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ABSTRACT 

In the present numerical study, we carried out the large-eddy simulation (LES) of the wake generated 
behind the wind lens turbine (WLT) under optimal tip speed ratio. As a result, in the case of two wind lens 
turbines arranged in the distance of 4D, where D is a diameter of a rotor, it was shown that the power 
generation output of the wind lens turbine is usually higher than the conventional wind turbine (WT). 
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1. はじめに 

2011年3月11日に発生した東日本大震災や，2012年7月から施工される再生可能エネルギーの固定価格買い取り

制度(FIT)を受け，風力発電に大きな注目が集まっている．これは再生可能エネルギーの中で風力発電が最も脱化石

燃料，CO2削減に対してコストパフォーマンスが高いからである．こうした状況の中，オンショア（陸上）およびオフショア

（洋上）に関わらず，風車を複数台集中的に建設せざるを得ない状況になりつつある．その際，風車相互の干渉でウィ

ンドファーム全体の発電電力量が低下しないよう，その離隔距離を決めることは極めて重要である． 

我々の研究グループでは，既に最適周速比(最大発電出力時の周速比)で稼動する風車単体に的を絞り，ロータ直

径の10倍下流の地点において，どの程度の平均速度欠損量が存在するのかを調べてきた1)．具体的には，従来のウ

エイクモデルにおいてモデル化の前提になっていた静止円盤後流と，最適周速比で稼動する風車単体後流の気流性

状の比較を行った．その結果，風車単体の場合，下流10D(Dは風車ロータ直径)のロータ中心においても，流入風速

の3～4割程度の速度欠損が明確に存在することが明らかになった．これは翼先端から形成されるTip Vortexの影響で

あり，風車後流と外部流の運動量交換が抑制されるためである．風車のロータ直径と同じ面積を有する静止円盤の後

流は，風車後流とは明らかに異なることが示された．静止円盤の場合には，円盤のすぐ背後に大きな逆流域が存在す

る．しかしながら，下流10D付近では風車と比較して速度回復が非常に早いことが示された．さらに文献2)では，風車に

対する流入変動風の影響について検討を行った．風車単体の上流側に格子乱流を設置し，これが作り出す乱れが風

車後流の気流性状にどのような影響を与えるかを検討した．結果として，流入気流が有する乱れの有無に関係なく，ロ

ータ中心位置では，3～4割程度の速度欠損が明確に存在することが示された． 

上記と平行して，年間平均風速が4m/s程度の低風速地域でも十分な発電を可能にし，適度な風が吹く地域ではさ

らに大きな発電を可能とする新しい風力発電システム「つば付きディフューザ風車(レンズ風車)」を開発してきた3)．本

研究では，上記の研究成果1, 2)を踏まえ，最適周速比で運転するレンズ風車単体の後流域の気流性状を調べた．さら

に，レンズ風車が作る後流域に置かれた別のレンズ風車の発電出力の変化に着目し，数値シミュレーションを実施し

た．本研究で具体的に検討した内容は，下記に示す通りである． 

 

① レンズ風車単体の後流域における気流性状評価(計算領域にレンズ風車単体を設置した計算) 

② 風向は一定とし，2台の通常風車とレンズ風車の離隔距離を変化させた計算 

③ 風車の離隔距離は一定とし，流入風の進入角度を変化させた計算 
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2. 数値計算手法の概要 

本研究では，株式会社IDAJが提供する汎用熱流体解析ソフトウェアSTAR-CCM+を用いた．ソフトウェアのバージョ

ンは V6.04.014 (For Windows64)を使用した． 

 

2.1 STAR-CCM+について 

STAR-CCM+はソフトウェア上で計算メッシュ生成から流体解析の実行，結果処理までを行う．本研究では，ダッソ

ー・システムズ株式会社が開発した3次元CADソフトウェアCATIAを用いてレンズ風車のモデル（IGES形式）を作成した．

作成した3次元CADデータを，STAR-CCM+で読み込み，格子の種類，メッシュサイズ，乱流モデル，時間刻み幅，境

界条件などを設定し，前処理，流体解析および後処理を行う． 

 

2.2 メッシュ生成について 

ここでは，STAR-CCM+の特徴的なメッシュ生成法(プリズムレ

イヤーメッシャー)を説明する(図1を参照)．これは，物体表面上

の境界層の挙動を捉えるための細分化メッシュであり，物体表面

を覆うように層状の薄いセルを規則的に配置するものである．物

体表面から法線方向への厚さと層数を自由に調整できるため，

壁面近傍の境界層の挙動を精度よく捉えることが可能である．

但し，プリズムレイヤーメッシュの数が膨大になってしまうと，計算

時間が大幅に増加する． 

 

