
CopyrightⒸ2020 一般社団法人 日本機械学会 

 

 

[No.20-1] 日本機械学会 2020 年度年次大会 講演論文集 〔2020.9.13-16，名古屋〕 

 

J05309 
16方位風向分布に対する垂直軸風車ペアの平均出力解析 

Numerical analysis on the averaged power of a vertical axis wind turbine pair against 

16-direction wind distributions 

〇学 翁長 智幸*1，正 原 豊*1
 

正 上代 良文*2 

Tomoyuki OKINAGA
*1

, Yutaka HARA
*1

,
 

Yoshifumi JODAI
*2

 
*1鳥取大学 Tottori University 

*2香川高等専門学校 National Institute of Technology (KOSEN), Kagawa College 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) using the Dynamic Fluid/Body Interaction (DFBI) model had been carried 

out to investigate the wind direction dependency of a 2D-rotor pair. Although the experiments showed the tendency of 

greater influence of the deflection of the wake in the CO (co-rotating) condition than the IR (inverse-rotating) condition, 

the CFD analysis showed the opposite tendency in the power distribution. There was no clear difference between the 

CO and IR conditions in regards to the power per unit area of the rotor pair. 
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1. 緒   言 

Dabiri
(1)は魚が群れを成すことで遊泳効率を上げていることを参考に，互いに逆回転する垂直軸風車(VAWT，

Vertical Axis Wind Turbine)を密接に配置して発電効率を上げられる可能性を，実機を用いた研究から提案した．

Zanforlin ら(2)は２次元数値流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)解析を行い，互いに逆回転する垂直軸風車

ペアが単独風車に比べ大きな出力を得ることを示した．しかし，Zanforlin らの CFD 解析では風車の回転数を固定

しており，実際の状況を正しくシミュレートしていない可能性がある． 

本研究では，流れ場と風車の動的相互作用を考慮した CFD 解析を行い，風車ペアの回転数が変化する計算を実

施している．これまでに 3D プリンタで製作したミニチュア垂直軸風車(直径 D = 50 mm)を用いた風洞実験(3)，(4)

と並行して，実験ロータと同一直径を持った２つの 2 次元ロータの風車間距離 gap を様々に変えた風車ペアの並

列及び縦列配置における風車出力特性と流れ場特性を CFD 解析で調べてきた．本稿では， gap/D = 0.5, 1.0, 2.0

における風車ペアの 16 方位風向に対する出力特性(回転特性)について CFD 解析を実施する．gap/D = 1.0 のケー

スについては，並行して実施したミニチュア風車の実験結果との比較も行い考察する． 

 

2. 数値解析  

2・1 計算対象 

本研究の風洞実験(3)，(4)では図 1(a)に示すような，直径 D = 50 mm，ロータ高さ H = 43.4 mm，翼弦長 c = 20 mm，

翼型 NACA 0018，翼枚数 B = 3 の 3D プリンタ製ミニチュア・バタフライ風車(3D モデル)を用いている．本研究

の計算対象は，3D モデルを二次元化した風車ロータ (2D モデル，図 1 (b)参照)を２つ並べた風車ペアである．た

だし，2D モデルでは，3D モデルにあるハブや斜め翼部分などは考慮していない．図 2 に，CFD 解析で求めた 2D

モデルのトルク特性(6 m/s～12 m/s)を示す． 
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(a) 3D-printed model           (b) CFD model     

       Fig. 1  Experimental model and CFD model         Fig. 2  Torque characteristics of the 2D wind turbine      

                             model (CFD model) equivalent to the 3D model 

 

2・2 計算条件 

本研究では計算ソルバーとして STAR-CCM+ ver.14.04.011 を用いた．2 次元非定常非圧縮のレイノルズ平均ナ

ビエ・ストークス方程式(URANS)を基礎方程式とし，乱流モデルには SST k-ω を選択した．計算格子はトリムメ

ッシュを採用し，翼表面近傍にはプリズムレイヤーメッシュを生成した．風車ロータの回転はオーバーセットメ

ッシュ法によって実現した．各ロ―タは STAR-CCM+が備える剛体運動予測モデル DFBI (Dynamic Fluid/Body 

Interaction)にしたがって，時々刻々と変化する局所風速 Vlocに伴い回転速度が変化する．すなわち，各風車ロータ

は，運動方程式(1)に基づいて回転する． 

𝐼
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑄wt(𝑉loc, 𝜔) − 𝑄load(𝜔)                                                               (1) 

