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１．はじめに 
風力による発電量は風速1の３乗に比例する。した

がって風車にあたる風速を少しでも速くできれば大

きな出力増加をもたらす。水力発電がダムによって

水のエネルギーを集中させることによって成立する

ように、風力発電においても、地形や構造体の流体

力学的性質をうまく利用して風を増速させ、風エネ

ルギーを局所的に集中することができれば、風力発

電の出力は大幅に増加し、発電適地は拡大し、発電

可能日数も増えることが予想される。このように積

極的に風のエネルギーを風車に集めることは、いく

つかの報告 1-5)に見られるだけで従来ほとんど研究

の対象とされてこなかった。 

高出力の風力発電システムの開発に関する本研究

は、風のエネルギーを効果的に集めるにはどのよう

にすればよいか、集められた風から有効にエネルギ

ーを取り出すにはどのような風車にすればよいかと

いうことを一連の研究目的とするものである。「風レ

ンズ」とは、このような新しい研究の目的を象徴す

べく与えた名前である。この目的に対し、本報告で

は著しい集風加速が可能な中空構造体の開発につい

て述べる。中空構造体の内部あるいは周辺流れにお

いて、渦による取り込みや強い低圧域の生成など

種々の流れ特性を応用し、局所的に風を集め、近寄

り流速から大幅に増速させ得る集風加速装置を開発

したので報告する。 

風力発電の使命は、低いエネルギー密度と不規則

性という欠点を克服して、クリーンな再生可能エネ

ルギーとしての長所を質的にも量的にも最大限に発

揮することであろう。本研究の照準はここにあり、

従来に比べより高出力の風力発電システムの実現を

目指す。 

 

２．風洞実験と数値解析の方法 
２・１ 風洞実験法  実験に用いた風洞は九州
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大学応用力学研究所の大型境界層風洞である。3.6m

幅ｘ2m 高さｘ15m 長さの測定部を有し、最大風速は

30m/s である。ウッドラック、アクリル板、あるいは

アルミ板等を使用して角錐タイプや円錐タイプの

様々な中空構造体モデルを製作した。モデルは風洞

断面の中央部に吊り糸で支持し、トラバースに装着

した熱線風速計と気流圧力計測用の静圧管を用いて

中空体モデルの中心軸、あるいは周辺の風速分布 U、

静圧分布 p を計測した。静圧係数は Cp= (p-p∞)/(0.5

ρU∞
2)と定義する。U∞は近寄り風速、ρは空気密度、

p は静圧、p∞は U∞に対応する遠方上流での静圧であ

る。図１に実験概要を示す。模型の代表長さは入口

幅（径）で D=12cm から 40cm、実験風速は U∞=5m/s

で、レイノルズ数はRe=4x104～1.3x105である。また、

流れの可視化はスモークワイヤー法で行った。 

２・２ 数値計算法  流れの詳細を理解するた

めに連続の式と Navier-Stokes 方程式に対し差分法

による直接数値解析(DNS)を行った。風洞実験モデル

は 3 次元中空体であるが計算を簡単化するために本

報告では 2 次元計算とした。計算格子は 601ｘ701 の

等間隔矩形格子で構成され、物体形状は矩形格子で

近似される。D=1とし分解能はΔx=Δy=0.02である。 
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図１. 実験概要 

 

３．集風加速装置の開発 
３・１ 基本形の選択  基本形となるディフュ

ーザータイプの中空構造体が集風装置として有効で

あることは別報 6)で報告しているのでここでは簡単

にまとめる。図２に示すように基本的な３種類の中

空構造体、すなわち下流に向かって内部断面が縮小

するタイプ(Nozzle)、一定タイプ(Cylindrical)、拡

大するタイプ(Diffuser)の内部流れを検討した。こ



 

