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Foreword
The present issue of the Reports of Research Institute for Applied Mechanics,
Kyushu University, Number 149 collects papers for commemoration of Professor
Emeritus Hideki Zushi, who finished his carrier at Research Institute for Applied
Mechanics, Kyushu University in March 2015.
Professor Zushi obtained the doctor of engineering from Kyoto University in
1988. He became an assistant at Faculty of Engineering, Kyoto University in 1979,
and became an associate professor there in 1990. Professor Zushi moved to
Advanced Fusion Research Center (AFRC) of our institute in 1997 and
subsequently became the Director of the AFRC.
Research fields of Professor Zushi are widely distributed into areas on heat
transport phenomena in plasmas, radio-frequency plasma current drive for steady
state operation (SSO) in tokamaks, plasma-wall interaction in SSO, as well as
plasma diagnostics developments to study these physical and engineering subjects.
In particular, he devoted himself to take statistical approach into the physical
systems, such as emergence probability of improved plasma-confinement states and
turbulences in scrape-off layers (in plasma peripheral region). The diversity of his
research activities can be recognized by the large number of publications including
research papers and articles in the wide range of subjects on plasma physics.
Professor Zushi became a distinguished professor in Kyushu University in 2012. His
primary subject as the distinguished professor was “Physics and macro control of
particle circulation in a multi hierarchical complex-open system”. More details
about this topic are described in his emeritus commemoration paper in this issue.
Because of his deep insight and understanding of the complex physics issues
through as his enthusiastic and delightful scientific discussions among the
colleagues, he has conducted a lot of collaborations in his research fields. He has
made great contributions to the wide area of researches and developments in plasma
physics and technology. He has been one of most important key persons for the
international research projects as well as the domestic projects in nuclear fusion
plasma researches.
I want to express our sincere acknowledges to his thorough contributions and
superior activities and strong leadership in our research institute.
September 2015
Yuji Ohya
Director
Research Institute for Applied Mechanics
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多階層複雑・開放系における粒子循環の物理とマクロ制御
図子

秀樹*

（2015 年 8 月 31 日受理）

Physics and macro control of particle circulation in a multi hierarchical
complex-open system
Hideki ZUSHI
Email of corresponding author: zushi@triam.kyushu-u.ac.jp
Abstract

Fusion reactor research and development via a half-century has progressed to a validation of
engineering and physics of nuclear burning as a source of energy generation through the
construction of ITER. Although "steady state operation (SSO)" is an indispensable prerequisite for a
reactor, the immediate goal of ITER is 400 seconds. In SSO the circulation control of the fuel
particles will be the subject of challenging studies due to plasma wall interaction, though it is not a
problem in pulsed operation. The present study is aimed at clarifying the particle circulation in three
systems, core, boundary, and first wall. Elementary processes, the system interaction, a circulation
model, and control of the particle circulation, are subjects to build the foundation for SSO. For this
study the viewpoint of "Physics and macro control of particle circulation in a multi hierarchical
complex-open system" is introduced. The elucidation of the circulation in each system and the
mutual interference leads to the key macro control of the whole system.
Key words : Plasma-wall interaction, Particle circulation, complex-open system

1. まえがき

を行っている。

本研究（“多階層複雑・開放系における粒子循環物理と

自動車のエンジンでは燃料と酸素の注入、圧縮加熱、点

マクロ制御”）は、太陽や星の重力によって閉じ込められた

火、排気のプロセスを経て動力を得ているが、核融合炉に

プラズマにおいて実現される核融合反応を、地上において

おいても同様なプロセスを必要とする。異なる点は化学燃焼

も磁場により閉じ込められた高温プラズマを用いて実現し、

と比べて高温のプラズマを対象にしている事である。本研究

新しいエネルギー生成源として利用することをめざした研究

では三つの空間領域、即ち高温プラズマ、金属容器、プラ

開発に貢献しようとするものである。外部容器無しでプラズ

ズマと気体が共存する境界領域のそれぞれにおいて、プラ

マと真空領域が存在しうる宇宙空間と違って、地上で作るプ

ズマイオンや燃料粒子の粒子循環に関する研究に着目して

ラズマは金属容器の中に作られた真空状態から生成される

いる。三つの系における固有の物理過程と系間の相互作用

ため、プラズマ・気体・固体間重相相互作用が不可避でそ

の解明、粒子循環モデル、全系粒子循環制御により、核融

の克服が定常的なエネルギー源の実用化において重要課

合炉の定常運転のための学術基盤確立を目的としている。

題となる。このような認識の下、平成 24 年度から 28 年度まで

最終講義では、ちょうど研究の中間地点に参りましたこと

5 年間研究支援を得て科学研究費基盤研究課題として研究

と代表者の定年を機会として、長年お世話になりました応用
力学研究所の方々、この研究を御支援頂いております学

*九州大学応用力学研究所高温プラズマ力学研究センター

会・研究者の皆様、困難な製品の製作に関わってくださった
メーカーの皆様、エネルギー問題に関心をお寄せいただい
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ている国民の皆様に、当該研究の進捗状況を知っていただ

Scrape-Off-Layer での粒子循環、ミクロな背景乱流がマ

くために概要を紹介させていただいた。現在、国際協力で

クロ構造を支配する plasma core の粒子循環をあらたに

進められております熱核融合実験炉 ITER 計画においても

課題として設定し、それらを個別にではなく、システム

避けられない”プラズマと壁の相互作用”に関する問題に対

全体を時空スケール長が極端に異なる系から構成され

し、新しい切り口の研究によってブレークスルーを目指した

る複雑・開放系ととらえる新たな視点を導入する。これ

いと研鑽を重ねている。

により、この研究分野に研究者の幅広い関心を集め、自
然認識の進化に貢献するとともに、非誘導電流駆動球状

2. 研究の背景
半世紀を経た核融合炉開発研究は国際熱核融合炉

トカマクにおける粒子循環の制御を通じて定常炉の可
能性を切り開く。

ITER の建設・実験によってエネルギー生成源としての
核燃焼物理と工学の検証段階へと進展している。ITER

4. 研究の目的

装置では重水素および三重水素の燃料注入を用いた核

本研究では上述のように、核融合炉の定常化に向けた

融合燃焼制御、核融合反応生成物である He 生成とそれ

研究課題として“多階層複雑・開放系における粒子循環

に基づく核融合燃焼維持、He 灰の排出などの燃焼物理

物理とマクロ制御”という観点で終端・対向面、開磁気

の理解と制御性の確認が予定されている。最終的に核融

面、閉磁気面を特徴とする WALL、SOL、 CORE 領域

合炉が人類の基幹エネルギー源としての役割を果たす

から構成される入れ子状の複雑系における粒子循環に

には、”炉の定常運転”が前提である。しかし、これまで

関わるマクロ構造形成・伝達過程とその制御性を調べる

世界中の大型核融合実験装置で、プラズマ電流を必要と

ことを目的とする。具体的には温度制御可能な対向壁を

するプラズマ閉じ込め方式では、10 分を超える運転実績

QUEST に設置し、最外領域の壁での粒子循環過程の定

はなく、ITER でも 400 秒が当面の目標である。自己点

常化・制御化を試みる。このような粒子循環系において、

火後の高温プラズマの定常運転の実現のためには、パル

中性粒子を介した①壁吸蔵・放出過程の応答関数と燃料

ス運転では問題とならない燃料粒子の炉内の循環制御

注入に対する壁循環遷移現象の確率密度分布、②SOL で

が第一義的な研究課題となる。

の blob 動特性と揺動および燃料注入とイオンの流れ、③
燃料注入による CORE 密度分布形成と駆動電流やプラ

3. 研究の位置づけ

ズマ剛体回転分布の運動量摂動に着目する。本研究では

外部からの燃料供給や外部への灰排気を必要とする

多階層複雑系という物理描像のもとで、燃料注入を摂動

エネルギー生成システムは本質的に“開放系”として外

源として各領域の現象を支配する階層性と系全体とし

部条件に強く拘束される。核融合炉は燃料供給と灰排気

ての複雑性を切り分けて研究すると同時に開放粒子循

を両立させる“粒子循環”機能が求められる。この問題解

環系の定常制御の観点から複雑系相互の干渉性を明ら

決の手法として、近年成功を収めつつあるマクロ、メゾ、

かにし、核融合炉の定常密度運転実現への手法確立の展

ミクロの多階層構造による自然認識のモデルの適用と

望を切り開く。

その発展を試みている。粒子開放系である核融合炉エネ
層構造を持つ複雑系として新たに問題を設定すべきで

(Ⅰ)各系の複雑性の特徴の認識、特有の研究対象
や課題、必要なシステム

ある。具体的に本研究では、各階層内部の独立した事象

(a) 閉磁気面複雑系：閉じた磁気容器（閉磁気面）を形

の解明にとどまらず、異なる階層構造間の相互干渉性を

成している領域をさし、その外側の開磁気面系（磁力線

抽出するモデルに従っていかに安定にマクロ系（定常粒

が容器に終端する領域の総称）と界面をなし、複雑性の

子循環）を維持・制御するかという観点で問題を設定し

根源として、物理量勾配にもとづく乱流場に加えて、高

ている。

周波で駆動される高速電子に支配された速度分布関数

ルギー生成システムの制御に関しては、入れ子状の多階

水素原子は容易に金属中に溶解し表面再結合するが、

の歪みを自由エネルギーとする乱流輸送にも支配され

その物性は金属表面状況及び入射束に著しく支配され、

た領域。（b、c）系との相互干渉ならびに乱流場での粒

対向面の著しい表面積のために壁排気・放出量は外部排

子供給に伴う電子・イオンの運動量輸送変化とその緩和

気量や燃料注入量を凌駕しうる。こうした“燃料粒子開

過程を研究対象とする。

放系における粒子循環の複雑さ”がシステムの定常化を

(b) 開磁気面複雑系：間歇乱流輸送を特徴とする領域で

律速する。申請者たちのこれまでの定常運転に関わる高

あり、外部開放系の粒子注入・再放出の情報を閉磁気面

温プラズマと壁との相互作用（Plasma-Wall-Interaction）

に伝達する役割を担う。輸送は沿磁力線の流れとプラズ

に起因する壁粒子循環研究に、周辺・境界プラズマが存

マ塊（blob）に支配されており、特徴時間は径方向、沿

在する開放磁場系に特有なスケール長を有する

磁力方向ともに数ミリ秒以下である。粒子供給に対する
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電子・イオンの運動量輸送に関して(a)系との相互伝達速

またこの配位では自発的に剛体回転分布をもつトロ

度と緩和過程の同定、および(c)へ入射束乱流化を研究対

イダル回転が存在することを見いだしている（これらは

象とする。

重要な成果として Plasma2014 会議の招待講演、第 69 回

(c) 外部開放複雑系：粒子の注入、排気を通じて外部と

日本物理学会年次大会「領域 2 学生優秀発表賞」、第 24

連結し、壁温度と入射束分布に依存した粒子吸蔵・再放

回 Toki 国際会議の招待講演の機会を得た）。期間内に揺

出があり、粒子循環の巨視的時定数を決定する領域。吸

らぎと流れ、自発流れとヌル点配位形成の関係解明を目

蔵・放出粒子バランスとその影響の空間・時間スケール

指す。

の同定並びに、粒子循環の確率過程の解明を研究対象と

(b) SOL 乱流構造の可視化と確率密度分布
この領域は間歇的なプラズマ塊 blob の径方向輸送

する。
必要な 2 つのシステムとして、1) 粒子供給に伴う(a)系

が特徴であり、沿磁力線方向も含めて 2 次元乱流構造を

の密度変化に対応する高周波電流駆動システム、2) (c)

高速カメライメージにより解明した。光量の揺らぎがプ

系での粒子循環時定数の短時間化と温度制御による循

ラズマ密度のそれに対応するとして、blob が最外殻領域

環過程拘束化を目指して温度制御システムを構築する。

の急勾配(L-1(R,Z))領域から発生し伝播する様子から、揺

前者では位相制御装置の入力として密度計測装置開発

らぎの 4 次モーメント（K(R,Z)）と 3 次モーメント（S(R,Z)）

を目指し（2015 年 1 月完成）、後者では定常運転や入力

の 2 次関数の空間構造を決定し、drift 波から乱流場への

パワーの大小に対応可能な高温壁システムの設計・製

発達過程と結論した（Fig. 2）。このことを揺らぎの確率

作・設置を目指した。2014 年 10 月に完了し、2015 年 2

密度分布関数がガウス型からガンマ型に発展する様子

月には 200C での電流駆動実験を実施した。

として確かめ、さらに揺動力と非線形項、線形項の相対
強度の関数として、揺動確率分布の時間発展とメゾ空間

（Ⅱ）3 つの系の複雑性を特徴づける成果の概要

領域を予測する手法を開発した。流れ場の 2 次元観測に

(a) 非誘導電流駆動と平衡配位

取り組んでいる。

トーラス状プラズマ中に直流電流を駆動するために

Skewness

相対論的共鳴過程を利用する。期間内に電流値を 20kA

0.5
0.4

から 66kA（最終目標値の約 7 割）に増大することに成
功し、アスペクト比=1.4 の球状トカマク平衡配位を得た
大きい運転を実現することにより、ヌル点やセパラトリ
クスが自発的に現れる高ポロイダルベータ配位（Fig.1(b)）
への遷移条件を見いだし、古典的な平衡限界値での配位
維持が形状の扁平化を補償する負の三角度の増大によ
ることを定量的に解明した。
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Fig. 2 Higher order moments s and k of the intensity PDF
p(x). Inverse gradient scale length of intensity is shown in the

(a)

(b)

third panel. Radial regions representing the intensity gradient

1.0

11991 t=2.66s

region and near scrape off layer are denoted in solid white
and black lines, respectively.

0.5

Z(m)

10
8

0.1

-0.3
-1

Inverse scale length
0.5

0.4

0.2
1

0.1

L-1(R,Z)

K(R,Z)

S(R,Z)

一方向に進行する電子サイクロトロン波と高速電子の

(c) 定常粒子循環制御法の開発と静的粒子収支における

0.0

壁吸蔵・再放出の独立計測の確立
粒子循環束一定（Fig. 3c の緑線）を保持する供給周期
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制御方式を確立し、820 秒の球状トカマク配位での定常
運転の世界記録を達成した（Fig. 3）。定常化条件と粒
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Fig.1 Contour maps of poloidal magnetic flux: (a) a
standard inboard limiter configuration generated with 28
GHz ECH and (b) an inboard poloidal field null
configuration with 8.2 GHz ECH.

子吸蔵率の関係、放電時間内の緩やかな粒子吸蔵率低下
（Fig. 3c の青線）が実測吸蔵束の減少と一致する成果
（Fig. 3g の 3 本の線）をあげた（これは世界で我々のみ
が開発した透過束観測の成果であり、2015 年 5 月開催の
IAEA 磁気装置定常運転の国際会議で報告）。
粒子循環モデルと高温壁への予測として、吸蔵・放出
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現象を金属表面の共堆積層、プラズマ密度発展と連立し
て解析する 0 次元モデル方程式を開発し、プラズマ照射

a

b

試料からの重水素脱離スペクトルと比較し良い一致を
みている。この解析より堆積層の表面再結合が壁排気の
時間変化の支配因子であることが理解され、上記実測と
も定性的な一致を見ている。室温から 100C の範囲の壁
温度依存性に対してモデル結果は実測の範囲と良く一
致しており、2015 年に本格的に実施する高温化の予測に
用いている。計測の多点化と両者の比較はモデルの検証
にとどまらず、申請時に指摘を受けたモデルの 2 次元化

c

d

を目指すものである（同上招待講演）。

e

Fig. 4 (a) Line-integrated electron density, (b) plasma
current, and (c) toroidal velocity right after substantial
gas injection. (d) Distribution of toroidal velocity. (e)
Mach numbers at the far-SOL in poloidal (red) and
toroidal (blue) directions.
イオン流速の反転緩和過程に比べて緩やかであり、未
Fig.3 Discharge parameters for typical SSTO (#27396).

知の物理量（高速電子起因の径方向電場）の発展が背景

a. plasma current and linear density, b. H2 and He

に予想される（これらを含めた自発回転の誘起と回転の

pressures, c. gas balance R and Hα, d. total pressure and

反転に関しては 2015 IEEE Transaction on Plasma science

AG pressure, e. wall temperature (ºC) and ion saturation

国際会議で招待講演）。粒子供給を摂動源として、H2 ガ

current, f. permeation flux for PDP 4,6,7 (Hat.m-2s-1), g.

ス圧力の応答関数を求める手法を開発している。放電停

incident flux (Hat.m-2s-1).

止に至る過程で SOL-壁近傍のプラズマの乱れと同時に
H2 圧力乱れが増大する。圧力の支配因子である吸蔵・
放出束の摂動応答を周期的なガス供給下で調べた。Fig.

(Ⅲ)粒子供給に対する各系の応答と系間相互相
関・干渉性に関する成果の概要

5a は真空中（点線）およびプラズマ中（赤線）の H2 ガ
ス圧変から決定した応答関数であり、粒子注入直後から

注入粒子はエネルギーと正味の運動量を持たない。粒

7-8 秒までは“新たな排気即ち壁吸蔵”が、その後の long

子注入による高温プラズマの粒子循環の定常化におい

tail は壁放出が支配していることに対応し、同じプラズ

て、(a)CORE、(b)SOL でのプラズマ運動量（電子につい

マで求めた吸蔵束の応答関数（Fig. 5b）の振る舞いとよ

ては電流、イオンについては回転あるいは流れ）との応

い一致を示している。高温プラズマの定常化実験では帰

答と相関を調べている。CORE での急激な密度上昇（Fig.

還粒子供給に対する応答関数の時間発展が顕著となる。

4a）に伴い、駆動電流が減少（Fig. 4b）するが、イオン

高循環状態(HR)から低循環状態(LR)への遷移を観測し、

のトロイダル回転 Vは逆(+)電流方向に反転後、0.1 秒間

HR 寿命確率密度分布関数がガウス分布から long-tail を

に順(-)方向へと緩和する（Fig. 4c）ことを見いだした。

持つ分布へと時間発展する様子を定量的に見いだした

特徴は剛体回転の反転と緩和である。（Fig. 4d）。一方”

（Fig. 5c）（これらの手法開発は世界で我々だけが取り

遠 SOL”では Vは減少するが方向の反転は無く、ポロイ

組んでいる極めて画期的なものであり、今後は時間発展

ダル流速のイオン反磁性方向から電子反磁性方向への

法則の解明に取り組む）。

反転緩和が観測されている（Fig. 4e）。このことは粒子供

こうして粒子供給は、”CORE、 SOL、 WALL”系に対

給によって、CORE 周辺と”遠 SOL”の間の領域に非常に

して、粒子循環のみならず、運動量変化（摂動のみなら

強い速度シアーの形成が予想される。電子電流の回復は

ずベクトル反転）も通じて、定常運転に影響する事を発
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見した。高温壁 HW の導入により、熱バランスのとれた

専念できたのも皆さま方のおかげですので、ここで御礼

系において、これら 3 つの系の相互干渉性の定量化を

申し上げたいと思います。

HW 温度、循環遷移-寿命、壁入射束や運動量束の空間分

（当日の講演は

布の関数として指標化し、多点計測を用いて多次元デー

https://www.youtube.com/watch?v=LJ0cE6ZbkpY&featu

タとして取得する。こうしたデータを活用し全系での粒

re=youtu.be を参照いただきたい）

子循環モデル構築をめざす。

a

b

c

Fig.5 (a) Response functions of hydrogen gas pressure in
a vacuum (dotted line) and a plasma (red solid line). (b) A
response function of hydrogen retention flux at the wall.
(c) Time dependent probability functions of gas puff
interval τinterval in feedback-controled steady-state tokamak
operation.

謝辞
最終講義にあたり、大屋所長ならびに岡本副所長には
このような機会を与えていただきありがとうございま
した。大変感謝しております。
私が紹介させていただいたのは、応用力学研究拠点共
同利用実験装置の QUEST で行っている実験結果で、研
究所の中でも我々と非常に関係の深い伊藤早苗核融合
部門長ほか、部門の先生方には日常から非常にお世話に
なり、ここに厚く御礼申し上げたいと思います。
QUEST 装置は、元センター長の佐藤浩之助先生のリ
ーダーシップの下、建設することができまして、また部
門の吉田名誉教授には現在も専門的な知識を教えてい
ただいております。このお二人には特にあらためてこの
場を借りて御礼申し上げたいと思います。本日紹介した
内容はセンターの教員、研究員、技官の方々の共同作業
の結果として得られたものであり、代表して紹介できる
ことを感謝申し上げます。QUEST 実験装置は、双方向
型共同研究実験装置ということで、幾つかある大学のセ
ンターの中でも拠点、中核装置としての役割を担ってい
ます。共同研究に関わられた皆様に感謝と御礼申し上げ
ます。
私は先端エネルギー専攻で大学院教育に携わってき
ましたが、非常に優秀な学生が実験に一緒に参画してい
ただきました。その成果の一端を紹介できたことに喜び
を感じています。最後に、センターの事務補佐員の皆さ
ん方には大変ご協力いただきました。私が研究と教育に

6

図子秀樹：多階層複雑・開放系における粒子循環の物理とマクロ制御

図子教授の主要論文リスト

○
1.

Nakashima, Y., Higashizono, Y., Sato, K. N., Nakamura,

第１著者論文リスト
H. Zushi, A. Kuzmin, I. Takagi, S.K. Sharma, M.

K., Hasegawa, M., Kawasaki, S., Nakashima, H.,

Hasegawa, M. Kobayashi, Y. Hirooka, N. Yoshida, A.

Higashijima, A., Two Dimensional Density Fluctuation

Rusinov, A. Inoue, H. Zhou,A. Fujisawa, K. Hanada, H.

Measurements During the Non-Inductive Current Ramp-

Idei, K. Nakamura, Y. Nagashima, K. Matsuoka, T.

up Phase in the Compact Plasma Wall Interaction

Onchi, S. Tashima, S. Banerjee, M. Sakaguchi, E.

Experimental

Kalinnikova, K. Mishra, X. Liu,S. Kubo, Y. Ueda, T.
Fujita, S. Ide, N. Ohno, A. Hatayama, A. Ejiri, T.

&

Zushi, H., Okamoto, K.,, Hirooka, Y., Bhattacharyay, R.,

Fukuyama, O. Mitarai, Determination of the system

the retention and pressure variation in continuous and

function for the particle circulation process using

cyclic plasma exposures on the tungsten, Journal of

perturbation technique in QUEST, Proc. of 25th IAEA

Nuclear Materials, 390-391, 671-676, 2009.

Energy

Conference,

2014.10.13-18,

St.

7.

Zushi, H., Hirooka, Y., Bhattacharyay, R., Sakamoto, M.,

Petersburg Russian Federation, EX/P1-36,(8pp) 2014.

Nakashima, Y., Yoshinaga, T., Higashizono, Y., Hanada,

H. Zushi, S. Tashima, M. Ishiguro, M. Hasegawa, S.

K., Nishino, N., Yoshida, N., Tokunaga, K., Kado, S.,

Banerjee, N. Nishino, M. Isobe, K. Hanada, H. Idei, K.

Shikama, T., Kawasaki, S., Okamoto, K., Miyazaki, T.,

Nakamura, A. Fujisawa, Y. Nagashima, K. Matsuoka, S.

Honma, H., Sato, K. N., Nakamura, K., Idei, H.,

K. Sharma, H. Liu, K. Toi, T. Maekawa, A. Ejiri, T.

Hasegawa, M., Nakashima, H., Higashijima, A., Active

Yamaguchi,J. Hiratsuka, Y. Takase, M. Kikuchi, A.

particle control experiments and critical particle flux

Fukuyama, Y. Ueda, O. Mitarai, S. Okamura,Non-

discriminating between the wall pumping and fuelling in

inductive current start-up and plasma equilibrium with

the compact plasma wall interaction device CPD

an inboard poloidal field null by means of electron

spherical tokamak, Nuclear Fusion, 49, 055020, 2009.

24th

IAEA Fusion

8.

Zushi, H., Nishino, N., Hanada, K., Honma, H., Liu, H.

図子秀樹, 田辺哲朗, 小特集「トリチウムの挙動
を知る」,プラズマ・核融合学会誌, J. Plasma Fusion
Res. 85, No.1, 2009.

2012.10.8-13, EX/P2-14, 2012.
9.

Zushi, H., Hirooka, Y., Bhattacharyay, R., Sakamoto, M.,

Q., Higashizono, Y., Sakamoto, M., Tashima, S.,

Nakashima, Y., Yoshinaga, T., Higashizono, Y., Hanada,

Ryoukai, T., Acceleration of blob driven by helical

K., Nishino, N., Yoshida, N., Tokunaga, K., Kado, S.,

instability in a simple magnetic configuration in QUEST,

Shikama, T., Kawasaki, S., Okamoto, K., Miyazaki, T.,

Journal of Nuclear Materials, 415, S624-S627, 2011.

Honma, H., Sato, K. N., Nakamura, K., Idei, H.,

H. Zushi, N. Nishino, K. Hanada H. Honma, H. Q. Liu,

Hasegawa, M., Nakashima, H., Higashijima, A., Active

Y. Higashizono, M. Sakamoto, Y. Nakashima, M.

particle control experiments and critical particle flux

Ishiguro, T. Ryoukai, S. Tashima, K. Nakamura, H. Idei,

discriminating between the wall pumping and fuelling in

M. Hasegawa, A. Fujisawa, O. Mitarai, A. Fukuyama, Y.

the compact plasma wall interaction device CPD

Takase, T. Maekawa, Y. Kishimoto, Study of Edge

spherical tokamak, Proc. of 22nd IAEA Fusion Energy

Turbulence from the Open to Closed Magnetic Field

Conference, EXP/P4-12, 2008.

Configuration during the Current Ramp-up Phase in

5.

Science

Sakamoto, M., Sato, M., Surface temperature effects on

cyclotron waves in QUEST, Proc. of

4.

Plasma

Technology, 11, No.4, 397-401, 2009.
6.

Energy Conference, San Diego, CA ,United States,
3.

CPD,

Yamaguchi, J. Hiratsuka, H. Togashi, Y. Takase, A.

Fusion
2.

Device

10.

Zushi, H., Hanada, K., Idei, H., Hasegawa, M., Sasaki,

QUEST, Proc. of 23rd IAEA Fusion Energy Conference,

K., Bhattacharyay, R., Sakamoto, M., Nakamura, K.,

Daejon, Korea, 2010.10.11-16, EX/S, 2010.

Sato, K. N., Kawasaki, S., Nakashima, H., Higashijima,

Zushi, H., Ryoukai, T., Kikukawa, K., Morisaki, T.,

A., Electron cyclotron counter current drive experiments

Bhattacharyay, R., Yoshinaga, T., Hanada, K., Sakimura,

in lower hybrid current drive plasma in TRIAM-1M,

T., Idei, H., Dono, K., Nishino, N., Honma, H., Tashima,

Fusion Science and Technology, 52, No.2, 240-249,

S., Mutoh, T., Kubo, S., Nagasaki, K., Sakamoto, M.,

2007.

九州大学応用力学研究所所報
11.

12.

第 149 号 2015 年 9 月

Zushi, H., Morisaki, T., Inada, Y., Bouchard, J.,

Maezono, M. Kitaguchi, N. Imamura, T. Hayasaki, K.

Nakashima, K., Tsuchiya, H., Hanada, K., Sasaki, K.,

Ichizono, S. Kugimiya, N. Yoshida, K. Tokunaga, T.

Bhattacharyay, R., Sato, K. N., Nakamura, K., Sakamoto,

fujiwara, M. Miyamoto, M. Okitani, K. Uehara, Y.

M., Idei, H., Hasegawa, M., Kawasaki, S., Nakashima,

Sadamoto, Y. Nakashima, Y. Kubota, Y. Hihashizono, Y.

H., Higashijima, A., Two-dimensional density profile

Takase, A. Ejiri, S. Shiraiwa, S. Kado, T. Sikama, S.

measurement with a sheet thermal Li beam on CPD,

Tsuji-Iio , T. Takeda, Y. Hirooka, K. Ida, Y. Nakamura,

Journal of Nuclear Materials, 363-365, 1429- 1435, 2007.

T. Fujimoto, A. Iwamae, T. Maekawa, O. Mitarai,

Zushi, H., Nozaki, Y., Bhattacharyay, R., Nakashima, K.,

Overview of steady-state tokamak operation and current

Sakamoto, M., Hanada, K., Idei, H., Nakamura, K., Sato,

drive experiments in TRIAM-1M , Proc. of 20th IAEA

K. N., Nishi, S., Ogawa, M., Takaki, K., Sasaki, K.,

Fusion Energy Conference, IAEA-CN-116-OV5-2,

Hirooka, Y., Hasegawa, M., Xu, H., Kado, S., Shikama,
T., Kawasaki, S., Nakashima, H., Higashijima, A.,

13.

Zushi, H, Itoh, S, Hanada, K, Nakamura, K, Sakamoto,
M, Jotaki, E, Hasegawa, M, Pan, YD, Kulkarni, SV,

influx studied by perturbation methods of gas puffing,

Iyomasa, A, Kawasaki, S, Nakashima, H, Yoshida, N,

heat load and confinement properties in TRIAM-1M,

Tokunaga, K, Fujiwara, T, Miyamoto, M, Nakano, H,

Journal of Nuclear Materials, 363-365, 1386-1394, 2007.

Yuno, M, Murakami, A, Nakamura, S, Sakamoto, N,

H. Zushi, K. Hanada, H. Idei, S. Nishi, T. Maekawa, M.

Shinoda, K, Yamazoe, S, Akanishi, H, Kuramoto, K,

Azumi, A. Fukuyama, S. Kubo, T. Shimozuma, T.

Matsuo, Y, Iwamae, A, Fuijimoto, T, Komori, A,

Notake, K. Sasaki, B. Bhattacharyay, K. Nakashima, H.

Morisaki, T, Suzuki, H, Masuzaki, S, Hirooka, Y,

Hoshika, M. Sakamoto, M. Ogawa, K. Nakamura, K. N.

Nakashima, Y, Mitarai, O, Overview of steady state

Sato, M. Hasegawa, S. Kawasaki, H. Nakashima, A.

tokamak plasma experiments in TRIAM-1M, Nuclear

Higashijima, K. Toi, Y. Takase, T. Shikama, S. Kado, O.

Fusion, 43, No.12, 1600-1609 , 2003.
17.

H. Zushi, S. Itoh, N. Yoshida, K. Hanada, K. Nakamura,

Kitaguch, F. Wang, H. Xu, Y. Nozaki, Y. Wataya, N.

M. Sakamoto, E. Jotaki, M. Hasegawa, K. Tokunaga, A.

Kimura, Bi-directional Lower Hybrid Current Drive and

Iyomasa, A. Iwamae, Y. Hirooka, Physics and

Electron Cyclotron Counter Current Drive Experiments

Technological

in Full Current Drive Plasma in TRIAM-1M, Proc. of

Operation on TRIAM-1M, Journal of Plasma and Fusion

21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu, China,

Research, 79, 1302-1316, 2003.