ここで I はロータの慣性モーメント，Qwt(Vloc，ω)は CFD の結果として与えられるロータの回転トルクである．

角速度 ω で回転するロータの負荷トルク Qload(ω)は，単独ロータの特性計算から得られた理想負荷トルク曲線(3D

モデルに換算，図 2 参照)を表す式(2)で与えられる(5),(6)． 

𝑄load(𝜔) = 3.71 × 10−9 × 𝜔2                                                                             (2) 

式(2)は 3D モデル相当であるため，単位長の厚みを仮定した２次元 CFD 解析では，式(2)の右辺の係数を

1000/43.4 倍した値を負荷トルクとして用いる．同様に慣性モーメントの値も 3D モデルでは 𝐼 = 5.574 ×

10−6 kgm2であるが，CFD 解析ではこの値を約 23 倍した1.28 × 10−4 kgm2を与えている． 

 

2・3 風車の配置 

図 3 に示すように風車ペアには，ロータ 1(R1)とロータ 2(R2)がそれぞれ同方向に回転する CO 状態と逆方向

に回転する IR 状態が存在する．本研究では，図 3 の左側から主流が流入する状態を風向の基準 (θ = 0°)とし，

そこから 22.5°間隔で時計方向に 16 方位の風向を定義した．ただし，特殊なケースである θ = 0°で CO 状態を

CO，θ = 0°で IR 状態を CD，θ = 180°で IR 状態を CU と呼ぶことにする．また，θ = 90°で CO 状態を TCO，

IR 状態を TIR と呼ぶ．風向の定義は図 3 に示す通りであるが，実際の CFD 解析では便宜上，風向は左から右に

向かう方向に固定し，風車ペアの配置を回転して図 3 に示す状態の計算を行った．また，CO と IR の各状態は対

称性(CO が点対称，IR が線対称)を持つため，同じ状態については計算を省略した． 

計算の一例として，θ = 22.5°の IR 配置における X 方向(風速 V の向き)の速度成分分布を図 4 に示す． 
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Fig. 3  Definition of wind direction and layouts of a closely spaced VAWT-pair 

 

 

Fig.4  Distribution of the X-Component of flow velocity in the IR condition of θ = 22.5° and gap = 50 mm 

 

3. 計算結果および考察 

3・1 実験とCFD解析との比較 

本節では，gap = 50 mm(gap/D = 1.0)の場合の風洞実験(香川高専で実施)で得られた結果と CFD 解析の結果を比

較する．CFD 解析の上流風速は V = 10 m/s であるが，ここで比較する実験結果(16 方位全てを計測)は上流風速を

V = 14 m/s とした場合のものである．本研究では，各ロータで実現される毎分回転数 N [rpm]を，単独ロータで得

られる基準回転数 NSIで無次元化し，その値を記号 Nnormで表す．基準回転数は，CFD 解析では 3472.8 rpm，実験

においては CO で 3900 rpm，IR で 4170 rpm とした． 

図 5(a),(b)に，風洞実験と CFD 解析のそれぞれにおける，R1 の回転数𝑁norm
(1)

と R2 の回転数𝑁norm
(2)

，およびそれ

らの平均𝑁norm
(ave)

の CO 状態における 16 方位風向に対する依存性を示す．実験では，直流モータを 3D モデルに接

続しており，CFD 解析とは異なる負荷特性を持つ．図 5(a)で示されるように，実験では θ = 112.5°と 292.5°の

方向で下流側ロータ(R2，R1)の回転が停止している．これは上流側ロータの後流の影響で下流側ロータ周辺の局

所流速が大きく減少していることが起因している．また，θ = 90°と 270°では上流・下流側の両ロータとも回転

しているため，風洞実験の 3D モデルにおいては上流側ロータの後流が大きく偏向し，これにより θ = 112.5°と

292.5°の方向で回転数平均が減少する分布となっていると推測する．一方，図 5(b)の CFD 解析では，θ = 112.5°

と 292.5°の各状態で下流側ロータ(R2，R1)は多少回転数が減少しているが停止はしておらず，θ = 90°と 270°

の方向で大きく減少し，風車ペアの回転数平均は内側にくぼむ分布となっている．図は略すが，IR 状態での実験

では θ = 90°と 270°の方向でのみ下流側ロータは静止し，CFD 解析では下流側ロータの減速が最大であった． 

CO 状態と IR 状態のそれぞれでの，ペア風車の回転数平均の風向依存性を実験と CFD 解析で比較した結果を

図 6 に示す．CO が点対称分布，IR が線対称分布である点において，実験と CFD 解析の両者の傾向は一致する．

ただし，前述したように，回転数分布でみる場合，実験では CO 状態において後流の偏向の影響が大きく，CFD

解析では後流の偏向の影響は明確ではない．3D モデルは 2D モデルに比べてソリディティが大きいため抗力型風

車としての特性が強くなっており，このことが実験において後流偏向の影響を大きくした要因であると推測する． 
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(a) Experiment (CO，V = 14 m/s)                         (b) CFD (CO，V = 10 m/s) 

