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Abstract 

At the Atsumi Wind Farm in Aichi Prefecture, Japan, damage to wind turbines occurred frequently due to terrain-induced turbulence. In the present study, numerical wind diagnoses (analyses of terrain-induced turbulence) were conducted by reproducing the topography in the vicinity of the wind turbine sites in high resolution and using RIAM-COMPACT® natural terrain version, which is based on large eddy simulation (LES). The results of the diagnoses indicated that, in the case of east southeast wind, terrain-induced turbulence is generated at a small terrain feature located upstream of Wind Turbine No.2, which serves as the origin of the turbulence. The generated turbulence strongly affects the wind turbine, causing the wind speed and direction at the wind turbine site to change significantly with time. At the Atsumi Wind Farm, a combination of the series of wind diagnoses and on-site operation experience led to a decision to adopt an "automatic shutdown program" for WTs No.1 and No.2. Here, "automatic shutdown program" refers to the automatic suspension of wind turbine operation upon the wind speed and direction meeting the conditions associated with significant effects of terrain-induced turbulence at a wind turbine site. The adoption of the "automatic shutdown program" has successfully resulted in a large reduction in the number of occurrences of wind turbine damage, thus, creating major positive economic effects. Specifically, the following economic effects have been realized based on converting the performance of the two wind turbines combined from the two years preceding and the two years following the adoption of the "automatic shutdown program" into the performance of a single wind turbine per year: 1) a reduction in the repair costs by 9.322 million yen per year per wind turbine, 2) an increase in the availability by 8.05 %, and 3) an increase in the capacity factor by 1.70 %.  
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１．はじめに 

最近になり，山間部の複雑地形上に建設された風車

の事故が急増している．著者らの最近の研究から，そ

れらの風車の事故に対して，地形性乱流が強く関係し

ていることが指摘されている

1-3)

．ここで，地形性乱流

(あるいは，地形乱流)とは，「地形の凹凸に起因して力

学的に発生する気流の時間的・空間的な変動」と定義

している．さらに著者は地形性乱流を二種類に大別し

ている． 

一つは，台風の通過などに伴い発生する「非日常的

な」地形性乱流である．つまり，卓越風向ではない年

間を通して発生頻度の少ない風向において発生する地

形性乱流である．これにより，風車のブレードにクラ

ックが生じるなどの重大事故が報告されている

1)

． 

もう一つは，卓越風向において発生する「日常的な」

地形性乱流である．これに起因して，発電出力の低 

 

 

下や風車内外の故障(例えば，ヨーモータやヨーギアの

故障など)の問題が顕在化している

2, 3)

． 

愛知県渥美風力発電所では，日常的な地形性乱流に

よって風車の故障が多発していた

2)

．本研究では，文

献

2)

と比べて風車立地点周辺の地形起伏をさらに高解

像度に再現し，ラージ・エディ・シミュレーション(LES)

に基づいた実地形版RIAM-COMPACT®による数値風況診

断(地形性乱流解析)を実施した．その結果，東南東の

風の場合では，2号機の風車上流に位置する小地形から

風の乱れ(地形性乱流)が発生し，2号機はその影響を強

く受け，風速と風向が時間的に大きく変化しているこ

とが示された．渥美風力発電所では，本研究で得られ

た数値風況診断の結果と，現地での運用経験を加味し

て，1号機と2号機の風車に対して風車の「自動停止プ

ログラム」を新たに採用した．ここで，「自動停止プロ

グラム」とは地形性乱流の影響が顕著となる風向と風

速の条件を満たした際に，風車を自動的に停止させる

ことを意味する．「自動停止プログラム」の採用により， 
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Fig.1 Location of the No.2 wind turbine in the Atsumi wind farm , Aichi Prefecture 
 

  

Fig.2 Photo of the Atsumi wind farm from NW direction 
 

風車の故障発生の大幅な低減に成功し，顕著な経済効

果を達成したので，それらの結果を報告する． 

 

２．愛知県渥美風力発電所の概要 

九電工新エネルギー株式会社の協力の下，渥美風力

発電所(平成19年3月より運転を開始)の数値風況診断

を実施した(図1, 2)．本発電所には，ベスタス社の2 MW

の風車(V80-2MW)が4機設置されている．図2に示すよ

うに，ハブ高さ(地面～ハブ中心)は78 m，(風車)ロー

タの直径は80 mである．最高到達点は118 mである． 

文献

2)

に既に述べているように，渥美風力発電所で

は，東南東～南東の風が発生する際に，地形性乱流に

よって風車の故障が多発している．そこで，気象庁配

信のGPVデータ(MSM-S，地上高10 m)

4, 5)