2007.10.16-21, EX/P6-23, 2006.

18.

Issues

for

Steady-State

Tokamak

H. Zushi, S. Itoh, K. Hanada, K. Nakamura, M.

Zushi, H, Nakamura, K, Hanada, K, Sato, KN, Sakamoto,

Sakamoto, E. Jotaki, M. Hasegawa, Y. D. Pan, S. V.

M, Idei, H, Hasegawa, M, Iyomasa, A, Kawasaki, S,

Kulkarni, A. Iyomasa, S. Kawasaki, H. Nakashima, N.

Nakashima, H, Higashijima, A, Kuramoto, T, Tanaka, A,

Yoshida, K. Tokunaga, T. Fujiwara, M. Miyamoto, H.

Matsuo, Y, Esaki, K, Akanishi, H, Sugata, T, Hoshika, H,

Nakano, M. Yuno, A. Murakami, S. Nakamura, N.

Sasaki, K, Maezono, N, Kitaguchi, M, Imamura, N,

Sakamoto, K. Shinoda, S. Yamazoe, H. Akanishi, K.

Yoshida, N, Tokunaga, K, Fujiwara, T, Miyamoto, M,

Kuramoto, Y. Matsuo, A. Iwamae, T. Fuijimoto, A.

Tokitani, M, Uehara, K, Sadamoto, Y, Nakashima, Y,

Komori, T. Morisaki, H. Suzuki, S. Masuzaki, Y.

Kubota, Y, Higasizono, Y, Takase, Y, Ejiri, A, Shiraiwa,

Hirooka, Y. Nakashima and O. Mitarai, Overview of

S, Kado, S, Sikama, T, Tsuji-Iio, S, Takeda, T, Hirooka,

Steady State Tokamak Plasma Experiments on TRIAM-

Y, Ida, K, Nakamura, Y, Fujimoto, T, Iwamae, A,

1M, Proc. of 19th IAEA Fusion Energy Conference,

Maekawa, T, Mitarai, O, Steady-state tokamak operation,

IAEA-CN-94/OV/4-6, 2002.

ITB transition and sustainment and ECCD experiments

15.

2004.
16.

Relation between charge exchange flux and impurity

Mitarai, K. Takahashi, K. Takaki, N. Maezono, M.

14.

7

19.

Zushi, H, Itoh, S, Nakamura, K, Sakamoto, M, Hanada,

in TRIAM-1M, Nuclear Fusion, 45, No.10, S142-S156,

K, Jotaki, E, Pan, YD, Hasegawa, M, Kawasaki, S,

2005.

Nakashima, H, Steady state experiments on current

H. Zushi, K. Nakamura, K. Hanada, K. N. Sato, M.

profile

Sakamoto, H. Idei, M. Hasegawa, A. Iomasa, S.

performance LHCD plasmas on the superconducting

Kawasaki, H. Nakashima, A. Higashijima, T. Kuramoto,

tokamak TRIAM-1M, Nuclear Fusion, 41, No.10, 1483-

A. Tanaka, Y. Matsuo, K. Esaki, H. Akanishi, H.
Ayatsuka, S. Imada, T. Sugata, H. Hoshika, K. Sasaki, N.

control

and

long

sustainment

of

high

1493, 2001.
20.

Zushi, H, Itoh, S, Nakamura, K, Sakamoto, M, Hanada,

8

図子秀樹：多階層複雑・開放系における粒子循環の物理とマクロ制御
K, Jotaki, E, Pan, YD, Hasegawa, M, Kawasaki, S,

Iima, S. Kado, K. Muraoka, T. Bigelow, M. Murakami,

Nakashima, H,, Steady State Experiments on High

J. Lyon, Particle Transport Study of Electron Cyclotron

Performance ， Current Profile Control and Long

Heated Plasmas in Heliotron-E, Proc. of 15th of Int. Conf.

Sustainment of LHCD Plasmas on the Superconducting

on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion

Tokamak TRIAM-1M, Proc. of

18th

21.

22.

Wakatani, S. Sudo, T. Mizuuchi, K. Hanatani, K. Kondo,
H. Okada, K. Nagasaki, K. Yaguchi, T. Obiki, Resonant

Hanada, K, Jotaki, E, Makino, K, Pan, YD, Kawasaki, S,

Loss and MHD Effects on Perpendicular Injected Fast

Nakashima, H, Recent progress on TRIAM-1M, Nuclear

Ions in Heliotron E, Proc. of the Fourteenth International

Fusion, 40, No.6,1183-1196, 2000.

Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear

Zushi, H, Nakamura, K, Itoh, S, Sato, K, Sakamoto, M,

Fusion Research, 2, 597-603.1993.
29.

Interchange Modes in Heliotron E, Proc. of 1st Toki

long sustainment in both limiter and single null

Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear

configurations on TRIAM-1M, Nuclear Fusion, 39,

Fusion, 1, 1990.
30.

Kondo, H. Kaneko, T. Mizuuchi, H. Okada, Y. Takeiri, F.

mechanism of the pressure profile at the internal

Sano, A. Iiyoshi, K. Uo, Heating and Confinement

disruption in heliotron plasmas, Plasma Physics and

Studies of Electron Cyclotron Resonance Heated

Controlled Fusion, 40, No.5, 779-784, 1998.

Plasmas in Heliotron-E, Nuclear Fusion, 28, 1801-1812,

H. Zushi, Y.Kurimoto, and the Heliotron E Group,

1988.
31.

H, Zushi, O. Motojima, H. Kaneko, M. Wakatani, A.

Exchange Energy Spectrum, Fusion Engeneering and

Iiyoshi, K. Uo, Experimental Study of Current Driven

Design, 34-35, 527-530, 1997.

Relaxation Oscillations in Heliotron E, Journal of

H. Zushi, Y. Suzuki, M. Hosotsubo, Y. Nakamura, M.

Physics Society of Japan, Vol. 57, 3009-3019, 1988.
32.

H. Zushi, T. Mizuuchi, O. Motojima, M. Wakatani, F.

S. Besshou, H. Okada, K. Nagasaki, C. Christou, Y.

Sano, M. Sato A. Iiyoshi, K. Uo, Measurements of Edge

Kurimoto, H. Funaba, T. Hamada, T. Kinosita, T. Obiki,

Turbulence with Langmuir Probes in Currentless

S. Kado, K. Muraoka, S. Sudo, K. Ida, B.J. Peterson,

Heliotron E Plasmas, Nuclear Fusion, 28, 433-441, 1988.

V.Yu. Sergeev, K.V. Khlopenkov, V.V. Chechkin, V.S.

33.

H. Zushi, O. Motojima, M. Wakatani, F. Sano, S. Sudo,

Voitsenja, Resistivity Effects on the Critical Pressure

H. Kaneko, K. Kondo, T. Mizuuchi,

Gradient for the Resistive Interchange Modes in

Sato, A. Iiyoshi, K. Uo, Density Fluctuations in

Heliotron-E, Proc. of 16th IAEA Fusion Energy

Currentless High Beta Plasmas in Heliotron-E, Nuclear
34.

1996.

K. Yaguchi, M.

Fusion, 27 , 895-909, 1987.

Conference, Montreal, Canada, IAEA-CN-64/CP-4, 1-7.

H. Zushi, O. Motojima, H. Kaneko, T. Mizuuchi, M.

H. Zushi, K. Nagasaki, T. Mizuuchi, K. Kondo, T.

Wakatani, A. Iiyoshi, K. Uo, m=1/n-1 Density

Nakatyama, H. Takada, Y. Suzuki, A. Isayama, T.Obiki,

Fluctuations in Currentless High-beta Plasma in

T. Bigelow, M. Masanori, J. Lyon, A Study of Transition

Heliotron E, The Review of Scientific Instruments, 56,

Phenomenoa

919-921, 1985.

Associated

with

Particle

Transport

Improvement in ECRH Plasmas on Heliotron E, Plasma
27.

H. Zushi, M. Sato, O. Motojima, S. Sudo, T. Mutoh, K.

Zushi, H, Hosotsubo, M, Wakatani, M, Self-organization

Wakatani, F. Sano, K. Kondo, T. Mizuuchi, M. Nakasuga,

26.

H. Zushi and Heliotron E Group, Study of Resistive

Nakashima, H, High ion temperature discharge and its

Electric Field Induced Loss Cone Study by the Charge

25.

H. Zushi, Y. Kurimoto, S. Taniguchi, F. Sano, M.

Zushi, H, Itoh, S, Sato, KN, Nakamura, K, Sakamoto, M,

No.11Y, 1955-1963, 1999.

24.

28.

2000.

Hanada, K, Jotaki, E, Makino, K, Kawasaki, S,

23.

Research, Seville, 2, IAEA-CN-60/A6/C-P-1, 1-6, 1994.

IAEA Fusion

Energy Conference, Sorrento, IAEA-CN-77/OV5/3,

35.

H. Zushi, M. Wakatani, K.Takeuchi, T. Mutoh, S. Sudo,

Physics and Controlled Fusion, 36 A, 231-236, 1994.

M. Sato, S. Besshou, H. Kaneko, K. Kondo, T. Mizuuchi,

H. Zushi, K. Nagasaki, T. Mizuuchi, K. Kondo, S.

O. Motojima, A. Iiyoshi, K. Uo, Transport Simulation of

Besshou, H. Okada, F. Sano, B. Peterson, C. Christou, Y.

the Currentless ECRH Plasma in Heliotron-E, Nuclear

Kurimoto, T. Nakayama, H. Takada, A. Sahara, H.

Fusion 24, 305-315,1984.

Funaba, Y. Suzuki, T. Hamada, A. Isayama, T. Kinoshita,

36.

H.

Zushi,

Electron

Temperature

and

Density

K. Yaguchi, S. Kobayashi, K. Sakamoto, M. Wakatani,

Measurement by the third harmonic Electron Cyclotron

T. Obiki and H-E Group, S. Sudo, M. Sato, K. Ida, M.

Emission from a Currentless Plasma, Kakuyugo Kenkyu,

九州大学応用力学研究所所報
49, 245, 1983.
37.

Zushi, H., Nakashima, Y., Noumi, Y., Kondo, K., Sudo.S,
Mutoh, T., Motojima, O., Iiyoshi, A., Uo, K., Ion Energy
Containment in Heliotron-E, Nuclear Fusion, 22, 10,
1341-1348, 1982.

38.

H. Zushi, Y.Nakashima, K.Kondo, A.Iiyoshi, K.Uo,
Charge Exchange Neutral Particle Measurement in
Heliotron E, Journal of Physical Society of Japan, 51,
2673, 1982.

第 149 号 2015 年 9 月

9

九州大学応用力学研究所所報 第 149 号 (10 – 15) 2015 年 9 月

QUEST における長時間放電でのホール素子を用いた
プラズマ電流と位置のリアルタイム同定
長谷川 真*1 中村 一男*1 図子 秀樹*1 花田 和明*1 藤澤 彰英*1 出射 浩*1 徳永 和俊*1
永島 芳彦*1 東島 亜紀*1 川崎 昌二*1 中島 寿年*1 Kuzmin Arseniya Aleksandrovich*1
恩地 拓己*1 渡邉 理*1 Mishra Kishore Kanti*2
(2015 年 8 月 28 日受理)

Real-time identification of plasma current and its position with hall sensors
for long-pulse operation on QUEST
Makoto HASEGAWA, Kazuo NAKAMURA, Hideki ZUSHI, Kazuaki HANADA, Akihide FUJISAWA,
Hiroshi IDEI, Kazutoshi TOKUNAGA, Yoshihiko NAGASHIMA, Aki HIGASHIJIMA,
Shouji KAWASAKI, Hisatoshi NAKASHIMA, Kuzmin Arseniya Aleksandrovich ,
Takumi ONCHI, Osamu WATANABE and Mishra Kishore Kanti
E-mail of corresponding author: hasegawa@triam.kyushu-u.ac.jp
Abstract
Procedure to identify the plasma current and its position with hall sensors in real time is presented for long-pulse
operation. Hall sensors are installed around the vacuum vessel of QUEST on the atmospheric side. With this
procedure, plasma current is treated as a filament current positioned in the vacuum vessel. The plasma current and its
position are calculated by the intensities of hall sensor signals and its ratios, respectively. The validity and noise
immunity of this procedure is checked numerically. With hall sensor signals, the plasma current and its position are
calculated experimentally in real time, and the calculation results correspond well to the results with a rogowski coil
and flux loops. Drift errors do not occur with hall sensors, and this procedure is suitable for long-pulse operation.
Keywords: hall sensor, real time, plasma position, plasma current, long pulse

1.

をする必要がなく、本質的にドリフトノイズは生じない。

緒 言

QUEST (Q-shu university experiment with the

トカマク型実 験炉において、プラズマ電流とプラズマ

steady-state spherical tokamak)4-6) 計画の重要な課題の

の位 置を制 御するには、それらをリアルタイムで同定す

一つとして、長時間プラズマ放電の実現が挙げられる。

ることが大変重要であり、通常、それらの同定にはロゴス

QUEST 装置では現在までに、長時間放電のためのプラ

キーコイルやフラックスループ、ピックアップコイルなどの

ズマ電 流とその位 置の同 定に対して、幾つかの手 法が

磁気センサーが用いられる。しかしながら、これらのセン

試されてきた 7-9) 。しかしながら、これらの方法はいずれも

サーでは時間積分操作が必要で、この操作を行う過程

時間積分をおこなうものであり、長時間放電において本

でドリフトノイズと呼ばれるエラーが時間と共に累積する

質的な解決を提供するものではなかった。そこで、ここで

ため、長 時 間の放 電には適していない。このドリフトノイ

はホール素子を用 いてプラズマ電流とその位 置を同 定

ズの低減のために時間 積 分 器を長 時 間放 電用に改 良

する新しい手法を提案する。この手法では、プラズマ電

する幾つかの試み

1-3)

がなされている。一方で、磁場強

度に比例した電圧を出力するホール素子は、時間積分

流を 1 本のフィラメント電流として取り扱う。第 2 章では、
ホールセンサーの仕様及び QUEST 装置での設置位置、
またホール素子の較正手法について述べる。第 3 章で

*1
*2

九州大学応用力学研究所
九州大学大学院総合理工学府

はプラズマ電流とその位置を同定する具体的手法につ
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いて述べる。第 4 章では、その手法の妥当性と耐ノイズ
性について述べて、第 5 章では、その手法での計算結
果の提示を行い、第 6 章でまとめとする。

2.

Hall sensor

ホール素子の仕様と較正
QUEST 装 置に設 置するホール素子として、Allegro

Micro Systems LLC 10) 製の A1389 および A1302 を選定
した。このセンサーは 2 mm × 3 mm ×1 mm のサイズで、
3 ピンを有する表面実装の IC である(Fig. 1)。5V の
Fig. 1 Hall sensor on a circuit board.

電源電圧を IC に印加すると、磁場強度がゼロのと
きに、その半分の約 2.5V を信号として出力し、そ

PF3-1

こを起点として磁場強度に比例した電圧信号を出

PF3-2

1600mm

力する。A1389 のデータシートによると磁場の感度
は 9 mV/G であるので、磁場の検出範囲はおよそ

HCU

1200

±220 G になる。動作温度範囲および温度係数はそ

PF2

れぞれ-40°C ~ 150°C と 0.12 %/°C である。ホール素

PF4-1

800

子は或る方向の磁場強度を計測するものであるが、
どの方向の磁場であっても計測できるように、この

400

センサーを 3 つ、互いに直行する向きに配置して 3

PF1

軸ホール素子を構成した。ただし、特にトロイダル

400

0

磁場(TF)方向の磁場は、他の水平方向や垂直方向の
磁場と比べて磁場強度が強いので、3 つのセンサー

800

1200mm

PF4-2A,B

のうち一つに A1302 を用いることとした。このセン

PF7

-400

サーの磁場の検出範囲は±1600 G であり、A1389 よ
りも広い。3 軸ホール素子のパッケージサイズは 20

-800

PF4-3

mm × 20 mm × 30 mm である。これらセンサーの設

PF6

置位置を Fig. 2 に示す。これら 3 軸ホール素子は真

-1200

空容器の外側に、かつ大気側に設置され、設置高さ

HCL

はそれぞれ z = 0, ±400, ±800 mm である。z 方向
-1600mm

の磁場を計測する z 軸ホール素子も真空容器の中心
軸上に、それぞれ z = 0, ±400, ±800 mm に設置し
た。この z 軸ホール素子のパッケージサイズは 15
mm × 15 mm ×20 mm であり、プラズマ電流による磁
場は外側よりも中心軸上の方が強いので、センサー
として A1302 を採用している。
各々のホール素子は、大半径位置𝑅𝐻𝑖 と垂直位置
𝑧𝐻𝑖 、ホール素子の計測磁場の方向を表す単位ベクト

PF5-1

PF5-2

Fig. 2 PF coils on QUEST and installed positions of
hall sensors (closed circle: triaxial hall sensor, open
circle: z-axis hall sensor). Data sets are calculated
preliminary with filament position of hatched area.
から計算されるが、このとき単位ベクトル𝒖𝑖 は、最
小 二 乗 法 を 用 い て 次 の 式 を 最 小 に す る 𝒖𝑖 と し て 較
正される。

ル𝒖𝑖 、またその感度𝑠𝑖 というパラメータを有してい
𝜀𝑖 = ∑ (𝑣𝑂𝑖𝑙 − 𝑠𝑖 (𝒖𝑖 ∙ 𝑩𝐶𝑖𝑙 ))2

る。ここで添え字 i は、ホール素子の番号を表し、

𝑙

感度𝑠𝑖 の次元は V/G である。ホールセンサー位置𝑅𝐻𝑖 ,

(1)

𝑧𝐻𝑖 や 感 度 𝑠𝑖 を 固 定 し て 、 ポ ロ イ ダ ル 磁 場 (poloidal

ここで、𝑣𝑂𝑖𝑙 は l 番目のコイルによるコイル電流 Il

field, PF)コイルやトロイダル磁場(toroidal field, TF)

により i 番目のホール素子で計測される信号電圧で

コイルをそれぞれ単体で通電したときに得られる

ある。

ホール素子の信号強度から、計測磁場方向を表す単
位ベクトル𝒖𝑖 の較正を行っている。すなわち、l 番
目のコイルによるコイル電流 Il により i 番目のホー
ル素子で計測される磁場 B Cil はビオ・サバールの式

3.

リアルタイムでの同定手法
プ ラ ズマ 電 流 と そ の 位置 を リ ア ルタ イ ム に 同定
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するために、事前に磁場のデータセット𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘 を計算

向のインデックス j 、および垂直方向のインデック

する必要がある。この 𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘 は次の式で 定義 され る。

ス k を求める。

𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘 = 𝒃𝐶𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝒖𝑖

(2)

𝜀 = ∑ (𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 )2 /𝜎𝑖2
𝑖

ここで𝒖𝑖 は、 i 番目のホール素子の磁場の計測方向
の単位ベクトルで、𝒃𝐶𝑖𝑗𝑘 は水平方向 j 番目と垂直方

(7)

ここで𝜀は最小二乗法によるエラー値である。𝜎𝑖 は計

向 k 番目のグリッド位置にプラズマ電流を模擬した

測の標準偏差であり、ここでは簡単のために 1 とし

単位フィラメント電流が置かれた際に i 番目のホー

ている。エラー値を最小にするためのグリッド点

ル素子の位置で計算される磁場ベクトルである。従
って、𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘 はグリッドポイント(𝑅𝑗 , 𝑧𝑘 )に置かれた単

(𝑅𝑗 , 𝑧𝑘 )は、あるグリッド点に注目した時に、その周
囲のグリッド点のエラー値を評価することで行わ

位プラズマ電流によって i 番目のホール素子で計測

れる。すなわち、いずれかの周囲のグリッド点の方

される磁場強度を表す。下側添え字の C は、計算さ

が中心のグリッド点より小さい場合には、そのグリ

れた値(Calculated values)という意味である。こ

ッド点を中心にして再度、周囲のグリッド点を評価

の計算においては、グリッドエリアとして水平方向
に𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0.25 m から𝑅𝑚𝑎𝑥 = 1.25 m まで、垂直方向
に𝑧𝑚𝑖𝑛 = -0.45 m から𝑧𝑚𝑎𝑥 = 0.45 m までとしており、
そのピッチ間隔として、それぞれの方向で𝛥 = 0.05
m としている。従って j 番目の水平位置、k 番目の
垂直位置はそれぞれ𝑅𝑗 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑗𝛥と、𝑧𝑘 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 + 𝑘𝛥
で表される。また、磁場の比である𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 も事前に計
算される。ここで、𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 は次の式で定義される。
𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 = 𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘 / ∑ 𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘
𝑖

(3)

実際の計算では、最初にホール素子の生信号 𝑣𝑅𝑖
から時刻ゼロでのオフセット値が差し引かれる。
𝑣𝑂𝑖 (𝑡) = 𝑣𝑅𝑖 (𝑡) − 𝑣𝑅𝑖 (0)

(4)

ここで𝑣𝑂𝑖 はオフセット値を差し引いた値で、プラズ
マ電流が正である時に信号出力が正となるように
𝑣𝑂𝑖 の符号もまた調整される。次に、i 番目のホール
素子でプラズマ電流に起因する磁場𝐵𝑀𝑖 は、PF コイ

するというようにして再帰的に、エラー値が最小と
なるグリッド点が探索される。
グリッド点を探索したことで、大まかにフィラメ
ント位置を決定したことになるが、実際にはフィラ
メント位置は離散的でなく連続的な値である。この
ため、𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 をこのグリッド点を中心にした R と z の
関数とする線形近似関数を求める。この時、𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 の
線形近似は次の式で与えられる。
𝑟𝐶𝑖 (𝑅, 𝑧) = (𝑟𝐶𝑖,𝑗+1,𝑘 − 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 )(𝑅 − 𝑅𝑗 )/Δ
+(𝑟𝐶𝑖𝑗,𝑘+1 − 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 )(𝑧 − 𝑧𝑘 )/Δ + 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘

(8)

すなわち、𝑟𝐶𝑖 は𝑟𝐶𝑖 = 𝑓𝐶𝑖 𝑅 + 𝑔𝐶𝑖 𝑧 + ℎ𝐶𝑖 というように𝑓𝐶𝑖 、
𝑔𝐶𝑖 、ℎ𝐶𝑖 を係数とする R と z の線形関数で表され、
各 係 数 は 𝑓𝐶𝑖 = (𝑟𝐶𝑖,𝑗+1,𝑘 − 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 )/Δ 、 𝑔𝐶𝑖 = (𝑟𝐶𝑖𝑗,𝑘+1 −
𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 )/Δ、ℎ𝐶𝑖 = 𝑟𝐶𝑖𝑗𝑘 − 𝑓𝐶𝑖 𝑅𝑗 − 𝑔𝐶𝑖 𝑧𝑘 で与えられる。𝑟𝐶𝑖
による最小二乗法のエラー値は次の式になる。。
𝜀 = ∑ (𝑟𝑀𝑖 − 𝑟𝐶𝑖 )2 /𝜎𝑖2
𝑖

= ∑ (𝑟𝑀𝑖 − (𝑓𝐶𝑖 𝑅 + 𝑔𝐶𝑖 𝑧 + ℎ𝐶𝑖 ))2 /𝜎𝑖2

ルや TF コイルによる磁場を差し引くことで抽出す

(9)

𝑖

ることができる。

エ ラ ー 値 を 最 小 に す る フ ィ ラ メ ン ト 位 置 (R, z) は 、
𝐵𝑀𝑖 = (𝑣𝑂𝑖 − ∑ 𝑐𝑖𝑙 𝐼𝑙 )/𝑠𝑖
𝑙

(5)

ここで𝐼𝑙 は l 番目のコイルによる電流で、𝑐𝑖𝑙 は V/kA

∂𝜀/ ∂R = ∂𝜀/ ∂z = 0を連立させて解くことで求められる。
この時、連立の式は次の形で与えられる。

の次元を持ち、単位コイル電流によって i 番目のホ
ール素子で計測される電圧であり、実験的に決定さ
れ る 。 下 側 添 え 字 の M は 計 測 さ れ た 値 (Measured
values)という意味である。 また、計測された磁場

(

∑ 𝑓𝐶𝑖2
𝑖

∑ 𝑓𝐶𝑖 𝑔𝐶𝑖
𝑖

∑ 𝑓𝐶𝑖 𝑔𝐶𝑖
𝑖

∑

𝑖

2
𝑔𝐶𝑖

(10)

の比は次の式で定義される。
𝑟𝑀𝑖 = 𝐵𝑀𝑖 / ∑ 𝐵𝑀𝑖
𝑖

(6)

プ ラ ズマ 電 流 を 模 擬 した フ ィ ラ メン ト 位 置 の同
定を行うために、最初に次の式を最小にする水平方

𝑅
)( )
𝑧

=(

∑ 𝑓𝐶𝑖 (𝑟𝑀𝑖 − ℎ𝐶𝑖 )

𝑖
)
∑ 𝑔𝐶𝑖 (𝑟𝑀𝑖 − ℎ𝐶𝑖 )
𝑖
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Fig. 3 Difference between assumed and identified values (a) on filament position with 5 sensors, (b) on filament
current with 5 sensors, (c) on filament position with 10 sensors, and (d) on filament current with 10 sensors.
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Fig. 4 Noise immunity with the case of the plasma current 10 kA positioned on R = 0.8 m and z = 0.0 m.
Difference with random noise on (a) plasma position and (b) plasma current with 5 and 10 sensors.
𝜎𝑖 は簡単のために 1 とした。式(10)を解くことでフ

フィラメント位置と電流をある値に仮定し、本手法

ィラメント位置を連続的な値として求めることが

によって再度、フィラメント位置と電流を計算した

できる。プラズマ電流は最小二乗法として次の式を

結果とを比較することで、計算精度の検証を行う。

最小にするものとして与えられる。

すなわち、フィラメント電流によって誘起される磁

𝜀 = ∑ (𝐵𝑀𝑖 − 𝐼𝑝 𝑏𝐶𝑖 )2 /𝜎𝑖2
𝑖

場はビオ・サバールの式より計算することができ、
(11)

ホール素子で出力されるべき電圧信号も計算でき
る。この値を用いて、提案した手法でフィラメント

こ こ で 𝑏𝐶𝑖 は フ ィ ラ メ ン ト 位 置 ( R , z )に お け る 𝑏𝐶𝑖𝑗𝑘

位置と電流を求める。この時、当初仮定したフィラ

の線形近似値である。𝜎𝑖 は簡単のために 1 とする。

メント位置と電流の値と、本手法によって求めた値

式∂𝜀/ ∂𝐼𝑝 = 0を解くことでプラズマ電流は次の式で

との差が、本手法による計算誤差になる。プラズマ

与えられる。

電流を 10kA として、フィラメント位置を水平方向

2
𝐼𝑝 = (∑ 𝐵𝑀𝑖 𝑏𝐶𝑖 )/(∑ 𝑏𝐶𝑖
)
𝑖

𝑖

(12)

で 0.3 m < R < 1.2 m、垂直方向で-0.4 m < z < 0.4 m
の範囲に置いた時の計算誤差を Fig. 3 に示す。計算
誤差は使用するホール素子の個数を違えた二つの
ケースで検証することにした。最初のケース（Fig.

4.

計算精度と耐ノイズ性

このプラズマ位置と電流を同定する手法について、

3(a), (b)）は、大半径外側に設置されているポロイ
ダル方向の磁場を計測する 5 つのホール素子を使用
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した場合で、もう一つのケース（Fig. 3(c), (d)）は、
この 5 つのホール素子に加えて、真空容器中心軸に
個のホール素子を使用した場合である。10 個のホー
ル素子を使用した場合、仮定したフィラメント位置

Ip (kA)

設置されている 5 つのホール素子を合わせた計 10

と計算によって求めた位置の差は、ほぼ全ての領域
5 個の場合では半径の小さい領域において 2 mm 以
R (m)

上の誤差が発生している（Fig. 3(a)）ことがわかる。
ほとんどの領域において 10 A よりも低い（Fig. 3(d)）
が、5 個の場合では 40 A よりも大きい（Fig. 3(b)）。
次に、この同定手法の耐ノイズ性についても調査

-5.0

0.9 (b)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

z (m)

5 個のホール素子を使った場合は 50.3 mV であり、

(13)

ここで、𝑣𝑆𝐼𝐺𝑖 はプラズマ位 置と電 流 を計 算するための i

Ip (kA)

ズ強度𝑣𝑅𝑁𝐷 である。平均的な計算誤差とその標準偏

5.0

用した場合と比べて、5 個使用した場合は位置の計
算誤差は数十ミリ大きくなっていることがわかる。
また、Fig. 4(b)によると、センサーを 10 個使用した
場合は、ノイズの強度が約 10 mV であってもプラズ
マ電流の平均的な計算誤差は 0.4 kA より少ないの

8

10

12

#27572

-5.0
0.0

求めている。Fig. 4(a)によれば、センサーを 10 個使

6
time (sec)

-10.0

計算誤差を Fig. 4 に示す。Fig. 4(a), (b)の横軸はノイ
差は各々の強度において 100 回の計算を行うことで

4

-15.0

の式とホール素子の感 度から計算した信 号 電圧である。
の範囲にある乱数である。ノイズを考慮した場合の

2

Fig. 5 Comparison of values between hall sensors
and time-integrated sensors such as rogowski coil
and flux loops on (a) plasma current, (b) radial
plasma position, and (c) vertical plasma position.

番目のホール素子の信号であり、𝑣𝐶𝐴𝐿𝑖 はビオ・サバール
𝑣𝑅𝑁𝐷 はランダムノイズの強度をあらわし、𝑟𝑖 は-1 < 𝑟𝑖 < 1

Hall Ele.
Rogo & Flux
0

10 個の場合は 57.2 mV である。ノイズを考慮した電

𝑣𝑆𝐼𝐺𝑖 = 𝑣𝐶𝐴𝐿𝑖 + 𝑟𝑖 𝑣𝑅𝑁𝐷

Hall Ele.
Rogo & Flux

0.00
-0.05

m にあった場合の、ホール素子の信号電圧の平均は、

圧信号は次の式で与えられる。

Hall Ele.
Rogowski

0.05

圧信号に数値的にランダムノイズを付加した時の
価する。10 kA のプラズマ電流が R = 0.8 m、z = 0.0

-10.0

(c)

する。ここでは計算によって求めたホール素子の電
プラズマ位置と電流を計算して、その計算誤差を評

-15.0

0.0

において 2 mm 以下である（Fig. 3(c)）のに対して、

プラズマ電流の計算誤差は、10 個の場合において、
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Fig. 6 Plasma current calculated with hall sensors in
long-pulse operation.
実 験 的 にリアルタイムに同 定 したプラズマ電 流 とその
位置の計算結果を Fig. 5 に示す。Fig. 5 にはロゴスキー
コイルから求めたプラズマ電流とロゴスキーコイルとフラッ

に対して、5 個使用した場合は、1 kA 以上という大

クスループから求めたプラズマ位置 4) も示している。放電

きな計算誤差になっている。この理由として、Fig. 3

の初 期 において、ホール素 子 から求 めたプラズマ電 流

に示したように、もともと 5 個の場合は計算の精度

はロゴスキーコイルから求 めたものと良く一 致している。

が低いことに加え、計算手順としてプラズマ電流の
値はプラズマ位置を同定した後に算出されるから

またプラズマ放電の終了後においてロゴスキーコイルか

と考えられる。すなわち、位置の計算誤差がプラズ

ら求 めたプラズマ電 流はドリフトノイズのためにゼロにな

マ電流の計算誤差に積み重なるために、プラズマ電

っていないが、ホール素子から求めたものは適切にゼロ

流の計算誤差が大きくなると考えられる。

になっている。Fig. 6 に長時間放電時のホール素子から
求めたプラズマ電流を示す。放電が 200 秒を超えてもホ

5.

