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１．まえがき 

 

 その起源ははっきりしないが，風車は水車とともに簡便な動力源として古く

から利用されてきた．現存する最も古いものに， 10世紀ごろ中央アジアあるい

は西アジアで，製粉の動力として用いられていた垂直軸風車がある[1]．その後，

ヨーロッパその他の地方へ広まった．たとえば，19世紀のオランダでは，10000

台もの風車が，製粉用，灌漑用，一般動力用として用いられていた．英文名が

Wind millからWind turbineへと変っていったことから分かるように，現在で

は大型化が進み，風車はもっぱら発電用に使われている．図1は，世界の風力発

電導入量に関するGWEC（Global Wind Energy Council）の報告であるが[2]．最

近の15年の間に急速に増えている． わが国でも同様な増加を見せており，2013

年末には総設備容量約271万kW，総設置基数1934基となっている[3]．  

 

 

図1.1世界の風力発電導入量[2] 

 

風車の設置数の急増に伴い，風車の事故も増えている．世界全体で発生してい

る事故の正確な数は不明だが，たとえばCWIF（Caithness Wind Firm Information 

Forum）の報告によれば，イギリスでは 1995-1999の５年間に年平均 16件であ

ったものが，2010-2014の５年間には年平均 155件に増えている[4]．日本の最

近の例でいうと，2013年に京都府の太鼓山風力発電所（3月13日），三重県の笠
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取風力発電所（4月7日），北海道の苫前風力発電所（9月5日）でタワーヘッド

の落下事故が起き，また山形県の遊佐風力発電所（11月22日）と北海道のオロ

ロン風力発電所（12月5日）で落雷によりブレードが破損した[5]． 

事故の内容は様々であり，また多くの場合，我々は大破した結果だけを知るの

で，その原因を特定することはかなり難しい．事故の経過が記録されている数少

ない例として，1998年にデンマークで起きた例を紹介する．この事故では，高

い風速のもとで速度制御ができなくなり，ブレードが破損したときの経過がビ

デオで記録されている[6]．図1.2は，破損する瞬間の数コマを取り出したもの

である．まず一本のブレードが折れ（図1.2(a)），その結果ロータがバランスを

崩して二本目のブレードが折れるとともに三本目のブレードがタワー中央部に

衝突し（図1.2(b)），最後にタワーが中央で折れ（図1.2(c)）,その上部がワゴ

ン車の横に墜落している．これだけから正確には分からないが，この一連の写真

から判断すると，筆者には，回転速度が上昇してブレードの共振領域に入り，大

きな振動が起きてブレードが破損したように思える．そこで本論文では，風車で

起こりうる振動と，その防振方法に関する我々の研究を紹介する． 

 

→ →  

    (a)           (b)          (c)   

図1.2 風車の倒壊事故[6] 

 

２．風車に働く各種の励振力 

 

 図 2.1は風車に働く力を示す．左から風による力①が働く．ブレードには相

対的な速さWの風が加わるので,速度Wの方向に抗力D，それに直角に揚力 Lと
して働く．これらの力はフラップ方向成分②と，コード方向成分③に分けること

ができる．風速は高さにより変化するので，ブレードが回転すると，これらの力

は周期的に変化する．その結果，ブレードとタワーに周期的励振力が加わる．風

下にブレードがあるタイプ（Downwind type）では，タワーの影で風速が弱まり，
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インパルス状の力④がブレードとタワーに加わる．このパルス列は，フーリエ級

数展開すれば，回転速度とその整数倍の振動数成分をもつ．ブレードには重力

mgも作用する．その力のブレードに直角な成分⑤は，ブレードを曲げるモーメ
ントとして作用するが，左側と右側で進行方向に対して変動するため，周期的な

曲げモーメントとなる．ブレードの長手方向の成分⑥は，ブレードの張力あるい

は圧縮力として働く．この力はブレードが上に来たときには，倒立振り子のよう

にブレードの剛性を下げ，下に来たときは剛性を上げる．その結果，係数励振作

用となる．⑦は不つりあいによる力である．ブレードの枚数が複数になると，ブ

レードからタワーに加わる力の各振動数成分は，枚数倍となる．以上のように，

風車には回転速度の n倍の角速度をもつ多くの励振力が加わる．  
 

 

図2.1 風車に働く各種の力 

 

 

３．着床式風車に発生する各種の振動 

 

