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Abstract 

Because a significant portion of the topography in Japan is characterized by steep, complex terrain, which results in a complex spatial distribution of wind speed, great care is necessary for selecting a site for the construction of Wind Turbine Generators (WTGs). We have developed a Computational Fluid Dynamics (CFD) model for unsteady flow called Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, COMputational Prediction of Airflow over Complex Terrain (RIAM-COMPACT®). The RIAM-COMPACT® CFD model is based on Large-Eddy Simulation (LES) technique. In this paper, the numerical wind simulation over the Shiratakiyama wind farm was executed using the high resolution elevation data. In order to reproduce terrain-induced turbulence numerically, it is shown that both of the horizontal grid resolution and the time increment are extremely important. As a result, the numerical results also showed that it is possible to reproduce energy cascade of actual terrain-induced turbulence well in the frequency-wavenumber domain.  
キーワード：白滝山ウインドファーム，複雑地形，地形性乱流，LES 

Key Words：Shiratakiyama wind farm, Complex terrain, Terrain-induced turbulence, LES  
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, 2)

．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・空間的な変動である」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，ヨーモーターやヨーギアの

故障など)の問題が顕在化している

2)

． 

文献

1)

では，「非日常的な」地形性乱流を調査した．

2009年10月7日から8日にかけて本州南部を台風0918号

(Melor)が通過した際，山口県下関市豊北町の白滝山周

辺の尾根上では，非常に大きな乱れを伴う強風が観測 

 

 

された．この強風により，株式会社きんでんが所有す

る白滝山ウインドファームでは，風車ブレードの破損

事故が発生した(図1)．文献

1)

では，空間スケールで数 

m～数百 kmまでの物理現象をコンピュータシミュレー

ションにより再現し，その事故原因を解明した．最初

に，事故当時の気流場をメソスケール気象モデル

WRF-ARW 

3, 4)

およびLES(Large-Eddy Simulation)乱流モ

デルに基づいたRIAM-COMPACT®を併用して詳細に再現

した．次に，得られたLESの時間平均場の結果を境界条

件として，風車ブレード近傍の気流場をRANS 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes equation)乱流モ

デルを用いて別途再現し，ブレードに発生する風圧力

を求めた．最後に，得られたRANSの解析結果を境界条

件として，有限要素法(FEM，Finite Element Method)

に基づいて風車ブレードに作用する応力を算出した． 

その結果，ブレードのLE(前縁：Leading-Edge)接合

部に高い応力が発生していることが判明し，その発生 

 

 

Fig.1 Photo of the blade damage accident 
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場所も損傷事故が発生した場所と同位置であることが

示された．LE接合部に使用される接着剤の静的強度は

かなり大きい．しかしながら，同様の荷重を繰り返し

受けると，疲労破壊繰返し数が10

4

回程度以下の疲労現

象である低サイクル疲労で破壊する可能性が高い．今

回の0918号台風の通過では，強風条件下で数多くの風

向偏差が観測されている．よって，低サイクル疲労に

より，亀裂などの損傷がLE接合部に発生し，その後の

運転でそれらの損傷が進展したと推測された． 

一方，文献

2)