本同定手法の計算結果

ール素子から求めたものにはドリフトがなく、放電終了後

九州大学応用力学研究所所報 第 149 号 2015 年 9 月
にプラズマ電流が適切にゼロになっていることがわかる。

15

良い精 度は期 待できない。従 って、長時 間での計 測が
行えて、かつ速い変化も検出できるようになるには、おそ
らくホール素子とフラックスループを相補的に使用するこ

5.

まとめ

長 時 間 放 電 のためのホールセンサーを用 いたプラズ
マ電流とその位置の同定 手法 を提案した。その計算結
果はホール素子を外側の 5 個を使うよりも、更に真空容

とが必要になると思われる。また、長時間のダイバータ配
位での計 測が行 えるように、ホール素 子 の検 出 感 度 範
囲を超えない新しい設 置 位 置 の探 索も必 要になると考
えられる。

器中心軸上にある 5 個を加えて計 10 個を使用した方が
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Abstract
Power supply for plasma control has been developed from condenser bank with ignitron for pulse
tokamak plasma to PWM inverter with IGBT for steady tokamak plasma. Quaternion, four-dimensional
hypercomplex number is good at describing three-dimensional rotation. Utilizing the performance of the
quaternion rotation, we analyze three-phase power electronic circuit for the tokamak plasma control of
equilibrium and stability. By further introduction of biquaternion concept, we can deal with phasor of each
phase of three-phase AC similarly. But, we have to multiply the rotation operator from the left-hand side
and from the right-hand side by using the conjugation. We try to verify the merits beyond the multiplication
inconvenience from both sides. Not only symmetrical three-phase AC (positive sequence) but also negative
sequence and zero sequence can be dealt with. Concerning quaternion power of three-phase AC, we can
obtain the similar result as the one in pq theory. Quaternion can divide three-dimensional vector. The
capability is utilized to develop matrix converter strategy based not only on Venturini method but also on
space vector method in more detail.
Key words : Quaternion, Conjugation, Biquaternion, Quaternion power, Tokamak plasma control,
Ohm’s law, Generator equation, Three-phase power electronic circuit, Matrix converter

1.

Introduction

Power supply for tokamak plasma control has been
developed from condenser bank with ignitron for pulse
tokamak plasma to PWM (Pulse Width Modulated) inverter with IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
for steady tokamak plasma such as TRIAM-1M (superconducting Tokamak of Research Institute for Applied
Mechanics) and QUEST (Q-shu University Experiment
of Steady State Spherical Tokamak).
Quaternion, four-dimensional hypercomplex number is good at describing three-dimensional rotation as
seen in three-dimensional game graphics programming
theory1) . Utilizing the performance, we analyze threephase power electronic circuit by three-dimensional ro*1 Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University
*2 Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University
*3 Center of Fusion and Science, Southwestern Institute of
Physics, P.R. China
*4 Kumamoto Liberal Arts Education Center, Tokai University

tation instead of transforming to two-dimensional rotation in alpha-beta coordinates. By the quaternion
analysis, we become able to examine the detailed characteristics, which could not be seen in the alpha-beta
coordinates. First, the similarity is shown. Second, the
details of output voltage are clarified.
Quaternion, four-dimensional hyper-complex number, is good at dealing with description of threedimensional rotation. But, we have to multiply rotation operator exp(+n̂θ) from the left-hand side (θ is
rotation angle), even if the rotating axis n̂ is perpendicular to the vector. Generally speaking, we must multiply exp(+n̂θ/2) from the left-hand side, and multiply
exp(−n̂θ/2) from the right-hand side. Namely, conjugation is necessary. Therefore we should verify the merits
despite of the multiplication inconvenience of quaternion concept.
Utilizing the quaternion characteristics, we analyze
the phase rotation of three-phase AC voltage of power
electronic circuit. By alpha-beta coordinate transforma-
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tion of three-phase AC voltage, we could deal with threephase AC voltage as vector rotation in two-dimensional
complex plane similarly as phasor of single-phase AC.
And strategy of switching improvement in power electronics was clarified2)3) . Active and reactive powers of
three-phase AC became able to be dealt with similarly
as those of single-phase AC. When we apply the quaternion to three-phase AC, we expect that the merits of
rotation and power in alpha-beta coordinates would be
inherited.
Even if quaternion is applied to three-phase AC,
merits such as rotation and power in alpha-beta coordinates are verified to be included. It is clarified that
the projection of quaternion locus in three-dimensional
space in the (1,1,1) direction is the same as alphabeta transformation locus in two-dimensional space.
By introduction of biquaternion concept, we can deal
with phasor of each phase of three-phase AC similarly
as in symmetrical coordinate method. Therefore, not
only symmetrical three-phase AC (positive sequence)
but also negative sequence and zero sequence can be
dealt with. Concerning quaternion power of three-phase
AC, we can obtain the similar result as the one in pq
theory4) .
The quaternion concept is applied to analysis of matrix converter as an example of power electronic circuit
for plasma control. Concerning direct matrix converter,
we clarify the (1,1,1)-directional superposition of threefold higher harmonics, which is necessary for improvement of voltage tranformation ratio. Concerning indirect matrix converter, we clarify the (1,1,1)-directional
superposition of triangle-wave like three-fold harmonics, which is necessary for improvement of modulation
index. Namely, by the quaternion analysis we can watch
the characteristics of matrix converter, which could not
be seen in the alpha-beta coordinates.
Quaternion can not only rotate three-dimensional
vector but also divide three-dimensional vector. The
capability should be utilized not only to analyze but
also to develop matrix converter strategy based on space
vector method in more detail.

2.

Power Supply
Plasma Control

for

Tokamak

In Advanced Fusion Research Center in Research
Institute for Applied Mechanics, as a power supply
for tokamak plasma control of equilibrium and stability, condenser bank was adopted for pulse tokamak
plasma. Next for steady state tokamak plasma we
adopted phase-controlled converter with thyristor and
PWM inverter with GTO (Gate Turn-Oﬀ thyristor) in
TRIAM-1M. Now we are going to adopt PWM inverter
with IGBT in QUEST as shown in Fig. 1.
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Fig. 1 Power supply for tokamak plasma control.

3.

Quaternion Analysis of ThreePhase AC Circuit5)

3.1

Quaternion

Let’s consider complex vector (phasor) representation and the exponential representation of single-phase
AC current of eﬀective value I.
i=

√
2I(cos ωt + j sin ωt)

(1)

Namely, they represent that eﬀective current vector (including initial phase) rotates in counterclockwise on
two-dimensional complex plane. The single-phase AC
current is represented by the real part or imaginary part,
and the phase angle is represented by the rotating angle
from the positive real axis.
Next, let’s consider space vector representation (polar coordinate representation of αβ transformation) of
symmetrical balanced (positive-sequence) three-phase
AC phase (line) current.
i=

√

√
2/3 2 I{εj0π/3 cos(ωt − 0π/3)
+εj2π/3 cos(ωt − 2π/3)

=

√

+εj4π/3 cos(ωt − 4π/3)}
3 Iεjωt

(2)

Namely, it represents that the space current vector rotates in counterclockwise on the two-dimensional complex plane. The space current vector coincides with the
synthesized rotating magnetic field, when three-phase
AC currents energize electromagnets, which are located
at the angle of 0, 2π/3 and 4π/3. Since we consider symmetrical balanced three-phase AC current, we may consider only the first phase rotates in counter clockwise.
But notice that the coeﬃcient just before the eﬀective
√
√
value is not 2 but 3.
Now, instead of transforming three-phase AC to two
dimension, in order to represent three-phase AC in three
dimension, let’s introduce quaternion (four-dimensional
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hypercomplex number), which is extended from a complex number6) .
q = a + ivx + jvy + kvz = a + v

(3)

i = j = k = −1


ij = −ji = k
jk = −kj = i


ki = −ik = j

(4)

2

2

2

(5)

Quaternion is divided into real part (scalar part) a and
imaginary part (vector part) v, similarly with complex
number. Namely, vector part has a property of vector,
where imaginary numbers i, j, k behave as if they are
unit base vectors, but they have also a property of hypercomplex number. The square of imaginary number
i, j, k is equal to -1. The product of diﬀerent imaginary
numbers is the other imaginary number, and the sign
depends on the order. And commutative law does not
hold. To assign three-phase AC to the vector part, let’s
consider exponential representation of the quaternion.

Fig. 2 Rotation of quaternion on (a) (i, j) and
(b) (1, k) plane.

side (conjugation is necessary) as follows.

ε+kθ/2 (+ivx + jvy + kvz )ε−kθ/2
= (cos θ/2 + k sin θ/2)(+ivx + jvy + kvz )
(cos θ/2 − k sin θ/2)
= {+i(vx cos θ/2 − vy sin θ/2)
+j(vx sin θ/2 + vy cos θ/2)
+kvz cos θ/2 − vz sin θ/2}(cos θ/2 − k sin θ/2)

q = a + ivx + jvy + kvz = a + v
= a + n̂∥v∥ = ∥q∥(cos θ + n̂ sin θ) = ∥q∥ε

2

∥v∥
= (vx )2 + (vy )2 + (vz )2

n̂ = (+ivx + jvy + kvz )/∥v∥


∥q∥2 = a2 + ∥v∥2

n̂θ

(6)

= +i(vx cos θ − vy sin θ)
+j(vx sin θ + vy cos θ)

(7)

Quaternion can manipulate four dimensions, as it is interpreted as four-dimension number. But let the scalar
part to be zero, and let’s consider left-hand-side product
of exponential hyper complex number (∥q∥ = 1, n̂ = k )
and a vector on xy plane.

+kvz

(10)

Let’s assign three-phase AC phase (line-to-neutral) voltages to vector part of quaternion.

v=

√

2 V {+i cos(ωt − 0π/3)

εkθ (+ivx + jvy )

+j cos(ωt − 2π/3)

= (cos θ + k sin θ)(+ivx + jvy )

+k cos(ωt − 4π/3)}
√
=ε
2 V V0 ε−n̂ωt/2
√

n̂ = (+i + j + k)/ 3



V = {+i cos(0 − 0π/3)
0

+j cos(0 − 2π/3)



+k cos(0 − 4π/3)}

= +i(vx cos θ − vy sin θ)

+n̂ωt/2

+j(vx sin θ + vy cos θ)

(8)

Namely, when exponential number is multiplied to the
vector part from the left-hand side, the vector part rotates by θ in counterclockwise with an axis of the unit
vector n̂ as shown in Fig. 2(a). Here, the rotating axis
must be perpendicular to the vector. When the vector has a component parallel to n̂, the vector rotates on
(1, n̂) plane and the scalar part appears as shown in Fig.
2(b).
εkθ (+ivx + jvy + kvz )
= (cos θ + k sin θ)(+ivx + jvy + kvz )
= +i(vx cos θ − vy sin θ)
+j(vx sin θ + vy cos θ)
+kvz cos θ − vz sin θ

(9)
+n̂θ/2

Generally speaking, we must multiply ε
from the
−n̂θ/2
left-hand side, and multiply ε
from the right-hand

(11)

(12)

Namely, it represents that the initial three-phase (positive sequence) AC voltage vector V0 rotates in counter
clockwise with an axis of unit vector n̂. In this case, the
locus of the rotating vector is a circle on the plane, which
is perpendicular to n̂ and includes the origin. While we
look at the xy plane from z axis in case of space vector,
we look at the (1,1,1) plane from the (1,1,1) direction
in case of quaternion (Fig. 3).

3.2

Ohm’s Law

Let’s consider Ohm’s law of three-phase AC circuit,
where the power supply is star-connected and resistor
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Here, p (= d/dt) is diﬀerential operator. Since the neutral inductance (grounding inductance) does not aﬀect
for symmetrical (positive sequence) AC, the quaternion
representation is as follows.
√
v = 2 V {+i cos(ωt + ϕ − 0π/3)
+j cos(ωt + ϕ − 2π/3)
+k cos(ωt + ϕ − 4π/3)}
√
= ε+n̂ωt/2 2V Vϕ ε−n̂ωt/2
√
= p (L − M )ε+n̂ωt/2 2 II0 ε−n̂ωt/2
√
= ε+n̂ωt/2 {(+n̂ω/2)(L − M ) 2 II0
√
+ 2 II0 (−n̂ω/2)(L − M )}ε−n̂ωt/2

√

n̂ = (+i + j + k)/ 3





V0 = {+i cos(ϕ − 0π/3)





+j cos(ϕ − 2π/3)

+k cos(ϕ − 4π/3)}


I0 = {+i cos(0 − 0π/3)





+j cos(0 − 2π/3)




+k cos(0 − 4π/3)}

Fig. 3 Quaternion of symmetrical balanced 3phase AC voltage.
load R is also star-connected.


cos(ωt − 0π/3)
√
2 V cos(ωt − 2π/3)
cos(ωt − 4π/3)


R + RN
RN
RN
RN R + RN
RN 
=
RN
RN R + RN


cos(ωt
−
0π/3)
√
2 I cos(ωt − 2π/3)
cos(ωt − 4π/3)

(13)

Since neutral resistance (ground resistance) RN does
not aﬀect for the symmetrical three-phase (positive sequence) AC, the quaternion representation is as follows.
√
v = 2V {+i cos(ωt − 0π/3)
+j cos(ωt − 2π/3)
+k cos(ωt − 4π/3)
√
=ε
2V V0 ε−n̂ωt/2
√
= Rε+n̂ωt/2 2 II0 ε−n̂ωt/2
√
= ε+n̂ωt/2 R 2 II0 ε−n̂ωt/2

√

n̂ = (+i + j + k)/ 3





V0 = {+i cos(0 − 0π/3)




+j cos(0 − 2π/3)

+k cos(0 − 4π/3)}



I
=
{+i
cos(0 − 0π/3)

0




+j
cos(0 − 2π/3)




+k cos(0 − 4π/3)}

(17)

(18)

Here, notice that the phase ϕ is π/2 in case of positive
sequence.
Consequently, quaternion representation of general
Ohm’s law is as follows.
√
v = 2 V {+i cos(ωt + ϕ − 0π/3)
+j cos(ωt + ϕ − 2π/3)
+k cos(ωt + ϕ − 4π/3)}
√
2 V Vϕ ε−n̂ωt/2
=ε
√
= {R + p (L − M )}ε+n̂ωt/2 2 II0 ε−n̂ωt/2
√
√
= ε+n̂ωt/2 {R 2 II0 + (+n̂ω/2)(L − M )) 2 II0
√
+ 2 II0 (−n̂ω/2)(L − M )}ε−n̂ωt/2
(19)

√

n̂ = (+i + j + k)/ 3





Vϕ = {+i cos(ϕ − 0π/3)




+j cos(ϕ − 2π/3)

(20)
+k cos(ϕ − 4π/3)}



I
=
{+i
cos(0
−
0π/3)

0




+j cos(0 − 2π/3)




+k cos(0 − 4π/3)}
+n̂ωt/2

+n̂ωt/2

(14)

(15)

Next, let’s consider Ohm’s law of three-phase AC circuit, where the load is inductive and the mutual inductances exist.


cos(ωt + ϕ − 0π/3)
√
2 V cos(ωt + ϕ − 2π/3)
cos(ωt + ϕ − 4π/3)


L + LN
LN
LN
LN L + LN
LN  p
=
LN
LN L + LN


cos(ωt − 0π/3)
√
2 I cos(ωt − 2π/3)
(16)
cos(ωt − 4π/3)

Here, notice that the phase ϕ satisfies tan ϕ = ω(L −
M )/R in case of positive sequence.

3.3

Biquaternion

Until this point, three-phase AC has been assigned
to vector part of quaternion, similarly with space vector.
Manipulation of three-phase AC has become easy, but is
not convenient since each phase remains real time such
as cos ωt or sin ωt. In order to manipulate the threephase AC similarly as complex vector (phasor) of singlephase AC and symmetrical coordinate method of threephase AC, let’s introduce biquaternion (eight-dimension
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number), hyper complex number including quaternion.

h2 = −1


ih = hi
jh = hj


kh = hk

the biquaternion representation as follows.
 +hωt √
2 V0 V0ϕ = 0
ε


√



−ε+hωt {(R + hω(L + 2M )) 2 II00


√
√

ε+n̂ωt 2 V V = ε+n̂ωt 2 E E
1 1ϕ
a 10
√
+n̂ωt

−ε
{(R
+
n̂ω(L
−
M
)) 2 II10


√



ε−n̂ωt 2 V2 V2ϕ = 0


√

−ε−n̂ωt {(R − n̂ω(L − M )) 2 II20

V00 = {+iεh(ϕv0 −0π/3)





+jεh(ϕv0 −0π/3) + kεh(ϕv0 −0π/3) }



V = {+iεh(ϕv1 −0π/3)
10

+jεh(ϕv1 −2π/3) + kεh(ϕv1 −4π/3) }





V20 = {+iεh(ϕv2 +0π/3)



+jεh(ϕv2 +2π/3) + kεh(ϕv2 +4π/3) }

(21)
(22)

Namely, we add a complex number h to the quaternion,
which is exchangeable (commutative) with quaternion
and independent from quaternion. And we assign complex vector representation and the exponential representation of each phase to the complex number h.

v=

√

2 V {+iεh(ωt+ϕ−0π/3)
+jε

(27)

E10 = {+iεh(0−0π/3)

h(ωt+ϕ−2π/3)

+jεh(0−2π/3) + kεh(0−4π/3) }


I00 = {+iεh(ϕi0 −0π/3)





+jεh(ϕi0 −0π/3) + kεh(ϕi0 −0π/3) }



I = {+iεh(ϕi1 −0π/3)
10

+jεh(ϕi1 −2π/3) + kεh(ϕi1 −4π/3) }





I20 = {+iεh(ϕi2 +0π/3)



+jεh(ϕi2 +2π/3) + kεh(ϕi2 +4π/3) }

h(ωt+ϕ−4π/3)

+kε
√
+n̂ωt/2
=ε
2 V Vϕ ε−n̂ωt/2

√
= {R + p (L − M )}ε+n̂ωt/2 2 II0 ε−n̂ωt/2
√
√
= ε+n̂ωt/2 {R 2 II0 + (+n̂ω/2)(L − M )) 2 II0
√
+ 2 II0 (−n̂ω/2)(L − M )}ε−n̂ωt/2
(23)

√

n̂ = (+i + j + k)/ 3





Vϕ = {+iεh(ϕ−0π/3)





+jεh(ϕ−2π/3)

(24)
+kεh(ϕ−4π/3) }


I0 = {+iεh(0−0π/3)





+jεh(0−2π/3)




+kεh(0−4π/3) }

Namely, let’s combine the eﬀective value and initial biquaternion into biquaternion, and we can obtain the
same representation as the complex vector representation of single-phase AC. And we have only to use unit
pure quaternion n̂ instead of imaginary number j.

3.4

(26)

(28)

(29)

Attention is necessary to the direction n̂. Zero-sequence
AC does not rotate but does oscillate along the n̂. Attention is also necessary to the sign of of the inductive
reactance in the negative sequence equation.

3.5

Quaternion Power

With quaternion, complex power is expressed as follows (Asterisk symbol in superfix means complex conjugate of quaternion)5) .
vi∗ = (+iva + jvb + kvc )(+iia + jib + kic )∗
= (+iva + jvb + kvc )

Equation for Generator

(−iia − jib − kic )

Positive-sequence AC voltage of eﬀective value Ea
is generated in three-phase AC generator. Equation for
generator is as follows.

= (+va ia + vb ib + vc ic )
−i(vb ic − vc ib )
−j(vc ia − va ic )

    

V0
0
Z0 I 0
V1  = Ea  − Z1 I1 
V2
0
Z2 I 2

−k(va ib − vb ia )

(30)

(25)

Here, V0 , V1 and V2 are zero-, positive- and negativesequence voltage, respectively. Z0 , Z1 and Z2 are
zero, positive- and negative-sequence impedance, respectively.
I0 , I1 and I2 are zero-, positive- and
negative-sequence current, respectively. We can obtain

Concerning product of vector parts of quaternions, the
scalar part means inner (scalar) product and the vector
part means outer (vector) product. Namely, concerning quaternion power, the scalar part means the active
power of three-phase (positive sequence) and the vector part means the reactive power. We notice that in
space vector expression (positive sequence) the sum of
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the vector part elements is obtained as follows.
vp i∗p = (vα + jvβ )(iα + jiβ )∗
√
= 2/3(va ε+j0π/3 + vb ε+j2π/3 + vc ε+j4π/3 )
√
2/3(ia ε−j0π/3 + ib ε−j2π/3 + ic ε−j4π/3 )
= (2/3)(+va ia + vb ib + vc ic )
+(2/3)(+va ib + vb ic + vc ia )ε−j2π/3
+(2/3)(+vb ia + vc ib + va ic )ε+j2π/3
= (2/3)(+va ia + vb ib + vc ic )
+(1/3)(−va (ib + ic ) − vb (ic + ia ) − vc (ia + ib ))
√
−j(1/ 3)(vb ic − vc ib )
√
−j(1/ 3)(vc ia − va ic )
√
−j(1/ 3)(va ib − vb ia )
(31)
Here, if we assume the neutral current ia + ib + ic = 0,
or the neutral voltage va + vb + vc = 0, we obtain the
following simple representation.
vp i∗p = (+va ia + vb ib + vc ic )
√
−j(1/ 3)(vb ic − vc ib )
√
−j(1/ 3)(vc ia − va ic )
√
−j(1/ 3)(va ib − vb ia )

(32)

Here, the real and imaginary part means instantaneous
active and reactive power, respectively in pq theory4) .
Notice the (1, 1, 1) component of the vector part of eq.
(30) is the same as the imaginary part of eq. (32).
Similarly as a special case of Euler s four-square
identity, a three-square identity holds good as a special
case of no scalar part of quaternion. Namely, according
to equation (30), square of apparent power (product of
each quaternion norm) is sum of square of active power
(norm of the first quaternion) and square of reactive
power (norm the other quaternions)6) .

4.

Quaternion Analysis of Matrix
Converter

Three-phase to three-phase matrix converter (Fig.
4) is discussed, when the switching frequency is much
higher than the modulation frequency. After introduction of quaternion concept, it is applied not only optimum Alesina-Venturini method but also space vector
method.

4.1

Analysis of Direct Matrix Converter

Let’s consider direct matrix converter, which obtains
three-phase AC output voltage from three-phase AC input voltage without DC voltage. In case of Venturini
method (AV method), three-phase output phase voltage becomes a circle, but the voltage transfer ratio is
low to be 1/2. In case of improved Venturini method
(optimum AV method) with improvement up to the

Fig. 4 Three-phase to three-phase matrix converter.
√
maximum 3/2, the three-phase output phase voltages
are expressed as follows (p = 0, 1, 2 means the phase
number)2) .
√
vo = q 2 Vi {cos(ωo t − p2π/3)
√
−(1/6) cos(3ωo t) + (1/2) 3 cos(ωi t)} (33)
Namely, third higher harmonics of desired output phase
voltage and input phase voltage are superimposed commonly to the three phases. Therefore, though the superimposed three-fold higher harmonics do not appear in
the output line-to-line voltage, the neutral voltage oscillates in third higher harmonics. In case of ωo = π, ωi =
2π, three-phase output phase voltages are shown in Fig.
5 together with the case of Alesina-Venturini method7) .
√
vo = q 2 Vi {+i cos(ωo t − 0π/3)
+j cos(ωo t − 2π/3) + k cos(ωo t − 4π/3)
+(+i + j + k)

√
{−(1/6) cos(3ωo t) + (1/2) 3 cos(ωi t)}}

(34)

Though the voltage transfer ratio is larger than that in
case of Alesina-Venturini method, the quaternion does
not draw a circle. Since the superimposed three-fold
higher harmonics are common in three phases, quater√
nion oscillates in the direction (+i + j + k) = 3 n̂. The
√
projection in the direction (+i + j + k) = 3 n̂ does not
oscillate and the locus draws a circle. The space vector
draws a circle in αβ coordinate system, of course, and
the quaternion of the output line-to-line voltage draws
a circle in three-dimensional space.
In order to consider line-to-line voltages, let’s consider product of (+i + j + k) and voltage quaternion.
(+i + j + k)(+iva + jvb + kvc )
= (+i + j + k)
(+iva + jvb + kvc )
= −(+va + vb + vc )
−{i(vb − vc ) + j(vc − va ) + k(va − vb )}

(35)

Namely, the scalar part means neutral voltage, and the
vector part means the line-to-line voltages.

Nakamura, Jamil et al. : Quaternion Analysis of Power Supply for Tokamak Plasma Control

22

Fig. 5 Quaternion of output voltage. The inner
circle is that of AV strategy and the outer
curve is that of optimum AV strategy.

Fig. 6 Quaternion of output phase voltage of
virtual inverter in space-vector approach.
Black two-dotted dash curve indicates the
neutral voltage.

4.3
4.2

Analysis of Indirect Matrix Converter

Let’s consider indirect matrix converter, which obtains three-phase AC output voltage from DC voltage,
after obtaining DC voltage from three-phase AC input
voltage. In the virtual inverter of the indirect matrix
converter, we consider three-phase AC output phase
voltage by space vector method. When switch changes
from pnn configuration to ppn configuration, the relation between three-phase output phase voltages and intermediate DC voltage is as follows.

va
vo =  vb 
vc

d1 + d2 + d0 /2
d2 + d0 /2
=
0 + d0 /2



0 + d0 /2 [ ]
v
d1 + d0 /2 p
vn
d2 + d1 + d0 /2

When a switching matrix is expressed in dyadic
form, we can deduce Alesina-Ventrurini method as a
sum of constant matrix plus dyadic S composed of output voltage vector and input phase voltage vector.
Vo = SVi
Vo (Vi )t = SVi (Vi )t = S

vo = −(d2 − d1 )
−{+(k − j) cos(ωo t)
+(i − k) cos(ωo t − 2π/3)
(37)

The neutral voltage (the scalar part) is triangle waveform approximately. The line-to-line voltages (the vector elements) are sinusoidal waves delayed by 2π/3 from
each other, and the line-to-line voltage quaternion draws
a circle.

(38)

Usually in vector equation with coeﬃcient matrix A,
we can solve the unknown x = A−1 y by obtaining the inverse matrix A−1 . But in complex number equation, we
can calculate the transformation C = v/u by dividing
the number v by the number u. Similarly in switching
equation for matrix converter, we can express the threephase input and output voltages by using quaternion.
ε+n̂ωo t Vo = Qε+n̂ωi t Vi

(36)

where d1 , d2 , d0 are duty times of pnn, ppn, zero statuses, respectively. Though the number of switching
is decreased, the three-phase output phase voltages for
√
modulation index m = 3/2 are not sinusoidal waveform as shown in Fig. 68) . The average voltage (neutral
voltage) behaves as triangle-wave like three-fold harmonics.
To consider the line-to-line voltages, we consider the
product of a quaternion (i + j + k) to output phase
voltage quaternion from left-hand side.

+(j − i) cos(ωo t − 4π/3)}

Realization of Switching Matrix

(39)

In this case, the switching quaternion Q is calculated
as follows.
Q = ε+n̂ωo t Vo (Vi )−1 ε−n̂ωi t
= rε+n̂(ωo −ωi )t

(40)

Here, r is the voltage transfer ratio. The above quaternion equation is re-expressed by vector equation with
switching matrix9) .
ε+n̂ωo t Vo = rε+n̂(ωo −ωi )t ε+n̂ωi t Vi


cos(ωo t − 0π/3)
Vo cos(ωo t − 2π/3)
cos(ωo t − 4π/3)
√

r√
cos ωm t
−(r/ 3) sin ωm t
= +(r/√3) sin ωm t
r√
cos ωm t
−(r/ 3) sin ωm t +(r/ 3) sin ωm t


cos(ωi t − 0π/3)
Vi cos(ωi t − 2π/3)
cos(ωi t − 4π/3)

(41)

√

+(r/√3) sin ωm t
−(r/ 3) sin ωm t
r cos ωm t

ωm = ωo − ωi
For all components to be larger than 0 and smaller
than 1, we have only to multiply 1/2 and add 1/2. But

(42)
(43)
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that’s too bad, the summation of three elements in each
row is not constant and cannot be made unity by any
means.

5.

Summary

Even if quaternion is applied to three-phase AC,
merits such as rotation and power in αβ coordinates
are verified to be included. It was clarified that the projection of quaternion locus in three-dimensional space
in the (1,1,1) deirection is αβ transformation locus in
two-dimensional space. By introduction of biquaternion concept, we can deal with phasor of each phase of
three-phase AC similarly as in symmetrical coordinate
method. Therefore, not only symmetrical three-phase
AC (positive phase) but also negative phase and zero sequence can be dealt with. Concerning quaternion power
of three-phase AC, we can obtain the similar result as
the one in pq theory.
The quaternion concept was applied to analysis
of matrix converter. Concerning direct matrix converter, we clarified the (1,1,1)-directional superposition
of three-fold higher harmonics, which is necessary for
improvement of voltage transformation ratio. Concerning indirect matrix converter, we clarified the (1,1,1)directional superposition of triangle-wave like three-fold
harmonics, which is necessary for improvement of modulation index. Namely, by the quaternion analysis we
can watch the characteristics of matrix converter, which
could not be seen in the alpha-beta coordinates.
Quaternion can not only rotate three-dimensional
vector but also divide three-dimensional vector. When
output voltage quaternion is divided by input one,
switching quaternion is obtained. Though we could obtain switching matrix, whose element is larger than 0
and smaller than 1, we could not obtain, the one, sum
of whose row elements is unity. The quaternion characteristics should be utilized to analyze matrix converter
based on space vector method in more detail. Namely a
new switching strategy has not been obtained from this
quaternion analysis.
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Abstract
In recent years, with the state advancement of R&D strategies in matrix converter and the increasing
demand of high eﬃcient power supply in power electronics, matrix converter has raised wide attention
among the research scientists. In order to cope with these demands, various converters with diﬀerent rate
of power are being developed and related research is realized to accomplish the new matrix converters.
Thus, matrix converter as a power supply for plasma control is an important case in this paper. Survey
of matrix converter topologies with low cost, small volume and high eﬃciency are discussed as a power
supply for the plasma control. And a short review and a foresight of milestones, significant research and
development of a matrix converter from 1950 till present are appended in this paper. In addition, the
major contributions which review includes primary, secondary and significant historical research milestones
in matrix converters with thematical and chronological order respectively are demonstrated.
Key words : Matrix Converter, Plasma Control, Milestones, Topologies, Review R & D

1.