 風車という回転機械は，一般の回転機械と比べると，かなり特徴のある構造を

している．すなわち，高いタワーの上に取り付けられた長いブレードが，鉛直平

面内で，高さによって異なる風力を受けながら回転している．したがって，そこ

ではかなり特徴のある振動が発生する．本節では，風車で予想される振動につい

ての解析結果を紹介する． 
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3.1 鉛直面内で回転する剛性ブレードの振動[7],[8] 

最初に，簡単のため，ここではブレード単体が回転する場合に発生する振動か

ら紹介する． 

 

 (１) 解析モデルと運動方程式  

図3.1に１枚の剛体ブレードの解析モデルを示す．長さ lの１枚の剛性ブレー

ドが回転軸に取り付けられ，直面内で角速度ωで回転している．水平方向に x軸，

鉛直方向に y軸，回転軸方向に z軸をもつ静止直交座標系O-xyzと，ブレード方
向にξ軸をもち角速度ωで回転する回転座標系O- zξη を設ける．ブレードは一

様なうすい矩形断面の剛体とし，その一端が回転軸に垂直にばね定数 kの板ばね

で取り付けられている． 風速が高さにより変化するので，回転するブレードに

は，周期的な風力 tQQQb ωcos0 ∆+= が作用する．ブレード先端の変位を lz
とする．この剛体ブレードの運動方程式は次式で与えられる 

tQQzt
l

mgm
l
kzczm

llll ωωω cos sin
233 0

2

2 ∆+=







−+++ &&&

  (3.1) 

この式はつぎのような力学的特徴をつ．（ⅰ）平均的なばね剛性 )3//( 22 ωmlk +
が遠心力のため，回転速度とともに増加する．（ⅱ）重力mgが作用するため，ば
ね剛性が周期的に変動する（係数励振系）．（ⅲ）風速の高さによる変化のため，

周期的励振力 tQ ωcos∆ が作用する（強制振動系）． 

 

(２) 固有角振動数   

式(3.1)の右辺をゼロとおいた式に自由振動解 ptAzl sin= を代入し，その 

係数を等置すると固有角振動数がつぎのように求まる．  

 

     

図3.1 剛性ブレードのモデル         図3.2 固有角振動数線図 
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21 ω+=p            (3.2) 

このように，ブレードの固有角振動数は回転角速度ωに依存して変化するので，
その変化を，横軸に回転角速度ω，縦軸に固有角振動数 pとった図3.2のよう
な線図（固有角振動数線図）を描いて表現する．この図は，共振現象が発生す

る回転速度を見つけるために重要であり，以下においてもたびたび用いる． 

 

(３) 共振曲線 

 風車を回転させたとき発生する振動を数値シミュレーションにより調べた．

なお，パラメータの値は，実機の風車から決めたものではなく，実験装置（本稿

では省略）の寸法から決めた値である．まず,特別な場合として，風が全く吹い

ていない状態（ 00 =∆= QQ ）でブレードが回転するときマッシューの式と呼

ばれる係数励振系の式となり，回転速度 ω と固有振動数 p がある関係

ω)/( nmp =  をもつと不安定振動が現れる可能性がある．結果を図3.3に示す．

この図は )2/( kmgl=ε  が比較的大きい場合であるが，図 3.2において，関係

ω)2/3(=p と ω2=p が成立するところで不安定振動が発生している． 

つぎに，変動風力 tQQ ωcos0 ∆+ が作用する一般の場合のシミュレーション結

果を図3.4に示す．変動成分 tQ ωcos∆ が角周波数ωの応答を生じ，それが係数 

励振項を通じて連鎖的に ω2 ，ω3 ， L　,4ω の成分を作る．これらの成分が図3.2 

の交点でそれぞれ大きくなる． 

 

3.2 鉛直面内で回転する弾性ブレードの振動[9],[10] 

 つぎの，一枚の弾性ブレードが回転する場合について紹介する．  

 

  
図3.3風がない場合            図3.4 風の力が作用する場合 
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 (１) 解析モデル   

図 3.5に１枚翼の弾性ブレードが鉛直面内で回転するモデルを示す．ブレー

ドは軸に固定して取り付けられ，その回転軸方向の１次のフラップ曲げ振動を

考える．前節の剛体ブレードの場合は運動方程式が常微分方程式，この弾性ブレ

ードの場合は偏微分方程式という違いはあるが，解析方法は同様である．  

 

 

図3.5 弾性ブレードの解析モデル 

 

