複雑地形上の風車ハブ高さ風速に与える流入気流性状と標高データの影響
INFLUENCE OF INFLOW PROFILE AND ELEVATION DATA ON WIND SPEED OF HUB HEIGHT
OVER COMPLEX TERRAIN
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ABSTRACT
In the present study, an influence of an inflow profile and a spatial resolution of an elevation data on wind
speed of a hub height over complex terrain were investigated. For this purpose, a large-eddy simulation
(LES) based on a generalized curvilinear collocated grid was done. It was shown that a speed-up ratio at a
position of a hub height increased, as a power law exponent became small. About an influence of a spatial
resolution of an elevation data, it was shown that a spatial resolution decreased, and a speed-up ratio at a
position of a hub height decreased, too. Furthermore, an influence of inflow turbulences was investigated.
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1. はじめに
現在，地球温暖化を防ぐため，CO2の大幅な削減が緊急課題となっている．これに伴い，クリーンで環境に優しい
風力エネルギーの有効利用に注目が集まっている．我が国でも，2010年度の300万KWの導入目標に向け，数基の
風車から，数十基の風車から構成される大型のウインドファームに至るまで，風力発電施設は急速に増加している．
こうした状況の中，平成19年6月に改正建築基準法が施行され，60mを超える工作物はこれまでの建築確認申請だけ
ではなく，指定機関による性能評価や国土交通省の大臣認定が必要となった．これに伴い，風車ハブ高さ位置で耐
風設計用の風速を算定する際には，地形的要因を考慮した風速の割増係数を何らかの形で評価しなければならなく
なった．風車の適地は海岸地区から山間部に移動しており，複雑地形上に風車を建設せざるを得ない状況にある．
複雑地形上に複数の風車を建設することを考えた場合，数値シミュレーションを用いて上記の地形的要因を考慮し
た風速の割増係数を評価することが有効であると考えられる1)．但し，数値シミュレーションを用いた場合には条件設
定に任意性があるため，パラメータ等の感度解析を十分に行い，その影響を把握しておかねばならない．
そこで本研究では，数値シミュレーションによって複雑地形上の強風性状を再現する際，流入気流プロファイルお
よび標高データの空間解像度が風車ハブ高さ位置での割増係数にどの程度の影響を与えるかを調査した．この目
的に対し，我々の研究グループで開発を進めている非定常・非線形風況シミュレータRIAM-COMPACT(Research
Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, COMputational Prediction of Airflow over Complex Terrain：リ
アムコンパクト)を用いた2)．リアムコンパクトは，数(十)km以下の狭域空間を対象に，風力発電導入に適した地点をピ
ンポイントに予測し，さらに観測データに基づいて年間発電電力量や設備利用率を試算可能な流体工学モデルであ
る．乱流モデルには，LES(Large-Eddy Simulation)を採用している．最初に，風力発電の導入が具体的に計画されて
いる地域を対象に，流入気流プロファイルの影響を調査した．具体的には，1)平成12年建設省告示1454号で与えら
れる速度プロファイル(粗度区分Ⅰ～Ⅳ)，2)一般的に用いられるべき法則速度分布，3)気象モデルPSU/NCAR
MM5(以後，“MM5”と略記する)で求めた速度プロファイルを入力条件として与え，風車位置における増速率の変化
の程度を比較した．次に鹿児島県野間岬に建設されている野間ウィンドパークを対象に，数値シミュレーションで使
用する標高データの空間解像度と，流入気流が有する速度変動の影響が増速率に与える影響を調べた．
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2. 数値計算手法
数値不安定を回避し，複雑地形上の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
に基づいたリアムコンパクトを用いた．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)差分法に基づき，
乱流モデルとして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成分の渦と，それよりも小さなSGS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る．本研究では，強風時の気流予測を対象にしているので，大気が一
般的に有する温度成層の効果は省略した．計算アルゴリズムは部分段階法3)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4)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5)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6)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．
3. 流入気流プロファイルの影響
本研究で対象にした風車と周辺の地形起伏の様子を図1に示す．
この地域にはハブ高さ85m，ロータ直径88mの風車20基からなるウイ
ンドファームが計画されている．計算格子は国土地理院の50m標高
データに基づいて生成した．計算領域は9km四方とし，鉛直方向は
約3kmの高さを有する(図3を参照)．計算格子数は101(x)×101(y)
×51(z)点，水平方向メッシュ幅は約30m～約830m，鉛直方向メッシ

本研究で対象にした風車

ュ幅は約2m～約400mに可変している．境界条件は，側方境界面と

(i=52, j=58)

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
面には粘着条件を課した．計算に用いるレイノルズ数(=Uinh/ν)は，
Re(=Uinh/ν)=104 とした 7) ．ここで，Uin は流入境界面の上空風速，h
は計算領域の標高差，νは動粘性係数である．時間刻みはΔt=2