Introduction

The matrix converter directly converts AC to AC
rather than AC to DC to AC as in conventional voltage
source PWM AC Drives. In power electronics, matrix
converters have significant research & development issues which have undergone for the investigation more
than three decades1) . The experts of power electronics have explored attention in state-of-art research in
the area of matrix converter, and their intelligence and
general knowingness were impressive. Therefore, several
numbers of publications have been published throughout the year means the hereby matrix converter went
oﬀ evergreen interest in power electronics2) . The
first research review-work of matrix converter technology was introduced by author Wheeler et al in 2002.
In this publication, the authors premised remarks on
single-stage matrix converter and entire attention cen*1 Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University
*2 School of Physics & Electronic Information, Yunnan
Normal University
*3 Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University

tered on the method of modulation, control and resolving the problem of communication method so that
readers might understand3) . After later on 2003, the
publication of V.I. Popov et al composed the overview
research in matrix converter technology, which first focused on control algorithms and schemes of MCs in former Soviet and Russia from 1991 to 20034) . Afterward,
as a consequence, a large number of research articles in
the area of technology of matrix converters have been
taken into consideration. The matrix converter is a fast
response and precise power supply for the plasma control in fusion reactor in terms of technological issues
and performance5)6) . The matrix converter can make
major contribution to the plasma control as a power
supply. Therefore, in order to improve the control characteristics, stabilities and functional elements in matrix
converter such as topologies are discussed from 1950 till
present appended in this paper.
The aim and scope of this work are to look at the
issue of the review and foresight, R&D milestones for
matrix converters topologies in the investigatin of power
supply in power electronics for the plasma control. The
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historical flow chart of topologies of matrix converter
has been demonstrated as shown in Fig. 1.

2.

Development of Topologies in Matrix Converter

The development of topologies in matrix converter
first evolution started by an American company of
Hazeltine Research Inc in 1923 invented a power
converter likewise matrix based on electro-mechanical
switches7) . Later contribution by H. Rissik8)9) new
type class of cyclo-converter is manufactured early
in second half age of 1930s. The first cyclo-converter
is designed in Germany for locomotive purpose to control the frequency of railroad engines10) . In 1931,
Mercury Arc-Cyclo-Converter was demonstrated, which
was built by Brown Boveri for Swiss Railways11) .
In 1934, the United States was using diﬀerent approach of Thyratron Cyclo-Converter to control the
large synchronous motors, installed in Logan Power
Station12) − 14) . Based on cyclo-converter, two classifications are introduced, and categorized into Natural Commutated Cyclo-Converter (NCCC) and Forced
Commutated Cyclo-Converter (FCCC). In recent history late in 1950-1960, the NCCC is further classified
into two basic topologies FCCC with Transistors and
FCCC with Thyristors. The significant R&D as shown
in Fig. 2 is documented by Black et al. development
cooperation for Forced Commutated Cyclo-Converter
with Transistors FCCC-Ts in 19592)15) . While in 1960,
Jesses & Gyugyi et al. Westinghouse Electric Corp.,
worked as secondary R&D in FCCC with Transistors
(BJTs) for the aircraft power supply system as shown
in Fig. 22)15) . From 1964-1970, the researcher made
eﬀort in secondary and significant research to develop
a new theory of evolution in practical systems with
cyclo-converter-squirrel cage induction motor combination. Therefore cyclo-converters were preferred in large
magnitude for AC motor drive applications running at
low speeds2) . After struggle in 1970-1980 there were
a lot of works published to enhance the capability of
conversion technology in reactive power generation and
control thyristors circuits most chiefly documented by L.
Gyugyi and B.R. Pelly. Their work is mainly published
in the book as called ”Static Power Frequency Changers” and Existence Function Properties and Extence
Matrix based on one-stage static frequency changers,
prophetic projections frequency changers with forced
commutation, generalized transformer and bidirectional
switches or four quadrant switches. The key R&D era
was begun also in 1976 by Jones and base publication introducing the knowledge concept of phase FCCC with
BJTs as shown in Fig. 1. As a new era began early
in 1980s when M. Venturini and A. Alesina published
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novel concept of input and output frequency converter
capable of sinusoidal waveforms, four quadrants capable
power transfer, input power factor by continuously controllable and reactive power generation properties were
proposed. Later, in 1985, Y. Yamamoto et al. and P.D.
Ziogas et al. publications were succeeded in improving self-commutated inverters and FCCC structures respectively. According to P.D. Ziogas et al. through
improved frequency changer structures, the harmonic
distortion of the input current and output voltage was
improved16) − 22) .
The CMC (HBMC) was approved a basic topology for further numerous generating topologies such as
IMC, FEMC, SSMC, FBMC, CCMC, HCMC and ZMC
etc. According to IMC topology of matrix converter
was first proposed into indirect three-level output-stagespare MC (SMC) with additional bridge-leg across the
link which reduces the output current of harmonics. The
SMC topology extended into USMC, UMC and ILMC
Parallel to HIMC and FBIMC topologies in the behavior of extension of output voltage range. After in
1990, HBMC topology is investigated for actual concept of UPS (application) converter system based on
cyclo-converter technique by Kawabata et al. while into
next level topology of Isolated Matrix Converter (IMC)
is proposed for isolated AC-AC power converters to improve the input and output variable frequency and constant frequency respectively. According to IMMC topology the concept of study is raised to control the output
voltage range with modular interconnection of multiple matrix converters by multi pulse transformer then
new class of matrix converter achieved title as MMTMC
in 2009. The SSMC topology as a secondary R&D
topology was accomplished early 1990s when first softswitching is studied for matrix converter by Cho et al
and later ARCPMC topology was examined in 1996 as
a secondary R&D topology2)1) .

3.

Matrix Converter
Control

for

Plasma

A matrix converter is a direct power conversion
device that uses an array of controlled bidirectional
switches as the main power elements for creating a
variable-output current system17) . Therefore, a precise power supply with a rapid response is needed to
control the vertical position of the plasma. From the
review work of matrix converter for plasma control, it is
a kind of direct power conversion technology with fast,
precisely controlled power supply that functions, features an array of controlled bidirectional semiconductor
switches achieving design considerations such as a variable output current system.
Usually, in plasma control to stabilize the plasma
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Fig. 1 Historical flow chart of topologies for matrix converter from 1950-2013.

Fig. 2 Primary R&D of matrix converter topologies with FCCC (Forced Commutated Cyclo-Converter) and
NCCC (Naturally Commutated Cyclo-Converter) from 1950-1985.

vertical position and achieve a unity input power factor, matrix converter as a power supply is highly recommended proposing as an experiment. According to
following facts worthy of attention, matrix converter has
desirable characteristics such as arbitrary amplitude and
frequency switched into load voltage generation; not
require for a DC-link circuit; for any load, fix operation with unity power factor; and regeneration feedback
capability5)6) . As central needs for energy deliverances
have increased in recent years, matrix converter is being
practiced in a wide range of technological applications as
a power supply in plasma control and capable with high
eﬃciency, smaller in size and in economic cost, keeps
continuing further advancement in expanding the conversion technologies.

4.

Matrix Converter in Commercial
Industry

In global industry, the commercial matrix converters have been manufactured and supplyied by diﬀerent industrial-automation drive companies for many
years8) . But Yasukawa first Japanese company the
leader in inverter drive technology which manufactured
product name ”Varispeed AC Matrix Converter”. It is
next level direct inverter drive product incorporates innovative technology as the globe s first MC to directly
converter input to output AC voltage9) . The operation
of Varispeed AC Matrix Converter works as a direct inverter drive which connects line voltage to the motor

using bi-directional IGBTs without function of an intermediate circuit18) . In this way, the resultant of maximum output voltage has gained about 95% of the input
voltage. From this performance typical application for
the Matrix converter gives two primary advantages of
Varispeed AC Matrix Converters: power regeneration
supply function and less harmonic distortion9)18) . According to Yasukawa, after product drive technology of
CMC topology in 2002, new development is leading to
MMTMC technology in 2009 and so on1) . The new
era of matrix converter in commercial industry brings a
number of manufacture product items. Almost twenty
popular companies have published 3,636 publications,
including their product patent, review reports and as
well as research articles from 1988 to 20122) . The below
Fig. 4 shows review report of commercially manufacture
of MCs milestone in industry from 1985 to 2012.

5.

Historical Tendency of Power
Density for Power Converters

The continual development trend of power electronic converters has been boosted up over the last few
decades19) . Since 1970, the power density of an isolated
DC-DC power converters is calculated from the limit of
28 kW/dm3 at 300 kHz while for a three-phase unity
power factor PWM rectifier, the limit of 44 kW/dm3 at
820 kHz is estimated. General speaking, the limit of 35
kW/dm3 for single-phase AC-DC conversion becomes
from the DC link capacitor.
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Fig. 3 Milestones R&D of matrix converter topologies from 1985-2013 CMC (Conventional Matrix Converter),
HBMC (Half-Bridge Matrix Converter), IMC (Isolated Matrix Converter), SSMC (Soft-Switched Matrix Converter), FBMC (Full-Bridge Matrix Converter), HCMC (Hybrid Clamped Matrix Converter),
FEMC (Fundamental Frequency Front-End Matrix Converter), DMC (Direct Matrix Converter), IMC
(Indirect Matrix Converter), DIMC (Dual-Input Matrix Converter).

The SiC matrix converters are calculated at 60
W/cm3 estimated in 2020 and for a sparse matrix converter is calculated 26 kW/dm3 at 21 kHz19)20) . Some
reports for SiC converters say that the loss of SiC converter will decrease to 30 %-70 % of SiC converter case.
Also, the operating temperature at junction will be increase to 250 degree, which is 175 degree for SiC junction. It means the temperature diﬀerence between air
and junction can be almost twice with use of SiC. With
two reason, the area for cooling surface will be decreased
around 1/4, then the power density can be increased 8
times higher than the SiC converter, if the other components can work under such high temperature. And if
the same operation-temperature is selected, the cooling
surface will be around 50 % then the volume will be
around 40 % of SiC converter. The article of Japanese
author, H. Ohashi: Recent Power Density, 2002 shows
distinguished trend line of power density for R&D and
commercial industry. In Fig. 5, the Refs. 2) and
3) show a power density of 50 kW/dm3 , which is emphasized and another Japanese author, Takahashi: SiC
Power Converters and their Applications in Near Future, leads the time frame of power density of inverters utilizing SiC power semiconductors more than 20
years including pattern of three-phase AC-AC, threephase AC-DC, isolated DC-DC and One-phase AC-DC
etc.21)22) . The analysis report of European Center of
Power Electronics (ECPE) confirmed the power density for industrial AC drive PWM inverters of 1 to 2

kW/dm3 for the year 2000. From the Fig. 5, as Refs.
1) and 4) indicate, the power density of embedded power
converters [AC-DC Power Module] increases from 30
W/dm3 in 1976 to 120 W/dm3 in 1986 and went oﬀ
a 244 W/dm3 in 199619)22) . The Ref. 19) shows, M.
Hartmann, S. D. Round, H. Ertl, and J. Kolar: Digital
current controller for a 1 MHz, 10 kW three-phase VIENNA Rectifier, shows improvement of the power density to around 1 kW/dm3 in 2008 for PFC rectifier and
a DC/DC converter including in AC-DC Power Module
such as telecom DC/DC converter is investigated 5 kW
400V/48V21)22) .
The Ref. 5), A. Mertens: Innovation und Trends in
der Leistungs Elektronik (in German), shows power density increasable doubling from 1994 to 2004. Similarly,
Ref. 6), US Freedom CAR & Fuel Partnership: Electrical & Electronics Technical Team Roadmap, shows
automobiles converters boosted up with approximately
by 2020 year with the value of 5 kW/dm3 in year 2013
to 10 kW/dm3 of power density is required19) . Cooling method and power loss are the major term of the
size of converter and power density. Higher switching
frequency makes higher switching loss and it will make
power density lower. Switching method is one important factor because it is related to switching loss. In
the conventional Si converter, the switching loss is more
than 50 % of total loss, so ZVZC switching technology is
very eﬀective. For SiC device, switching loss become so
small but forward drop is higher than SiC device, and
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Fig. 4 Review report of commercially manufacture of MCs milestone in industry.

then the switching frequency is not eﬀective for total
loss. Topology is also important. For example, number of devices connected in series is related to forward
drop loss. How many devices are used in the module
and how long the devices are ON (and the current flowing in the devices) are related to total loss. The final
bottle neck is the forward drop loss and it’s cooling, because the switching loss can be reduced with switching
technology or optimization of switching frequency. In
addition, power density of air-cooled DC-DC has been
achieved 30 kW/dm3 without an EMI filter. In 20082009, the power densities of high frequency DC-DC converters reached 25 kW/dm3 while three-phase AC/DC
converters reached 10 kW/dm3 2)19) . The Refs. 15) and
18) show power density barrier of forced air cooled converter systems and converter systems with H2 O-cooling
are calculated on the R&D trend line11) . Therefore,
high power density will increase the high eﬃciency in
converter with high unity power factor. Unity power
factor means the minimum operation current, and it
leads the power loss minimum and leads highest power
density. Generally power density limit is applicable at
frequencies. For plasma control, the control frequency
of 20 kHz can be enough. The specifications of power
supplies for JT-60SA plasma controller could be a reference for control frequency and power.

6.

Conclusion

This paper concludes reliable topologies are CMC,
IMC and 3-phase AC-AC power converters, these

topologies can be proposed for eﬃcient circuit design.
From the review, the matrix converter drives stable operation, could be used as direct AC-AC converter and
can become an eﬃcient candidate as a power supply
for the plasma control due to controllable function of
variable voltage and capability of frequency. The R&D
topologies of MCs demonstrate knowledge of multiple
operational functions such as control of variable output
voltage and output current, generation of sinusoidal input current and input power factor correction in conversion technology of converter are incorporated into
one semiconductor-phase with obstacle in operating features. And short description was also appended on the
role of a matrix converter for plasma control and how
are their applications, how improved in term of strategies through research & development by commercial industry. Hence Fig. 5 concludes that road map of power
density of power converters demand goes doubling over
the next 10 years.
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Abstract
QUEST which was constructed as plasma boundary device in Kyushu University is aimed to actively control
plasma wall interaction (PWI) related issues such as particle off-balance that is the main reason to collapse the
longest time-duration tokamak discharge of 5 h 16 m established in the superconducting tokamak, TRIAM-1M.
In this report, I will describe the PWI-related research activities addressing on QUEST.

Key words: plasma wall interaction (PWI), particle balance, recycling rate

1. 序文
から壁表面で莫大な量のトリチウム吸蔵が予想され、
磁場核融合炉において高温プラズマを定常に維持し

ITER の実験期間を著しく制限することが懸念されてい

続けることは重要な課題である。超伝導トカマク

たためである。ILW 実験ではトリチウム吸蔵量が調べら

TRIAM-1M では５時間１６分の長時間運転の世界記録

れ、実際に問題ない程度まで吸蔵量が減少することが確

が 2003 年に達成された[1,2]が、突然のプラズマ停止の

認された[3]。一方、この結果は放電中に供給された燃料

主原因と考えられるのがプラズマ・壁相互作用（PWI）

水素が放電中もしくは放電直後に放出されたことを意

による粒子バランスの喪失である。高温プラズマのプラ

味しているため、系全体の主要な粒子バランス機構が静

ズマ対向壁では荷電交換反応によって生じた高速の中

的リテンションから動的リテンションに質的に変化し

性粒子や高速イオンが頻繁に衝突するため壁表面が大

たことを示している。JET の炭素壁放電では放電中に容

きく改質する。この改質が系全体の粒子バランスを大き

器内に入射された燃料粒子である水素同位体が壁に吸

く変化させる。この表面改質は壁材・入射粒子エネルギ

蔵され放電後長期間にわたり放出されていなかったが、

ー・壁温度・入射粒子種等で大きく異なるため、実験室

ILW では放電中に容器内に入射された粒子の 80%が放

で比較的簡単に作成可能な低温プラズマでは再現でき

電後の 700 秒間で放出されている[4]。このことは金属

ない現象も多く、この表面改質の系全体への効果を調べ

壁装置では普遍的な現象であり、金属壁装置での長時間

るために欧州共同体の大型トカマク装置 JET では国際

放電でのプラズマ停止の原因解明には動的リテンショ

熱核融合実験炉 ITER のプラズマ対向壁（タングステン

ン特性を評価し制御する必要性に迫られていることを

（W）＋ベリリウム（Be））を模擬した ITER-like wall

意味している。

（ILW）実験を精力的に実施している[3, 4]。ILW 実験

動的リテンションと静的リテンションを実験的に明

の主要な検証項目としてトリチウム吸蔵量の評価があ

確に区別する方法は今のところないが、動的リテンショ

る。ILW 以前に炭素壁で行われた実験の結果、炭素と水

ンは材料中に入射された水素同位体が拡散過程によっ

素同位体の親和性と炭素のポーラス構造、低エネルギー

て材料表面に運ばれて表面再結合過程を経て水素同位

の水素原子（イオン）による高いスパッタリング率等

体分子として放出される現象であり、静的リテンション
は材料中に存在する捕捉サイトに水素同位体が捕捉さ
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れる現象で、捕捉サイトのトラップエネルギーが壁温の
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熱エネルギーよりも十分に高い場合には捕捉サイトに

はプラズマ暴露試料に重水素分子イオンを入射して得

捕捉された水素同位体は捕捉状態から抜け出すことが

られた熱脱離スペクトル（TDS）である。データを Fig.1

できず、長時間材料中に蓄積されることとなる。一方、

に示す[7]。この TDS データは 2012 年の春夏実験期間

トラップエネルギーが熱エネルギー程度以下であれば、

後に赤道面に取り付けられた試料から回収されたモリ

水素同位体は容易に拡散過程を経て材料外に放出され

ブデン基板試料で入射エネルギーが 1keV、フルエンス

る。この場合には動的リテンションと実験的に区別する

２×1022 D（D は重水素）を照射した後に得られたもの

ことは困難であるが、再結合過程が律速する動的リテン

である。この試料は FIB(Focused Ion Beam)で切断され、

ションと同じと考えてほとんど問題ない。材料中の捕捉

トンネル型走査顕微鏡(TEM)で観測され、表面に厚み

サイト密度やスパタリング粒子等が堆積して表面再結

20-30nm 程度の再堆積層を持つことがわかっている

合過程を大きく変化させる高エネルギー粒子の衝突は、

（Fig.2: Top）。静岡大学の研究グループにより Glow

静的リテンション、動的リテンション共に大きな影響を

discharge optical emission spectrometry (GD-OES) 観測が

与える。このため実機での粒子バランスを考察するため

行われ（Fig.2）、再堆積層の成分は鉄、タングステン等

には、プラズマの状況だけではなくプラズマ対向壁で起

の金属に加えてどこからか飛来した炭素が含まれてい

こっていることを把握することが不可欠である。プラズ

ることがわかっている（Fig.2:Bottom）。この試料は多く

マ暴露試料の微視的な分析並びに基礎実験でのプラズ

の分析結果から考えて、長時間運転に成功した実験期間

マ暴露材料の表面改質の観測等様々な試みがなされて

の QUEST 壁で最も標準的と考えられるものである[6]。

いて、理解の深化に大きく貢献している。これらの観測

この結果を解析するにあたり、この試料に関するモデル

をグローバルな粒子バランスに適応し系全体を理解す

を立てることとした。モデルには、再堆積層への水素原

るためには、微視的観測から主要な要素を取り出した壁

子侵入、拡散、捕捉、熱脱捕捉、熱脱離が含まれている。

のモデル化が不可欠であると考えている。QUEST を題

もっとも重要な仮説は、水素の動的リテンションを決め

材として微視的な観測により“QUEST 壁モデル”を構

ているのは再堆積層であり再堆積層の吸蔵された水素

築し、実機実験を通じて粒子のグローバルな粒子バラン

は再堆積層内にとどまるということである。この仮説は、

スの予測を行う準備を行ってきたので報告する。

同様の観測をステンレス板に対して行った結果と、わず

QUEST では科学研究費補助金基盤研究 S“多階層複
雑・開放系における粒子循環の物理とマクロ制御”
（代表

か数 10nm の再堆積層が付着したことによる TDS の結

図

果の極端な違いに根拠がある。QUEST ではイオン温度

平成 24 年度～平成 28 年度）の支援の下で壁温

は 100eV 以下と考えられる。今回の再堆積層の分析結

制御による粒子バランス制御実験を行っている。これは

果を SRIM コードで計算した結果、100eV で水素の侵

実機そのものを使って動的リテンションを制御する試

入深さは数 nm 程度となる。

子秀樹

みであり、プラズマ制御と壁制御の両輪によりプラズマ
の定常運転を達成しようとする世界でも初めての計画

動的にしか扱えなかった壁を放電中に制御することが
可能となり、高温プラズマの長時間維持にとって重要な
マイルストーンとなるであろう。なお、本報告では範囲
を逸脱するため記述を割愛するが、プラズマからの粒子
束計測のためにプラズマ誘導透過（PDP）プローブの実
験的研究が QUEST でなされており[5]、アクチュエー
タとしての高温壁とセンサーとして PDP プローブの開
発が同時に進められていることを申し添える。

18

1.5x10
-2 -1

リング制御について試験する。可能であればこれまで受

D2 desorption (m s )

である。計画では、QUEST 壁モデルを用いたリサイク

1.0

0.5

0.0

2. QUEST プラズマ暴露試料の微視的観測
QUEST では PWI が研究の一つの柱と位置づけられ

Fig.1

300

350 400 450 500
Temperature (K)

550

TDS spectrum of D2+ ions of 1keV, 1x1022 implanted

ていたので実験開始当初から壁の変遷については詳細

on a plasma-exposed specimen during all the experimental

に調べられてきた。結果の詳細は、本号の別途報告[6]に

campaign (dotted lines), and a calculation curve with the

記載があるので参照されたい。本報告で注目している粒

proposed model (sloid line) with A type (peak at 410K) and B

子バランスにとって、最も重要な微視的観測からの知見

type (peak at 460K). [6]
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Top：Cross-setional photo of QUEST plasma exposed

Moribudenum specimen measured with TEM in 2012
autumn/winter campaign(provided by N.Yoshida). Dopositted

Fig.4

layer of 20-30nm is observed. Bottom:Components of the

in QUEST experiments. (Left: inner limiter, Cente: lower

Top：Various types of magnetic flux surface contour

deppositted layer measured with GD-OES. Fe Cr (stainless

single null, Right: inner null) Bottom:Historical progress

metal) and W (limiter and divertor) and C are detected. The

towards steady state opration of QUEST noted by their shot

reason of Carbon commingling is not clear.

number.(△: inner limite,■: single null divertor,● inner null)
このため壁に衝突した水素原子は最初再堆積層内に一
旦吸蔵され、その後拡散によって再堆積層内に広がって
いくが、再堆積層と母材の化学ポテンシャルの差によっ
て再堆積層内の水素同位体は母材にはほとんど侵入し
ない。このことは 150℃に加温した再堆積層付きの SUS
板の表面に重水素プラズマを照射し、照射面反対側から
透過してくる重水素束が計測限界（3.0×10¹⁴ atoms・
m⁻²・s⁻¹）以下であったことで確認している。本来は再
堆積層の化学ポテンシャルを測定できればより明確と
なるが計測は困難であり今後の課題である。
以上の仮定に基づいてモデルを式（１）のように定式
化した[5]。ここで、Cw, CTA, CTB, はそれぞれ溶解してい

Fig.3 Deposition depth profile calculated with SRIM code in

る水素同位体濃度分布、A、B 種の捕獲サイトに捕獲さ

QUEST exposed deposition layer. ( ■ :500eV, ● :1keV,

れている水素同位体濃度分布である。また、CTA0, CTB0 は

+

+

▲:2keV) D2 ions of 1keV corresponds to 500 eV D ion.

捕獲サイトに捕獲される水素同位体の上限値を示して
おり、このモデルでは空間で一様としている。
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壁への水素原子束が H線強度にほぼ比例していること
となり、H線強度制御は壁への水素原子束一定制御と
見なすことができる。放電時間が数分になると H線強
度を一定に保つために必要な水素供給量が徐々に減り、
10 分を過ぎるとやがてほとんど供給の必要がなくなる。
これは TRIAM-1M の長時間放電でも確認されたリサイ
クリング率 1 の状態でのプラズマ生成に至ったことを
意味している。15 分間の放電維持を狙った放電では、13
分 30 秒で放電停止に至った。ここで初めて QUEST で
粒子バランスの喪失による放電停止に至ったこととな
(1)
Df (T) と k(T)は再堆積層の拡散係数と再結合係数の温度
依存性、kA, kB, TA, TB, A, と B は A 種、B 種のプラズ
マ誘導放出率、熱放出率、捕獲率である。膜厚が薄いた
め一般的な金属や炭素の拡散係数を用いても結果はほ
とんど変化しないため、再堆積層の拡散係数を決定する
ことは困難ではあることがわかっている。この計算では
タングステンの拡散係数[7]を用いている。このモデルを
イオン照射実験に適応する。照射時間は 10 時間、照射
率 G0=5.7×1016 D/m2/s 、侵入深さは SRIM コードの計算
（Fig. 3）によりピーク深さ xD=10 nm, 半値幅 xW=5 nm

る。この放電での壁吸蔵粒子数の時間変化は QUEST 壁
モデルとよく合うことが確認されている。
放電中の壁の状況を確認するためには壁でのリサイ
クリング率を評価することが重要であり、外部から与え
る供給粒子を一定に制御して行う長時間運転も実施し
た。以下に粒子バランスの観点から供給粒子を一定に制
御して行う長時間運転時における粒子バランスの表式
についての検討を示す。
粒子バランスを真空容器への水素入射束、inと排気
された水素束、outと壁単位面積当たりの吸蔵水素束W
で記述すると

のガウス形状とした。１０時間の照射後の Cw, CTA, CTB を

S W   in   out   in (1  Rg )

計算し、その後１時間半は室温での保管期間とし、その

となる。ここで S は粒子吸蔵に関与する壁面積である。

後 1 K/秒での TDS を計算にて実施した。TDS 結果と計

また。Rg を Global Recycling rate と定義する。一方、

k(T) kA, kB, TA, TB, A, B

壁単位面積当たりの吸蔵水素原子束は壁への入射水素

算結果が合うように

CTA0,

CTB0,

を決定した。この決定された係数を含む式（１）を
“QUEST 壁モデル”とした。この QUEST モデルは京
都大学で核反応分析（NRA）を用いた検証も行われてい

(2)

原子束、Win と脱離水素原子束、Wout により

S W  0.5 1  r  S Win  S Wout   0.5S Win 1  r 1  Rrec  (3)

る[8]。結果については別途報告がなされる予定である。
と書ける。ここで r は壁での反射率で Rrec は壁のリサイ

3. QUEST 実機実験での粒子バランス
QUEST 装置は 2008 年の本格実験開始から７年目に
入っている。その間定常運転を目指した多くの試みがな
され、その結果として Fig. 4 にあるように様々な磁場配
位での長時間放電に成功している[9]。この図にある放電

クリング率である。ここで壁のリサイクリング率は、

Rrec 

Wout
1  r  Win

で定義している。壁への入射粒子束は、プラズマ粒子数、
NP に対する式

丁寧に見極め、必要なところに冷却能力の優れたプラズ

N P N n N p


t
 ion  P

マ対向材を設置する。）によるものである。放電時間が１

で、プラズマ粒子数が時間的に変化しない定常状態を考

０分を過ぎたあたりから状況の質的変化が起こり始め

えると

時間の伸長は主に熱バランスの制御（局所的な熱負荷を

た。QUEST では長時間運転の際に、単位時間当たりイ
オン化量を制御するため、H線（バルマー系列の n=3
から２への遷移時の発光線）を一定に保つように制御す
る。これは定常状態では壁への水素イオン粒子束と一致
する。また、QUEST の温度、密度領域では荷電交換反
応による高速中性粒子の粒子負荷もほぼ H線強度に比
例していることがわかっている[10]ため、全体としての

NP

P



Nn

 ion

となる。ここで Nn は中性水素原子数、プラズマ閉じ込め
時間、P、イオン化時間、ion である。これがイオンの壁
への入射水素原子束で荷電交換による入射水素原子束
を加えると、全壁表面の向かう水素原子束は、
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S Win 
1





1

NP

P




Nn

 cx



Nn

 ion



Nn

 cx



Nn

1.0

(4)



1

0.8

 ion  cx

0.8

in (1  Rg )  0.5S 1  r  Win  Wout   (1  r )

0.5 N n



0.6
Rrec

である。さてここで（２）、（３）、（４）式により

1  Rrec 

を得る。この式から

N H2

 in

0.2
0.0

recycling rate、Rrec が対応していることを示している。
一般的に Global recycling rate は測定が容易であるが、
壁の recycling rate を測定することは困難なのでin 一
定の放電を行って Rrec の変化を観測することを行った。
結果を Fig.5 に示す。

#24693

Ip (kA)

Rg

NH2

0.5
0.0

50

100

150

200

250

300

Fig. 6 Time evolutions of Rrec (thick solid line) is derived from
Rg in the figure 5 and the equation (4) in the text. The solid,
dotted, and dashed-dotted lines correspond to the calculation
results based on the QUEST wall model of 100, 50, and 20 nm
at H flux = 2 x 1017 H /m2/s. The hatched area shows the region
of H flux from 1 to 3 x 1017 H/m2 in the case of 100 nm.[6]
評価した実験的に求めた Rrec であり、式（５）から分か
るように反射率分のオフセットが存在する。評価された
反射率 r は 0.25 程度で、これは SRIM の計算と同程
度 で あ る 。 放 電 開 始 か ら 200 秒 ま で の 実 験 結 果 は
QUEST 壁モデルで計算した再堆積層膜厚 100nm の結
果と良い一致を示した。計算で用いた粒子束の精度によ

2
1
100

200
Time (sec)

300

0

H(a.u.)