（２）固有角振動数線図と共振曲線 

固有角振動数線図を図3.6に示す．剛体ブレードの場合と定性的に同じで

あり，回転速度とともに値が増加している． 

共振曲線について，数値シミュレーションで解いた結果を図 3.7に示す．

図3.6で固有角振動数の曲線 p と直線 ω2=p の交叉する 6.0=ω 付近で，

振動数 ω2 の超調波振動数の共振現象が現れている．したがって，この付近

の回転速度で運転すると危険である． 

 

  

図3.6 固有振動数線図 図3.7 応答曲線 
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3.3 二枚翼型風車タワーの不安定振動[11],[12] 

図 3.8に，三枚翼と二枚翼のプロペラ型風車を示す．プロペラ型風車のブレ

ードの断面は飛行機の翼と同じである．一般には三枚翼風車が圧倒的に広く用

いられているが，二枚翼風車も作りやすく製作コストの面でも有利なことから

用いられている．しかし二枚翼風車はロータの慣性モーメントが非対称である

ため，振動学的にはいろいろと問題を含んでいる． 

   (a) 三枚翼風車     (b) 二枚翼風車 

図3.8 プロペラ型風車（米国，パームスプリング市，著者撮影） 

 

 
図3.9 二枚翼風車の解析モデル 

(１) 解析モデルと運動方程式 

図 3.9に解析モデルを示す．風車のナセル内に設けられた水平回転軸に二枚

翼のブレードが取り付けられた系を考える．図に示すように，回転軸中心を原点
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にとった直交座標系 xyz−O を定義する．二枚翼のブレードをひとつの非対称回

転体とみなす．非対称回転体の質量をm，主慣性モーメントを )(, 221 １IIII < ，

極慣性モーメントを pI ，静不釣合いを e，動不釣合いをτ とし，それらの角位置

をそれぞれ τββ ,e とする．タワーは並進運動，傾き運動，ねじり振動をする．

並進運動を，タワーの y方向変位を無視し，ナセルの中心Mの座標 ),( yx で表す．

タワー先端の傾きについて， xy面内の傾きを xφ ， yz面内の傾きを yφ とする．

回転軸が剛体であると仮定すると，これらの傾きは非対称回転体の傾きと同じ

である．タワーは質量のないはりの先端に等価質量 0m をもつモデルとする．鉛

直軸まわりにねじり振動の回転角をψ とする．ナセルの質量を 1m ，重心Mの z

軸，x軸，y軸まわりの慣性モーメントをそれぞれ yxz III ,, とする．また，回転

体の中心Oとナセルの重心Mとの距離を lとする．運動方程式は次式となる． 
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(3.3) 

（２）固有角振動数線図 

固有振動数線図を図 3.10に示す．この図は，横軸の 0=p に関して上下対称

形である．図 3.2や図 3.6と比べるとかなり複雑であるが，図の意味するとこ

ろは同じである．すなわち，ロータの回転速度ωを決めると，そのとき各曲線の
与える値の固有振動数で自由振動する．曲線には回転速度ω の変化に対して一定
のものと変化するものがあり，それらの交点の一部で pは左右に分かれた形状
となる．その付近で pのない回転速度範囲では， pの値が複素数となり，これは
指数関数的に成長する不安定振動が発生することを示す．図3.10の範囲では不

安定領域が５箇所に現れ，不安定領域A-Eと名付ける． 
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図3.10 二枚翼風車の固有角振動数線図 

 

  

図3.11xと xφ の共振曲線（τ =0） 図3.12z , zφ ,ψ の共振曲線（ e=0） 
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（３）共振曲線 

式(3.3)をみると，静不釣合い eは xと xφ だけに影響し，動不釣合いτ は z
と zφ ，ψ だけに影響するので，ここではそれらの共振曲線を分けて示す．まず
静不釣合い eだけある場合の共振曲線を図3.11に示す．•印は，式(3.3)の数値
シミュレーション結果による振幅を表す．変位 xの共振曲線では，ω =2.19の
付近に反共振点が存在することが特徴的である． 

図 3.12は， z , zφ ,ψ に対する共振曲線を示す．実線は安定解，破線は不安
定解を表す．また，不安定領域A-Eの幅も記入してある．共振点以外では，強制

振動の振幅は比較的小さい．ただし，赤線で示した不安定領域内では，振動が成

長する不安定振動が現れるので危険である．一例として，領域D内の 54.1=ω
における時刻歴を図 3.13(a)に，またその FFTスペクトルを図 3.13(b)に示す．

ここでは２つの振動モードが同時に現れていることが理解される． 

 

  

(a)時刻歴 (b)FFTスペクトル 

図3.13 領域D内のω =1.54における不安定振動 
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3.4 非線形特性をもつ二枚翼風車・三枚翼風車のモード局在化現象[13],[14] 