を用いて，渥美

風力発電所の周辺における東南東～南東の風の発生

頻度(最近5年間)を解析した．その結果を図3に示す． 
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Fig.3 Annual wind rose (frequency distribution) 
 

ここで，GPVデータを取得した位置は渥美風力発電所の

近傍点である(図1に表示)．この風配図からも北西の風

の次に東南東の風の発生頻度が高いことが示された．

以上より，数値風況診断の風向は東南東に設定した． 

 

３．数値計算手法の概要 

本研究では，一般曲線座標系のコロケート格子に基

づいた実地形版RIAM-COMPACT®を用いた

1-3)

．ここでコ

ロケート格子とは，計算格子のセル中心に物理速度成

分と圧力を定義し，セル界面に反変速度成分にヤコビ

アンを乗じた変数を定義する格子系である．数値計算

法は差分法(FDM；Finite-Difference Method)に基づ

き，乱流モデルにLES(Large-Eddy Simulation)を採用

する．LESでは流れ場に空間フィルタを施し，大小様々

なスケールの乱流渦を計算格子よりも大きなGS(Grid 

Scale)成分の渦と，それよりも小さなSGS(Sub-Grid 

Scale)成分の渦に分離する．GS成分の大規模渦はモデ

ルに頼らず直接数値シミュレーションを行う．一方で，

SGS成分の小規模渦が担う，主としてエネルギー消散

作用はSGS応力を物理的考察に基づいてモデル化する． 

流れの支配方程式は，フィルタ操作を施した非圧縮

流体の連続の式(式(1))とナビエ・ストークス方程式

(式(2))である．本研究では，風車の影響と大気が有す

る高度(鉛直)方向における安定度の効果は省略した．

地表面粗度の影響は，文献

1-3)

と同様，地表面の凹凸を

高解像度に再現することで取り入れた．計算アルゴリ

ズムは部分段階法(F-S法)

6)

に準じ，時間進行法はオイ

ラー陽解法に基づく．圧力に関するポアッソン方程式

は逐次過緩和法(SOR法)により解く．空間項の離散化は

式(2)の対流項を除いてすべて2次精度中心差分とし，

対流項は3次精度風上差分とする．ここで，対流項を構

成する4次精度中心差分には補間法

7)

を用いる．3次精

度風上差分の数値拡散項の重みは，河村-桑原スキーム

タイプ

8)

のα=3.0に対してα=0.5とし，その影響は十

分に小さくする．LESのサブグリッドスケールモデルに

は，壁面減衰関数を併用した標準スマゴリンスキーモ

デル

9)

を用い，モデル係数は0.1とした(式(3)～式(8))． 
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４．数値計算パラメータの概要 

計算領域は主流方向(x)，主流直交方向(y)，鉛直方

向(z)方向に2.0(x)×1.5(y)×1.0(z) kmの空間を有す

る(図1)．但し，計算領域の上流側には人工的な袖領域

を設定し，97 ％の割合で地形の凹凸を平坦地まで減少

させた．同様に下流側にも袖領域を付加した．計算領

域中の最大標高は約125 m，最小標高は約10 mである．

地形標高データは国土地理院の基盤地図情報(縮尺レ

ベル25,000)の等値線から，空間解像度5 mのデータを

作成した．計算領域の上流側および下流側に付加した

袖領域まで含めた格子数は各方向に391(x)×301(y)

×41(z)点の合計約480万点である．袖領域を除いた領

域におけるx方向およびy方向の格子幅は，標高データ

の空間解像度と同じ5 m(等間隔分割)とした．z方向の

格子幅は不等間隔とし，地表面付近に滑らかに引き寄

せた．鉛直方向の最小格子幅は0.35 mである(図4)．既



 

 

Fig.4 Computational grids near the No.2 wind turbine 
 

に述べたように，本数値シミュレーションでは東南東

を計算対象とした．境界条件に関して，流入境界面に

は図5に示す粗度区分Ⅲ

10)

に従う風速分布を与えた．こ

こで，縦軸のz*(m)は地上高(m)を示す．側方境界面と

上方境界面は滑り条件，流出境界面は対流型流出条件

とした．地表面には非滑り条件(粘着条件)を課した．

式(2)の無次元パラメータReはレイノルズ数(=Uh/ν)

であり，文献

11)

を参考にしてRe=10

4

とした． 

 

Fig.5 Non-dimensional inflow profile 

代表スケールの取扱いは図6に示す通りである．hは計

算領域内の標高差(=115.48 m)，Uは流入境界面の最大

標高位置における風速，νは動粘性係数である．時間

刻みはΔt=2×10

-3

h/Uとした． 

 

５．計算結果と考察 

本研究では，東南東の風の場合に地形性乱流の影響

が大きいと推測される2号機に主眼を置いて議論を進

める．図7には，2号機を通る鉛直断面内の主流方向(x)