こで用いた中空構造体モデルは狭い方の断面が一辺

D=12cm の正方形、広い方が一辺 24cm の正方断面であ

る。縮流型、拡大型モデルではその傾斜角φは 3.7

度で L/D=7.7 である。 

図３に示すように下流に向かって拡大するディフ

ューザータイプのモデルが集風加速に大きな効果が

あることが分かる。入口直後付近で最大 U/U∞～1.8

を示す。ここで x/L=0 は構造体入口である。図４に

は縮流型と拡大型の流れの様子（流れは左から右）

を示す。図から明らかなように縮流型では風はモデ

ルを避けて流れる傾向にあり、一方、拡大型では風

は吸い込まれるようにモデルの中へ流れ入る。この

拡大タイプの最適な開き角度φを検討した結果、4

度前後の開き角が有効であることがわかった。 
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図２. ３種類の中空構造体 
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図３. 中空構造体の中心軸上の風速分布 

 

 
図４ａ. 縮流型の流れの様子(流れは左から右) 

 

 
図４ｂ. 拡大型の流れの様子(流れは左から右) 

また、拡大型モデルの軸方向長さと入口径の比

（L/D）と内部での最大増速率(Umax/U、Umax は構造体

中心軸上の最大風速)との関係も調べた。図５に示す

ように L/Dの増加とともに徐々に増速率は増加する。 
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図５. 中空構造体の長さに対する最大風速の変化 

 

３・２ 周辺付加物による集風性能の向上  

図５に示すように L/D＝３程度以上の長いディフュ

ーザー体を用いれば大きな増速効果が得られること

が分かる。しかし、実用化を考える場合、L/D が２よ

り小さい短いディフューザー体で同様な効果を得た

い。したがってこの短いディフューザータイプモデ

ルに種々の工夫を施してより効果的な集風性能を引

き出すことを検討した。この実験に使用したディフ

ューザーモデルは入口が一辺 D=40cm の正方断面、開

き角φ=4 度である。 

いくつかの試みの結果、適切な風の取り入れ口（イ

ンレットと呼ぶ）、また後端に渦形成用の「つば」（図

８、９、１１を参照）を付加することによってさら

に風を増速できることがわかった。この理由につい

ては次節で説明する。これらのモデルにおける「つ

ば」はディフューザー下流端の外側周囲に h=10cm 高

さの平板を垂直に設置したものである。図６に示す

ようにインレットとつばを併用する場合(Diffuser 

with inlet and brim)は、基本形(Diffuser only)の

場合を超えて近寄り風速 U∞の 1.6 倍～2.4 倍の増速

率を達成し、大きな集風高速化が得られることが分

かる。L/D=1.5 の短いディフューザーでも下流端につ

ばを付けた場合、U/U∞～1.7 を達成した。 
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図６. 構造体への付加要素による最大風速の増加 
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以上の実験は模型製作上、主に角形のディフュー

ザータイプで行ったが、円形ディフューザーも検討

し、角形と同様な加速性能を示すことが分かった。 

 

３・３ 風速増加のメカニズム  「つば」を

つけた場合、なぜ入口付近での流速が更に増加する

のかを考察する。図７、図８にはスモークワイヤ法

を用いて、つばが無い場合の円形ディフューザー（基

本形、直径 D=40cm）の周囲流れ、および円形のつば

（リング状、高さ h=10cm）を出口端周囲につけた場

合のモデル周囲流を可視化した写真を示す。流れは

左から右。図７のつば無しディフューザーの下流に

は明瞭な渦形成は見られないのに対し、図８ではつ

ばの後方にカルマン渦的な渦形成が見られる。後述

の図１０に示すように、この渦形成によりディフュ

ーザーの出口付近の静圧 pbは、ディフューザーのみ

の基本形ケースと比べ、遠方静圧 p∞よりもかなり低

圧となる。出口中央付近の背圧係数を Cpb= (pb-p

∞)/(0.5ρU∞
2)と定義すると、つば無しの基本形ケー

スでは Cpb =-0.2 に対し、h/D=0.25～0.5 高さのつば

付きケースの場合、Cpb =-0.75 程度の低圧となる。 

 

 
図７．円形ディフューザー(基本形)の周囲流れ 

 

 
図８．円形ディフューザー(つば付き)の周囲流れ 

 