（１）解析モデル 

図 3.14には，例として三枚翼風車が描いてあるが，ここでは二枚翼と三枚翼

の場合を考える．図3.15の解析モデルでは，タワーはばねとダンパに置き換え

てある．ナセルは風の方向（ 0z 軸）とそれに直角な水平方向（ 0x 軸）に移動可
能である．ブレードは剛体ブレードで，鉛直方向からの傾き )3,2,1( =Θ ii 方向

に回転可能である．  

 

 

 

(a) 平面図 

 

(b) 側面図 

図3.14 風車モデル 図3.15 解析モデル 

 

（２）二枚翼風車の場合 

図3.16に固有角振動数線図を示す．タワーの 0x 方向の運動方程式は独立
しており，その固有振動数は np =1.0の直線が該当する．それ以外の運動は

互いに連成しているが，タワーの 0z 方向の固有振動数は 0x 方向と同様の性
質をもつため，ブレードの回転速度にあまり依存しないと考えられる． 

運動方程式を直接数値積分して求めた共振曲線を図3.17に示す．この図

は，非常にゆっくりとスイープ加振し，その時刻歴波形の最大振幅をプロッ

トしたものである．この図はタワーの 0x 方向の変位とブレード１の傾き 1Θ    
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図3.16 二枚翼風車の固有振動数線図 

 

に対する共振曲線を示す．図 3.17のピークの記号は，図 3.16の交点の記号に

対応している．黒色の実線は回転速度をゆっくり増加させた場合，赤色の実線は

ゆっくり減少させた場合を表す．図3.17の交点A, C, I, J, Nにおいて共振ピ

ークが発生している．共振ピークA, C, I, Jは強制外力と係数励振作用の相乗

効果によって起こる共振ピークであり，共振ピーク Nは静不つりあいに起因し

て発生する共振ピークである．図3.17(b)は図3.17(a)の回転速度の低速領域 

 

 

     (a) 共振曲線          (b)低速領域の拡大図 

図3.17 Sweep加振したときの共振曲線 
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（ω ＝0.04～0.16）拡大したものである．ブレードの復元モーメントの非線形 

性に起因して，漸軟形の傾向が比較的強く現れている． 

 図 3.18は，図 3.17の共振ピーク C付近のω =0.1401における定常応答波形

を示す．ブレード 1, 2の長さが同じとした．図 3.18(a)と図 3.18(b)は初期値

が異なっている．すなわち，初期値の違いに依存して異なる波形が観測された．

図 3.18(a)では，ブレード 1, 2の傾き 1Θ , 2Θ の振幅が同じであるが，一方，

図3.18 (b)では，等しいブレードにもかかわらず，傾き 1Θ , 2Θ の振幅が大き

く異なっている．一般に，この現象は，“モード局在化現象”として知られ，非

線形系で観察される現象である．このように，モード局在化現象によって特定の

ブレードだけが大きく振動する場合があるため，ブレードの振動を監視する際

には，すべてのブレードの振動を計測する必要がある． 

  

  

(a) ブレードの振幅が同じ場合 (b) ブレードの振幅が異なる場合 

図3.18 回転速度ω =0.1401における定常振動の時刻歴 
 

（３）三枚翼風車の場合 

  三枚翼風車でもモード局在化現象は発生する．現象は二枚翼風車の場合と定

性的に同じなので，ここでは時刻歴だけを図 3.19に示す．図 3.19(a)は三枚の

ブレードが同じ振幅で大きく振動する場合，図3.19(b)は二枚のブレードの振幅

が大きく振動する場合，図3.19(c)は一枚のブレードの振幅が大きく振動する場

合を示している． 
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(a)三枚が大きく振動 (b)二枚が大きく振動 (c)一枚が大きく振動 

図3.19 三枚翼風車におけるモード局在化現象 

  

４．着床式風車の各種制振法 

 

4.1 円筒型同調液体ダンパー（TLD）による風車タワーの制振解析[15],[16] 

 タンクの中の液体の揺れであるスロッシングの固有振動数と構造物の固有 

 

 

 
(a) 平面図 

 

(b) 側面図 

図3.20 風車の形状 図3.21 解析モデル 
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振動数を同調させて建築物の振動を抑える装置に同調液体ダンパーがある．こ