Fig. 5  Wind direction dependence of rotation of each rotor in CO condition 

 

 

(a) CO                                               (b) IR     

Fig. 6  Wind direction dependence of the averaged rotational speed of a pair rotor in CO and IR conditions 

 

3・2 風車ペアの無次元出力の風向依存性 

CFD 解析で得られた風車ペアの平均出力を，風速 10 m/s の条件下の単独風車(SI)の出力(𝑃SI = 177.6 mW；3D

モデル換算)で無次元化し記号𝑃nor𝑚
(ave)

で表す．風車間隔を gap/D = 0.5, 1.0, 2.0 と設定した CO 及び IR の各状態につ

いて，16 方位の風向に対する無次元出力特性𝑃norm
(ave)

を図 7 に示す． CO 及び IR の両者の θ = 112.5°の状態で，gap

が小さい場合に出力の減少がみられる．これは，図 6 の実験結果において議論した後流の偏向の影響と考えられ

る．CFD の場合，出力(トルク×角速度)分布で見ると，後流の影響は CO よりも IR のほうが大きい．原因とし

ては，2 つのロータ間の流れ場において，2 つのロータそれぞれが誘起する誘導速度が CO では打ち消す状態であ

るのに対して，IR では強めあう状態であることが考えられる．その影響はロータ間距離が大きくなると弱くなり，

CO と IR の違いは減少する．gap/D = 2.0 の場合に，CO と IR の両者において，θ = 0°と 180°の方向において，

無次元出力𝑃norm
(ave)

が 1 よりも大きくなっていることは，2 つのロータの回転中心を結ぶ方向と卓越風向が直交する

向きに合わせて配置することで，単独風車よりも大きな発電が可能であることを示している． 

表１に 16方位の𝑃norm
(ave)

の平均を gap毎に示す．また，2つの風車ペアが占める面積Aarrayを式(3)のように定義し，

2 つの風車の 16 方位の出力の平均を Aarrayで割った単位面積当たりの出力 Punit [W/m
2
]を表 2 にまとめる． 

𝐴array = 2𝐷(𝐷 + 𝑔𝑎𝑝) + 𝜋𝐷2                                                                  (3) 

表 1 より gap が大きいほど𝑃nor𝑚
(ave)

 は 1 に近づくことが分かる．これは gap が大きくなるほどロータが互いに及

ぼしあう影響が小さくなり，単独風車に近い状態になるためである．表 2 から，gap が小さいほど Punitは大きく

なるため，ウインドファームでは gap の小さい付近で最適値があることが予想される．今後，それを求めていく

ことが課題である．なお，表 1 と 2 の結果から，風車ペアにおいては，CO と IR に明確な優劣の差はない．  
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(a) CO                                       (b) IR  

Fig. 7  Wind direction dependency of the power of a VAWT pair in gap/D = 0.5, 1.0, and 2.0 

 

Table 1  Average of 𝑃nor𝑚
(ave)

  in all direction 

gap/D CO IR 

0.5 0.895 0.890 

1.0 0.948 0.933 

2.0 0.976 0.980 

 

Table 2  Power of two rotor per unit area [W/m
2
] 

gap/D CO IR 

0.5 20.7 20.6 

1.0 18.9 18.7 

2.0 15.2 15.2 

4. 結   言 

本研究では 2 つの垂直軸風車の風向依存性について DFBI モデルを用いて CFD 解析を行った．風洞実験では

IR(互いに逆方向回転)状態よりも CO(同方向回転)状態の方が後流の偏向が大きくなる傾向がみられたが，CFD 解

析で得られた出力分布では，CO よりも IR において後流の偏向の影響が強く表れていた．風向の等価な分布を仮

定した場合では，単位面積当りの出力において，CO 状態と IR 状態に明瞭な差はみられなかった． 
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