では太鼓山風力発電所(京都府与謝郡伊

根町字野村小字太鼓山地内)を対象にして，「日常的な」

地形性乱流を調査した．2013年3月12日19時30分頃，3

号機風車においてタワートップフランジ付近でタワー

が破断し，ナセルとブレード（高さ約50 m，重さ約45 t）

が地上へ落下する重大事故が発生した．事故当時は風

速15 m/s程度と設計基準内に収まっており，「金属疲

労」が事故の主原因との見方で調査が進められた．詳

細な事故調査の結果，タワートップボルトの折損によ

りタワー溶接部への引張応力が著しく増大し，溶接止

端部近傍の内面で疲労亀裂が発生してナセルとブレー

ドが落下したことが明らかになった． 

卓越風向の詳細な数値風況シミュレーションの結果

から，ナセルとブレードが落下した3号機を含むすべて

の風車位置で，べき乗則から逸脱した速度シアーが多

数存在すること，また大きな風向偏差が風車のヨー方

向で頻繁に発生しているという知見を得た．主流方向

の比較的大きな標準偏差に加えて，鉛直方向にも大き

な標準偏差が出現していること，さらに主流直交方向

の標準偏差が主流方向の値とほぼ同程度の値を有して

いることも認められた．以上から，地形性乱流の影響

により励振力が増大し，結果としてタワートップフラ

ンジ付近に付加的な荷重が発生し，多数のボルトの金

属疲労がより進行したのではないかと推測された． 

こうした最近の風車事故の増加を踏まえて，風力発

電に関連する法規制の見直しと改正が実施された．具

体的には，経済産業省の原子力安全・保安院では，電

気事業法に基づく風力発電施設に関する技術基準を定

める省令（風技省令）と技術基準の解釈（解釈），そし

て同法施行規則（電事則）の一部を改正した．特に，

風技省令第4条に規定されている風車の構造上の安全

を検討する「風圧」に関しては，風車ハブ高さにおけ

る極値風速や主流方向，主流直交方向，鉛直方向の3

方向の乱流を考慮した現地風条件を踏まえて「風圧」

を計算することが明記された(2014年6月27日)．風力発

電施設の風条件（乱流）の扱いが明確化されたことで，

LESやRANSなどのCFD(Computational Fluid Dynamics)

を用いた複雑地形上での乱流強度の予測と評価がます

ます重要になることは間違いない

5, 6)

．一般的にk −ε

モデルなどのRANSモデルでは，乱流エネルギーkを用い

て，地形や地表面粗度に起因する主流方向の標準偏差

Surfu を算出し，次に大気が有するバックグランドの

乱流強度 aI を考慮して主流方向の標準偏差 u を算出

する． 

0 93Surfu . k                           (1)  

2
2Surfuu aU IU

                    (2)  

ここで，バックグランドの乱流強度 aI は0.1とする．

主流直交方向および鉛直方向の標準偏差は，IEC規格な

どに基づいて u との比から自動的に算出される．しか

し，この手法では複雑地形上に出現する歪んだ乱流構

造に伴う標準偏差3成分の評価は難しい．一方，非定常

解析を行うLESでは，上記の仮定を用いることなく，野

外風況観測データと同様，風速3成分の時系列データを

用いて標準偏差3成分の直接的な評価が可能である． 

本研究では，白滝山ウインドファームを対象に，風

車ブレードの破損事故が発生した当時の野外風況観測

データを詳細に分析し．同時に，その原因となった地

形性乱流との関係性に改めて注目し，高解像度LES乱流

シミュレーションを実施した．得られた結果に基づき，

地形性乱流の数値的再現性を考察した．なお，観測デー

タには，ナセル，ブレード，タワーの振動などの影響

が懸念されるが，それらは除去していない． 

 

２．白滝山ウインドファームと事故当時の気流性状 

株式会社きんでんが所有する白滝山ウインドフ

ァームは，山口県下関市豊北町の白滝山周辺の尾根上

に位置し，GE社製の2,500 kWの風車(風車ハブ高さ85 m，

ブレード直径88 m，最大地上高129 m)が20基設置され

ている(図2～図4を参照)． 

図5には，台風0918号(Melor)の軌跡と2009年10月7

日および8日の午前9時の気圧配置図，風車の障害発生

回数を示す．一般には，台風の進行方向の東側で強い

風が吹くことが多い．だが，今回のブレード破損事故

が発生した10月7日では，気圧配置図に示すように台風

の中心は本州の南側にあり，白滝山ウインドファーム

は台風の中心の北側から西側に位置していた．このと

き，台風と北側の高気圧との間に気圧勾配がきつい部

分(東西に伸びる等圧線が込んでいる部分)が見られた．

その結果，台風周囲を東側から風が吹き込み，北東方

向からの強風がブレード破損事故を引き起こした

1)

． 



 

Fig.2 Location of Shiratakiyama wind farm in Yamaguchi Prefecture  

  
Fig.3 Photo of the Shiratakiyama wind farm from No.1         Fig.4 Schematic outline of wind turbine  

 

Fig.5 Tracking of Typhoon Melor and weather map 
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Fig.6 Wind vanes and 3-cup anemometers 
mounted on a nacelle (dotted line) 

 

