は曲がり部の全長も小さいことから，管の曲がり

部の全長も流量に影響を与えるとの予想を示している。私たちは継続研究として，同じ曲率半径の半円

弧部を１～４個持つ管と，曲率半径を２倍にした半円弧部を１～２個持つ管を用いて流速を測定し，曲

率半径および曲がり部の全長が流量にどのような影響を与えるのか，また，曲率半径と曲がり部の全長

のどちらがより流量に影響するのかについて検討を試みた。 

 

 

はじめに 

昨年度３年生（黒川・嶋﨑・松田）の実験の

概要を以下に示す。 

実験① 全長が同じ管路の途中に，半円弧部を

１箇所設けて流量を測定する。曲率半

径が異なる管で流量を比較する。 

結果① 曲率半径が小さいほど流量が小さくな

るが，最も小さい曲率半径（1.5cm）で

は流量が大きくなった。 

実験② 全長が同じ管路の途中に，半円弧部を

２箇所設けて流量を測定する。曲率半

径が異なる管で流量を比較する。 

 

結果② 実験①と同様の傾向が見られた。 

実験③ 管を水で満たしてからの経過時間を変

えて流量を測定し比較する。 

結果③ 水で満たした直後では流量が大きく，

10 分程度以上経過するとほぼ一定とな

る。 

 

結果①について，黒川らは，曲率半径による

流速差が小さいことや最も小さい曲率半径で

流量が増したことなどから，曲がり部の全長も

流速に影響すると予想し，実験②の測定を曲率

半径 5.0cmと 1.5cmで行っている。 



私たちは，この予想について検証することを

目的として，半円弧部の個数や直径の設定を見

直し，管路を水で満たしてからの経過時間も一

定以上確保した上で，測定を行った。 

 

実験方法 

一定の高さの差をつくった給水タンクと受

水タンクの間をアクリル管 

（内半径約 0.25cm）でつな 

ぎ，一定時間（30秒間）で 

流れる水量を測定して水流 

の速さを求める。 

（写真１，図１） 

 

写真１ 
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管路の水平部の一部を，以下に示すような，

半円弧の曲がり部を持つ管に入れ替えて測定

を行う。入れ替える管の長さは 100cmに統一し

た。管の接続部分はシリコンチューブを用い，

できるだけ隙間ができないように接続した。 

測定中は，給水タンク・受水タンクともオー

バーフローさせ，水位差を一定に保った。流量

は，受水タンクから溢れた水の重量を測定して

求めた。接続部とコックを写真２，３に示す。 

 

 

 

 

写真２       写真３ 

実験１（曲がり部の全長の流速への影響） 

実験１では，写真４に示すように半円弧部の

個数を１～４とした４種類の管を用いた。半円

弧の直径は 5.0cmとし，全長は全て 100cmであ

る。以下，半円弧部の個数を用いてＣ１，Ｃ２，

Ｃ３，Ｃ４と表す。 

 

 

 

写真４ 入れ替える部分の管 

Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４のそれぞれについて，

30秒間での水の流量を測定した。結果を下のグ

ラフ１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ１  管の曲がり部の個数と流量(g) 

 

グラフ１の折れ線グラフは，各管の測定値の

平均値を結んだものである。曲がり部の個数が

多いほど，流量が少なくなっている。 

ただし流量の違い（10g 前後）と同程度のデ

ータのばらつきが見られる。 

 

考察 

曲がっている部分の総延長は，流量に影響を

与え，曲がっている部分の総延長が長いほど流

量が減る（流速は減少する）と考えられる。 

曲がり部の全長と流量変化の量的な関係に

ついて検討するには，変化量が小さく，それに

対してデータ数や測定精度が十分でない。 
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実験２（曲率半径の流速への影響） 

 曲率半径が流速に与える影響を検討するた

めに，実験１で用いた管と曲がり部の全長が同

じで曲率半径が異なるパイプを作って流速の

比較を行うこととした。 

半円弧の直径を実験１の２倍（10cm）とし，

半円弧部１つの管Ｃ１’（曲がり部の全長はＣ

２と同じ)と，半円弧部２つの管Ｃ２’（曲がり

部の全長はＣ４と同じ)の２本を製作した。 

 

 

 

写真５ 

 

 

 

 

 

 

写真６ 

 

これらの２本と実験１で用いたＣ２，Ｃ４に

ついて流速を測定した。結果をグラフ２に示す。 

実験１は冬季に行われており，夏季の実施と

なった実験２との間では水温等の条件が異な

ると考えて，Ｃ２，Ｃ４についても再度測定を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２ 

考察 

 Ｃ１’とＣ２，Ｃ２’とＣ４の比較から，曲

率半径は水の流速に影響を与え，曲率半径が小

さいほど流速は小さくなると考える。またＣ２

に比べＣ２’がわずかながら流量が少ないのは，

黒川らの予備的実験の結果と同じ傾向である。 

 実験１と実験２でＣ２，Ｃ４の流速がかなり

異なっている。水温など測定時の条件が影響し

た可能性を考えている。 

 

今後の展望 

・測定精度を向上させるとともに，測定時間の

短縮により測定データ数を増やす。 

現状は受水水槽を取り出して台ばかりで

重量測定しており測定に時間がかかってい

る。水槽を設置したまま重量測定できるよう

な工夫をするほか，台ばかりではなくデジタ

ルばかりを用いるなどして，短時間で多数回

の測定をより高精度で行えるようにする。 

・水流を可視化するモデル実験などにより，水

流に与える曲がりの影響の検討を行う。 

管に細管を差し込んで色素液を流すなど

して流れの可視化を行う。 

・装置全体で，溜め置きの水を循環させるよう

にする。 

現状は受水側で手作業による排水が必要

で，多数回の繰り返し実験が行いにくい。ま

た，給水は水道を用いており測定中に水温が

変化する可能性がある。これらの課題の改善

を図る。 
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