風車ハブ高さ：85m(k=19)
南東の風

風車ロータ直径：88m

図1 本研究で対象にした風車と地形の起伏
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×10 h/Uinとした．
以下では，流入条件に用いた速度プロファイルを説明する．平成12年
建設省告示1454号で与えられる速度プロファイル(平均風速の高さ方向
の分布を表す係数)Erは以下の式で記述され，それぞれのパラメータは
粗度区分に応じて表1のように決まっている1)．
粗度区分Ⅳ

◆高度 H が Z b 以下の場合（単位 m）

⎛Z
E r = 1.7⎜⎜ b
⎝ ZG

α

⎞
⎟⎟
⎠

式（1）

◆高度 H が Z b を超える場合（単位 m）

⎛H
E r = 1.7⎜⎜
⎝ ZG

α

⎞
⎟⎟
⎠

式（2）

Zb

ZG

(m)

(m)

Ⅰ

5

250

0.10

Ⅱ

5

350

0.15

Ⅲ

5

450

0.20

Ⅳ

10

550

0.27

粗度
区分

α

表1 各種パラメータ

式（1）および式(2)のα， Z b ， Z G ， H (単位m)の値を告示1454号によ
り与え，高さ方向に求めたものを図2に示す．ここで，流入プロファイルを
作成した位置は，図3に矢印で示す流入断面内のラインAである．図中に

488m

流入境界面
488m

MM5
621m
粗度区分Ⅲ

標高
133m

粗度区分Ⅱ
粗度区分Ⅰ

図2 流入プロファイルの比較，
風車位置標高と流入断面標高の
標高差は488mである．

は，図3のラインAにおけるMM5の結果も併せて表示している．これは

9km

後述する．全てのケースともに上空風速が“1”になるように正規化して
いる．図2には，本研究で対象にした風車立地点と流入断面位置での
標高差(地上高488m)も表示している．
式(1)，式(2)で規定される風速分布は，地表面粗度が風上側に十分

流入断面内の
ラインA

長い距離で一様に分布していると仮定し，風洞実験や観測結果から
求めた値を適用することに相当する．大気は強風中立な条件とし，風
向・風速は定常と仮定している．すなわち，気象条件が風速分布に与

南東の風

風車ハブ高さ：85m

える影響は考慮していないため，自然風に見られる風向・風速分布の
時間変化の影響，大気安定度の影響，強風の気象学的な発生原因

本研究で対象にした風車

約3km

風車ロータ直径：88m

の影響，風上側の地表面粗度の変化の影響，風上側の地形・地勢の

9km

変化の影響などは一切考慮されていない．また，高高度における風速

図3 流入プロファイルの設定位置

は各粗度区分おいて高度 Z G （粗度区分IVで最高550m）以上で一定
と仮定し，その値は粗度区分IIにおける地上10mの風速の1.7倍として
いる．これに対して，本研究では気象モデルMM5を用いて台風シミュ
レーションを行い，流入断面のより現実的な速度分布を求め，これを

678m

比較のために用いた．MM5の詳細な内容は文献8)を参照していただき
たい．
複雑地形を対象とした風況シミュレーションでは，流入断面内にお
いて計算領域の最大標高差位置(本研究の場合には地上高678m)で
流入気流風速が“1”になるように設定することも多い．そこで，上記の
ように設定したべき法則分布も検討した．べき指数はn=4～9とした．

488m

488m
621m
流入境界面
標高
133m

本研究では，図2および図4に示す流入プロファイルを用い，風車ハ
ブ高さ位置での増速率(割増係数)を調べた．ここで，図3に示す流入
断面内のラインAの格子上の風速値はそのまま変化させずに用いた．
つまり，ラインA以外の場所では流入プロファイルの形状が高さ方向に
若干伸縮している．但し，式(1)および式(2)で示す粗度区分Ⅰ～Ⅳに
関しては，ラインAのみで代表させるのではなく，流入断面内のそれぞ
れの地上高に基づいて速度プロファイルを作成し，これらを与える場

図4 流入プロファイルの比較，
風車位置標高と流入断面標高の
標高差は488mである．

合も検討した．
時間平均風況場(無次元時間100～200)に関して，風車ハブ高さ位
置(地上高85m)における水平スカラー風速VELの分布図を図5に示す．
ここで，VELは以下の式(3)で定義される．