0
1.0 (b)
0.5
0.0
(c)
20
10
0

1.0
RRetain

(a)

0

Time (sec)

Nn、inが一定なら、Global recycling rate、Rg と壁の

20

0.4

(5)

1  Rrec 

を得る。ここで NH2 は水素分子数で、この結果は、や

5x10

0.6
0.4

Rrec(#24693)

と表記される。ここでCX はプラズマ密度や温度の関数

1  Rg  (1  r )

1.0

Fig.5 Time evolutions of (a) the number of injected (solid),

evacuated H2 (dashed), and ratio of retained H to injected H in
the vessel, RRetain (dotted), (b) global recycling ratio, Rg (solid)
and indicator of unity (dotted), (c) Ip (dotted) and H (solid)
are plotted.[6]
放電開始から 100 秒間を除いて放電後半では壁にほぼ
80％分の供給水素が吸蔵されていることを示しており、

る影響を調べるため、異なる３種類の粒子束での計算結
果の幅をハッチした領域で示しておく。実験的に確認さ
れた粒子束の範囲では結果に大きな差は生じないこと
がわかる。本計算で得られた QUEST の再堆積層膜厚は
100nm となったが、実際の QUEST の膜厚分布測定は
色測定を用いて実施中である。初期的な結果として数
nm から 100nm 程度であり、本計算よりは少し薄い。
現在のモデルでは真空容器壁は一様な再堆積層に覆わ
れて同じ粒子束を受けていると仮定している。この仮定
の精度や複数の物理定数を持つ壁の効果を取り入れる
等の精度の向上が今後の課題である。
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直線翼垂直軸型風車への風レンズの適用
渡邉 康一*1 大屋 裕二*2 烏谷 隆*2
(2015年8月31日受理)

Application of a Wind Acceleration Device to Vertical Axis Wind Turbines
Koichi WATANABE, Yuji OHYA, Takashi KARASUDANI
E-mail of corresponding author: koichi-watanabe@riam.kyushu-u.ac.jp
Abstract
We applied a wind acceleration device (wind-lens) to Vertical Axis Wind Turbines (VAWT), and examined
power augmentation effects by wind tunnel experiments. We have investigated the optimum parameters of the
wind-lens configuration. A wind-lens consists of a diffuser and brim. The increase in diffuser semi-open angle
makes it possible to generate higher power output over a wide range of tip speed ratios. There is an optimum
semi-open angle of diffuser. The inlet enhances power augmentation over a wide range of tip speed ratios. The
best location of a wind-lens in the streamwise direction is in the center of VAWT. The curved surface type
diffuser is more effective for power augmentation than flat panel type diffusers. The wind-lens demonstrates
power augmentation with a curved surface diffuser by a factor of about 2.1 compared with a bare wind turbine.
Keywords: vertical axis wind turbine, wind acceleration device, wind tunnel experiment

1.

緒 言

風力による発電量は風速の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．大屋らはこの性質を利用し，風車の周りに風を

集めて加速するつば付きベンチュリ形状の集風加速装置
（風レンズと呼ぶ）を設置することで，風車の発電量を飛躍
的に向上させた 1),2) ．風レンズはこれまで水平軸型風車に
適用されてきたが，垂直軸型風車に適用しても，同じ原理

により出力を増加させられるはずである．
本論文では，風レンズを垂直軸型風車に適用して風洞実

境界層風洞である．3.6m幅×2m高さ×15m長さの測定部

を有し，最大風速は30m/sである．実験の際，風車及び風
レンズによるブロッケージの影響を防ぐため，主流方向長さ
6mにわたり天井，及び両側壁を解放し，セミオープンの測
定部とした．実験に用いた風車は，ブレード，支持アームと

もに木製で，ブレード長さ l，回転直径Dwt は0.7mである
（Fig.1）．写真に示す通り風車は直線翼であり，翼のコード
長は主にc=0.15m，一部の実験ではc=0.1mのものを用いた．
翼型は主にNACAの対象翼を用い，一部の実験では円弧

翼を用いた．Fig.1のように座標系を定義したとき，風車は
中心が床面からの高さz=0.7mとなるように設置した．

験を行い，風車単体の2倍以上の出力増加を得たので，そ
の結果を示す．実験では，風レンズの形状，及び風車との

Dwt

主流方向の相対位置を変化させ，効果的に出力を増加さ

せる風レンズの形状を探った．また，風車の翼枚数，翼型，
及び翼コード長を変化させ，風車の形状が変化した場合に

l

も同様に出力増加効果が得られることを確認した．加えて，
実験のレイノルズ数を変化させ，風レンズ適用風車の出力

のレイノルズ数依存性について調べた．

z
y

2.

x

風 洞 実 験 法

実験に用いた風洞は九州大学応用力学研究所の大型
＊1 九州大学工学府航空宇宙工学専攻博士課程

＊2 九州大学応用力学研究所

Fig.1 Vertical axis wind turbine used in the wind tunnel
experiment

＊2 九州大学応用力学研究所
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実験では，風車に非接触トルク計（定格0.5N・m）を接続し，
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を算出して出力性能曲線を求めた．

3.

平面型風レンズの適用

3.1

風レンズの形状

風車の周りにFig.2に示すような，鉛直方向に同一の断面

をもち，ディフューザ部が平面形状の風レンズ（平面型風レ
ンズと呼ぶ）を設置し，ディフューザ長さL，つばの幅 h ，及
びディフューザ開き角φを変化させて，出力性能の変化を

Fig.3 Power coefficients Cp of various wind-lens turbines vs.
tip-speed ratio λ. (The diffuser length L=1.14D)

調べた．風レンズはアルミパイプで補強したウッドラック板を
用いて製作した．スロート部の幅D＝0.8m，高さW＝1.79D

とし，鉛直方向に風車単体を十分に覆う形状とした．
本章の実験では，風車は2枚翼，コード長c=0.15m，翼型
はNACA0018，前縁よりコード長40%の位置でアーム支持
する形状の風車を用いた．

(Sample)

y

φ
o

D

x

W

rotation

Flow

開きの割合が大きな風レンズを適用した風車の方が出力が

L
L
（looking down）

h

高い．この結果はすなわち，ディフューザ長さが一定で，主

Flow

Fig.2 Configuration of wind-lens
（Sample : L=1.14D，φ=10°，h=0.5D）

3.2

Fig.4 Power coefficients Cp of various wind-lens turbines vs.
tip-speed ratio λ. (The brim width h=0.5D)

ディフューザ開き角φとつばの幅hの効果

流 方 向 に 同 じ 大 きさ の 風 レン ズ を 適 用 す る場 合 ， デ ィ
フューザ開きが大きいものを選んだ方が，より広い周速比
範囲にて高い出力が得られることを示す．

3.3

ディフューザ長さLの効果

Fig.3にφとhを変化させた場合の出力性能曲線を示す．

前項にて，ディフューザ開き角φが出力に与える効果に

ディフューザ長さはL=1.14D，風レンズのスロート位置は風

ついて述べたが，ディフューザ長さLを短くすれば，主流方

車中心(x=0)とした．グラフの横軸は周速比λ，縦軸は出力

向の投影面積を大きくすることなく，φを大きくすることがで

係数Cp(=P/(0.5ρU03A，風車ローターの回転面積 A=l Dwt)

きる．そこで，Lを前項の半分の長さのL=0.57Dとして実験を

である．実験はφ=10°，15°，20°，h=0.25D，0.5Dで

行った．h=0.5D，φ=10°，20°，30°での結果をFig.4に

行った．測定の結果，出力はφやhが大きいほど増加し，

示す．主流方向に同じ投影面積を持つL=1.14Dの風レンズ

φ=20°，h=0.5Dのとき，風車単体の2.6倍の出力増加が

の出力曲線と比較する *2と，最大出力は増加し，高い出力

得られた．また，特にh=0.25Dの場合の出力曲線にて顕著

が得られる周速比領域も拡大する傾向が見られた．ただし，

であるが，φが大きくなるにつれて，高い出力を発揮する

φ=30°になるとφの拡大による出力増加は頭打ちとなり，

周速比領域が拡大する傾向が見て取れる．このことから，

最適周速比付近を除く周速比領域では，φ=20°の場合

ディフューザ開き角φを大きくすることは最大出力を増加さ

せるのみならず，高い出力が得られる周速比範囲を拡大す

＊1 h=0.25D，φ=15°とh=0.5D，φ=5°を比較した場合，及び

る効果があるといえる．ちなみに，風レンズ構造体の主流

h=0.25D,φ=20°とh=0.5D,φ=10°を比較した場合がほぼ

方向の投影面積が等しい組み合わせ＊1で出力曲線を比較
すると，λ>2では出力曲線はほぼ一致するが，λ≤2では，
同じ投影面積でも，つばの幅の割合が小さく，ディフューザ

等しい．
＊ 2 L=0.57D の φ=10° ， 20° ， 30° は ， L=1.14D の φ=5° ，

10°，15°と主流方向の投影面積がそれぞれほぼ等しい．

←入力はここま
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よりも出力が低下した．この結果から，つばの幅が一定で，
主流方向に同じ大きさの風レンズを適用する場合，ディ
フューザ長さが短く，開き角が大きなものを選んだ方が，よ
り広い周速比範囲にて高い出力が得られ，最大出力も増

加する，ただし開き角φには最適な上限値がある，と言える．

3.4

インレットの効果

ベンチュリ形状の風レンズから，インレット部を脱着して出
力性能実験を行い，インレットの効果を調べた．用いた風レ

ンズは，φ=20°，L=0.57D，h=0.5Dである．Fig.5に出力曲
線を示す．最大出力に大きな差は見られないが，インレット
がない場合，高い出力が発揮できる周速比域が狭くなった．

Fig.6 Power coefficients Cp of various wind-lens turbines vs.
tip-speed ratio λ.
(The diffuser length L=1.14D, the brim width h=0.5D,
the semi-open angle of diffuser φ=15°)

この傾向は，h=0.25Dの場合も同様であった．このことから，

インレットは高い出力を発揮する周速比範囲を拡大する役
割を果たしている，と言える．

Fig.7 Maximum power coefficients Cpmax of various windlens turbines vs. semi-open angle of diffuserφ.
ない場合の出力曲線の形状とよく似ており，風車に対し風

Fig.5 Effect of the inlet to power coefficient Cp.

レンズを下流側に設置したことで，インレットの効果が得ら
れていないことが原因の一つとして考えられる．

3.5

風レンズと風車の相対位置

Fig.7に種々の形状の風レンズを適用し，φを変化させた

つば付きベンチュリ形状の構造体である風レンズは，ス

ときの最大出力Cpmaxの変化をまとめた．スロート部が風車

ロート部で最も風を増速させる 3)．よって，水平軸型風車に

中心と風車後面にある場合は，φが大きくなるにつれて出

適用する場合は，スロート部に風車回転面を設置すること

力が増加したのに対し，スロート部が風車前面に位置する

で大きな効果が得られる．しかし，垂直軸型風車は風車回

場合は，φが大きくなるにつれ，出力が低下する結果と

転面が主流方向に幅をもつため，増速部であるスロートを

なった．φを大きくするにつれて風レンズの集風効果が高

風車のどこに位置させるのが出力増加に効果的であるかを

まることは他の相対位置の結果から明らかであるが，それ

調べる必要がある．そこで，風車に対する風レンズの相対

にもかかわらず出力が低下するのは，スロートが風車前面

位置を，主流方向に変化させて出力性能の変化を調べた．

にある場合，φを大きくすると風車とディフューザの間の隙

風レンズのスロート部を風車前面(x=-Dwt/2=-0.35m)，中心

間が大きくなり，風が風車の脇の拡大した隙間に逃げること

(x=0m)，及び後面(x=0.35m)に位置させた場合のそれぞれ

が原因であると考えられる．以上の結果より，垂直軸型風

の結果をFig.6に示す．用いた風レンズはL=1.14D，h=0.5D，

車に風レンズを適用する場合，スロート部が風車中心に位

φ=15°である．スロート部が風車中心に位置する場合に

置するように設置するのが最も効果的であることが分かった．

最も高い出力が得られた．スロート部が風車前面にある場
合は，広い周速比領域で出力を発揮するものの，最大出

力は最も低い．スロート部が風車後面にある場合は，風車

4.

曲面型風レンズの適用

前面の場合より最大出力が幾分改善されるものの，風車中

平面型の風レンズのディフューザ開きφを大きくしていく

心の場合には及ばず，最大出力を発揮する周速比領域は

と出力は増加するが，あるφ以上では出力増加は頭打ちと

非常に狭い．風車後面の場合の出力曲線は，インレットが

なり，高い出力を発揮する周速比領域も狭くなることをFig.4

←入力はここま
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で示した．これを防ぎながら，さらなる出力増加を目指すた

そのときの風車単体出力の変化と，風レンズを適用した際

め，ディフューザの開き角が連続的に拡大する曲面型の風

の効果を検証した．

レンズを適用し，出力性能実験にて出力の変化を調べた．
Fig.8 に 曲 面 型 風 レ ン ズ の 概 要 を 示 す ． φ=20° ，

L=0.57Dの平面型風レンズのつばの幅を半分とし，その分
ディフューザの開きを大きくしている．風レンズは木板で補
強したアクリル板を用いて製作した．スロート部の幅D＝
0.8m，鉛直方向長さW＝1.79Dである．なお，前章までは前

縁よりコード長40%の位置でアーム支持する風車を用いた
が，高橋らの実験で50%の位置で支持した方が高い出力
が得られる4)ことが分かったため，以降50%位置で支持する
風車を用いた．用いた翼型はNACA0018，c=0.15mである．

5.1

翼枚数を変化させた場合

Fig.10に翼枚数を2枚と3枚で変化させた場合の出力性能

曲線を示す．翼型はNACA0018，コード長はc=0.15mであ
る．風車単体では，翼枚数が少ない2枚翼風車の方が，高
周速比側で出力のピークをとり，3枚翼風車よりも高い出力
性能を示した．風レンズを適用すると，この風車単体の特

性を維持したまま，各々の場合に対して出力増加が得られ，
結果として風車単体に対し1.9～2.0倍の出力増加が得られ
た．

Curved surface type
diffuser

φ=20°

Flat panel type
diffuser
h=0.4[m]

Fig.8 Configuration of wind-lens with curved surface type
diffuser.
Fig.9に曲面型風レンズ適用風車の出力性能曲線を示す．

Fig.10 Comparison of power coefficients Cp of wind-lens
turbines between two blades and three blades.
(Wind-lens: L=1.14D, h=0.5D,φ=15°)

ディフューザ形状を曲面型にしたことで，全ての周速比領
域にて平面型風レンズよりも高い出力増加を得た．風車単

体に対しては2.1倍の出力増加を達成した．以上より，ディ
フューザを曲面型にすることは，広い周速比範囲にてより
高い出力を得るのに効果的であることが分かった．

5.2

翼厚を変化させた場合

Fig.11に翼の厚みを変化させた場合の出力性能曲線を
示 す ． 翼 型 は NACA0012 ， NACA0018 ， NACA0024 ，

NACA0030を使用した．翼枚数は2枚，コード長はc=0.15m
である．翼が厚くなるに伴い，最大出力をとる周速比は小さ
くなるが，出力が最大となるのはNACA0024の翼型を用い
た場合であった．この特性は風レンズを適用した場合も同

様であり，風レンズを適用した場合，風車単体に対して1.9
～2.2倍の出力増加が得られた．

Fig.9 Power coefficients Cp of wind-lens turbines vs. tipspeed ratio λ.
(Curved surface type diffuser, the brim width h=0.25D)

5. 風車形状を変化させた場合の出力変化
本章では，L=0.57D，h=0.5D，φ=20°の平面型風レンズ

を用い，風車の翼枚数，翼型，及びコード長を変化させ，

Fig.11 Power coefficients Cp of wind turbines with various
thickness airfoil vs. tip-speed ratio λ.
(Wind-lens: L=1.14D, h=0.5D,φ=15°)

←入力はここま
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翼のコード長を変化させた場合

Fig.12に翼のコード長を変化させた場合の出力性能曲線
を示す．翼型は NACA0024 ，翼枚数は2 枚，コード長は
c=0.10m，及び0.15mである．風車単体の場合，最大出力
に変化はなかったが，コード長を短くした場合，最大出力を

とる周速比は，高周速比側に移動した．この特性は風レン
ズを適用した場合も同様であり，結果として風レンズを適用
した場合，風車単体に対して2.0倍の出力増加が得られた．

実験はU0＝6，8，10m/sで行い，翼コード長c=0.15mを代表
長 さ と す る と ， レ イ ノ ル ズ 数 は そ れ ぞ れ Re≒6.0×104 ，
8.0×104 ，10.0×104 である．また，実験には対称翼である
NACA0018 の 他 に ， NACA0018 の 翼 中 央 線 に 曲 率

R(=Dwt/2)をもたせた円弧翼も用いた．風レンズは4章と同じ
曲面型タイプを用いた．
Fig.14，Fig.15にそれぞれの翼型に対する出力曲線を示
す．風車単体の最大出力については，対称翼の方が高い

出力が得られた．円弧翼については，最大出力は対称翼
に及ばないが，広い周速比領域にわたって出力を維持す
る特性があることが分かった．出力性能のレイノルズ依存性
も，翼型により差異がみられる．円弧翼の場合，レイノルズ

数が大きくなるにつれて出力は高くなるが，対称翼の場合
は，Re≒8.0×104以上で出力増加は頭打ちとなった．
風レンズを適用した場合も，翼型の違いによる出力特性
の差が風車単体と同様に現れつつ，最大出力は風車単体

の2.1～2.2倍に増加した．これに伴い，風車単体でみられ
たレイノルズ数依存性は，風レンズの適用による出力増加
に応じて拡大した．すなわち，風レンズ適用風車の出力は，
Fig.12 Comparison of power coefficients Cp of wind-lens
turbines with different chord length.
(Wind-lens: L=1.14D, h=0.5D,φ=15°)

風車単体よりもレイノルズ数に大きく依存するため，出力が

高く，かつレイノルズ数依存性の低い風車を選定すること
が安定して高い出力を得るためには重要である，と言える．

5.4 ソリディティが同じで翼枚数が異なる場合
Fig.13に，風車単体のソリディティσ(=2Nc/Dwt，Nは風車
のブレード枚数)を維持し,N及びcを変化させた場合の出力
曲線を示す.N=2の場合はc=0.15m,N=3の場合はc=0.10m
とした．ソリディティはσ≒0.86である．風車単体の場合，翼

枚数を増やすと出力は低周速比側で低下した．風レンズを
適用した場合も同様の傾向であり，風レンズの適用による
最大出力の増加は，2.0～2.1倍であった．

Fig.14 Comparison of power coefficients Cp of wind-lens
turbines with various Reynolds number.
( Airfoil
: NACA0018, symmetric
Wind-lens : Curved surface type diffuser)

Fig.13 Comparison of power coefficients Cp of wind-lens
turbines with same solidity, and different blade
number. (Wind-lens: L=1.14D, h=0.5D,φ=15°)

6.

出力性能のレイノルズ数依存性

最後に，出力性能実験において実験風速を変化させ，レ
イノルズ数が変化した場合の出力変化について調べた．

Fig.15 Comparison of power coefficients Cp of wind-lens
turbines with various Reynolds number.
( Airfoil
: NACA0018, arc-shaped
Wind-lens : Curved surface type diffuser)

←入力はここま
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結 論

水平軸型風車用に開発が進められてきた風レンズを直線
翼垂直軸型風車に適用して風洞にて出力性能実験を行い，

出力増加効果を調べた．
最初に，どのような形状の風レンズが効果的に出力増加
を達成するかをパラメトリックスタディにより調べた．その結
果，ディフューザ開き角やつばの幅を大きくするほど出力

は増加した．また，主流方向の風レンズの大きさ（投影面
積）が同じ場合，つばの幅やディフューザ長さを大きくする
よりも，ディフューザ開き角を大きくした方が，より広い周速
比領域にて高い出力が得られることが分かった．ただし，開

き角には出力増加に最適な上限値がある．インレットは，高
い出力を広い周速比領域にわたって発揮することに寄与
する．また，風レンズのスロート部は風車中心に位置させる
と最も効果的に出力増加が得られることが分かった．加え
て，ディフューザを曲面型にすると，平面型ディフューザよ

りも高い出力が得られる．曲面型ディフューザの風レンズを
適用した場合，風車単体の2.1倍の出力増加が得られた．
次に，翼枚数，翼型，翼コード長などの風車形状を変化
させて出力を測定したが，風車の形状が変化しても風レン

ズの効果は同様に得られることが分かった．
最後に，出力性能のレイノルズ数依存性について調査し
たが，風レンズを適用した場合，風車単体のレイノルズ数
依存性が出力増加に伴い拡大されるため，レイノルズ数依

存性の小さな風車を選定することが望ましいことが分かった．
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アダプティブアレイ法を用いた輻射計測
出射 浩*1、山本真之*2
(2015 年 8 月 31 日受理)

Radiation Measurements using Adaptive-array Technique
Hiroshi IDEI and Masayuki YAMAMOTO
E-mail of corresponding author: idei@triam.kyushu-u.ac.jp
Abstract
Electron Cyclotron Emission (ECE) is thermal blackbody radiation coming from electron Larmor motion. The
ECE spectrum measurement is one of most popular electron temperature diagnostics in nuclear fusion plasma
research. The 2- and 3- dimensional imaging ECE diagnostics systems were used for electron temperature
fluctuation measurements with high time resolution. These systems adopt external quasi-optical mirror components
with a receiver antenna to focus and to steer the viewing angle. A 2-dimensional imaging ECE diagnostics has been
developed on the basis with adaptive-array techniques using a phased-array antenna. Radio-frequency detection
systems with digitizers and software-defined radio devices are proposed to measure the ECE-phase as well as the
ECE-amplitude in the adaptive technique approach. The software-defined radio system can continuously measure
them with significant accuracy and time resolution. The radiation positions are reconstructed properly with the beam
forming adaptive-array technique.
Keywords: Electron Cyclotron Emission, software-defined radio, beam forming, adaptive-array technique

1.

緒 言
磁場閉じ込め方式核融合では、磁場で閉じ込められ

ための周波数スペクトル計測が、いくつかの手法で提案
されている。大 きなビーム（視 野 ）を多 素 子 で同 時 観 測
1), 2)

た高 温 ・高 密 度 の燃 焼 プラズマを生 成 ・維 持 し、核 融 合

する２次元、３次元画像計測が開発されている

炉 発 電 を起 こす。プラズマ中 の荷 電 粒 子 であるイオン、

場 分 布 （勾 配 ）を持 つ方 向 では、観 測 位 置 、空 間 分 解

電 子 の温 度 ・密 度 は、核 融 合 プラズマ研 究 で重 要 なパ

能 は、周 波 数 、その分 解 能 で決 まるが、等 磁 場 方 向 の

ラメータであり、これまでに幾 つかの計 測 手 法 が開 発 さ

観 測 位 置 、空 間 分 解 能 は、用 いられるオプティクス、検

れ、適 用 されてきた。電 子 温 度 分 布 の高 時 間 分 解 能 計

出 器 数 で決 まる。磁 場 分 布 を持 つ方 向 の多 点 同 時 計

測 の代 表 的 手 法 に、電 子 サイクロトロン輻 射 計 測 がある。

測 に向 け、ヘテロダイン検 波 の局 部 発 信 器 を、多 周 波

閉 じ込 め磁 場 の磁 力 線 の周 りを旋 回 運 動 するプラズマ

数を同時に発振できるコムライン素子の利用も提案され

中の電子から放射される電子サイクロトロン放射

ている 3) 。

。磁

（Electron Cyclotron Emission : ECE）は、熱黒体放射

ウィンドプロファイラーなどの大 気 観 測 では、位 相 配

であり、その強 度 は光 学 的 に厚 い放 射 の場 合 、電 子 温

列 アンテナを用 いたアダプティブアレイ解 析 が行 われて

度 に比 例 する。ECE 周 波 数 の電 子 サイクロトロン周 波

いる。受 信 波 の位 相 を整 合 することで、２次 元 方 向 で観

数 は、旋 回 中 心 の磁 場 強 度 に比 例 するため、ECE 周

測 位 置 を変 えることができ、その分 解 能 は主 にアレイ素

波 数 スペクトルは、閉 じ込 め磁 場 の強 度 空 間 分 布 を用

子数で決まるが、用いられるアダプティブアレイ手法にも

いて、電子温度分布として観測される。

因る。さらに、用いるプローブ波を多周波数化し、受信さ

ECE 周波数は磁場強度に比例するが、近年、閉じ込
め磁 場 が高 く、マイクロ波 周 波 数 帯 からミリ波 周 波 数 帯 、
さらにテラヘルツ波帯へと周波数が高くなってきている。

*1
*2

が用 いられている。近 年 、高 い時 間 ・空 間 分 解 能 を得 る

れる散 乱 波 の周 波 数 間 位 相 の整 合 を取 ることで、３次
元画像計測が可能となる 4) 。
応用力学研究所では、２次元 ECE 計測に向け、位
5), 6)

ECE 計 測 では、通 常 、その強 度 測 定 のみが必 要 とされ

相配列アンテナの開発を進めてきた

るため、測 定 周 波 数 をダウンコンバートし、低 い周 波 数

射 強 度 の周 波 数 スペクトルは、中 間 周 波 数 成 分 をフィ

（中 間 周 波 数 ）を検 波 する、一 般 的 なヘテロダイン検 波

ルターバンクで周波数分離し、ダイオード（自乗）検波す

九州大学応用力学研究所 高温プラズマ力学研究センター
情報通信研究機構 電磁波計測研究所
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ることで計測される。位相配列アンテナを用いて、アダプ
ティブアレイ解 析 するには、輻射波の電界強度に加え、
Image
Rejection
Mixer

位 相 も測 定 する必 要 がある。輻 射 波 をアダプティブアレ
。こ

こでは、アダプティブアレイ法 を用 いるために、連 続 スペ
クトル波で位相検出する手法として、デジタイザ・ソフトウ
ェア無線機を用いた方式を、さらに測定された受信波の
位 相 整 合 による観 測 位 置 の同 定 など、これまでに進 め
てきた、アダプティブアレイ手 法 の輻 射 計 測 への適 用 に
ついて述べる。

2.

計 測 シ ス テ ム

2.1

デジタイザを用いる方式

これまでの強 度 計 測 で用 いられてきた、周 波 数 分 離
した後に自乗検波する手法では、位相を検出することが
できない。最近の高速デジタイザ技術の目覚ましい進展
で、ミリ波 であっても、そのまま計 測 することも可 能 となっ
てきている。多チャンネル計測が必要とされるアダプティ
ブアレイ法では、必要とされるデジタイザのチャンネル数

得 られる低 周 波 数 の中 間 周 波 数 成 分 をデジタイザで計

Band Pass Filter
( ~ 70 MHz)

BPF

BPF
IF

Broadband
Noise Source
< 18 GHz

Image 9 Mixers for
Rejection 9 waveguide
elements
Mixer
Phased Array Antenna

Fig.1: Schematic of radiation measurement system
using a digitizer. A broadband noise source is
prepared as a radiation source instead of
plasmas.

Reference signal
Signal measured at an antenna

0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3

0

50

も多 くなり、高 い周 波 数 成 分 をそのまま高 速 デジタイザ
で計 測 することは難 しい。ここでは、ヘテロダイン検 波 で

10 ch Digitizer
4G samples / sec

IF

Local
Oscillator
< 18 GHz

Intermediate Frequency
( ~ 70 MHz) signal [a.u.]

イ法で観測する手法は、近年、開発が進んでいる

7)

Intermediate
Frequency
Amplifier
( < 200 MHz)

100

Time t [ns]

150

200

	
 

Fig.2: Intermediate frequency signals at a reference
point and at an antenna.

して広 帯 域 ノイズソースを用 いる。広 帯 域 ノイズソースは、
ECE 計測システムの校正に広く用いられている。図１に
デジタイザを用いた ECE 計測システムを示す。受信アン
テナには、９導波管アンテナ素子から成る位相配列アン
テナを用 いる。計 測 システム開 発 で、基 準 波 との比 、差
として、受 信 電 界 強 度 、位 相 を評 価 するため、広 帯 域 ノ
イズソースの輻 射 （入 射 ）波 をピックアップする。基 準 波
に対 する比 、差 を取 ることで、アンテナ素 子 間 の強 度 感
度 比 、初 期 位 相 差 を評 価 し、ポート間 校 正 をすることが
できる。ヘテロダイン検 波 の中 間 周 波 数 （ f

IF

）成 分 は

70 MHz 周りの帯域通過フィルターを介し、4G サンプル
/秒 のデジタイザ（オシロスコープ）で計 測 される。ヘテロ
ダイン検 出 ミキサーで観 測 される周 波 数 は、ヘテロダイ
ン検波の局部発信器周波数 （ f LO ）より、中間周波数
だけ高い（ f + = f LO + f IF ）成分、中間周波数だけ低い
（ f — = f LO - f IF ）成分となる。ここでは、f + 成分、 f —
成 分 は分 離 、除 去 できるイメージ除 去 ミキサーを用 いて
計測される。
図２にデジタイザで測定された 8GHz の基準輻射波、
アンテナで測定された輻射波の中間周波数信号を示す。
70 MHz 周 りで帯 域 通 過 フィルターの帯 域 幅 （ ３ dB
減衰帯域幅：Δf 3dB BPF = 5 MHz ）成分を含んだ信号が
受信される。Δf

3dB BPF

をもつ成分が観測されるため、複

Phase Difference in
Digitizer Method [radian]

測することとした。計測システムの開発では、輻射波源と
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

0

1

2

3

4

5

Phase Delay by
Phase Shifter [radian]

6

7

Fig.3: Phase delays analyzed in the digitizer method
for phase shifter delay measured with a
vector network analyzer. Standard deviations
of 5 times measurements are also plotted.
数 周 波 数 の干 渉 でビートが現 れ、ビートが振 幅 測 定 ば
かりか、位 相 測 定 にも影 響 を与 える。ビートの影 響 を受
けるものの、測定された信号を 70 MHz の正弦波として
フィッティングすることで、中間周波数成分、延いては輻
射 波 の強 度 （振 幅 ）、位 相 を求 めることができる。ビート
の影 響 を調 べるため、２つの中 間 周 波 数 信 号 の一 方 に
移 相 器 で位 相 遅 延 を与 えて２つの中 間 周 波 数 信 号 間
の位 相 差 を計 測 し、設 定 された位 相 遅 延 への応 答 から、
その影響を確認した。図３に、移相器で位相遅延を与え
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た際、70 MHz の正弦波として求められた基準輻射波と
400

れた信号を、70 MHz の正弦波として１周期分フィッティ
ングし、位 相 差 を求 めている。図 には、５回 の位 相 差 解
析 での標 準 偏 差 も併 せて示 されている。移 相 器 の位 相
遅 延 は、別 途 、ネットワークアナライザーで評 価 された。
移相器で加えられた位相遅延と観測位相差は、標準偏

I/Q singal [a.u]

の位相差を示す。ここでは、時間分解能を上げて測定さ

差の範囲でよく一致するが、検出位相の誤差は、アダプ

I signal
Q signal

0

5 M samples / sec

-200
-400

ティブアレイ法の適用で問題となる。

2.2

200

0

0.001

0.002

Time t [s]

0.003

0.004

	
 

ソフトウェア無線機を用いる方式

2.1 のデジタイザを用 いた方 式 では、中 間 周 波 数 成
分を 70 MHz の信号として、そのまま観測、可視化でき、
振 幅 、位 相 解 析 も直 感 的 に行 えるが、測 定 される複 数

Fig.5: I (cosine) and Q (sine) signals measured with
the USRP system at 70 MHz frequency
setting. The signals are streaming by rate of
5M samples per a second.

