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クーリングタワー風車の性能に及ぼす乱流特性の影響に関する LES解析 
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1. 緒言 

小形風車の応用の１つとして, 排気ダクトから流出する排

気流を利用した発電がある. 鳥取大学とパイオニア精工(株)

は, クーリングタワーの排気流を利用する小形風力発電機の

開発を行っている( 図 1 参照 ). 本風車は, 回転軸に平行なク

ーリングタワーの排気流に対して水平軸風車として動作す

る. また, 回転軸に垂直な方向から吹く自然風に対しても垂

直軸風車として動作することを特徴とする. 先行研究(1)では

レイノルズ平均ナビエストークス方程式(RANS)による数値

流体力学(CFD : Computational Fluid Dynamics)解析で本風車

の出力特性を予測した. その結果, 発電において主となる水

平軸風車として働く場合, 回転数 450 rpmで最大出力 17.6 W

を得ることが予測された. 本研究では, 乱れの大きい排気流

を想定し, 水平軸風車として動作する場合に, 乱れのある流

入風が出力特性に与える影響を LES (Large Eddy Simulation) 

解析により明らかにすることを目的とする.  

 

2. 計算対象及び計算条件 

計算対象風車は, ロータ直径：D = 750 mm,ロータ高さ：H 

= 300 mmであり, 翼弦長：c = 100 mmの対称翼 NACA 0018

を断面形状とする曲線状の翼 3 枚( N = 3 )で構成されている.

翼の根元を固定する基盤( φ210 mm )の下には, 長さ 250 mm

の整流コーンをつけてある. 風車のソリディティは σ [= 

Nc/πR] = 0.255 である( R はロータ半径 ). 計算ソルバーは,  

STAR-CCM+ ver.14.04.011を使用した. 3次元非定常非圧縮の 

 

 

         
 

Fig.1  Image of cooling tower power generation system. 

条件で LES 解析を行い, 基礎方程式は式(1)と式(2)に示す空

間フィルタリングされたナビエストークス方程式と連続の

式とした. 
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ここで, ̃は空間フィルタリングされていることを表し, �̃�𝑖
は流速,  �̃�は圧力, ρ は空気密度, ν は動粘性係数, 𝑓𝑖 は流体に

作用する外力, 𝜏𝑖𝑗は SGS(Subgrid-Scale)応力を表す. SGS 応力

を評価するために用いる SGS モデルとしては, WALE (Wall-

Adapting Local-Eddy Viscosity) モデル (2)を選択した. 時間刻み

幅は, 風車が 0.5°ずつ回転するように設定した. 気体の流れ

は分離型流れとした. また, 時間進行としては陰解法を選択

し, 時間離散化は 2 次精度とした. 計算領域は対称性を考慮

して, 半径 1.5D, 高さ 4.0D (D はロータ直径)の円柱の 1/3 で

あり, 翼 1枚のみを含む(図 2 参照). 120°の角度で交差する 2

つの対称面は周期境界とした. クーリングタワーの吹出口と

風車との間隔を考慮し, 流入端より 1.5D の位置が翼の根元

位置となるように風車モデルを配置した.  風車モデルは, 半 

 

 
 

 
      Fig.2 Calculation region (1/3). 

D 

H 

Rotor 

 

Nose cone 

Cooling tower 

Exhaust flow 

Natural wind 

1.5D 

1
.5

D
 

4
.0

D
 

Slip Wall 

Outlet 

(P = 0 Pa) 

Inlet 

(𝑈  = 7 m/s) 