2.3 数値計算法について 

数値計算は有限体積法に基づいており，支配方程式はNavier-Stokes方程式である．速度場および圧力場ともに

AMG線形ソルバーによりそれぞれ反復計算が行われる．時間進行は1次精度陰解法，対流項には2次精度風上法を

用いている．乱流モデルにはLESを選択した．ここで，SGSモデルにはWALEモデル4)を用いた．このモデルでは，壁面

近傍でダンピング関数を用いることなく，渦粘性係数がゼロになる．また，層流せん断流れにおいて渦粘性係数が算

出されないように工夫が施されている． 

 

2.4 風車翼のモデル化について 

風車翼が回転している状況は，翼素理論5)に基づいたアクチュ

エータ・ライン近似によりモデル化し，これをSTAR-CCM+に新規に

組み込んだ．アクチュエータ・ライン近似では，風車翼が回転する

ことで流体から受ける力（旋回力と抗力）の反作用として，風車翼を

矩形で模擬した領域を通過する流体に外力を与える．これにより

風車後流の気流性状を再現する．アクチュエータ・ライン近似では，

風車翼を物体として表現せずに，空力係数ClやCd，ピッチ角など

の風車翼の固有パラメータから流体に与える外力を決定する．風

車翼の表現に要する計算メッシュを大幅に削減することができるた

め，計算コストの低減に有効である．同種のモデル化には，アクチ

ュエータ・ディスク近似がある．過去の研究1, 2)では，このアクチュエ

ータ・ディスク近似を用いて風車後流の再現を行った．アクチュエ

ータ・ライン近似では，風車翼を模擬した領域で流体に外力を与え

る．これに対し，アクチュエータ・ディスク近似では受風面全体で流

体に外力を与える．両者の違いは，流体に外力を与える領域の形

状のみであり，外力の総和は基本的には同じである(図2を参照)．

しかし，アクチュエータ・ディスク近似では，受風面全体で均等な外 

図1 プリズムレイヤーメッシュ 

図2 アクチュエータ・ライン近似と 

アクチュエータ・ディスク近似の 

適用範囲の比較，図中の紫色の領域 

図3 アクチュエータ・ライン近似による 

風車翼の先端から形成される 

Tip Vortexの再現， 

Q値による可視化例 

モデルの 

適用範囲 

モデルの 

適用範囲 



力を与えており，また風車翼の回転を表現していないため，実際の風車が有する非定常性の再現に欠けるという欠点

がある．これに対し，アクチュエータ・ライン近似では風車翼の先端から形成されるTip Vortexの再現が可能になる(図3

を参照)．本研究では風車用の翼としてMEL012翼6)をベースに，翼根を厚翼に改良したMT翼のデータを用いた． 

 

2.5 計算パラメータについて 

図4にレンズ風車を2台設置した場合の計算領域を示す．図5には計算メッシュの様子を示す．風車のロータ回転面

の直径Dを基準として，主流方向(x)，主流直交方向(y)，鉛直方向(z)にそれぞれ15D×12D×6Dの計算空間を設定し

た．図5(b)に示すように，上流側のレンズ風車は，流入境界面から3Dの下流に設置した．本研究では，上流側のレンズ

風車を固定し(原点に設定)，下流側のレンズ風車を移動させて両者の離隔距離の影響を調べた．風車間のメッシュは，

上流側風車のウェイク構造を保持したまま下流側の風車に流下させる必要があることから，等間隔に分割した．そのメ

ッシュ幅は3.125×10-2D（32分の1D）である．レンズ風車は集風体の背後において，剥離渦を積極的に形成することで

低圧領域を生成し，ロータ面を通過する風速を局所的に増速させている．そのメカニズムを忠実に再現するため，集

風体背後には細かいメッシュを配置した(図5(a)および図5(c)の赤線領域を参照)．アクチュエータ・ライン近似によって

流体に外力を与える領域では，特に細かいメッシュを配置し，x方向には7.8125×10-3D（128分の1D），y方向にはその

2倍とした．時間刻みは⊿t=2×10-3sとし，流入風速とロータ直径Dに基づいたReynolds数は4.0×104とした． 

 
 

図4 レンズ風車を2台設置した場合の計算領域             (a)レンズ風車表面のメッシュ 

 
 

   
 

(b)計算領域全体のメッシュ(y=0におけるx-z断面)           (c)レンズ風車近傍のメッシュ 

 