図5に示すように，風車ブレードの破損事故が発生し

た時間帯は，2009年10月7日の14時から22時の間である．

この時間帯では，稼働中の風車ではタワー振動，過回

転，風向偏差異常の警報が多発していた．また風速・

風向偏差の変動が大きく，これに伴いロータ回転数と

ピッチ角度も激しく変化していた． 

図6には，風車のナセル上に設置された風向計と風

速計の写真を示す．本研究で示す野外風況観測データ

はこれらの計測機器で取得されたものである． 

図7には，17号機風車のナセル上に設置された風向 

 (a) Wind speed (m/s) and instantaneous max wind speed (m/s) 

 (b) Standard deviation (m/s) 

 (c) Turbulence intensity (= Standard deviation / Wind speed, Non-dimension) 

 (d) Wind direction (deg) 
Fig.7 Time series data of 10-minutes average at a hub height (= 85 m), No.17 wind turbine 

Accident 

About 0.50 



 

Fig.8 Time series data of 1-second average at a hub height (= 85 m), No.17 wind turbine 
 

計(北を0度に時計回りに360度)と風速計の時系列

データを示す(地上高85 m)．ここで，すべての乱流諸

量は10分平均値である．図7(a)～図7(d)において，横

軸は時間(2009年10月7日午前0時～10月8日の午後12

時)を示す．図中には，風車ブレードの破損事故が発

生した時間帯(2009年10月7日14時～22時)と，タワー

振動の発生時刻(15時50分)も合わせて示す．2009年10

月7日，白滝山ウインドファーム周辺では午後から風

速が徐々に増加し始め，先に述べたように，風車ブ

レードの破損事故が発生し始める10月7日の14時頃で

は，地上付近において北東の風が吹き込んでいる．図

7(c)に図示するように，タワー振動が発生した時刻

(15時50分)では，乱流強度は0.50に達している． 

図8には，タワー振動が発生した時刻(15時50分)を含

む10分間の風速の時刻歴波形(1秒平均値)を示す．図8

から，周期性を有して風速が著しく変動している様子

が見て取れる．風速と同様に，非常に多くの風向偏差

も観測された．白滝山ウインドファームにおける最多

風向は北方位である．今回のように，東および北東か

ら強風が白滝山ウインドファームに吹き込むことは稀

な事象である．文献

1)

で記述しているように，北東方

向から強風が白滝山ウインドファームに流入する場合

は，ウインドファームの風上に位置する比較的大規模

な地形の影響により，風向・風速の急激な変化を伴う

気流(地形性乱流)が風車に流入する． 

上記のような強風下では，風車ブレードのピッチ制

御が急激な風速変動に追従できない状態に陥る．その

結果，ブレードには設計条件を超えるような大きな風

圧力(風荷重，あるいは応力)がLE接合部に発生する可

能性がある．こうした風圧力が風車ブレードのLE接合

部に繰り返し作用することで，低サイクル疲労により

破壊して損傷(クラック)が入り，その後の運転で進展

したと推定された

1)

． 

本研究では，高解像度のLES乱流シミュレーションを

改めて実施し，風車ブレードの損傷事故を引き起こし

た地形性乱流の数値的再現性について考察を行った． 

 

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, 2)

．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(3))とナビエ・ストークス方程式

(式(4))である．本研究では，大気が有する高度方向の

大気安定度の効果は省略した．地表面粗度の影響は，

文献

1, 2)

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)

7)

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(4)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

8)

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

9)

タイプの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標準スマゴリ

ンスキーモデル

10)

を用いる．壁面減衰関数を併用し，

モデル係数は0.1とした． 
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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)に21.0 (x)×10.0 (y)×3.4 (z) kmの空間を

有する(図9)．計算領域中の最大標高は686 m，最小標

高は海面(0 m)である．地形標高データは国土地理院の

空間解像度10 mおよび50 mのデータの二種類を使用し

た．格子数は各方向に421 (x)×201 (y)×51 (z)点の

合計約430万点である．x方向およびy方向の格子幅は等

間隔(= 50 m)とした．図10には，白滝山ウインドファー

ム周辺での地形形状の比較(10 mと50 m)を示す．両者

に有意な差異はなく，地形の再現精度はほぼ同等であ

る．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2 mである．

既に述べたように，文献

1)

から風車ブレードの破損事

故が発生した風向は北東と推定されており，本数値シ

ミュレーションでも北東を対象とした．境界条件に関

して，流入境界面には粗度区分Ⅱ

11)