周波数成分によるビート干渉の問題がある。2.1 の実験
では、オシロスコープをデジタイザに用 いているが、オシ

た USRP システムを示す。多チャンネル観測のため、複

ロスコープにセグメントメモリを搭 載 することで、繰 り返 し

数台の USRP デバイスが必要である。位相配列アンテ

のトリガー信 号 を用 いて、繰 り返 し計 測 は可 能 となる。た

ナでの 9 素子信号に加え、基準波の信号を取得するた

だし、連 続 計 測 にはデータストリーミングシステムが必 要

めに、10 チャンネル分、５台の２チャンネル USRP デバイ

となる。中間周波数成分を計測するものの、数 G サンプ

スが準備された。位相測定には周波数ロックが重要なた

ル/秒 のデータ取 得 が必 要 であり、アダプティアレイ受 信

め、ルビジウム周波数（10MHz）標準器を用いて、USRP

で必 要 な多 チャンネルの連 続 計 測 （データストリーミン

デバイス、ヘテロダイン検波の局部発信器、共に周波数

グ）デジタイザシステムはかなり高 価 となる。ここでは、受

ロックする。５台の USRP デバイスの測定同期を取るため、

信、通信方式などをソフトウェアで変更できるソフトウェア

１ 秒 に １ 回 の パ ル ス を 発 生 す る 1 PPS ( Pulse Per

無線機を用いたデータストリーミングシステムを開発する

Second ) 信号器が準備された。２台の USRP は MIMO

こととした。ソフトウェア無 線 機 は、近 年 、活 発 に開 発 が

（Multiple-Input and Multiple-Output）接 続 され、周 波

進められており、その背景として、プログラム可能な集積

数標準信号、1PPS 信号を２台で共有する。USRP デバ

回路である FPGA（Field-Programmable Gate Array）技

イスで取得される I/Q 信号は、ギガビットイーサネットで

術 の進 展 がある。ここではソフトウェア無 線 機 として、

接続された PC へ 1M サンプル/秒程度で、データストリ

Ettus 社の USRP (Universal Software Radio Peripheral)

ーミングされる。同様な USRP システムが、プローブ波を

デバイスを用 いる。USRP システムでは、中 間 周 波 数 成

用 いた能 動 計 測 として、ウィンドプロファイラーでの散 乱

分 をそのままデータストリーミングせず、中 間 周 波 数 の

波 計 測 システム
5)

8)

、プラズマ密 度 観 測 での反 射 波 計 測

I/Q 成 分 （cosine/sine 成 分 ）を高 速 処 理 ・解 析 すること

システム

で用いられている。輻射波測定は、これらの

で、ストリーミングされるデータ量 を減 らすことできる。中

測定とは異なる受動計測で、受信対象が単一周波数で

間 周 波 数 の振 幅 、位 相 の時 間 変 化 は、ストリーミングさ

なく、連 続 スペクトル波 を対 象 とした計 測 である。図 ５に

れた I/Q 成分から求める。中間周波数成分を取得する

USRP システムで測定周波数を 70MHz に指定し, 5M

までのヘテロダイン検 波 システム部 は、この方 式 に於 い

サンプル/秒でデータストリーミングした 8GHz 輻射波の

ても 2.1 のデジタイザを用いた方式と同じで、デジタイザ

I/Q 信 号 の時 間 変 化 を示 す。連 続 スペクトル波 の計 測

部のみが USRP システムに変更される。図４に準備され

では、USRP の指定周波数周りに、ストリーミング時のナ
イキスト周 波 数 、もしくは帯 域 通 過 フィルター帯 域 幅 の

PC
Gigabit0board
Shared,,
Gigabit0HUB
Ethernet,
1pps0
1pps0
Connec2on,
Master RF1
RF2
Slave RF1
RF2

USRP
USRP
mimo
mimo
USRP

中間周波数成分もストリーミングされ、揺動成分として測

Gigabit0board
PCI0Express0bus
1pps0
USRP

定 される。揺 動 として測 定 される成 分 は、周 波 数 毎 に異

Rb0100MHz0
Std.0Clock

USRP

Fig. 4: Diagram of the developed USRP system. 	
 

なる振幅、位相をもつため、I/Q 信号をフーリエ解析し、
各 周 波 数 成 分 の時 間 変 化 を求 める必 要 がある。図 ６に、
128 サンプルの基準輻射波・受信輻射波 I/Q 信号を用

	
 

いた、クロスパワースペクトラム解 析 結 果 を示 す。ナイキ
スト周 波 数 （+/-2.5MHz）まで、連 続 波 スペクトルが得 ら
れ、位相差は周波数全域でほぼ一定である。図７に I/Q
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信 号 を 256 サンプル毎 に高 速 フーリエ変 換 して得 られ
る、DC 成分の振幅比、位相差の時間変化を示す。ここ

3.

ア ダ プ テ ィ ブ ア レ イ
解 析

では、位 相 差 は基 準 波 、受 信 波 毎 のフーリエ変 換 で得
られる各 々の複 素 周 波 数 スペクトラムを用 いて解 析 され

輻 射 波 計 測 においても、その振 幅 、位 相 をデジタイザ

ている。高時間分解能（Δt =51.2 µs）で観 測 するため、

方 式 、ソフトウェア無 線 機 を用 いて測 定 できることが明 ら

フーリエ解 析 で用 いるサンプル数 が少 なく、求 められた

かとなったため、測 定 された受 信 波 を位 相 整 合 させるこ

振 幅 比 、位 相 差 の時 間 変 化 に揺 らぎが見 られるが、フ

とで、観 測 位 置 の同 定 するアダプティブアレイ解 析 を試

ーリエ変 換 したすべての周 波 数 成 分 の振 幅 比 、位 相 差

みた。輻射源にはこれまでと同様にノイズソースを用い、

を平 均 することで、図 ７に示 されるように、時 間 的 にほぼ

ECE を模擬した。実験は、実際の輻射計測が行われる

一定の振幅比、位相差が得られた。USRP システムは、

九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 高 温 プラズマ力 学 研 究 セン

プローブ波 を用 いた散 乱 波 、反 射 波 計 測 といった能 動

ターの核融合プラズマ実験装置：QUEST 内にステージ

計測に加え、輻射波計測といった連続スペクトル波の受

を組 み、ノイズノースの位 置 を制 御 して行 われた。今 回

動 計 測 においても、高 時 間 分 解 能 にて連 続 計 測 するこ

は、デジタイザ方 式 で輻 射 波 の振 幅 、位 相 測 定 を行 っ

とが可能であることが示された。

たが、位 相 配 列 アンテナのポート間 校 正 には、別 途 、シ
ンセサイザーからの単 一 周 波 数 の放 射 波 を用 いて行 い、
図 ２、３で示 されたデジタイザ方 式 で起 こるビート干 渉 に
6
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よる測定誤差が、校正に影響を与えないようにした。ノイ
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108

ズソース位置は、アンテナから奥行き z 方向 0.380 m の
位置で、z 方向に直交する x, y 方向で変化させる。ここ
では、アダプティブアレイ解 析 は、ビームフォーミング法
を用いる。アダプティブアレイで得られる強度 I は、

9
I = ∑i=1 Ai exp(ϕ i − ϕ offset − kΔzi )

	
 

Fig.6: Spectra of cross power and phase difference in
cross power spectrum analysis based on fast
Fourier transform technique between two IF
signals. 	
 

	
 

2

	
  	
 	
 (1)	
 

2
Δzi = zNS
+ (xNS − xi )2 + (yNS − yi )2 − zNS 	
 	
 	
  	
  (2)	
 

で評価される。A i , ϕ i はアンテナ各ポート（i 素子）で測
定 され た 振 幅 比 、位 相 差 で 、 ϕ offset は ポ ー ト間 校 正 で
得 られたポート固 有 の位 相 オフセットである。各 ポートの

4
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ース位置座標は（x, y, z）=（x NS , y NS , 0.380 [m]）である。

Phase Difference [ radian ]

Amplitude Ratio [a.u.]

中心位置座標は（x, y, z）=（x i , y i , 0.000 [m]）で、ノイズソ
k は輻射波の波数を表し、k Δz i はノイズソースから各ポ
ートに伝搬する際の位相遅延を表す。各ポートで異なる
位 相 遅 延 の差 を差 し引 き（位 相 整 合 して）、受 信 される
輻 射 波 を重 ね合 わせれば、受 信 波 は強 くなる。最 も受
信波が強くなる輻射源位置を探せば、輻射源の観測位
置を同定できる。図８に 10 GHz ノイズノース輻射源の観
測 位 置 を探 査 した、アダプティブアレイ解 析 結 果 を示 す。

	
 

Fig.7: Time evolution of amplitude ratios and phase
differences of a DC component and averaging
with all frequency components in fast Fourier
transform analyses. The amplitude ratios and
phase differences are taken between two IF
signals. 	
 

輻射源位置を仮定して得られた強度 I 分布が、その輻
射源位置（x, y）の対する等高線図として描かれている。
図 には、実 際 のノイズノース位 置 （x NS , y NS ）、位 相 配 列
アンテナ位 置 が [＋]、[□] で示 されている。輻 射 源 の
観 測 位 置 を概 ね同 定 することができたが、等 高 線 図 ピ
ーク位 置 はノイズノース位 置 から若 干 、ずれている。図 ３
に示されている位相検出の誤差が影響していると考えら
れ、今後の改善が必要である。
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球状トカマク QUEST の IPN 配位における
遠方スクレイプオフ層の熱流束とプラズマ流
恩地 拓己*1
(2015 年 8 月 31 日受理)

Observation of heat flux and plasma flow in the far scrape-off layer of the IPN
configuration in QUEST
Takumi ONCHI
E-mail of corresponding author: onchi@triam.kyushu-u.ac.jp

Abstract
Heat flux and plasma flow in the far scrape off layer (far-SOL) are examined in the inboard poloidal null (IPN)
configuration on the spherical tokamak QUEST. High heat flux (> 1 MW/m2) and super-sonic flow (M > 1) in farSOL arise in current ramp-up phase. They are suppressed after closed flux surface is generated. In quasi-steady state
with plasma current Ip ≈ 20 kA, sawtooth-like oscillation of Ip with 20 Hz occurs spontaneously. Heat flux and subsonic
plasma flow in far-SOL are well correlated to the Ip-oscillation. Limit-cycle characteristic on the M-Ip diagram
indicates that there is a close relationship between core and far-SOL in the IPN configuration.
Keywords: Spherical Tokamak, Scrape off layer, Heat flux, Plasma flow

1.

磁気面からはみ出した高エネルギー電子が担っている．ま

緒 言

た超音速流はポロイダルとトロイダルの両方向に現れ，互い

球状トカマクの非誘導電流駆動法に電子サイクロトロン波

に相関し合っている．次に準定常状態では振動（20 Hz）に

（Electron Cyclotron Wave, ECW）を利用したものがある 1, 2）．

よってプラズマ電流波形が鋸歯状になるが，遠方 SOL の熱

トーラスの低磁場側領域における捕捉粒子の閉じ込めを利

流束とプラズマ流もこの振動に応答しながら時間変化する．

用したプラズマ電流立ち上げの場合，強い垂直磁場と高い

プラズマ電流減少フェーズでは高エネルギー電子に起因す

ミラー比を擁する開磁気面配位に対して高周波パワーを入

る熱の流れとバルク粒子の輸送が促進される．プラズマ流の

力する．この時バナナチップの高さが真空容器内に納まれ

変化は電流の急減少よりも早く起き，マッハ数とプラズマ電

ば，高エネルギー捕捉電子は配位中に閉じ込められる．捕

流の関係はリミットサイクル特性を持つ．この関係は遠方

捉粒子のトロイダルプリセッションによって初期電流が生み

SOL 流が IPN 配位における電流振動を支えるために重要

出され，のちに閉磁気面が形成される．このとき高エネルギ

な役割を果たしている事を示唆している．

ー捕捉粒子の寄与によって高いポロイダルベータ値 βp =
2μ0<p>／<Bp

>2

が達成され，ヌル点（強磁場側）やセパラトリ

ク ス が 自 発 的 に 形 成 さ れ る ． こ の 配 位 は IPN(Inboard
Poloidal field Null）配位と呼ばれ，球状トカマク装置 QUEST
で研究が進展している 3, 4)．

本報告書では，次章でハイブリッドプローブについて説明
する．次の第 3 章で実験結果を，電流立ち上げ時と準定常
状態に分けて紹介する．

2.

ハイブリッドプローブ

近年 QUEST の IPN 配位における遠方スクレイプオフ層

QUEST の遠方 SOL 領域では，低温のバルクプラズマと共

（遠方 SOL, Scrape off layer）の熱流束とプラズマ流を，（熱

存する高エネルギー電子が熱流を担うため，通常の静電プ

電対とラングミュアプローブの）ハイブリッドプローブを用い

ローブでは正味の熱流束を計測することが難しい．そこで熱

て計測した 5, 6)．プラズマ電流立ち上げ時には高い熱流束と

電対による温度測定を利用した熱流束計測法が役に立つ．

超音速プラズマ流が同時に存在する．この熱流束は最外殻

熱流束を求めるには，熱電対でプローブヘッド地点の温度

*1
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Fig.2 (a) Time evolutions of plasma current Ip and toroidal heat
flux qφ measured by hybrid probe. Probe ch2 (ch4) measures
electron (ion) drift side. The probe location is at R = 990 mm.
(b) Radial profiles of poloidal and toroidal heat flux.

プラズマ流
図 2(a)にプラズマ電流と熱流束 qφ の時間変化を示す．
ch2 と ch4 はトロイダル方向の電子ドリフト側とイオンドリフト
側になる．波形から明らかなように qφ_ch2 >> qφ_ch4 であり，電
Fig. 1 Cross-section of QUEST presenting location of the hybrid
probe in magnetic flux of IPN configuration. Plasma current
flows in the positive toroidal direction, φ. Poloidal magnetic field
is generated in the positive azimuthal direction, θ.

子ドリフト側に熱流束が集中している．この熱流束はプラズ
マ電流が立ち上がるにつれて抑制される．図 2(b)は熱流束
の径方向分布である．R  1020 mm 付近より内側で急勾配
が現れており，熱流の構造がこの辺りで大きく変化している

を測定し，その温度の時間変化を数式モデル（文献 5 を参

ことが示唆される．R = 990 mm では一時的だが qext  3

照）に代入する．本研究では 4 本のサイド熱電対プローブを

MW/m2 の高熱流束が観測された．この時のプラズマ加熱は

利用して四方向の熱流束分布を同時計測した．

ECH のみでイオン温度は低く，またこの付近のバルク電子

一方で熱電対はステンレス（SS316）シース（プラズマが作

温度は Te < 20 eV であることから，熱源は高エネルギー電子

るシースではなく，プローブの鞘）で囲まれており，そのシー

以外には考えられない．IPN 配位は高いミラー比を有するた

スにバイアス電圧を印加すればラングミュアプローブとして

め，低磁場側開磁気面における高エネルギー捕捉（バナナ）

利用することができる．ペアになる 2 つのプローブを使えば

粒子の閉じ込めが良く，プラズマ電流はその歳差運動によ

マッハプローブになる．QUEST の遠方 SOL は磁場強度が

って流れる．よって QUEST の遠方 SOL では高エネルギー

0.01 T 以下で電子密度が ne < 1016 m-3 であり，マッハプロー

捕捉電子が熱流束を担っていると考えられる．

ブのデータ解析に弱磁場モデルを使った

7）

．本研究では 4

一方，プラズマ流も電流立ち上がり時に特徴的である．図

本のサイドプローブで二方向のマッハ数を計測してプラズマ
流観測を行った．
図 1 のように QUEST の遠方 SOL にハイブリッドプローブ
を設置して計測を行った．モーター式の駆動機を備えてい
るためプローブヘッドの位置を変えた分布計測ができる．可
動領域は大半径方向 750 ≦ R ≦ 1250 mm（高さ方向-690 ≦
Z ≦ -310 mm）の範囲である．また圧縮空気による高速駆動
機能により，さらに 200 mm の挿入が可能である．また方位
角方向にも駆動機構があり，再現性の良いプラズマを生成
して計測すれば，熱流束とプラズマ流の詳細な方位角分布
を観測することができる．

3.

QUEST の遠方 SOL における熱流束と

プラズマ流
3.1 プラズマ電流立ち上がり時の高熱流束と超音速

Fig. 3 (a) Waveforms of Ip, heat flux qext in poloidal direction,
and Mach numbers M in the current start-up phase. Probe
location is at R = 990 mm. (b) Radial profiles of poloidal and
toroidal Mach numbers.
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Fig. 5 (a) Conditionally-averaged data, where the time window
duration is 50 ms. (b) M- Ip diagram. “S” and “E” represent “start”
and “end” of a cycle, respectively.

振動に応答してパラメータの変化が起きる．図 4 ではポ
ロイダル熱流束 qext の最大・最少のタイミングは Ip のそ
れらとほぼ同期している．一方イオン飽和電流 Is は電流
ピーク時に小さく，電流急減少直後にピークを持つ傾向
にある．バルクプラズマに起因する熱流束の式 qs = γTeIs
より，また Te ≈ 5 eV を仮定すると，qext と qs では振舞が
大きく異なることになる．Ip が小さい場合にポロイダル
磁場 Bθ も小さくなるが，通常トカマクの場合その時に
Fig.4 Plasma current, poloidal heat flux, ion saturation current,
and Mach numbers. Red dotted line and blue dashed-dotted line
present a peak and a local-minimum of Ip, respectively. The probe
location is at R = 1000 mm.

粒子・熱輸送が高まることで SOL 領域の熱流束も増加
する．しかし，QUEST の IPN 配位においては熱流束は
高エネルギー電子によるものが支配的であり，準定常状
態に置いても遠方 SOL の熱分布を決めている．よって

3(a)に R = 990 mm でのマッハ数の時間変化を示す．ポロイ

Bθ が高い（低い）ときに正味の熱流束 qtotal が高く（低く）

ダルマッハ数 Mθ > 2，トロイダルマッハ数 M > 1.5 が観測さ

なることが起こりうる．

れ，電流立ち上がり時に遠方 SOL 領域に超音速流が存在

また遠方 SOL におけるプラズマ流もプラズマ電流振

することがわかった．波形からポロイダル流とトロイダル流は

動に対して特徴的に振る舞う．図 4 に示すのはポロイダ

強く相関していることがわかる．同時計測したポロイダル熱

ル及びトロイダル方向のマッハ数の時間変化である．ポ

流束 qext とマッハ数の時間変化にも相関があり，高エネルギ

ロイダルマッハ数 Mθ は元々小さいためにその変化は波

ー電子の振舞と流れの関係が示唆される．図 3(b)はマッハ

形からは判断しにくいが，確かな応答が存在する（後述）．

数の径方向分布である．R = 1020 mm 付近から内側にマッ

一方トロイダルマッハ数 Mφ はその応答が時間変化から

ハ数の急勾配が存在することがわかる．プラズマ電流の立

分かりやすい．Mφ のピークは明確に図 4 の点線（電流

ち上がりと共に R = 1010 mm より内側でポロイダルマッハ数

ピーク時を表す）よりも先に現れ，電流ピーク時は Mφ

の符号の変化する．よって観測領域でフローシアが観測さ

は減少フェーズに入っている．このように Mφ の増減は

れたことになる．また電流立ち上がり後半ではマッハ数の絶

電流ピークと急減少よりも前の段階に起きていること

対値は小さくなる．この傾向は熱流束の抑制にも見られる．

が観測された．

高熱流束と超音速流の抑制は閉磁気面の形成と同じ時間
帯に起きている．

一回のプラズマ電流振動を一サンプルとして切り出
すことで，データから多数のサンプルを得ることができ
る．条件付き平均（Conditional average）処理をすれば，

プラズマ電流の鋸歯状振動と遠方 SOL の応答

振動に対するパラメータの応答パターンを平滑化して

プラズマ電流が立ち上がり，準定常状態に達すると鋸歯

見ることができる．図 5 に Ip，R = 990 mm で測定した

状振動が起きる．図 4 にプラズマ電流の波形を示す．Ip

Is，Mθ，Mφ を条件付き平均した波形を示す．Is は低 Ip フ

≈ 18.5 kA から約 3 kA 増加するが，約 45 ms 後に急減少

ェーズで増加し，Ip の増加と共に減少する．Is の時間変

が起きて 5 ms 程度で極小値を取る．この電流増減の繰

化パターンは，本研究の計測領域 990 ≦ R ≦1050 mm で

り返し周波数は f ~ 20 Hz で，電流値がおおよそ保たれ

は変わらない．Is の絶対値は内側（低 R）で高く，低 Ip

る限りこの現象も準定常的に続く．遠方 SOL でもこの

（低 Bp）時に径方向への粒子損失が促進されると考えら

3.2
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れる．また Mθ と Mφ も Ip 振動に対して明確な応答があ

Nakamura, A.Fujisawa, K. Matsuoka, M. Hasegawa, Y.

ることが分かる．図 5(b)のように M-Ip ダイアグラムを描

Nagashima, S. Okamura, S.Banerjee, S. Kawasaki, H.

くとより特徴が反映される．ダイアグラムは”S”から”E”

Nakashima, and A. Higashijima, Role of energetic

へと輪を描くリミットサイクル性を有する．この R 位置

electrons during current ramp-up and production of high

では，Mθ は一振動で平均値から約±25%，Mφ は±7.5％変

poloidal beta plasma in non-inductive current drive on

化している．Mφ で特に顕著だが，M の変化は Ip の変化

QUEST, Nucl. Fusion 54, 023010, 2014

よりも早い．例えば Mφ が”S”から始まって Ip が 21 kA 時

4)

K. Mishra, H. Zushi, H. Idei, M. Hasegawa, T. Onchi, S.

に Mφ が変化し始める．また電流が減少して Ip ≈ 18.5 kA

Tashima, S. Banerjee, H. Hanada, H. Togashi, T.

の時，Mφ が先に上昇し始め，その後に Ip の増加が見ら

Yamaguchi, A. Ejiri, Y. Takase, K. Nakamura, A.

れる．R < 1000 mm の領域では Ip よりも早くマッハ数に

Fujisawa, Y. Nagashima, A. Kuzmin, and QUEST team,

変化が生じる．即ちコアプラズマよりも早く変化する遠

Self organization of high βp plasma equilibrium with an

方 SOL プラズマ流が存在すると考えられる．プラズマ

inboard poloidal magnetic field null in QUEST, Nucl.

コアと遠方 SOL には密接な関連性があり，遠方 SOL に
おけるプラズマ流はプラズマ電流振動を支えるための

Fusion 55, 083009, 2015
5)

重要な役割を果たしていると考えられる．
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複雑地形における気象庁局地数値予報モデルデータ（LFM）
を用いた簡易風況推定法の試み
－串木野れいめい風力発電所を例として－
川島 泰史*

内田 孝紀**

(2015年8月31日受理)
Practical Use of Weather LFM Data
to Wind Power Field in the Complex Terrain
―In the case of the kushikinoreimei wind farm―
Yasushi KAWASHIMA and Takanori UCHIDA
E-mail of corresponding author: y-kawashima@wjec.co.jp
Abstract

In this report, we explain the outline of the weather GPV data such as GSM, MSM and LFM.
Next, the comparison between the actual measurement data (observed value) and the weather LFV
data is reported in the Complex Terrain .
Key words : Weather GPV data, GSM, MSM, LFM, Wind energy, Complex terrain

1．緒言

数値予報では，規則正しく並んだ格子点(Grid Point)で
大気層を細かく覆い，その格子点上の風速，気圧，気温な

我々の研究グループでは，各国の政府機関(日本の場合
は気象庁である)が提供する種々の気象GPV(Grid Point
Value)データを，風力発電分野へ適用するための基礎研究
を実施している1)．気象GPVデータはそのデータフォーマット
の複雑さやデータ転送の遅延問題などから，これまで一部
の研究者しか利用できない状況にあった．
その一方で，気象GPVデータは地球全体を網羅するもの
から，局所的な地域を密にカバーするものまで多岐にわたる．
よって，これらのデータを有効活用できれば，国内のみなら

どの物理量を世界中から送られてくる観測データに基づい
てコンピュータでシミュレーションする．これらの計算プログラ
ムは数値予報モデルと呼ばれる．数値予報モデルでは，大
気の流れ（風）や，降雨など種々の流動現象・波動現象・気
象現象が考慮されている．
数値予報モデルの計算結果が，数値予報GPV(気象GPV
データ)と呼ばれる．これらの気象GPVデータは，民間の気
象会社や報道機関に提供されている他，外国の気象機関
でも幅広く利用されている．

ず世界規模で風力発電の普及に大いに貢献できると考えら
れる．本報では，気象GPVデータの概要などを説明するとと
もに，特に山間部（標高400m～500m程度）で利用する際の
注意点とその改善方法について報告する．

2．気象GPVデータの概要
数値予報とは，物理学の種々の支配方程式に基づき，風
や気温などの時間変化をコンピュータで計算して将来の大
気の状態を予測する方法である2)．
気象庁JMA(Japan Meteorological Agency)は，昭和34年
（1959年）に我が国の官公庁として初めて科学計算用の大
型コンピュータシステムを導入し，数値予報業務を開始した．
その後，数値予報モデルの進歩とコンピュータの飛躍的な
性能向上に伴って，数値予報は予報業務の根幹を形成し
てきた．

図1 数値予報に用いる全球の計算格子図

*西日本技術開発㈱〔航空宇宙工学専攻社会人博士課程在籍〕，**九州大学応用力学研究所
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2.1 全球数値予報モデルGPV(GSM)

2.2 メソ数値予報モデルGPV(MSM)

全球数値予報モデルGSM(Global Spectral Model)は，全

メソ数値予報モデルMSM(Meso Scale Model)は，日本お

球スペクトルモデルとも呼ばれ，地球全体の大気を対象とし

よびその近海を対象とした気象庁の数値予報モデルのこと

た気象庁の数値予報モデルのことである．運用回数は1日4

である．

回(00，06，12，18UTC，UTCは協定世界時)である．

1998年3月に試験運用が開始され，2001年3月に本運

気象庁は，平成19年11月21日，全球数値予報モデル

用が開始された．当時の水平解像度は10km，1日4回，18時

GSMの空間解像度を大幅に向上した．地球全体の大気を

間先までの予報が実施された．2002年3月には4次元変分

予報するGSMの結果は，気象庁が発表する台風予報や天

法が導入され，2004年9月に非静力学モデルが導入された．

気予報などのための基礎資料に活用される．従来のGSMは

2006年3月にはスーパーコンピュータシステムが更新され，

地球全体の大気を水平60km格子，鉛直方向に40層に区切

これに伴いMSMも改善が施された．水平解像度が10kmから

っていた(図1を参照)．新しいGSMでは，地球大気を水平

5kmに高解像度化した．同時に，予報時間が18時間から15

20km格子，鉛直方向には60層に区切って計算を実施して

時間と短くなる一方で，予報回数が1日4回から1日8回(00,

いる．地球全体を水平20km格子で計算する気象庁のGSM

03, 06, 12, 15, 18, 21UTC)に倍増した．2007年5月16日より

は，天気予報などに用いられている全球数値予報モデルと

1日8回の予報のうち，4回の予報期間が33時間に延長され

しては，世界一緻密なモデルである．この変更に伴い，領域

た．2013年5月27日より予報期間が39時間に延長された．現

数値予報モデルRSM(Regional Spectral Model)は廃止され，

在のGPV(MSM)の概要を下記に再掲する．

GSM(全球域)のデータから日本域に対応したデータを作成
し，これをGSM(日本域)として新たに提供が開始された．現

– 水平格子解像度 約5ｋｍ

在のGPV(GSM)の概要を下記に再掲する．

– 鉛直50層
– 1日8回実行

– 水平格子解像度 約20km

• 00, 03, 06, 09, 12, 18, 21時（UTC）

– 鉛直60層

• 39時間予報

– 1日4回実行

• MSM-S(地上)の時間解像度は1時間
• MSM-P(気圧面)の時間解像度は3時間

• 00, 06, 18時（UTC）から84時間予報

– 用途

• 12時（UTC）から216時間予報

• 防災気象情報支援

• 時間時間解像度は1～12時間

• 降水短時間予報への利用

– 用途

• 航空予報支援

• 天気予報支援（今日，明日～週間予報）
• 台風予報支援（進路，強度）
• メソモデルの側面境界条件
GSM

RSM

MSM

注意
現在のGSMの地形は，
RSMと同程度に再現されている．
図2 数値予報モデルGSM，RSM，MSMにおける計算領域と地形解像度の比較，
地形データの計算には，米国地質調査所（USGS)のGTOPO30の約1km解像度（緯・経度30秒）のデータが利用されている．
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2.3 局地数値予報モデルGPV(LFM)
局 地 数 値予報モデルLFM(Local Forecast Model) は，
2012年6月のスーパーコンピュータシステムの更新に伴い，
同年8月から試験運用が開始され、2015年3月から本運用が
開始された高分解能モデルである．水平解像度は約2km，
鉛直60層，9時間予報が現在の仕様である．図3にはMSMと
LFMの地形解像度の比較を示す．現在のGPV(LFM)の仕
様を下記に再掲する．
– 水平格子解像度 約2km
– 鉛直60層
– 1日24回実行
• 毎正時，9時間予報
• 地上の時間解像度は30分
• 気圧面の時間解像度は1時間
• 2014年3月27日から日本全体を対象に運用開始

3．気象GPVデータ(LFM-S)の検証地点概要
九電工新エネルギー㈱の協力の下，串木野れいめい風
力発電所9号機(平成24年11月より運転を開始)を気象GPV
データ(LFM-S，地上高10m)の検証地点とした(表1，図4，図
5を参照)．
表1 串木野れいめい風力発電所の概要
1号機～10号機
風車メーカ、出力

日立製作所 HTW2.0-80
2,000kW

風車の高さ
（地面～ハブ中心）

60m

翼（ブレード）の直径

80m

図3 MSMとLFMの地形解像度の比較

弁財天山
（標高 519m）
10 号機

9 号機（検証地点）

現地写真（著者がW側から2013年8月9日撮影）

弁財天山
10号機
9号機

W

E

弁財天山（標高519m）

9号機 10号機

550
500
450
400
350
300
250
200

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

図4 串木野れいめい風力発電所9号機（含10号機）周辺地形（数値データ）、東西方向の地形断面と現地写真
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ブレード先端高さ 100m

2km

GPV2

GPV1

風車9号機

Φ８０ｍ
ハブ高さ 60m

2km

GPV3

GPV4

図5 風車の仕様

A

図7 風車位置と気象GPVデータの取得位置の関係
（風車9号機とGPV2の水平距離：0.18km）
には，気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の取得位置と
風車9号機の位置関係を示す．本研究では，LFM2の位置
で取得した気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)を用いて
風車9号機の実測データとの比較および検証を行った．

4．串木野れいめい風力発電所の風況(2014年度)
最初に，風車9号機に関して，図6の矢印Aで取得された
風向・風速のデータを整理したので，その結果を示す(表2

図6 風車ナセルに搭載された風向・風速計(図中のA)

～表4，図8～図10を参照)．実測データの取得期間は2014

本研究では，串木野れいめい風力発電所の風車9号機
を対象として，気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の検証
を行った．実測データ(野外観測データ)は，図6に示すよう
に，風車ナセル搭載の風向・風速の出力値を用いた．図7

GPV1

GPV2

年度の1年間(8,760h)であり，データの時間間隔は1時間で
ある．これらの結果を観察すると，串木野れいめい風力発電
所における風況は，卓越風向が明確に存在し，卓越風向
（NNW）の風速も約7.0m/sと高く、年間平均風速も約6.0m/s
あり，風力発電には適した地域であることが分かる．