の風速分布(u)を示す．2号機風車は，そのすぐ上流に

位置する標高125.27 mの小地形からの剥離流(地形性

乱流)の影響を強く受けている様子が見て取れる． 

 

 
Fig.6 Characteristic two scales (U and h) 

115.48 m (= h) 

Uin 

No.2 

No.2 

125.27 m 
(a) x-z plane 

(b) y-z plane 

ESE 

118 m 



 

Fig.7 Color shading of the wind speed in the streamwise direction 
which includes the No.2 wind turbine, instantaneous flow field 

 

 

Fig.8 Profiles of instantaneous wind speed at No.2 WT 
 

図8には，2号機の風車立地点における主流方向(x)

の風速(u)に関して，その鉛直分布(瞬間場)の履歴を示

す．ここで，風速の鉛直分布は無次元時間100～200に

おいて同じ時間間隔で抽出した結果である．図中には

風車受風面と流入風速の鉛直分布も併せて示す．図中

の風速値は流入風速の上部境界面の値U
aloft

で正規化し

ている．縦軸は地上高(m)を示す．このグラフを詳細に

観察すると，特に風車ハブ中心(地上高78 m)から地面

において風速は時間とともに激しく変動していること 

 

Fig.9 Profile of the mean wind speed at No.2 WT 
 

が分かる．具体的には，風車立地点における風速の鉛

直分布は流入風速分布から著しく逸脱した上，さらに

大きく歪んでいる．その結果，極端な速度シアが多数

発生している． 

一般的に，風車のパワーカーブ(理論値)は，風車の

存在は仮定せずに，平坦地の下で風車ハブ中心へ流入

する風速値で規定されている．また，速度シアも5～7

程度のベキ法則に従う分布が前提になっている．よっ

て，ベキ法則から大きく逸脱した速度シアの下では，

Sw
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 are
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発電電力量の大幅な低下が予想される．また同時に，

極端に大きな速度シアはヨーモータやヨーギアなどの

故障にも直結する

1, 3)

． 

図9および図10には，無次元時間100～200の時間平均

(フレーム平均)を施した風況場に基づいて算出した乱

流諸量を示す．図9には，主流方向(x)の風速(u)に関し

て，その鉛直分布を示す(図中の< >はフレーム平均を

意味する)．図8と同様，図中には風車受風面と流入風

速の鉛直分布も併せて示す．このグラフでは，風速値

は流入境界面の最大標高位置における風速Uで正規化

している(図6)．さらに，各格子点においてフレーム平

均値からの正の方向，負の方向への最大変動幅も実線

で表示した．まず指摘すべきは，風車ハブ中心(地上高

78 m)から地面にかけて極めて大きな速度欠損領域が

発生している点である．これは図7で述べたように，2

号機風車のすぐ上流に位置する標高125.27 mの小地形

からの剥離流(地形性乱流)の影響である．加えて，速

度欠損領域では，フレーム平均値からの正の方向，負

の方向への最大変動幅も極めて大きい． 

図10には，2号機風車立地点における標準偏差3成分

の鉛直分布を示す．横軸に示す各標準偏差は流入境界

面の最大標高位置における風速Uで正規化している．x

方向成分については，文献

3)

の太鼓山風力発電所にて

示された最大値(0.2)を実線で表示している． 

 本研究では，地形の凹凸を発生起源として生成され

た地形性乱流の気流変動のみを評価するため，流入気

流が有する変動成分(風の息)は考慮していない．図10

を観察すると，標準偏差の各成分ともに風車ハブ中心 

 

(地上高78 m)のすぐ下方において非常に大きな値を示

しているのが分かる．具体的には，x方向成分は文献

3)

で示された最大値(0.2)を大きく超えた値が出現して

いる．さらに，y方向成分とz方向成分もほぼ同程度の

大きな値(約0.2)を示している．これは2号機の風車位

置において水平断面内(ヨー方向)および鉛直断面内の

気流の時間的・空間的な変動が極めて大きいことを表

している(詳細は後述する)． 

図11には，ハブ高さ位置(地上高78 m)における水平

断面内(ヨー方向)および鉛直断面内に関して，風車に

対する風の進入角度の時間変化(無次元時間100～200)

を示す．実風速として10 m/sを仮定すると，横軸は実

スケールで約20分間に相当する．図11には，それぞれ

の角度の定義を併せて示す．文献

3)

で示されたように，

二種類の角度ともに周期的な時間変化を示し，さらに

40度超えるような値が頻繁に出現している．これらの

過度に大きな変動は，文献

3)

で指摘したように，上下

および左右方向の励振力を発生させる可能性がある．

図11に示す周期性を有する波形は，2号機風車のすぐ上

流に位置する小地形から発生する剥離流(地形性乱流)