に従う風速分布を

流入風速として与えた(図11)．側方境界面と上部境界

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を課した．式(4)の無次元パラ

メータReはレイノルズ数(= Uh /ν)であり，文献

12)

の

臨界レイノルズ数の考え方を参考にし，Re = 10

4

と設

定した．代表スケールの取扱いは図12に示す通りであ

る．hは計算領域内の最大標高差(=686 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． 

 

 

 

 Fig.10 Comparison between 10 m (line) elevation data 
 and 50 m elevation data (shading) 

 

 

Fig.11 Inflow profile 
 

５．計算結果と考察 

最初に，本研究で用いた国土地理院の空間解像度10 

mおよび50 mの標高データを用いた計算結果の比較を

示す．図13には，17号機風車位置における無次元時間t 

= 200 ～ 400の時間平均(フレーム平均)から得られた

平均風速の鉛直分布を示す．これはRANSモデルの出力

結果に準ずる．縦軸のz

* 

は地上高(m)を，横軸は流入

風速U(m/s)で正規化した値を示す．図10の結果に有意

な差異が見られなかったことからも想像されるように，

両者の結果はほぼ同様な傾向を示した．この結果を踏

まえて，これ以降は国土地理院の10 m標高データを用

いた計算結果に基づいて議論を進める． 

図14には，17号機風車位置における無次元時間t = 

200 ～ 400の時間平均(フレーム平均)を施した風況場

から算出した標準偏差3成分の鉛直分布を示す．本研究

では，流入気流が有する変動成分(風の息)は考慮して

おらず，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している．図14の左図が

全体図であり，右図がz

* 

= 0 ～ 200 mの拡大図である．

全体図から，x方向成分の最大値がz

* 

= 300 m付近に存

在する．拡大図では，風車受風面内において，標準偏

差3成分ともに比較的大きな値を示しているのが分か

る．特に，風車ハブ高さ(=85 m)以下では，y方向成分

の値がx方向成分の値を上回っていることは特筆すべ

き点である．これは複雑地形上では，大きく歪んだ 
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Fig.13 Profiles of mean wind speeds at No.17 

 

Fig.14 Profiles of standard deviations at No.17,  
10 m mesh DEM 

 

非等方的な複雑乱流場が形成されていることを示唆す

るとともに，野外風況観測データに記録された数多く

の風向偏差を裏付けるものである．よって，今回のよ

うな状況を冒頭で既に述べたように，k −εモデルなど

のRANSモデルを用いて，乱流エネルギーkからx方向成

分の標準偏差を決定し，y方向成分とz方向成分の値はx

方向成分との比から自動的に算出する方法では，正確

な標準偏差の値を求めることは極めて困難である． 

図15には，17号機の風車ハブ高さ位置(地上高85 m)

における風速の時間変化(時刻歴波形)を示す．ここで

縦軸に示す風速(m/s)および横軸に示す時間(s)ともに

実スケールである．数値シミュレーションで得られる

風速および時間(t = 200 ～ 300，時間間隔0.002，デー

タ数50,000個)は無次元スケールであるので，以下の手

順に従って実スケールへと変換した．なお，比較対象

とした野外風況観測データは，図8に示すタワー振動が

発生した時刻(15時50分)を含む10分間の時刻歴波形(1

秒平均値)であり，これも図中に示す． 

野外風況観測で得られる風速は，スカラー水平風速

である．よって，数値シミュレーションではU
scalar 

/ U(= 

(u

2 

+ v

2

)

1/2 

/ U)として評価される．野外風況観測で得

られた風速の平均値が8.4 m/sであったため，数値シミ

ュレーションの平均風速(= 0.27)もこの値に等しくな

るように，(8.40 / 0.27)を全データに乗じる．つまり，

数値シミュレーションでは流入風速として約31 m/sを

設定したことになる．横軸の無次元時間t(= 200 ～ 

300)は，T = t (h / U)から，実スケール(s)へ変換した．

但し，h = 686 m，U = 31 m/sである．その結果，無次

元時間間隔100は，実スケールで約2,209 s (約37分間)

