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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オン
ショア（陸上）ウィンドファームにおいて風車の事故が
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。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」と定義する。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。
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。
上記の地形性乱流の問題に加えて、日本のオンショ
ア（陸上）ウィンドファームでは、複数台の大型風車を
山岳地域に集中的に建設せざるを得ない状況になりつ
つある。そのため、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、風車の離隔距
離を適切に決定可能なウエイクモデルの開発が最重要
な検討課題となっている。最近注目を集めているオフ
ショア（洋上）ウィンドファームにおいても、風車の離
隔距離の問題、すなわち、風車の最適配置問題は今後
顕在化してくるものと考えられる。
著者のグループでは、数m～数km程度の狭域スケー
ルに的を絞り、そこで発生する風況場を高精度に再現
可能な数値風況予測モデル（RIAM-COMPACT：リアム
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コンパクト）の開発を進めている。乱流モデルにLES
を採用することで、時間的にかつ空間的に変動する非
定常な風況場の再現が可能になっている。本報では、
特に風車ウエイクに的を絞り、最新の研究成果を紹介
する [1-6]。詳細な計算手法などは文献 [1-6]を参照して頂
きたい。

2　数値計算手法など
本研究開発は、文部科学省『ポスト「京」で重点的に

取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケー
ション開発・研究開発』における重点課題（6）「革新的
クリーンエネルギーシステムの実用化（サブテーマ名：
高効率風力発電システム構築のための大規模数値解
析）」の支援を受けて実施している。
回転する風車ブレードのモデル化には翼素理論に基

づき、アクチュエータ・ディスク・モデル、アクチュ
エータ・ライン・モデル、アクチュエータ・サーフェ
ス・モデルなどが提案されている。本報では、アク
チュエータ・ライン・モデルを採用した結果を主に紹
介する。アクチュエータ・ライン・モデルでは、風車
ブレードが回転することで発生する接線力とスラスト
力を、流体が受ける主流方向および回転方向の反力と
して、ナビエ・ストークス方程式に外力項として付加
する。つまり、物体としての壁面境界条件は存在しな
い。このモデル化の最大の利点は、風車が存在するこ
とによる単なる抵抗体としての減速効果だけではな
く、風車ブレードの回転に起因した旋回効果を考慮で
きる点にある。また、任意の半径位置（風車ブレードの
基部からの距離）における翼弦長、揚力係数、抗力係
数、迎角のデータさえ入力すれば、任意の風車後方に
形成されるウエイク内の気流構造を再現できる。本研
究では最適周速比4.0、出力係数約0.3の風車を対象とし
た（図1、図2参照）。
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 ■代表長さスケール：風車半径 

■代表速度スケール：流入境界面 

における風車ハブ中心高さ位置の速度 
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本報では、Ri=-1.0（強不安定）、0.0（中立）、+1.0（強安
定）の3ケースの結果を示す。なお、流入変動風を作成
するため、風車の上流側に格子を設置した。なお、

のデータさえ入力すれば，任意の風車後方に形成され

るウエイク構造を再現できる．本研究では最適周速比

4.0，出力係数約0.3の風車を対象とした(図1，図2参照)． 

 

３．計算結果と考察 

3.1 風車ウエイクに与える流入変動の影響 

最初に風車ウエイクに対する流入変動の影響につい

て説明する．図3には，風車中心における主流方向速度

成分の分布(瞬間場)を示す．図4には，フレーム平均場

から評価した風車中心における主流方向速度成分の分

布を示す．流入変動がある場合は，それがない場合と

比較して，風車後流において速度回復が早いことが分

かる． 
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図4 風車中心における主流方向速度成分の分布， 

フレーム平均場，無次元時間t=50～100 

3.2 風車ウエイクに与える温度成層の影響 

大気安定度を表す無次元パラメータとしてリチャー

ドソン数Riが式(1)のように定義される． 
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ここで， in は流入温度， bottom は地面温度，U は

流入風速，H は代表長さ(風車半径)，g は重力加速

度である．風車半径を代表長さに設定した．本報では，
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風車の上流側に格子を設置した．なお，レイノルズ数

は2.0×104に設定した． 

図5および図6の計算結果を観察すると，大気安定度

の影響は流れ場に強く影響していることが見て取れる．

特に不安定成層時には，中立成層(Ri=0.0)および安定

成層(Ri=+1.0)の場合と比較して，風車後流において速

度回復が著しく早く，かつ流入速度を上回る値を示し

ていることが分かる． 
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(c)安定成層，Ri = +1.0 

図5 風車中心における主流方向速度成分の分布， 
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3.4　風車ウエイクの抵抗モデル開発とその応用
最後に、風車ウエイクの再現に関して、簡易的な抵