Periodic 

boundary 



径 0.8D, 高さ 1.2D の円柱(回転領域)の中に設定し, 静止領域

と回転領域のインターフェースを移動境界としてスライド

させることにより風車の回転運動を模擬した. ただし, 実機

では整流コーンは回転しないが, 計算を簡単にするため, 本

研究では回転する設定とした. 境界条件としては, 計算領域

の上流側境界を速度入口とし, 下流側境界は圧力出口として

ゲージ圧 0 Pa を設定した. また, 計算領域の側面はスリップ

条件を与え, 風車の表面はノンスリップ条件を与えた. 計算

格子のほとんどはポリヘドラルメッシュを採用した. 翼表面

については構造格子のプリズムレイヤーメッシュを 15 層生

成した. 計算領域の総セル数は, 約 1200 万セルである. 風車

の回転数は最大出力が出ると推測される回転数である N = 

450 rpm (λ = 2.52)とした. 流入風については, 平均風速 V = 7 

m/s で乱れのない場合と, 平均風速 V = 7 m/s において, 3つの

乱流強度(I = 10%, 20%, 30%)と 3 つの乱流渦スケール(L = 

0.02, 0.04, 0.06m)を組み合わせた 9 通りの乱れ状態を仮定し

た. 乱れ状態は上流側境界において合成渦法( SEM : 

Synthetic-Eddy Method )を用いて生成した. 本解析では, 平均

特性がほぼ収束する 5 回転まで計算を実行し, 5 回転目のト

ルク平均値を算出した. メッシュを作成する際に, RANS の

k-ε モデルを用いた計算によって乱流消散率を求め, コルモ

ゴロフスケールを算出してメッシュサイズの参考とした. 

LES 解析を行うに当たってメッシュの格子幅は, コルモゴロ

フスケールの 10～100 倍が望ましいが, 本計算では計算コス

トを減らすために約 100～1000 倍となっている. また LES 解

析では, 計算領域全体において計算格子を密にする必要があ

るため, 計算領域の大きさを小さくとって計算コストを抑え

た. 計算結果の計算格子密度と計算領域の大きさへの依存性

は, より詳しく検討する必要性があるが今後の課題とし, 本

研究では乱れが風車性能に及ぼす定性的影響を明らかにす

ることに注力した. 

 

3. 計算結果及び考察 

LES 解析により予測した平均の出力係数𝐶𝑝を図 3 に示す.

平均の𝐶𝑝は, 乱流強度 I = 0.2, 乱流渦スケール L = 0.02 mの

とき, 最大値 0.334 をとった. これは乱れのない場合の𝐶𝑝よ

り 6%大きい. また, I = 0.3, L = 0.06 mのとき, 最小値 0.294

となった. これは, 乱れのない場合の𝐶𝑝より 6%小さい. 図 3

より, 乱流強度が大きいほど𝐶𝑝は減少し, 乱流渦スケールが

大きいほど𝐶𝑝が減少する傾向がみられる. 

I = 0.2, L = 0.02 mのときと, I = 0.3, L = 0.06 mのときの Q

値等値面(Q = 700 s−2 )を図 4 に示す. 最大𝐶𝑝が得られた I = 

0.2, L = 0.02 m のときは, 計算領域の上流部で渦が消散し, 

大きな渦は風車の直前あたりから見られなくなっている. ま

た,トルクが最小となった I = 0.3, L = 0.06 mのときは計算領

域全体に大きな渦が見られた. 他の計算条件でも同様の傾向

が見られたことから, 風車の上流部分で大きな渦が消散せず

に残っている場合, 風車出力の低下に繋がると考えられる. 

 

4. 結言 

本研究ではクーリングタワー風車に及ぼす, 流体の乱れの

影響を明らかにするため, 風車が水平軸型として動作してい

る場合を想定して LES 解析を実施した. 以下に得られた知見

をまとめる. 

(1) 流入風の乱流強度が大きいほど, 風車の出力係数𝐶𝑝は

減少する傾向がある. 

(2) 流入風の乱流渦スケールが大きいほど, 風車の出力係数

𝐶𝑝は減少する傾向がある. 

(3) 流入風の乱流渦スケールが小さい場合は, 流入風の乱れ

がない場合よりも𝐶𝑝は大きくなる傾向がみられた. 

 
                 Fig.3  Turbulence dependence of  power coefficient. 

 
 

 

 

 
 

     Fig.4  Iso-surface of Q-criterion [Q = 700 s−2 ] . 
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