5km
表2 2014年4月～2015年3月の風況特性，方位別の出現率，風車9号機，実測データ（地上高60m）
（単位：％）
年

月

静穏

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

計

1

0.0

20.2

13.3

1.9

1.6

3.6

5.9

3.1

3.4

1.7

1.7

0.4

0.1

2.4

3.4

7.7

29.6

100.0

2

0.0

20.2

17.9

3.7

2.7

3.1

1.5

6.7

1.8

1.2

1.3

0.7

1.6

2.8

5.2

8.2

21.3

100.0

5km
3

0.0

15.2

9.1

4.4

4.8

2.7

3.8

8.2

7.1

5.6

3.6

3.8

0.9

1.3

0.7

8.1

20.6

100.0

4

0.0

8.6

5.7

4.3

5.8

9.2

7.6

8.1

2.5

3.6

3.8

5.3

5.3

3.6

3.5

9.7

13.5

100.0

5

0.0

13.9

6.1

1.7

2.0

3.8

4.7

7.5

6.8

8.4

8.1

5.4

2.1

2.5

4.5

9.2

13.3

100.0

6

0.0

6.9

4.3

2.9

3.3

9.7

9.7

8.3

5.0

3.6

6.0

5.8

3.5

2.4

5.8

9.6

13.1

100.0

7

0.0

3.6

2.6

1.1

1.1

4.2

3.6

8.3

7.0

10.6

20.6

11.6

2.7

3.2

5.4

7.4

7.1

100.0

3.4

GPV4

2015

2014

8

0.0

3.9

1.9

GPV39

0.0

8.2

5.6

10

0.0

12.2

11

0.0

12

0.0
0.0

年間

注）

3.1

1.2

1.7

5.8

8.3

16.7

29.2

4.2

2.8

2.6

3.0

7.7

4.7

100.0

7.1

10.3

11.3

6.9

9.7

7.2

7.5

6.1

3.8

1.3

2.1

2.1

4.6

6.4

100.0

16.1

13.8

5.6

8.1

8.9

10.8

3.5

3.9

4.2

2.3

0.9

0.7

0.7

3.2

5.1

100.0

15.1

17.4

7.6

7.1

4.0

6.0

10.3

3.8

2.4

1.9

1.7

1.3

2.6

2.9

5.8

10.1

100.0

21.6

23.0

2.8

1.1

0.9

6.0

4.8

1.1

1.5

0.9

0.5

1.3

1.3

1.5

10.3

21.1

100.0

12.4

10.2

4.6

3.9

5.2

5.7

7.6

4.8

5.6

7.4

3.8

2.0

2.3

3.2

7.6

13.8

100.0

：月別卓越風向

約 3km
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2015年1月 出現率（％）
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2015年2月 出現率（％）
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2014年4月 出現率（％）
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図8 月別の出現率(％)，風車9号機，実測データ（地上高60m），2014年度
図中の赤枠は、卓越風向を示す．
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図8（続き） 月別の出現率(％)，風車9号機，実測データ（地上高60m），2014年度
図中の赤枠は、卓越風向を示す．
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表3 2014年度の風況特性，月別および年間の平均風速(m/s)，風車9号機，実測データ（地上高60m）
（単位：ｍ/ｓ）
2015年

2014年

地上高

60m

平均
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

6.9

6.2

5.8

5.2

5.1

4.6

5.4

6.1

4.4

6.0

5.4

7.1

5.7

10.0
9.0

平均風速(m/s)

8.0

7.1

6.9

7.0

6.2

6.0

6.1

5.8
5.2

6.0

5.1

5.0

5.7

5.4

5.4

4.6

4.0

4.4

3.0
2.0
1.0
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平均

図9 月別および年間の平均風速(m/s)，風車9号機，実測データ（地上高60m），2014年度
表4 2014年度の風況特性，年間の方位別の出現率(％)および平均風速(m/s)，風車9号機，実測データ（地上高60m）
地上高
60m

項

目

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

計

12.4

10.2

4.6

3.9

5.2

5.7

7.6

4.8

5.6

7.4

3.8

2.0

2.3

3.2

7.6

13.8

100.0

平均風速(m/s) 5.8

5.7

4.7

4.8

6.5

6.1

6.7

5.6

5.1

5.5

4.1

3.3

3.5

3.8

5.9

6.9

5.7

出現頻度(%)

出現率13.8%
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図10 年間の出現率(％)，風車9号機，実測データ（地上高60m），2014年度
図中の赤枠は、卓越風向を示す．
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①高度補正を施した気象GPV
LFM データ

②実測データ

=60m
標高 406m
風車 9 号機
(130.223194°, 31.779361°)

=406-235
=171m
180m

標高 235m

GPV2
LFM2

備考）気象 LFM データ（地上高 10m）

(130.225°, 31.78°)

図11 気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)に基づいた簡易風況推定法の概念図
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図12 実測データと気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の時系列データの比較，
図7に示すGPV2位置で取得したデータ，風車9号機，2014年度
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図12(続き) 実測データと気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の時系列データの比較，
図7に示すGPV2位置で取得したデータ，風車9号機，2014年度
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図12(続き) 実測データと気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の時系列データの比較，
図7に示すGPV2位置で取得したデータ，風車9号機，2014年度
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図12(続き) 実測データと気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の時系列データの比較，
図7に示すGPV2位置で取得したデータ，風車9号機，2014年度
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図13 実測データと気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)の月別および年間における平均風速(m/s)の比較，
図7に示すGPV2位置で取得したデータ，風車9号機，2014年度
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5．気象GPVデータを用いた簡易風況推定法

り）とも呼ばれる．
・

図11に本研究で検討した簡易風況推定法の概念図を示

平均誤差は予報の系統的な偏りを示す指数である．平
均誤差がゼロのとき，平均的に見て予報は正にも負に

す．図7に示 す ように，気象GPVデータ(LFM-S，地上高

も偏っていないことを示している．また，平均誤差が正

10m)を用いて任意地点(評価地点)のデータを抽出する際，

（負）になるときは，期間平均では予報値が実況値(実

評価地点の周辺には4点の気象GPVデータ(LFM-S，地上

測値)よりも高かった（低かった）ことを意味する．

高10m)が存在する．一般的には，これら4点の気象GPVデ

N

ータ(LFM-S，地上高10m)をすべて用いて空間補正や高度

ME 

補正を施し，評価地点のデータを作成する．しかしながら，

F  A 
i

i 1

i

N

この方法では内在する誤差や誤差要因を特定するのが極

（Fiは予報値，Aiは実況値，Nはデータ個数）

めて困難である．そこで本研究では，上述の空間補正は行
わず，評価地点の最寄り点に位置する気象GPVデータ1点
のみを用い，これに標高差に基づいた高度補正を施す方法

■

2乗平均平方根誤差（RMSE：Root Mean Square Error）

を試みる．ここで，高度補正には風速5m/s未満の値にべき

・

個々の予報の誤差を，2乗して期間内で平均し，平方
根を取ったものを2乗平均平方根誤差（RMSE）と呼ぶ．

指数（N=5）、風速5m/s以上の値にべき指数（N=7）を適用す
る．得られた結果を図12および図13に示す．

・

2乗平均平方根誤差は常に正の値を示し，予報誤差の

まず注目して頂きたいのは，本研究の場合，図11に示す

標準的な大きさを示す指数として利用される．値が小さ

ように実測データとGPV2の取得位置は，高度差で231m

くゼロに近いほど予報精度が高いことを意味し，個々の

〔171m（標高差）+60m（ハブ高さ）〕の離隔があるにも関わら

予報の誤差の60％～70％は，±（2乗平均平方根誤

ず，図12で示した実測データと気象GPVデータ(高さ補正

差）の間に収まる．
N

F  A 

無)の両者の波形(時間変化)には，高い相関性が見られると
いうことである．具体的には，気象GPVデータ(高さ補正無)

RMSE 

は，実測データに見られる日変化の挙動や，強風が発生す
る時間帯(ピーク位置)などを良好に再現している．これはメソ

唆している．但し，当然ながら実測データと気象GPVデータ
(高さ補正無)の両者の平均値には有意な差異が見られる．
また，各々の時刻で実測データと気象GPVデータ(高さ補正
無)の両者を比較すると，波形の形そのものにも有意な違い
が確認される．これは地形の凹凸などの局地的な状況の違
いによると考えられる．上記の結果を踏まえ，気象GPVデー
タ(高さ補正無)に対して，何らかの(物理的な根拠に基づい
た)補正を施し，年平均ベースの風速値を増加させることが
出来ないかというのが本研究の試みである．本研究では，風
速5m/s未満の値にべき指数（N=5）、風速5m/s以上の値に
べき指数（N=7）を適用して高度補正を行った．
表5および表6には，図12に示す風速の時系列データ(時
間解像度は1時間)から算出した統計的指標(下記を参照)を
示す．また、表7および表8には、風速5m/sビン毎の相対誤
差を示す．本研究で提案した簡易的な高度補正を施すの
みで，実測データと気象GPVデータの誤差は大幅に減少す
ることが示された．
■

平均誤差（ME：Mean Error）

・

個々の予報値(計算値)の誤差を，そのまま期間内で平
均したものを平均誤差（ME）と呼ぶ．またバイアス（偏

i 1

2

i

N

（Fiは予報値，Aiは実況値，Nはデータ個数）

スケール規模の気圧配置などが串木野れいめい風力発電
所の上空における気流場(風況場)を決定していることを示

i

上記と合わせて，MEとRMSEを実測値の平均風速で割り，
百分率で表現した相対MEと相対RMSEも評価指標として用
いる．
■

相対ME

1
N
相対ME  



N

  F  A 
i 1

i

i

 N  Fi
Ai  
   N  N  

  i 1
 F  A



 100 (%)

A

A

A

 100 (%)

 100 (%)

注意
相対MEの分子を絶対値で表現したものは，相対誤差
(Relative Error)と呼ばれる．

 F  A

相対誤差  

A

 100 (%)
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6．結言

相対RMSE

相対RMSE  RMSE

A

 100 (%)

本研究では，最初に気象庁が提供する数値予報モデル
(GSM, MSM, LFM)の概要を説明した．次に，九電工新エネ

表5 実測データと高度補正無の
気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)との比較
平均風速 (m/s)
5.7
(実測データ)
平均風速 (m/s)
2.9
(気象GPVデータ)
ME (m/s)
-2.8
RMSE (m/s)

3.4

相対ME (％)

-50.0

相対誤差 (％)

50.0

相対RMSE (％)

60.5

相関係数

0.804

ルギー㈱の協力の下，串木野れいめい風力発電所9号機
(平成24年11月より運転を開始)を対象にして，気象GPVデ
ータ(LFM-S，地上高10m)の精度検証を行った．
一般に，気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)を用いて
任意地点(評価地点)のデータを抽出する際，評価地点の周
辺には4点の気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)が存在
する．一般的には，これら4点の気象GPVデータ(LFM-S，地
上高10m)をすべて用いて空間補正や高度補正を施し，評
価地点のデータを作成する．しかしながら，この方法では内
在する誤差や誤差要因を特定するのが極めて困難である．
そこで本研究では，上述の空間補正は行わず，評価地点の
最寄り点に位置する気象GPVデータ1点のみを用い，これに

表6 実測データと高度補正有(N値=5及び7)の
気象GPVデータ(LFM-S，地上高10m)との比較
平均風速 (m/s)
5.7
(実測データ)
平均風速 (m/s)
5.8
(気象GPVデータ)
ME (m/s)
0.1

標高差に基づいた高度補正を施す方法を試みた．ここで，
高度補正には風速5m/s未満の値にべき指数（N=5）、風速
5m/s以上の値にべき指数（N=7）を適用した．その結果，本
研究で提案した簡易的な高度補正を施すのみで，実測デ
ータと気象GPVデータの誤差は大幅に減少することが示さ
れた．気象GPVデータは実測値に見られる日変化の挙動や，
強風が発生する時間帯(ピーク位置)などを良好に再現して

RMSE (m/s)

2.1

相対ME (％)

-1.1

今後は，メソ気象モデルおよび数値風況シミュレーション

相対誤差 (％)

1.1

(CFD)との併用や高度補正のさらなる検討を行う予定であ

相対RMSE (％)

37.0

相関係数

0.754

いることが示された．

る．

謝 辞
表7 実測データと高度補正無の
気象GPVデータ（LFM-S，地上高10m）との比較
平均風速
平均風速
相対誤差
（m/s）
風速階級
（m/s）
（％）
（実測ﾃﾞｰﾀ） （気象GPVﾃﾞｰﾀ）
全風速階級

5.7

2.8

49.9

5m/s未満

3.4

2.4

30.2

5m/s以上
10m/s未満

7.0

6.3

9.3

10m/s以上

12.4

10.6

14.1

本研究の一部は，(1)西日本技術開発(株)との共同研究，
局地数値予報モデルデータを用いた簡易風況推定法の試
みに関わる共同研究(2014.9～2015.3)の支援を受けました．
気象GPVデータの概要などは，気象庁のホームページな
どから引用させて頂きました(下記URLを参照)．
本研究で対象とした風力発電所の実測値データは，九電
工新エネルギー㈱から提供頂きました．
ここに記して関係者に感謝の意を表します．

表8 実測データと高度補正有（N値=5及び7）の
気象GPVデータ（LFM-S，地上高10m）との比較
平均風速
平均風速
相対誤差
（m/s）
風速階級
（m/s）
（％）
（実測ﾃﾞｰﾀ） （気象GPVﾃﾞｰﾀ）
全風速階級

5.7

5.8

1.1

5m/s未満

3.4

3.2

5.5

5m/s以上
10m/s未満

7.0

7.4

5.2

10m/s以上

12.4

11.2

9.4
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福岡市博多湾を対象にした
気象GPVデータによる洋上風況解析
内田 孝紀*
(2015年8月31日受理)
OFFSHORE WIND CHARACTERISTICS AT HAKATA BAY IN FUKUOKA-SHI
BY USING WEATHER GPV DATA
Takanori UCHIDA
E-mail of corresponding author: takanori@riam.kyushu-u.ac.jp
Abstract

In this report, we explain the outline of the weather GPV data such as MSM and LFM. Next, the
offshore wind characteristics at Hakata bay in Fukuoka-shi are reported through comparison
between the actual measurement data (observed value) and the weather GPV data.
Key words : Weather GPV data, MSM, LFM, Offshore wind characteristics, Hakata bay, Fukuoka-shi

1．緒言

数値予報では，規則正しく並んだ格子点(Grid Point)で
大気層を細かく覆い，その格子点上の風速，気圧，気温な

本研究では，各国の政府機関(日本の場合は気象庁)が
提供する種々の気象GPV(Grid Point Value)データを，風力
発電分野へ適用するための基礎研究を実施する．気象
GPVデータは，そのデータフォーマットの複雑さ，データ転
送の遅延問題などから，これまで一部の研究者しか利用で
きない状況にあった．
その一方で，気象GPVデータは地球全体を網羅するもの
から，局所的な地域を密にカバーするものまで多岐に存在
する．よって，これらの気象GPVデータを有効活用できれば，

どの物理量を世界中から送られてくる観測データに基づい
てコンピュータで数値シミュレーションする．これらの計算プ
ログラムは数値予報モデルと呼ばれる．数値予報モデルで
は，大気の流れ（風）や，降雨など種々の流動現象・波動現
象・気象現象が考慮されている．
数値予報モデルの計算結果が，数値予報GPV(気象GPV
データ)と呼ばれる．これらの気象GPVデータは，民間の気
象会社や報道機関に提供されているだけでなく，海外の気
象機関でも幅広く利用されている．

国内のみならず世界規模で風力発電の普及に大いに貢献
できると考えられる1-3)．
本報では，最新の気象GPVデータの概要などを説明する
とともに，野外風況データ(実測値)との比較を通して福岡市
の洋上(博多湾)の気流特性について報告する．特に冬場の
気流特性に注目した．

2．気象GPVデータの概要
数値予報とは，物理学の種々の支配方程式に基づき，風
や気温などの時間変化をコンピュータで計算して将来の大
気の状態を予測する方法である4)．
気象庁JMA(Japan Meteorological Agency)は，昭和34年
（1959年）に我が国の官公庁として初めて科学計算用の大
型コンピュータシステムを導入し，数値予報業務を開始した．
その後，数値予報モデルの進歩とコンピュータの飛躍的な
性能向上によって，数値予報は予報業務の根幹を形成して
きた．
図1 数値予報に用いる全球の計算格子図
*九州大学応用力学研究所
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2.1 メソ数値予報モデルGPV(MSM)
メソ数値予報モデルMSM(Meso Scale Model)は，日本お
よびその近海を対象とした気象庁の数値予報モデルのこと
である．図2には，本モデルの地形の空間解像度を示す．

1998年3月に試験運用を開始が開始され，2001年3月
に 本運用が開始された．当時の水平解像度は10km，1日4
回，18時間先までの予報が実施された．
2002年3月には4次元変分法が導入され，2004年9月に非
静力学モデルが導入された．
2006年3月にはスーパーコンピュータシステムが更新され，
これに伴いMSMも改善が施された．水平解像度が10kmから
5kmに高解像度化した．同時に，予報時間が18時間から15
時間と短くなる一方で，予報回数が1日4回から1日8回(00,
03, 06, 12, 15, 18, 21UTC)に倍増した．
2007年5月16日より1日8回の予報のうち，4回の予報期間
が33時間に延長された．
2013年5月27日から，予報時間が33時間(最長)から39時
間に延長された．現在の概要を下記に示す．
– 水平格子解像度 約5ｋｍ
– 1日8回(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18時（UTC）)の実行
– 39時間予報
– MSM-S(地上)の時間解像度は1時間
– MSM-P(気圧面)の時間解像度は3時間

2.2 局地数値予報モデルGPV(LFM)
局地数値予報モデルGPV(LFM, Local Forecast Model)
は，2014年3月27日から提供が開始された．水平解像度は

図2 メソ数値予報モデルMSMと局地数値予報モデルLFM

2km，9時間予報である．図2には，本モデルの地形の空間

の地形の再現精度の比較

解像度を示す．現在のGPV(LFM)の仕様を下記に再掲す

4．結果および考察

る．
– 水平格子解像度 約2km
– 1日24回実行

図5には，2014年12月における実測データ(青線)と気象
GPVデータ(赤線：MSM，黒線：LFM)との比較を示す．この

• 毎正時，9時間予報

図から，実測データと気象GPVデータ(赤線：MSM，黒線：

• 地上の時間解像度は30分

LFM)は日変化の風速の強弱を含めて非常に良い一致を示

• 気圧面の時間解像度は1時間

していることが分かる．図6には，図5に示した時系列データ
を用いた散布図と，その相関係数の比較を示す．MSMおよ

3．気象GPVデータ(MSM, LFM)の検証地点

びLFMの2種類の気象GPVデータともに，実測データとの相
関係数は非常に高い数値を得た．特に，気象GPVデータ

本研究では，冬場の2014年12月に記録された野外風況

(LFM)はMSMと比較して精度向上が認められた．

データ(実測値)との比較を通して福岡市の洋上(博多湾)の

図7～図10には，2種類の気象GPVデータ(MSM，LFM)の

気流特性について報告する4)．図3に示すように，本研究に

比較を示す．これらの比較を通じて，両者の気象GPVデー

おける洋上の評価地点は，博多湾の浮体式レンズ風車地

タはほぼ同様な傾向を示していることが確認された．また，

点である．なお，図中に示すように気象GPVデータの値

得られた解析結果から，冬場の2014年12月の卓越風向は

(MSM, LFM)は，博多湾浮体の最寄り位置のデータを用い

西北西(WSW)であり，その方位における月平均風速は約

た．図4には，博多湾浮体と風速計および風向計の写真を

10m/sであること，全方位平均においては約7～8m/sである

示す．本研究では1号機レンズ風車に取り付けられた風速

ことが示された．

および風向計のデータを使用した．
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500m

LFM
博多湾浮体 (洋上)

北

MSM

博多湾浮体 (洋上)

北

2011.12.7 撮影
図3 本研究で用いた実測データ(博多湾浮体)と気象GPVデータ(MSM，LFM)との位置関係
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1号機

博多湾浮体(洋上) 新型風車(レンズ風車)：
出力3kW，ハブ高さ7.79m，つばを含めた最大直径3.4m
2号機
1号機
風速計
6.75m

風向計
4.95m

1.8m

2013.8.7撮影
図4 博多湾浮体と1号機レンズ風車に取り付けられた風速計および風向計，
本研究では1号機レンズ風車のデータを使用した．

図5 実測値(青線)と気象GPVデータ(赤線：MSM，黒線：LFM)との比較，時間解像度1時間，2014年12月，地上高10m
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相関係数

(a)実測データと気象GPVデータ(MSM)
相関係数

相関係数

(b)実測データと気象GPVデータ(LFM)
図6 図5に示す時系列データの散布図と相関係数，時間解像度1時間，2014年12月，地上高10m
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MSM

MSM平均風速

LFM

LFM平均風速

図7 気象GPVデータ(赤線：MSM，青線：LFM)の比較：風向と風速の時系列データ

MSM

LFM

図8 気象GPVデータ(赤線：MSM，青線：LFM)の比較：風配図
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MSM
LFM

図9 気象GPVデータ(赤線：MSM，青線：LFM)の比較：度数分布図

相関係数

図10 気象GPVデータ(赤線：MSM，青線：LFM)の散布図と相関係数
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GPVデータの概要などは，気象庁のホームページなどから
引用させて頂きました(下記URLを参照)．ここに記して関係

本研究では，最初に気象庁が提供する数値予報モデル

者に感謝の意を表します．

(MSM, LFM)の概要を説明した．次に，冬場の2014年12月
に記録された野外風況データ(実測値)との比較を通して福
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市販CFDソフトウエアによる
急峻な3次元孤立峰を対象とした気流場解析(第2報)
内田 孝紀*，渡邊 文人**，見上 伸**
(2015年8月31日受理)
Analysis of the Airflow Field around a Steep, Three-dimensional Isolated Hill
with Commercially Available CFD Software (2nd report)
Takanori UCHIDA, Fumihito WATANABE and Shin MIKAMI
E-mail of corresponding author: takanori@riam.kyushu-u.ac.jp
Abstract

The present study compared the prediction accuracy of two CFD software packages for simulating
a flow around a three-dimensional, isolated hill with a steep slope: 1) WindSim (turbulence model:
RNG k-ε RANS), which is one of the leading commercially available CFD software packages in
the wind power industry and 2) RIAM-COMPACT® (turbulence model: the standard Smagorinsky
LES), which has been developed by the lead author of the present paper. Distinct differences in the
flow patterns were identified in the vicinity of the isolated hill (especially downstream of the
isolated hill) between the flows simulated by the two CFD software packages.
Key words : RNG k-ε RANS, Large-Eddy Simulation, Isolated-Hill

1．緒言

2．各ソフトウエアの概要と計算パラメータ

第一著者は，LES乱流モデルに基づいたRIAMCOMPACT® (リアムコンパクト)と称する数値風況診断
技術の開発を進めている 1) ．RIAM-COMPACT®は，
九州大学発ベンチャー企業の(株)リアムコンパクト
(http://www.riam-compact.com/)が，(株)産学連携機
構九州から独占的ライセンス使用許諾を受けている．
主に国内の風力業界(民間の風力事業者，自治体，
風車メーカーなど)に対して普及に努めている．
一方で，海外においても独自のCFDソフトウエアが
開発され，各国に流通している．代表的なものにノル
ウェイのWindSim AS社（https://www.windsim.com/)
が開発しているWindSim2) がある．WindSimは，RANS
乱流モデルを採用した風力資源アセスメントに特化し
たCFDソフトウエアである．2015年の春には，同社の
最新版となる「WindSim 7.0」がリリースされている．
本報では，前報1)に引き続き，急峻な傾斜角度を有
する3次元孤立峰を対象としてLES乱流モデルに基づ
いたRIAM-COMPACT®ソフトウエアと，RANS乱流モ
デルに基づいたWindSimソフトウエアの計算結果の比
較を実施した．

本研究では，LES乱流モデルに基づいたRIAMCOMPACT®ソフトウエアと，RANS乱流モデルに基づ
いたWindSimソフトウエアを用い，急峻な傾斜角度を
有する3次元孤立峰を対象にした高レイノルズ数流れ
の数値風況シミュレーションを行った(表1を参照)．図1
には，WindSimソフトウエアにおける計算格子図を示
す．図2には，WindSimソフトウエアにおける地形近傍
の計算格子の拡大図を示す．図3には，本研究で用
い た 流 入 プ ロ フ ァ イ ル を 示 す ． 図 4 に は ， RIAMCOMPACT®ソフトウエアにおける風速および長さの
代表スケールを示す．
実地形版RIAM-COMPACT®ソフトウエアでは，数
値不安定を回避し，複雑地形上の局所的な風の流れ
を高精度に予測するため，一般曲線座標系のコロケ
ート格子を用いている．数値計算法は(有限)差分法
(FDM；Finite-Difference Method)に基づき，乱流モデ
ルにはLES(Large-Eddy Simulation)を採用している．
計算アルゴリズムは部分段階法(F-S法)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
間項の離散化はナビエ・ストークス方程式の対流項を
除いて全て2次精度中心差分とし，対流項は3次精度

*

九州大学応用力学研究所

** (株)日立パワーソリューションズ
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CFDモデル
乱流モデル
大気成層(大気安定度)
コリオリ力
地表面の粗度
地表面の境界条件
孤立峰の形状関数z(r)
孤立峰の高さh
レイノルズ数Re(=Uinh/ν)
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RIAM-COMPACT®ソフトウエア
WindSimソフトウエア(v.5.1)
標準Smagorinsky LESモデル
RNG k-ε RANSモデル
中立大気
考慮していない
考慮していない(滑面)
粗度長：0.001
非滑り条件
壁関数
(風速3成分ともにゼロ)
0.5h×{1+cos(πr/a)} r=(x2+y2)1/2, a=2h
100 (m)
4

7

5×10 and 1×10
10 h/Uin (s) for Re=5×104

5×104 and 5×107

-3

時間刻み∆t

計算領域サイズ

10-7 h/Uin (s) for Re=1×107
13h (i) × 9h (j) × 8h (k)
for Re=5×104
19h (i) × 18h (j) × 8h (k)
for Re=1×107
325 (i) × 226 (j) × 37 (k) 点
(約270万点) for Re=5×104

計算格子数

主流方向(x)の格子サイズ(⊿x)
主流直交方向(y)の格子サイズ(⊿y)

鉛直方向(z)の格子サイズ(⊿z)

436 (i) × 325 (j) × 101 (k) 点
(約1,430万点) for Re=1×107
0.04h for Re=5×104
(0.035～0.5)×h for Re=1×107
(0.05～0.40)×h for Re=5×104
(0.000004～0.6)×h for Re=1×107

-

13h (i) × 9h (j) × 8h (k)

325 (i) × 226 (j) × 37 (k) 点
(約270万点)

0.04h
(0.05～0.40)×h

表1 各ソフトウエアにおける数値計算手法，計算パラメータなどの比較

図1 WindSimソフトウエアで用いた計算格子図，Re=(5×104 and 5×107)
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図2 WindSimソフトウエアで用いた計算格子の拡大図，Re=(5×104 and 5×107)

正規化

孤立峰高さ

図4 RIAM-COMPACT®における
風速および長さの代表スケール

図3 本研究で用いた流入プロファイル
風上差分とする．ここで，対流項を構成する4次精度
中心差分は，梶島による4点差分と4点補間に基づい
た補間法を用いる．3次精度風上差分の数値拡散項
の重みは，通常使用される河村-桑原スキームタイプ
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．数値計算手法の詳細
は文献1)を参照して頂きたい．
境界条件に関して，流入境界面には，WindSimソフ
トウエアの計算で用いた流入プロファイル(図3)と同様
なプロファイルを与えた．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．地面
は非滑り条件(粘着条件)を課した．特に，Re(=Uinh/
ν)=107の計算では，鉛直方向の格子点数は101点に
変更し，鉛直方向の最小格子幅は下記の式に従い，
⊿Zmin/h=4×10-7に設定した(表1を参照)．

z min / h 

0.1
Re

一方，WindSimソフトウエアでは，RNG k-ε RANS
モデルを採用している．数値計算法などの詳細は文
献2)を参照して頂きたい．
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3．各ソフトウエアの計算結果の比較
図5には，WindSimソフトウエア(RNG k-ε RANSモ
デル)の計算結果(アンサンブル平均した流れ場)を示
す．WindSimソフトウエアの結果(Re=5×104 and 5×
107)では，二種類のレイノルズ数ともに孤立峰の背後
に風速値がマイナスを示す逆流領域(渦領域)は形成
されず，ポテンシャル流のような流れパターンが得られ

Flow
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た．
図6には，実地形版RIAM-COMPACT®ソフトウエア
(標準Smagorinsky LESモデル)の計算結果(Re=5×104
and 1×107)を示す(瞬間場)．RIAM-COMPACT®で得
られた計算結果を観察すると，孤立峰の背後には，風
速値がマイナスを示す逆流領域(渦領域)が明確に存
在することが確認された．

(a) Re=5×104

(b) Re= 5×107
図5 スパン中央(y=0)における速度ベクトル図と主流方向(x)の風速(無次元量)の分布図，
WindSimソフトウエア，RNG k-ε RANSモデル
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Flow

(a) Re=5×104, Non-dimensional time=5.0

(b) Re= 1×107, Non-dimensional time=7.0
図6 スパン中央(y=0)における速度ベクトル図と主流方向(x)の風速(無次元量)の分布図，瞬間場
RIAM-COMPACT®，標準Smagorinsky LESモデル

4．結言
急峻な傾斜角度を有する3次元孤立峰を対象として，
風力業界において代表的な市販CFDソフトウエアで
あるWindSimソフトウエア(RNG k-ε RANSモデル)と，
第一著者が開発を進めているRIAM-COMPACT®(標
準Smagorinskyモデルに基づくLESモデル)に関して，
各ソフトウエアの孤立峰近傍における流れパターンの
比較を行った．その結果，孤立峰の周辺(特に地形背

後)では，流れパターンに明確な違いが確認された．
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大規模な崖状地形に建設された
大型ウインドファームを対象とした気流場解析
内田 孝紀*，鵜沢 憲**
(2015年8月31日受理)

Analysis of the Airflow Field around a Steep, Three-dimensional Escarpment
with Commercially Available and Open Source CFD Softwares
Takanori UCHIDA and Ken UZAWA
E-mail of corresponding author: takanori@riam.kyushu-u.ac.jp

Abstract

Huadian Group's first wind project in Yunnan, Duogu wind farm, has been approved by the
Provincial Development and Reform Commission. The acquired site is in Mengzi, south east of
Yunnan Province. The developer intends to employ 33 units of 1.5MW turbines in this new wind
farm (49.5MW) and the total cost of construction has been estimated to be CNY449.7 million
($69.61 million).
The present study compared the prediction accuracy of two CFD software packages for simulating
a flow around an actual escarpment with a steep slope: 1) OpenFOAM (turbulence model: SST k−ω
RANS), which is a free, open source CFD software package developed by OpenCFD Ltd at ESI
Group and distributed by the OpenFOAM Foundation and 2) RIAM-COMPACT® (turbulence
model: the standard Smagorinsky LES), which has been developed by the lead author of the present
paper. Relatively good agreement was obtained between the OpenFOAM and the RIAMCOMPACT®.
Key words : RANS, SST k−ω model, LES, Standard Smagorinsky model, Escarpment