図5 計算メッシュの様子 
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3. 計算結果と考察 

3.1 集風体無しの通常風車とレンズ風車の比較 

ここでは，集風体無しの通常風車とレンズ風車に関して，後流域における気流性状の比較を議論する．便宜上，集

風体無しの通常風車を「WT (Wind Tubine)」，レンズ風車を「WLT (Wind Lens Tubine)」と呼ぶ．図6には，WTとWLTの

主流方向速度成分(u/U0)の分布図(時間平均場)を示す．図7には，図6に対応するハブ中心速度(u/U0)を示す．図6お

よび図7を吟味すると，WLTは集風体の鍔の影響により，WLよりも後流幅が広く，かつ速度回復が遅い結果となった．

x=10DにおいてもWLTではu/U0＝0.66 (34％の速度欠損)，WTではu/U0＝0.73 (27％の速度欠損)であった．WTの傾

向は過去の研究1, 2)でも同様である．WLTの場合，集風体から形成される大規模渦が，風車後流と外部流の運動量交

換をより促進し，WLと比較して速度回復が早いと期待していたが，今回の形状ではその効果はそれほど大きくなかっ

た．また，WLTでは図3に示すような風車翼の先端から形成されるTip Vortexは観察されなかった． 

 

 
 

 
 

 
 

図6 WTとWLTの後流の比較，主流方向速度成分(u/U0)，時間平均場 

 

 
図7 ハブ中心における主流方向速度成分(u/U0)の比較，時間平均場 

(a) WT：通常風車 

(b) WLT：レンズ風車 

⇒ Flow 

速度欠損 

増速流 



3.2 2台のレンズ風車の離隔距離を変化させた場合(風向は一定) 

ここでは，集風体無しの通常風車(WT)とレンズ風車(WLT)に関して，風向は一定(風車は直線状に配置)とし，風車

の離隔距離を変化させた場合の発電効率の影響を述べる(図8および図9を参照)． 

 

 
図8 風車の配置図 

 

以下に本研究で使用した語句，無次元係数，およびその定義式を示す． 

 
周速比λ 

 
(1)

風車発電効率 Cw 

 

(2)

 

 

R： ロータ半径 [m] 

ω： 翼回転角速度 [rad/s] 

Tr： 風車トルク [N・m] 

ρ： 空気密度 [kg/m3] 

U0 ： 無限上流における風速 [m/s] 

A： 風車投影面積 [m2]（ロータ受風面積を使用） 

 

 
図9 風車の離隔距離が発電効率に与える影響 

 

図9を観察すると，レンズ風車(WLT)の場合，最も離隔距離が近いx=4Dの場合には，急激な発電効率の低下が生じ

た．下流側の風車の発電効率Cwは約0.02の値を示した．一方，上流側風車では，発電効率Cw0は約0.62であったの

で，約4%の値である．これは風速の3乗に比例して発電効率が減少したことと，風速が減少したことで周速比が変化し，

最適回転数からずれてしまったことが影響していると考えられる．x=8Dでは，発電効率Cwは約0.12付近まで回復し，

通常風車(WT)と有意な差はほとんど見られなかった．しかしながら，上流側風車の約20%と依然低い値を示した．通常

風車(WT)ではx=4Dで発電効率Cw＝0.06となり，上流側風車の発電効率Cw0=0.36の16%の値を示した． 

下流側の風車(Cw)の結果 
上流側の風車(Cw0)と 

下流側の風車(Cw)の比 



3.3 風車の離隔距離は一定（4D）とし，流入風の進入角度を変化させた場合 

ここでは，風車の離隔距離は一定（4D）とし，流入風の進入角度を変化させた場合の発電効率の影響を述べる(図

10および図11を参照) 

通常風車(WT)の場合，下流側の風車の発電

効率は，風向10度で上流側風車の8割まで回復

する．レンズ風車(WLT)の場合，WTと同程度に

回復するには15度の風向角度が必要であった．

WTおよびWLTともに，風向が20度以上では完全

に回復した．特筆すべきは，WLTの場合では上

流側風車よりも8%程度発電効率が高くなった．こ

れは，上流側風車の集風体を周り込んだ増速流

(図6の黒線部分)が下流側風車を通過したためだ

と考えられる．WLTはWTと比較して，風車相互の 

影響範囲は大きいが，本研究で検討した風向範囲に関して，WLTはWTに比較して発電効率が高いと言える． 

以上より，4Dの離隔距離で配置した場合，通常風車(WT)よりもレンズ風車(WLT)の方が発電効率は高いと言える．

最後に，本研究では2台の風車の周速比は風速によらず常に一定としたが，風速の減少度合いに応じて下流側風車

の周速比を最適に制御することで発電効率の低下はある程度防ぐことができるものと考えられる． 

 
図11 風車への進入角度が発電効率に与える影響 

4. おわりに 

本研究では，最適周速比で運転するレンズ風車単体の後流域における気流性状，および，レンズ風車背後に形成

される後流域に置かれた別のレンズ風車の発電出力の変化を数値シミュレーション(LES)により調べた．その結果，4D

の離隔距離でレンズ風車を2台配置し，流入風の進入角度を変化させた場合，レンズ風車の総発電出力は通常風車

よりも高いことが示された． 
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