VEL = U 2 + V 2

南東
の風

式（3）

図5を観察すると，風車ハブ高さ位置の水平スカラー風速は地形の

本研究で対象にした風車

凹凸(図1を参照)に伴い，空間的に著しく変化している．本研究で対象

風車ハブ高さ：85m

にした風車(図中に矢印で表示)近傍では，風速が局所的に増速して

風車ロータ直径：88m

いるのが見て取れる．

図5 風車ハブ高さ85mにおける

表2～表5には，上述した図2および図4に示す種々の流入プロファ

水平スカラー風速の分布図，流入条件

イルを設定した際の風車ハブ高さ位置(地上高85m)での増速率を示す．

は粗度区分Ⅲの風速分布をそれぞれ

但し，これらの数値は無次元時間100の時間平均風況場から求めてお

の地上高に基づいて与えた場合，

り，上空風速“1”に対する比である．粗度区分Ⅰ～Ⅳに従う風速分布

風速の表示範囲：0～1.3

粗度区分
粗度区分
風速比

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

1.21

1.19

1.14

1.08

風速比

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

1.20

1.19

1.13

1.07

表3 図2に示す速度プロファイルを与えた場合の結果，

表2 図2に示す速度プロファイルを与えた場合の

図3に示すラインAのみで代表させるのではなく，流入断

結果，図3に示すラインAの格子上の風速値を

面内のそれぞれの地上高に基づいて速度プロファイルを

そのまま流入断面全体に一様に設定．

作成し，これらを与えた場合．

風速比

ケース1

ケース2

1.09

1.07

表4 図2に示す気象モデルMM5の結果を与えた

風
速
比

場合，ケース1の上空領域は約3km，ケース2は
ケース1の上空領域を拡大し，約7kmとした

9
(0.11)

8
(0.125)

1.15

1.14

べき指数n
7
6
(0.14) (0.17)
1.13

1.10

5
(0.2)

4
(0.25)

1.07

1.05

場合．図3に示すラインAの格子上の風速値を

表5 図4に示す速度プロファイルを与えた場合の結果，

そのまま流入断面全体に一様に設定．

図3に示すラインAの格子上の風速値をそのまま
流入断面全体に一様に設定．括弧の数値は1/nの値．

を与えた結果である表2および表3に注目する．両者を比較すると，図3に示すラインAの格子上の風速値をそのまま
流入断面全体に一様に設定した表2の結果と，ラインAのみで代表させるのではなく，流入断面内のそれぞれの地上
高に基づいて速度プロファイルを作成し，これらを与えた結果の表3では，粗度区分Ⅰ～Ⅳともにほぼ同程度の値を
示している．今回の検討の範囲では両者の有意な差異は見られなかった．両ケースともに粗度区分Ⅰ→Ⅳへと速度
欠損が大きくなるにつれて，風車ハブ高さ位置での風速比は小さくなる傾向にあることが示された．次に，気象モデ
ルMM5の結果を与えた結果である表4を考察する．表2と同様，これも図3に示すラインAの格子上の風速値をそのま
ま流入断面全体に一様に課した結果である．このケースでは，鉛直方向の計算領域の影響(ブロッケージ比の影響)
を調べるため，上空領域を約3kmに設定した場合(ケース1)と，ケース1の上空領域を拡大し，約7kmにした場合(ケー
ス2)を比較した．上空領域の影響は顕著には見られず，両ケースともに同程度の値となった．図2に示すように，MM5
のプロファイル形状は，粗度区分Ⅳに近く，結果として風
速比も粗度区分Ⅳに近い値となった(表2および表3を参
照)．最後に，図4に示す流入条件を課した場合の結果で

本研究で対象にした風車(No.4)
風車ハブ高さ：45m(k=28)，風車ロータ直径：29m

ある表5に注目する．これも図3に示すラインAの格子上の
風速値をそのまま流入断面に一様に与えた結果である．
表2および表3で既に述べたように，べき指数nが小さくなる
につれて，すなわち，速度欠損が大きくなるにつれて風車
ハブ高さ位置での風速比は小さくなる傾向を示した．
図6 野間ウィンドパークの写真

4. 標高データが有する空間解像度の影響

本研究で対象に

標高データの空間解像度が風車ハブ高さ位置での増
速率に与える影響について述べる．この目的に対し，鹿児

した風車(No.4)

北風

島県野間ウィンドパークを対象に数値シミュレーションを行
った．野間ウィンドパークは鹿児島県南西部の南さつま市
笠沙町に位置する(図6を参照)．ここは急峻な崖状地形が

ラインB

広がる典型的な複雑地形である．最大標高は約140mであ
る．九州電力(株)の風車が10基設置され，実証試験が行
われている．各風車は定格300kWで総出力は3000kWで
ある．北風を対象にし，No.4号基の増速率に注目した．