 
図９．２次元 DNS によるつば付きディフューザーの

内部と外部の流れ（等渦度線と流線図） 

また図９には、２次元の DNS 計算を示している。

ディフューザー入口幅 D を代表長さにしたレイノル

ズ数は 3x104である。図９の等渦度線および流線図に

より、つば付きディフューザーの内部および外部流

れの様子がわかる。２次元計算では、つばの後方で

の強い渦形成が明瞭に観察される。特につば外側か

らの渦形成が強い。ディフューザー内部の流れでは、

入口ではく離したせん断層が出口端付近で孤立した

渦へと成長し、そのままつば後方へ引き込まれてい

る様子が分かる。また、図８の煙の流脈線、図９の

流線図からディフューザーの入口付近では吸い込ま

れるように流れが入り込んでいるのが分かる。この

ようにつばの効果は渦形成によってモデル下流域に

強い低圧域を生成し、ディフューザー内部へより大

きな流れ込みを誘導する。 

 

３・４ つばの最適な大きさ  ディフューザー

入口付近で最大の増速を得るために最適なつばの大

きさを検討する。用いたモデルは入口径 D=20cm の円

形ディフューザーで L/D=1.5 である。この出口端に

円形のつばを種々の高さ h で設置した。図１０にそ

れぞれのケースでの中心軸上の速度分布（図１０ａ）、

静圧分布（図１０ｂ）の結果を示す。各ケースを比

較すると、つばの高さ h=5cm～7.5cm（h/D=0.25 

-0.38）、すなわち入口径 D の 25-38％程度の高さのつ

ばが最大増速を引き出すのに最も有効であることが

分かる。図１０ｂから分かるように、h/D=0.5 より大

きなつばではディフューザー体の上流に圧力上昇の

影響を及ぼし、内部へのスムースな流れ込みを阻害

するようになる。 
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図１０ａ.ディフューザモデル中心軸上の風速分布 
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図１０ｂ．ディフューザモデル中心軸上の圧力分布 



 

４．発電性能の実証実験 
実際に小型風車に対してつば付きディフューザー

タイプ構造体を適用し、発電量がどれだけ増加する

かを検討した。実験風景を図１１に示す。実用化を

目指す場合、ある程度コンパクトな構造体とする必

要がある。本実証実験では L/D=1.25、あるいは 1.5

の短い円形ディフューザータイプを用いた。入口直

径 D=60cm である。使用した小型風車は比較的簡単に

製作できる平板翼タイプと、市販品の小型風車（ゼ

ファー社の AIR403、翼は SWWP 社の翼）を加工したも

のである。ローターの直径は 55cm とした。これらを

用いて構造体の有り無しで発電性能を比較した。 

実験方法は風車にトルク計（定格１N・m）を接続

し、負荷としては AC トルクモーターをその後方に設

置し、無負荷から徐々に負荷をかけた状態での風車

のトルク Q（N・m）および回転数 n（Hz）を計測し、

発電量 P（W）= Q・2πn を算出し、発電性能曲線を

求めた。 

風速 U∞=8m/s の結果を図１２、図１３に示す。横

軸は回転数ｎを rpm で示している。縦軸は発電量

P(W)である。通常の風車だけの場合に対し、コンパ

クトな「つば付きディフューザー体」の中へ置くと、

いずれの翼についても２－３倍の発電量の増加を示

しているのがわかる（図中、･･with brimmed diffuser

と表現している●、■の曲線）。発電量増加の割合は、

構造体内部に設置する風車の翼性能、枚数、ナセル

部の構造などに大きな依存性があり、今後、この構

造体の中で最適な風車の形状を検討する必要がある。 

 

 
図１１. 実験風景 
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図１２. 平板翼タイプの出力特性 
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図１３. SWWP 翼の出力特性 

 

５．結論 
低風速でも発電可能で、従来よりも大幅に高出力

となる風力発電システムの開発を試みた。このため、

風エネルギーの集中化を図り、風速を局所的に増大

させて風車にあてる集風加速装置を検討した。集風

加速装置の構造体形状として、ディフューザータイ

プの中空構造体が有効であることが確認された。デ

ィフューザー構造体内部でさらに風の増速化を得る

ために、ディフューザー出口端の外側周囲に適当な

高さの「つば」を設置することにより、近寄り流速

の 1.6 - 2.4 倍の大きな増速が実現できた。コンパ

クトなつば付きディフューザー風車を用いて風力発

電の実証実験を行った結果、風車のみの場合と比べ

て 2 - 3 倍の発電量増加が達成できた。 
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