が大規模渦を形成し，これが周期的に放出されている

ことに対応している． 

 

６．風車制御とその経済的効果 

前節までの詳細な数値風況診断(流れの可視化と乱

流諸量の定量解析)から，2号機風車はそのすぐ上流に

位置する標高125.27 mの小地形から発生する地形性乱

流の影響を強く受けていることが明らかになった．ま 
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Fig.10 Profiles of standard deviations at No.2 WT 
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Fig.11 Time variation of angles in the x-y and x-z plane at hub height (78 m),  

Time interval of horizontal axis shows about 20 minutes (Uin=10 m/s) 
 

た，この地形性乱流は小地形からの周期的な大規模渦

放出に対応していることも示された． 

渥美風力発電所において，地形性乱流の影響を受け

るのは，ヨー制御の多頻度動作によるヨーモータのブ

レーキパッド損耗および遊星ギヤーの破断(金属疲労

と推定)と，ピッチ制御の多頻度動作による油圧操作系

の故障である．一連の数値風況診断の結果と，現地に

おける運用経験を加味して，1号機と2号機の風車に対

して「自動停止プログラム」を新たに採用することと

なった(平成23年5月23日に導入，平成23年7月26日に修

正)．ここで，「自動停止プログラム」とは地形性乱流

の影響が顕著となる風向と風速の条件を満たした際に，

風車を自動的に停止させることである(図12のイメー

ジ図を参照)．渥美風力発電所では，最終的に1号機の

風車に対して130～190度の風向範囲，風速9 m/s以上で

停止することとした．また，2号機の風車に対しては

90～130度の風向範囲，風速10 m/s以上で停止すること

とした．「自動停止プログラム」の採用により，風車の

故障発生の低減に成功し，大幅な経済効果を達成した．

その評価方法であるが，「自動停止プログラム採用前」

の2年間の運転実績を基準とし，「自動停止プログラム

採用後」の2年間の故障停止の減少時間から，設備利用

率および稼働率を算出した．本研究では風力エネル

ギー量の年変動の影響は考慮していない．「自動停止プ

ログラム」の導入前後の2年間2台の実績を1年間1台あ

たりに換算した結果，下記の経済効果を得ることに成

功した． 

 

1) 9,322 千円/年・台の修繕費削減効果 

2) 8.05 ％ (87.3 ％→95.4 ％)の稼働率の向上 

3) 1.70 ％ (21.2 ％→22.9 ％)の設備利用率の向上 

 

 

 

Fig.12 Image of control for the wind turbine driving 

Tower base Tower base 

Controlled wind direction 



 

ここで，修繕費とは故障や劣化に伴い，修繕を行った

場合の費用の合計である．また，「設備利用率(Capacity 

Factor)」および「稼働率(Availability)」は式(9)お

よび式(10)にて定義され，風力発電では特に重要な経

済的指標とされている．なお，設備利用率の目安は陸

上風力発電では20 ％，洋上風力発電では30 ％と言わ

れている． 

 

７．おわりに 

愛知県渥美風力発電所では，日常的な地形性乱流に

より風車の故障が多発していた．本研究では，まず気

象GPVデータを用いて過去5年間の気流性状を解析し，

地形性乱流の発生している風向を東南東と特定した． 

次に東南東の風を対象に，文献

2)

と比べて風車立地

点周辺の地形起伏をさらに高解像度に再現し，ラー

ジ・エディ・シミュレーション(LES)による数値風況診

断を実施した．その結果，2号機風車の上流に位置する

小地形が起源となり発生する地形性乱流の存在が視覚

的に，かつ定量的に明らかになった．結果として，2

号機はその影響を強く受けていることが示された．特

に，ハブ高さにおける風の進入角度の時刻歴波に地形

性乱流の影響(存在)が顕著に現れることが示された．

時刻歴波形には周期性が出現し，これは小地形からの

周期的な大規模渦放出に対応していることが示された． 

本研究で得られた数値風況診断の結果と，現地にお

ける運用経験を加味して，1号機と2号機の風車に対し

て「自動停止プログラム」を新たに採用した結果，風

車の故障発生の大幅な低減に成功するとともに，顕著

な経済効果を得た． 

LES乱流モデルなどによる「局所風況の品質管理」，

すなわち，「数値風況診断(地形性乱流解析)」の実施と，

これに基づいた適切な「風車制御」を実施することで，

風車の故障発生を大幅に低減させることが可能である．

同時に，この取り組みは顕著な経済効果にも繋がる．

風車1本1本における「局所風況の品質管理」を国内の

陸上風車に適用することが，現在の「風力業界」を「風

力産業」として成長させるためには不可欠である． 
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