図7 野間ウィンドパークの平面図

図7には，野間ウィンドパークの平面図を示す．計算に用い
た標高データは，最初に紙地図から空間解像度3mの標高デ
ータを作成し9)，これに基づいて約8m，約15m，50m，100mと水
平断面内の空間解像度が異なる計算格子を生成した．数値シ
ミュレーションの中で地面境界条件として再現される地形形状
の違いを明らかにするため，図7に示すラインBのz座標を抽出
し，空間解像度約8mと100mの場合を図8に示す．計算領域は
No.4号基の風車を中心に5km四方とし，鉛直方向は700mであ
る．それぞれの計算格子数は以下の通りである．空間解像度
が約8mの場合には，201(x)×201(y)×51(z)点とし，水平断面
内の格子は計算領域中心で密になるように不等間隔に分割し

図8 図7に示すラインB(No.4号基)

た．約15mの場合には，101(x)×101(y)×51(z)点とし，水平断

を通る地形断面形状の比較

面内の格子は計算領域中心で密になるように不等間隔に分割
した．空間解像度50mの場合には，101(x)×101(y)×51(z)点と
し，水平断面内は等間隔分割とした．空間解像度100mの場合
には，51(x)×51(y)×51(z)点とし，水平断面内は等間隔分割と
した．加えて，50m解像度の場合には，流入気流が有する乱れ
の影響を考慮するため，上流側に計算領域を5km拡大し，流

計算領域中の
最大標高140m

入断面付近の地面上にラフネスブロック(高さ140m)を5個配置
して乱流境界層を生成させた(図10を参照)10) ．鉛直方向(z方
向)の格子分割は全ての場合で同じとし，最小格子幅は0.42m
である．流入条件は，乱流境界層に埋没させた場合の結果に
基づき，対象とした風車上流2.5km位置における時間平均風況

図9 計算に用いた流入気流プロファイル(左)と，
標準偏差の鉛直プロファイル(右)

場(無次元時間100)から主流方向速度成分の鉛直プロファイル

を取り出し，これを与えた(図9および図10を参照)．その他の境界条件などの設定は2章と同じである．
図10には，ラフネスブロックを用いて乱流境界層を生成した場合に関して，風車ハブ高さ位置(地上高45m)におけ
る主流方向速度成分の分布図(瞬間場)を示す．ラフネスブロックからの渦放出に伴い，その下流には変動流が形成
されているのが確認される．風車立地点近傍では風速が局所的に増速している様子も明確に観察される．
表6には，風車ハブ高さ位置

5km

(地上高45m)における増速率を
示す．ここで，増速率の値は流
入断面の風車ハブ高さ高度の
風速値に対する比として表示し
ている．本研究で対象にした地
形の場合には，図8に示したよ
う に ， 空 間 解 像 度 が 約 8m と
100mの場合においても，地形
形状の劇的な違いは見られな
かった．そのため，空間解像度
の違いによる増速率の大きな
差は確認できなかった．しかし，
空間解像度が減少するにつれ
て風車ハブ高さ位置での増速
率は減少する傾向にあることが
示された．50m解像度の標高デ

5km

北の風
流入気流プロファイルを
抽出した位置

5km
本研究で対象にした風車
風車ハブ高さ：45m
風車ロータ直径：29m

図10 風車ハブ高さ45mにおける主流方向速度成分の分布図，瞬間場，
風速の表示範囲：-0.5～1.5

ータを用いた場合では，平均風速の増速率に対し
て流入変動風の影響はほとんど現れなかった．
5. おわりに
本研究では，数値シミュレーションによって複雑

約8m
風速比

1.32

空間解像度
50m
50m
約15m

100m

(変動風)

1.30

1.30

1.29

1.28

表6 風車ハブ高さ位置での増速率，流入断面の風車ハブ

地形上の強風性状を再現する際，流入気流プロフ

高さ高度における風速値に対する比として表示．

ァイルおよび標高データの空間解像度が風車ハブ
高さ位置での割増係数(増速率)にどの程度の影響を与えるかを調査した．流入プロファイルの形状に関しては，上空
風速を“1”とした場合，べき指数の値が小さくなるにつれて風車ハブ高さ位置での風速比は小さくなる傾向を示した．
標高データの空間解像度の影響については，空間解像度が減少するにつれて風車ハブ高さ位置での増速率は減
少する傾向にあることが示された．
2008年4月2日の朝日新聞では，建築基準法の改正に伴う耐震基準の厳格化により，風力発電の新設計画の6割
以上が大幅に遅れたり，あるいは，中止に追い込まれたりしているとの報道がなされた．このような状況から，今後数
値シミュレーションを用いた事前評価が強く望まれるのは自明である．今回の結果が客観的，かつ適正な設計風速
評価の一助になれば幸いである．
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式(3)の鉛直分布である．特に，基準風速を上空風

速にした場合と風車位置にした場合の表示で，風速
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