抗モデル開発とその応用例を紹介する。何十台もの風
車群を対象として、アクチュエータ・ディスク・モデ
ル、あるいはアクチュエータ・ライン・モデルを採用
した数値風況シミュレーションを実施するのは、格子
解像度が飛躍的に増大するため現実的ではない。こう
した状況では、回転する風車ブレード領域（風車受風
面）に抵抗モデルを採用する方法を検討している。図11
には、抵抗モデルの係数をパラメトリックに変化させ
て得られた風車中心における主流方向速度成分の分布
（フレーム平均場から評価した結果）を示す。抵抗係数
を変化させることで、風車後流に形成される気流場（速
度低下や回復）に違いが生じていることが分かる。
上記の応用例として、北九州市響灘地区に大規模・
洋上風力発電が導入された場合を想定した予備調査の
結果（図12、図13）に示す。北九州市は「響灘洋上風力
発電施設の設置・運営事業者公募」を実施し、2017年2

3.3　風車ウエイクの「ゆらぎ」と「蛇行」
ここでは、風車遠方におけるウエイクの「ゆらぎ」に
注目する。図7および図8には、主流方向速度成分の分
布（瞬間場）を示す。風車遠方（x=10Dより下流、Dはブ
レード直径）において、ウエイクの「ゆらぎ」が明確に
観察される。このウエイクの「ゆらぎ」は、カルマン渦
列の再配置問題と同様、風車遠方における速度シアー
の不安定性に起因して発生していると推測される。図9
には、フレーム平均場に関して、風車中心における主
流方向速度成分の分布を示す。参考のため、アクチュ
エータ・ディスク・モデルの結果も併せて示す。この
グラフを観察すると、x=30Dにおいても流入速度に対
して1割程度の速度欠損が存在しているのが分かる。
次に、風車ウエイクの「蛇行」を模擬し、主流方向速

度成分の分布を可視化した結果（瞬間場）を図10に示
す。この結果は、風車に侵入する気流の風向を固定に
するのではなく、連続的に変化させることで再現した。

図7　風車中心における主流方向速度成分の分布、瞬間場

 

図6 風車中心における主流方向速度成分の分布， 

フレーム平均場，無次元時間t=50～100 
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月15日に占用予定者（優先交渉者）として、5社で構成す
る企業連合（コンソーシアム）の「ひびきウインドエナ
ジー」を選定した。本事業では、発電能力が5MWの大
型風車を最大44基設置し、総出力は22万8,800kWにな
る。環境影響評価などを経て、2022年に着工し順次稼
働する予定としている。総事業費は約1,750億円、完成
すれば国内最大規模の洋上風力発電所になる。北九州

市は風力発電関連メーカーなどの誘致も積極的に進め
ており、「風力発電関連産業の総合拠点」の形成などを
目指して、2010年度から「グリーンエネルギーポートひ
びき」事業を推進している。大型風車は部品数が約1～2
万点と多く、裾野の広い産業である。北九州市は風車
の部品製造や組み立てなどの関連産業の集積を通じて、
雇用創出などの地域経済活性化に繋げたいとしている。

 

 

 

図9 風車中心における主流方向速度成分の分布， 

フレーム平均場，無次元時間t=200～400 
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型風車を最大44基設置し，総出力は22万8,800kWになる．

環境影響評価などを経て，2022年に着工し順次稼働す
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数値風況診断」が必要不可欠である．今一度，風力

発電の成功には「局所風況」の把握が極めて重要で

あるとの認識を持つ必要がある．風力業界では「産

学官連携」が重要なキーワードである．最新の「数

値風況診断技術」を駆使し，風車を最適な配置に建

設することが出来れば，風力発電所を健全な状態で

運営することが可能になる．それを強力に支援する

「純国産」の技術が日本には存在する． 
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図12では、北西の風が吹いた場合、大規模な洋上風
力発電所（本研究では30基の風車群を想定、その大きさ
や出力規模は風下に位置する陸上の風車10基と同程度）
における風車ウエイクの相互干渉や、既存の陸上風車
群に与える影響を検討した。この図から、30基の風車
群内において風車ウエイクの相互干渉が明確に存在す
ることが見て取れる。また、風車ブレードが回転する
ことにより発生する回転性の乱流に起因し、風車内外
の故障が増加することも懸念される。さらにこの結果
は、30基の洋上風車群は陸上に既に建設されている風
車群へも多大な影響を及ぼす可能性があることを示唆
している。図13には、周辺地形の影響や既存風車群の
ウエイクを再現した計算例を示す。
今後、風車ウエイクの抵抗モデル開発に関して、さ

らに改良などを加え、その予測精度を向上させること
が急務である。

4　おわりに
風車の「重大事故」を未然に防ぎ、風車を安全に運転
させて稼働率を高水準に保つためには、「厳密な数値風
況診断」が必要不可欠である。今一度、風力発電の成功
には「局所風況」の把握が極めて重要であるとの認識を
持つ必要がある。
また、風力業界では「産学官連携」が重要なキーワー
ドである。最新の「数値風況診断技術」を駆使し、風車
を最適な位置に建設することが出来れば、風力発電所
を健全な状態で継続的に運営することが可能になる。
それを強力に支援する「純国産」のシミュレーション技
術が日本には存在する。
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