1．緒言
第一著者は，LES乱流モデルに基づいたRIAMCOMPACT®1) (リアムコンパクト)と称する数値風況診
断技術の開発を進めている．RIAM-COMPACT®は，
九州大学発ベンチャー企業の(株)リアムコンパクト
(http://www.riam-compact.com/)が，(株)産学連携機
構九州から独占的ライセンス使用許諾を受けている．
主に国内の風力業界(民間の風力事業者，自治体，
風車メーカーなど)に対して普及に努めている．
一方で，オープンソースソフトウエアの利用も進ん
でいる．その代表的なものにOpenFOAM(Open Field
Operation And Manipulation)2)がある．OpenFOAMは，
GNU General Public License (GPL)3)のもと，非営利団
体であるOpenFOAM Foundationから公開・配布され
ているオープンソースのCFDツールボックスである．
非圧縮性流れ，圧縮性流れ，多相流，直接数値計
* 九州大学応用力学研究所
**東京大学生産技術研究所革新的シミュレーション研究センター

算，化学反応，燃焼，浮力流れ，固体熱連成，ラグラ
ンジュ粒子計算，分子動力学，直接シミュレーション
モンテカルロ，電磁流体，固体応力解析などの極めて
幅広い分野において，任意多角形で構成される3次
元非構造コロケート格子上で有限体積法に基づき離
散化された支配方程式を解くことができる．また，乱流
モデルもRANS，LES，DESまで，市販ソフトウエアと比
較して遜色ない豊富なモデルが実装されている．市
販ソフトウエアと比較して格子生成機能が貧弱で収束
性・数値安定性が悪い，国プロソフトウエアと比較して
大規模並列性能が悪い(標準でノード内並列化は未
対応，係数行列格納方式に座標リスト形式を使用，動
的ライブラリの多用)などの課題もあるが，ある程度の
C++言語と数値計算の能力があれば手軽にCFDの結
果を得ることができるため，近年，中小企業を中心に
産業界で活用され始めてきている．
本報では，大規模な崖状地形に建設された大型ウ
インドファームを対象に，LES乱流モデルに基づいた
RIAM-COMPACT®ソフトウエアと，OpenFOAMソフト
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Duogu wind farm
■Location : Yunnan
■Operator : Huadian Yunan Power Generation Corporation
■Configuration : 33 X 1.5 MW (49.5MW)
■WTG specification : Hub height 65m, Rotor diameter 82.6m
■WTG supplier : Mingyang
■Operation : 2012
■This wind plant is in Mengzi City, Honghe Prefecture

(a)全体図

About 16km

About 1km

(b)拡大図，大規模な崖状地形に風車群(33基)が建設されている．
図1 本研究で対象とした大型ウインドファーム
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図2 本研究における計算格子図
ウエア(SST k−ω RANS乱流モデル)の計算結果の比
較を実施した(バージョン情報：v.2.1.0)．

2．本研究で対象にしたウインドファーム
本研究では，図1に示すように中国に実在する大型
ウインドファームを対象とした． ここには，中国の風車
メーカーであるMing Yang(明陽)製の風車(1.5MW,
Hub height 65m, Rotor diameter 82.6m)が33基建設さ
れている．なお，Ming Yang社は世界第9位の風車メ
ーカーであり，2013年単年度には世界市場シェア
3.7％を有する．

3．各ソフトウエアの概要と計算パラメータ
本研究では，LES乱流モデルに基づいたRIAMCOMPACT®ソフトウエアと，OpenFOAMソフトウエア
(本研究ではRANS乱流モデルを選択)を用い，中国の
急峻な崖状地形に建設された大型ウインドファームを
対象に数値風況シミュレーションを行った(図1を参照)．
図2には，本研究で用いた計算格子図を示す．

以下には，各ソフトウエアの数値計算手法と計算パ
ラメータを示す．本研究では，数値不安定を回避し，
複雑地形上の局所的な風の流れを高精度に数値予
測するため，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®ソフトウエアを用い
る．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 ( 有 限 ) 差 分 法 (FDM ； FiniteDifference Method)に基づき，乱流モデルには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される．
流れの支配方程式は，フィルタ操作を施された非
圧縮流体の連続の式とナビエ・ストークス方程式であ
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る．
本研究では，平均風速6m/s以上の強風場を対象
にしているので，大気が有する高度方向の温度成層
の効果は省略した(中立大気)．地表面粗度の影響は
考慮しておらず，地面を含む地形表面は滑面として取
り扱った．
計算アルゴリズムは部分段階法(F-S法)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．
空間項の離散化はナビエ・ストークス方程式の対流項
を除いて全て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
度中心差分は，梶島による4点差分と4点補間に基づ
いた補間法を用いる．3次精度風上差分の数値拡散
項の重みは，通常使用される河村-桑原スキームタイ
プのα=3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．数値計算手法の詳細
は文献1)を参照して頂きたい．
一方，OpenFOAMソフトウエアでは，RANSモデル
の一種であるSST k−ωモデルを用いた4, 5)．当モデル
は 乱 流 せ ん 断 応 力 に よ る 輸 送 (Shear Stress
Transport, SST)を考慮し，乱流運動エネルギーkと乱
流エネルギー比散逸率ωの輸送方程式を解いて渦
粘性を決定する2方程式モデルである．バルクをk−ε
モデルで解いて境界層近傍ではk−ωモデルにスイッ
チすることで，それぞれ単体で解く場合と比較して予
測精度と数値安定性が向上している．具体的な数式
は右に示す通りである．
既存の市販ソフトウエアと同様に，OpenFOAMでは
速度と圧力の連成解法に同時緩和手法である
SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure Linked
Equations)系を採用している．本研究では，SIMPLE法
の 収 束 性 を 改 善 し た PISO(Pressure Implicit with
Splitting of Operators)アルゴリズム 6)に基づく非圧縮
流れの非定常乱流解析ソルバであるpisoFoamを用い
た．線形ソルバは代数的マルチグリッド(GAMG)法，時
間方向の離散化は2次精度後退差分とし，空間方向
の離散化は流束差比に応じてTV安定となるように2次
精度中心差分に1次精度風上差分をブレンドした
(Gauss limited linear 0.05)．OpenFOAMに実装され
ているSST k−ωモデルは高レイノルズ数型RANSモデ
ルであり，第1格子位置 z+min を30＜ z+min に取り，壁関
数を併用することで予測精度を担保することが可能で
ある．壁面上のkとωに対して，それぞれ標準的な壁
関数を用いた．
図3には，本研究における代表スケールの取扱いを
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示す．hは標高差(m)，Uin は流入境界面での高度hに
おける風速(m/s)である．本研究のレイノルズ数は各ソ
フトウエアともにRe(=Uinh/ν)=104に設定した．ここで，
νは動粘性係数(m2/s)である．境界条件についても
各ソフトウエアで同様な設定とした．流入境界面には，
べき指数5に従う風速分布を与えた．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．地面には粘着条件(非滑り条件)を課した．時
間 刻 み に 関 し て ， RIAM-COMPACT® で は Δ t=2 ×
10-3h/Uinとし，OpenFOAMではΔt=10-4h/Uinとした．

図3 代表スケールの取扱い
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Flow direction

Target wind turbine

(a)RIAM-COMPACT®，標準Smagorinsky LESモデル

(b)OpenFOAM，SST k−ω RANSモデル

図4 流入境界断面および風車ハブ高さ(地上高65m)における主流方向(x)の風速(無次元量)の分布図，
ここで，(a)RIAM-COMPACT®は無次元時間t=100～200の時間平均，
(ｂ)OpenFOAMは無次元時間t=50～100の時間平均の結果である．
Target wind turbine

Flow direction

(a)RIAM-COMPACT®，標準Smagorinsky LESモデル
Target wind turbine

(b)OpenFOAM，SST k−ω RANSモデル

図5 風車立地点を含む鉛直断面内における主流方向(x)の風速(無次元量)の分布図，図4に対応
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Inflow profile

(a)RIAM-COMPACT®，標準Smagorinsky LESモデル
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Inflow profile

(b)OpenFOAM，SST k−ω RANSモデル

図6 風車立地点における主流方向(x)の風速(無次元量)の鉛直プロファイル，図4および図5に対応

4．各ソフトウエアの計算結果の比較
図4～図6には，RIAM-COMPACT®ソフトウエア(標
準Smagorinsky LESモデル)と，OpenFOAMソフトウエ
ア(SST k−ω RANS乱流モデル)の計算結果の比較を
示す．得られた計算結果を観察すると，両者はほぼ一
致した傾向を示すことが確認された．

5．結言
本研究では，中国国内の大規模な崖状地形に建
設された大型ウインドファーム(33基の風車群)を対象
に，RIAM-COMPACT®ソフトウエア(標準Smagorinsky
LESモデル)と，OpenFOAMソフトウエア(本研究では，
種々の乱流モデルの中からSST k−ω RANS乱流モ
デルを選択)により数値風況シミュレーションを実施し
た．得られた計算結果を観察すると，両者はほぼ一致
した傾向を示すことが示された．特に風車立地点にお
ける風速の鉛直プロファイルでは，風速の局所的な増
速(風に対する地形効果)が確認された．
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風車および小規模地形の周辺流れに対する温度成層の効果
ーその1：流れ場の可視化ー
内田 孝紀*
(2015年8月31日受理)

Thermal Stratification Effects on Flow around Wind Turbine and Topography
―Part 1 : Flow Visualization―
Takanori UCHIDA
E-mail of corresponding author: takanori@riam.kyushu-u.ac.jp

Abstract

We are developing the numerical model called the RIAM-COMPACT® (Research Institute for
Applied Mechanics, Kyushu University, COMputational Prediction of Airflow over Complex
Terrain). The object domain of this numerical model is from several m to several km, and can
predict airflow over complex terrain with high precision. In this paper, the RIAM-COMPACT® was
applied to thermally stratified flows around the wind turbine and the topography (isolated-hill).
Key words : LES, Thermally stratified flows, Wind turbine, Topography

1．緒言

2．数値計算手法の概要と計算パラメータ

大気境界層は鉛直方向に密度，あるいは，温度が
変化する成層状態を形成する場合が多い．特に夜間
などに出現する接地逆転層内の流れは，上空に向か
って密度が小さくなる，つまり，温度が高くなる安定成
層流となる．安定成層した流れが複雑地形を過ぎる場
合には，流れ場に負の浮力が作用する．結果として，
中立成層時には見られない様々な波動現象や流動
現象が出現する．以上から，安定成層場において複
雑地形上の風況特性を予測し把握することは，風力
エネルギーの有効利用，大気汚染物質の移流拡散現
象予測，森林や農作物の風害対策，飛行機の離発着
や安全運航などに関連して極めて重要である．
著 者 は こ れ ま で LES 乱 流 モ デ ル に 基 づ い た
RIAM-COMPACT®(リアムコンパクト)と称する数値風
況診断技術の開発を進めてきた1-3)．本技術は九州大
学発ベンチャー企業の(株)リアムコンパクト
(http://www.riam-compact.com/)が，(株)産学連携機
構九州から独占的ライセンス使用許諾を受けている．
主に国内の風力業界(民間の風力事業者，自治体，
風車メーカーなど)に対して普及に努めている．
本報では，風車および小規模地形を対象に
RIAM-COMPACT®を用いて，種々の大気安定度を
有する流れ場の数値風況シミュレーションを試みた．

本研究では，風車および小規模地形を対象に
RIAM-COMPACT®を用いて，種々の大気安定度を
有する流れ場の数値風況シミュレーションを試みた．
数 値 計 算 法 は ( 有 限 ) 差 分 法 (FDM ； FiniteDifference Method)に基づき，乱流モデルには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される．流れの支配
方程式は，フィルタ操作を施された非圧縮流体の連
続の式とナビエ・ストークス方程式，エネルギー方程式
である．
計算アルゴリズムは部分段階法(F-S法)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．
空間項の離散化はナビエ・ストークス方程式の対流項
を除いて全て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
度中心差分は，梶島による4点差分と4点補間に基づ

* 九州大学応用力学研究所
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Flow
変動を生成するための格子

風車

(a)不安定時，Ri=-1

(b)中立時，Ri=0

(c)安定時，Ri=+1

図1 スパン中央面における主流方向の速度成分の分布，瞬間場，Re=104
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Flow
変動を生成するための格子

風車

(a)不安定時，Ri=-1

(b)中立時，Ri=0

(c)安定時，Ri=+1

図2 スパン中央面における主流方向の速度成分の分布，時間平均場(フレーム平均場)，Re=104
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Flow

(a)不安定時，Ri=-1

(b)中立時，Ri=0

(c)安定時，Ri=+1

図3 スパン中央面における主流方向の速度成分の分布，瞬間場，Re=104
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Flow

(a)不安定時，Ri=-1

(b)中立時，Ri=0

(c)安定時，Ri=+1

図4 スパン中央面における主流方向の速度成分の分布，時間平均場(フレーム平均場)，Re=104
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いた補間法を用いる．3次精度風上差分の数値拡散
項の重みは，通常使用される河村-桑原スキームタイ
プのα=3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．
温度成層流の数値風況シミュレーションでは，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)にて定義される．

R i

g  in  bottom  H
 inU 2

(1)

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， g は重力加速度である．
風車を対象にした場合には風車の半径を，小規模
地形(孤立峰)を対象にした場合には孤立峰の高さを
それぞれ代表長さに設定した．風車および小規模地
形(孤立峰)の両ケースともに，Ri=-1(強不安定)，0(中
立)，+1(強安定)の3ケースの数値風況シミュレーション
を実施した．式(2)にて定義される無次元パラメータの
レイノルズ数は，両ケースともに104に設定した(ここで，
 は動粘性係数である)．Pr=0.71，PrSGS=0.5とした．

Re 

UH



(2)

風車を対象とした場合には，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．また風車ロ
ータの回転を模擬するため，アクチュエータラインモ
デ ル ( 最 適 周 速 比 4) を 採 用 し た ． 計 算 格 子 数 は
1,001(x)×151(y)×161(z)点とし，無次元時間刻みは
0.001とした．
一方，小規模地形(孤立峰)を対象とした場合の計

算格子数は，201(x)×201(y)×61(z)点とし，無次元時
間刻みは0.002とした．なお，数値計算手法の詳細は
文献1-3)を参照して頂きたい．

3．計算結果と議論
図1～図4には，風車および小規模地形(孤立峰)の
それぞれの場合に関して，スパン中央面における主
流方向の速度成分の分布(瞬間場および時間平均場)
を示したものである．これらの結果を観察すると，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．

4．結言
本研究では，風車および小規模地形を対象に，
RIAM-COMPACT®を用いて，種々の大気安定度を
有する流れ場の数値風況シミュレーションを試みた．
得られた計算結果の流れ場の可視化を行い，大気安
定度の影響を定性的に確認することができた．今度は
定量的な評価を行う予定である．
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Abstract
The present study compared the prediction accuracy of two CFD software packages for simulating a flow
around a three-dimensional, isolated hill with a steep slope: 1) Meteodyn WT (turbulence model: k-L RANS), which
is one of the leading commercially available CFD software packages in the wind power industry and 2)
RIAM-COMPACT® (turbulence model: the standard Smagorinsky LES), which has been developed by the lead
author of the present paper. Although the Reynolds number settings differed between the simulation with Meteodyn
WT and that with RIAM-COMPACT®, distinct differences in the flow patterns were identified in the vicinity of the
isolated hill (especially downstream of the isolated hill) between the flows simulated by the two CFD software
packages.
Key words : Meteodyn WT, RIAM-COMPACT® , Isolated hill

1. Introduction
The lead author has developed the numerical wind
diagnosis technique named RIAM- COMPACT®1),
which is based on an LES turbulence model. An
exclusive license for RIAM-COMPACT® has been
granted by Kyushu TLO Co., Ltd. to RIAM-COMPACT
Co., Ltd. (http://www.riam-compact.com/), a venture
corporation which originated at Kyushu University.
Efforts have been made to promote this software mainly
in the wind power industry (e.g., private wind power
providers, local governments, and wind turbine
manufacturers) in Japan.
At the same time, other original CFD software
packages have been developed outside Japan and have
been distributed in various countries. One such leading
software package is Meteodyn WT2), which has been
developed
by
Meteodyn
in
France
(http://
meteodyn.com/). Meteodyn WT is a CFD software
package which incorporates a RANS turbulence model
and is specialized for wind power resource assessment.
On January 20, 2014, "WT4.5", the latest version of the
software, was released.
In the present paper, numerical simulations are
conducted for airflow around a three-dimensional,
*1

Research Institute for Applied Mechanics,
Kyushu University

*2

Hitachi Power Solutions Co., Ltd

isolated hill with a steep slope angle using RIAMCOMPACT®, which is based on an LES turbulence
model, and Meteodyn WT, which is based on a RANS
turbulence model. The computational results from these
simulations are compared.

2. Overview of the two software packages
and the computational parameters
For the present study, numerical simulations are
conducted for high Reynolds number flow around a
three-dimensional, isolated hill with a steep slope angle
using RIAM-COMPACT®, which is based on an LES
turbulence model, and Meteodyn WT, which is based on
a RANS turbulence model (see Table 1). Fig. 1 shows
the computational domain and grid used for the
simulation with Meteodyn WT. An enlarged view of the
computational grid in the vicinity of the isolated hill
from the simulation with Meteodyn WT is shown in Fig.
2. Fig. 3 shows the method used to set the inflow
profile in Meteodyn WT and the inflow profile
generated for the present study. Fig. 4 illustrates the
characteristic scales used in RIAM-COMPACT®; for
the present study, h is the height of the isolated hill, Uin
is the wind velocity at the inflow boundary at height h,
and ν is the coefficient of dynamic viscosity.
The computational techniques and parameters used
for the simulations with the two software packages are
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CFD model

RIAM-COMPACT®

Turbulence model

METEODYN WT

The standard Smagorinsky

k-L RANS model

LES model

(A single equation model)

Atmospheric stratification

Neutral

(Atmospheric stability)
Coriolis force

Not included
Roughness length: 0.05

Surface roughness

Not included (Smooth surface)

(For the ground surface
not on the isolated hill: 0.001)

Surface boundary condition
Shape function of the isolated hill

No-slip boundary condition
(The three components of the wind velocity are set to zero.)
0.5h×{1+cos(πr/a)}, where r = (x2+y2)1/2, a = 2h

Height of the isolated hill h

100 (m)

Reynolds number Re (= Uinh/ν)

10

107

Time step ∆t

10-5h/Uin (s)

-

Dimension of the computational
domain
Number of computational grid points

6

19h (i) × 18h (j) × 8h (k)
436 (i) × 325 (j) × 101 (k)

436 (i) × 325 (j) × 37 (k)

(Approx. 14.3 million)

(Approx. 5.2 million)

Streamwise (x) grid spacing (⊿x)

(0.035 - 0.5) h

Spanwise (y) grid spacing (⊿y)
Vertical (z) grid spacing (⊿z)

(0.0001 - 0.6) h

(0.005 - 1.2) h

Table 1 Comparison of computational techniques and parameters
used for the simulations with RIAM-COMPACT® and Meteodyn WT

Approx. 8h

Approx. 9h
Approx. 13h
j = the 163rd grid point

Approx. 9h
Approx. 6h

Fig.1

i = the 113th grid point

Computational domain and grid used for the simulation with Meteodyn WT, Re = 107
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Fig.2
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Enlarged view of the computational grid used for the simulation with Meteodyn WT, Re=107

In Meteodyn WT, the inflow wind is not a uniform flow. The inflow wind
velocity changes with height in order to represent actual atmospheric
flow. Specifically, the inflow wind can be classified into the following three
layers.
• Surface layer: 0 < z < hs
→The profile is determined by the logarithmic law.
• The Ekman layer: hs < z < hbl
→Transition from the upper-surface-layer wind to the geostrophic wind in
the free atmosphere
• Free atmosphere: hbl < z < Zskv
→The geostrophic wind is applied throughout this layer including as the
top boundary condition.

Normalized

The inflow profile is calculated based on the following reference values:
•Vref = 10.0 m/s: the reference wind velocity
•Href = 10.0 m: the reference height
•Zoref = 0.05 m: the reference roughness length
In the surface layer, the inflow profile is calculated based on the
atmospheric stability, surface roughness data from the vicinity of the
inflow boundary, and an assumption that turbulence kinetic energy is
constant across the layer.

Isolated hill

In the Ekman layer, turbulence kinetic energy is assumed to decrease
linearly with height.

Fig.3

Method adopted in Meteodyn WT for setting the inflow profile and
the inflow profile generated for the present study
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listed in Table 1. The present study uses the
RIAM-COMPACT® natural terrain version software
package, which is based on a collocated grid in a general
curvilinear coordinate system, in order to numerically
predict local wind flow over complex terrain with high
accuracy while avoiding numerical instability. In this
collocated grid, the velocity components and pressure
are defined at the grid cell centers, and variables that
result from multiplying the contravariant velocity
components by the Jacobian are defined at the cell faces.
For the numerical technique, the finite-difference
method (FDM) is adopted, and a large-eddy simulation
(LES) model is used for the turbulence model. In the
LES model, a spatial filter is applied to the flow field to
separate eddies of various scales into grid-scale (GS)
components, which are larger than the computational
grid cells, and sub-grid scale (SGS) components, which
are smaller than the computational grid cells.
Large-scale eddies, i.e., the GS components of
turbulence eddies, are directly numerically simulated
without the use of a physically simplified model. In
contrast, dissipation of energy, which is the main effect
of small-scale eddies, i.e., the SGS components, is
modeled according to a physics-based analysis of the
SGS stress.
For the governing equations of the flow, a filtered
continuity equation for incompressible fluid and a
filtered Navier-Stokes equation are used. Because high
wind conditions with mean wind speeds of 6 m/s or
higher are considered in the present study, the effect of
vertical thermal stratification, which is generally present
in the atmosphere, is neglected (neutral atmosphere).
The effect of the surface roughness is not taken into
consideration, and the surfaces of the ground and the
isolated hill are treated as smooth surfaces.
For the computational algorithm, a fractional step
(FS) method is used, and a time marching method based
on the Euler explicit method is adopted. The Poisson’s
equation for pressure is solved by the successive over
relaxation (SOR) method. For discretization of all the
spatial terms except for the convective term in the
Navier-Stokes equation, a second-order central
difference scheme is applied. For the convective term, a
third-order upwind difference scheme is applied. An
interpolation technique based on four-point differencing
and four-point interpolation by Kajishima is used for the
fourth-order central differencing that appears in the
discretized form of the convective term. For the
weighting of the numerical diffusion term in the
convective term discretized by third-order upwind
differencing, α = 3.0 is commonly applied in the

Kawamura-Kuwahara scheme. However, α = 0.5 is used
in the present study to minimize the influence of
numerical diffusion. For LES subgrid-scale modeling,
the standard Smagorinsky model is adopted with a
model coefficient of 0.1 in conjunction with a
wall-damping function. Refer to Uchida1) for details of
the computational techniques.
Since simulations for a flow with Re (= Uinh/ν) = 107
were not feasible with the RIAM-COMPACT® natural
terrain version software because of the time step, a
numerical wind simulation is performed at Re = 106,
which is an order of magnitude smaller than the flow
simulated with Meteodyn WT. For this simulation, the
number of grid points in the vertical direction is set to
101 (37 for the simulation with Meteodyn WT), and the
minimum vertical spacing is set to ⊿Zmin/h = 10-4 based
on the equation below (⊿Zmin/h = 5.0×10-3 for the
simulation with Meteodyn WT, see Table 1):

z min / h 

0.1
Re

At the inflow boundary, an inflow profile which is
almost identical to the inflow profile used for the
simulation with Meteodyn (Fig. 3) is used. Free-slip
conditions are applied at the lateral and upper
boundaries, and convective outflow conditions are
applied at the outflow boundary. At the surfaces of the
ground and the isolated hill, no-slip conditions are
imposed. The time step is set to ⊿t = 10-5 h/Uin (refer to
Table 1).
In contrast to RIAM-COMPACT®, Meteodyn WT
adopts the RANS equation with a one-equation closure
scheme (k-L turbulence model; here, k and L refer to
turbulence energy and the turbulence length scale,
respectively.) Details of the computational techniques
used
in
Meteodyn
WT
are
explained
in
http://meteodyn.com.

z
Flow

Inflow boundary

94

Characteristic velocity scale Uin (m/s)
Characteristic length scale h (m)
(= elevation difference = z max - zmin)

Maximum elevation zmax (m)
Minimum elevation zmin (m)

Fig.4

Characteristic scales used in RIAM-COMPACT®
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Flow

A flow separation region (vortex
region) characterized by negative
wind velocities does not form.

Fig.5

Streamwise (x) wind velocity distribution at the center of the span (y = 0),
Meteodyn WT, k-L RANS model, Re = 107

Flow

Fig.6

Streamwise (x) turbulence intensity distribution at the center of the span (y = 0),
Meteodyn WT, k-L RANS model, Re = 107

A flow separation region (vortex
region) characterized by negative
wind velocities does not form.

Flow

Fig.7

Velocity vectors at the center of the span (y = 0) in the vicinity of the isolated hill,
Meteodyn WT, k-L RANS model, Re = 107
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Flow
(a) Instantaneous field

(b) Time-averaged field
Note: evaluated for t =100 – 200 h/Uin

Fig.8

A flow separation region (vortex
region) characterized by
negative wind velocities forms.

A flow separation region (vortex
region) characterized by
negative wind velocities forms.

Streamwise (x) wind velocity distribution at the center of the span (y = 0) in the vicinity of the isolated hill,
RIAM-COMPACT®, the standard Smagorinsky LES model, Re = 106

3. Simulation results from the two software
packages

velocities clearly exists downstream of the isolated hill
in the simulated flow at Re (=Uinh/ν) = 106.

Figs. 5 - 7 show results from the simulation with the
Meteodyn WT software package (turbulence model: k-L
RANS). These results (for a flow at Re = 107) indicate
that a reverse flow region (vortex region) characterized
by negative values of wind velocity does not form
downstream of the isolated hill, and a pattern resembling
potential flow is present there. Fig. 8 shows the results
from the simulation with the RIAM-COMPACT®
natural terrain version software package (turbulence
model: the standard Smagorinsky LES). Examinations
of the results reveal that a reverse flow region (vortex
region) characterized by negative values of wind

4. Summary
The present study compared the prediction accuracy
of two CFD software packages for simulating a flow
around a three-dimensional, isolated hill with a steep
slope: 1) Meteodyn WT (turbulence model: k-L RANS),
which is one of the leading commercially available
CFD software packages in the wind power industry and
2) RIAM-COMPACT® (turbulence model: the standard
Smagorinsky LES), which has been developed by the
lead author of the present paper. Although the Reynolds
number settings differed between the simulation with
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Meteodyn WT and that with RIAM-COMPACT®,
distinct differences in the flow patterns were identified
in the vicinity of the isolated hill (especially
downstream of the isolated hill) between the flows
simulated by the two CFD software packages.

Acknowledgements
The present study was partly funded by the Joint
research with Hitachi Power Solutions Co., Ltd. I wish to
express my gratitude to the funding agency.

References
1)

2)

Takanori UCHIDA, Validation Testing of the
Prediction Accuracy of the Numerical Wind Synopsis
Prediction Technique RIAM-COMPACT for the Case
of the Bolund Experiment –Comparison against a
Wind-Tunnel Experiment–, Reports of RIAM,
Kyushu University, No.147, pp.7-14, 2014
http://meteodyn.com/

Addendum
As discussed in the main text of the present paper, no
reverse flow region (vortex region) characterized by
negative wind velocities was identified downstream of
the isolated hill in the result from the simulation with
Meteodyn WT (k-L RANS model), in which the
Reynolds number was set to Re = 107 (the default value
for Meteodyn WT). Accordingly, in order to investigate
if a flow pattern similar to that simulated with Meteodyn
WT (k-L RANS model) can also be formed with the use
of RIAM-COMPACT® (the standard Smagorinsky LES
model), a simulation is conducted with RIAMCOMPACT® in which the method for setting the
surface boundary conditions is modified.
Specifically, the values of the three components of the
wind velocity from k = 2 on the computational grid of
Meteodyn WT (k-L RANS model) (k = 1 corresponds to
the surface of the ground or the isolated hill in
Meteodyn WT) are assigned as the values for the surface
boundary conditions (k = 1) for the simulation with
RIAM-COMPACT® (the standard Smagorinsky LES
model) (Fig. 9). That is, this simulation is one in which
non-zero values are assigned for the wind velocity at the
surfaces of the ground and the isolated hill at all
computational steps (Dirichlet boundary condition). The
Reynolds number, based on the height of the isolated
hill, is set to Re (= Uinh /ν) = 104, and the computational
grids shown in Figs. 1 and 2 are used. For the inflow
profile, a uniform flow profile is adopted in which the
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wind velocity does not change in the vertical direction.
The other boundary conditions are set using the same
methods as those discussed in the main text of the
present paper. The time step is set to ⊿t = 2×10-3 h/Uin.
The results obtained from this simulation are compared
to those from a simulation which is identical to the
simulation described in this addendum, except that
no-slip conditions are applied at the surfaces of the
ground and the isolated hill, that is, the three
components of the wind velocity are all set to zero as
Dirichlet boundary conditions. For convenience, the
simulation in which non-zero wind velocities are applied
as a Dirichlet boundary condition is denoted as Case 1,
and the simulation in which all three components of the
wind velocity are set to zero is denoted as Case 2. A
comparison of the simulation results is shown in Fig. 10.
An examination of Fig. 10 reveals that no flow
separation region (vortex region) characterized by
negative wind velocities forms downstream of the
isolated hill in Case 1, in which non-zero wind
velocities are applied as a Dirichlet boundary condition.
In this case, a flow pattern resembling potential flow
exists downstream of the isolated hill instead. In
contrast, in Case 2, in which all three components of the
wind velocity are set to zero as a Dirichlet boundary
condition, a distinct flow separation region (vortex
region) forms downstream of the isolated hill. Thus, the
flow pattern which forms in the vicinity of the isolated
hill varies significantly according to the velocity
boundary conditions applied for the surfaces of the
ground and the isolated hill.

Fig.9 Velocity vectors at the surfaces of the ground
and the isolated hill (k = 1), simulation for which the
wind velocity from k = 2 in Meteodyn WT is used as a
Dirichlet boundary condition, Case 1
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A flow separation region (vortex
region) characterized by negative
wind velocities does not form.

A flow separation region (vortex
region) characterized by negative
wind velocities forms.

Uniform flow

(a) Case 1: Simulation result from the case
in which non-zero wind velocities are applied
as a Dirichlet boundary condition

Fig.10

(b) Case 2: Simulation result from the case
in which all three wind-velocity components are
set to zero as a Dirichlet boundary condition

Streamwise (x) wind velocity distribution in the vicinity of the isolated hill at the center of the span (y = 0),
RIAM-COMPACT®, the standard Smagorinsky LES model, Re = 104