となった．時間間隔は0.044 sである． 

図15において，赤色の実線が600 s(10分間)の野外風

況観測データ(スカラー水平風速)を示し，黒色の実線

が約2,209 s(約37分間)の数値シミュレーションの結

果である．数値シミュレーションの結果に注目すると，

野外風況観測データに見られる小刻みな高周波成分は

十分に再現されていないものの，地形性乱流の発生に

起因した極めて短い周期を有する風速変動は概ね再現

している．結果として，図15に示す標準偏差(m/s)と乱

流強度の両者は野外風況観測データとほぼ一致した値

を得ることに成功した．なお，数値シミュレーション

では，約37分間のデータにより上記の乱流諸量を算出

した．上記の周期性を有する時刻歴波形を得るために

は，以下に述べる諸パラメータ(水平方向の格子解像度

と時間刻み)の設定が特に重要である． 

文献

1)

で記述しているように，北東方向から強風が

白滝山ウインドファームに流入する場合は，ウインド

ファームの風上に位置する比較的大規模な地形の影響

により，風向・風速の急激な変化を伴う気流(地形性乱

流)が風車に流入する．よって，白滝山ウインドファー

ムの風上に位置する比較的大規模な地形の形状を忠実

に再現するとともに，そこから発生する地形性乱流の3

次元構造を時間的・空間的に解像して再現する必要が

ある．そのためには，水平断面内には10 m程度の格子

解像度が必要である．さらに，地形性乱流が有する非

定常な流動特性を捉えるためには，十分に小さい時間

刻み幅(本研究ではΔt =  2 × 10

-3 

h / U)も必要になる．

本研究で数値的に捉えられた地形性乱流が，実在する

地形性乱流を周波数空間においてどの程度再現してい

るのかを調べるため，図15に示す時刻歴波形の変動成

分に対してFFT(高速フーリエ変換)を用いてパワース

ペクトル解析を実施した

13)

．その結果を図16に示す．

ここで，縦軸は周波数f(Hz)と標準偏差σ(m/s)で無次

元化されたパワースペクトルを示し，横軸は周波数

f(Hz)を示す．数値シミュレーションの結果は，実在す

る地形性乱流のエネルギーカスケードを - 2 / 3 乗則が

成立している主要な周波数帯域で良好に再現している

ことが見て取れる． 
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Fig.15 Comparison between observational data (red line) and simulation data (black line) changed to actual scale 
 

 

Fig.16 Comparison of the power spectra 
 

最後に，図中から得られる卓越周波数f = 0.04 Hzに

関して，図10に示す天井ヶ岳の標高h = 691.1 m，風速

U = 31.0 m/sを選ぶと，無次元周波数St(= fh / U)は0.89

となる．この値は，文献

13)

に示す風洞実験内の単純地

形(2次元峰地形，3次元孤立地形)を対象に得られた渦

放出周期St = 0.87とほぼ一致する．よって，白滝山ウ

インドファームにおける風車ブレードの破損事故を引

き起こした地形性乱流は，ウインドファームの風上に

位置する天井ヶ岳(標高691.1 m)からの渦放出に伴う

風向・風速の急激な変化に起因していた可能性が高い． 

 

６．おわりに 

本研究では，文献

1)

で対象にした白滝山ウインドフ

ァームを対象に，風車ブレードの破損事故が発生した

当時の野外風況観測データを詳細に分析した．また同

時に，高解像度のLES乱流シミュレーションを実施し，

地形性乱流の数値的再現性を考察した．最初に，国土

地理院の空間解像度10 mおよび50 mデータの比較を行

った．水平方向の格子幅を50 mの等間隔に設定すれば，

地形の再現精度はほぼ同等となる．結果として平均風

速の鉛直分布はほぼ同程度に再現される．次に，17号

機風車位置における標準偏差3成分の鉛直分布を考察

した．その結果，風車ハブ高さ(=85 m)以下では，y方

向成分の値がx方向成分の値を上回っていることが示

され，野外風況観測データに記録された数多くの風向

偏差を裏付ける結果を得た．事故当時の10分間の時刻

歴波形(1秒平均値)との比較を通じて，白滝山ウインド 

 

ファームにおける風車ブレードの破損事故を引き起こ

した地形性乱流を数値的に再現するためには，水平方

向の格子解像度と時間刻みの設定が重要であることが

示された．その結果，数値シミュレーションの結果は，

実在する地形性乱流のエネルギーカスケードを良好に

再現することも示された． 
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