れは構造が簡単で固有振動数の周期を調整しやすいので横浜マリンタワーをは

じめ，多くの高層建築構造物に用いられている．そこで，この同調液体ダンパー

の風車タワーに設置し，その制振効果を調べた． 

図3.20は，制振器として液体を入れた容器をナセルに取り付けた風車を示す．

また，図3.21にその解析モデルを示す．解析モデルでは，ナセルをタワーの一

部として考え，タワーは 0z 方向，および 0x 方向に移動可能であるとする．ブレ
ードは剛体とし，それぞれ鉛直方向に対する傾き iΘ 方向に回転可能であるとす

る．風車タワーの上には，深さ hの液体で満たされた円筒容器が取り付けられて

いる．液体の解析のため，タワー上に固定した移動座標系 xyz−O を考える． 

 

4.1.1二枚翼風車の場合 

支配方程式は，タワーの振動に関し２つ（ 0z 方向および 0x 方向），ブレードに
関して２つ，液体に関して２つ（ zx, 軸をモードの節とするもの）から成る． 

 

（１）固有角振動数線図  

図3.22に，固有振動数線図を示す．実線と破線の交点付近では， 

(i) ブレードの静不釣合いによる振動数ω の強制振動 

(ii)ブレードの係数励振作用による振動数 )2/(ωm の不安定振動 

(iii)風圧による強制外力と係数励振作用の相乗効果による振動数 ωm の振動 

 

 

図3.22 固有角振動数線図 
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(a) タワー ( 0z 方向) (b) タワー ( 0x 方向) 

  

(c) ブレード 1 (d) ブレード 2 

  

(e)液体(x軸が節線のモード) (ｆ)液体(z 軸が節線のモード) 
図3.23 同調液体ダンパーの二枚翼風車に対する制振効果 

 

（２）共振曲線 

風車タワーの固有振動数 00 , xz pp が等しく，またそれを液体のスロッシング

の固有振動数 11p に同調させた．図3.23は，数値シミュレーション結果である．

破線は取り付けない場合であるが，図3.22の交点A～E, Gで共振している．点

Aでは，破線で示されるように，振動がタワーの 0x 方向で起こる．実線は調液体

ダンパーを取り付けた場合である，点Ａの共振ピークは制振される．ただし，同

調点の両側に新たに小さな2つのピークが現れる．点Cでも同様である． 

 

4.1.2三枚翼風車の場合  

特性は二枚翼風車の場合と似ているので，ここでは共振曲線を図3.24に示す

だけにとどめる．二枚翼風車と同様に制振効果が認められる． 
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(a) タワー ( 0z 方向) (b) タワー ( 0x 方向) 

  

(c)液体(x軸が節線のモード) (d)液体(z 軸が節線のモード) 
図3.24 同調液体ダンパーの二枚翼風車に対する制振効果 

 

4.2 同調質量ダンパー（TMD）による風車タワーの制振解析[17] 

図3.25に，風車タワーにばね・質量型同調質量ダンパーを取り付けた解析モ

デルを示す．基本的な構造は，図3.21と同じである． 

  

図3.25 ばね・質量型動吸振器による風車 

 

（１）固有角振動数線図 

図3.26に，固有角振動数線図を示す． 
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図3.26 固有角振動数線図 

 

  

(a)タワー変位（ Tx ） (b) タワー変位（ Tz ） 

  

(c)吸振器質量変位（ dx ） (d) 吸振器質量変位（ dz ） 

  

(e) ブレード傾き（ 1Θ ） (f) ブレード傾き（ 2Θ ） 

図3.27 ばね・質量型動吸振器の制振効果 
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（２）共振曲線 

図3.27に．風車タワーの TT zx , 方向の共振曲線，ブレード1, 2の共振曲線，

動吸振器の dd zx , 方向の共振曲線を示す．実線と破線は，それぞれ動吸振器を

取り付けた場合と取り付けない場合の振幅変化を表す．動吸振器を用いない場

合，破線で示すように，図3.26中の交点A～Cで共振する．すなわち，ブレード

の偏重心 eに起因して， Tx 方向で主共振点付近でピークが生じる．一方，風圧

と係数励振項の相乗作用に起因して， Tz 方向にω =0.5付近(B点)にピークが生

じ，さらに低回転数域でブレードが大きく振動するため， Tz 方向にも大きく振
動している．一方，動吸振器を用いた場合，同調点(ω =1.0)において Tx 方向の

振動が抑えられている．また，ω =1.0で同調させたにもかかわらず，ω =0.5の

副共振点付近においても Tz 方向の振動が抑えられている．  
 

4.3 同調質量ダンパー(TMD)を用いたブレードの制振[18],[19] 

  同調質量ダンパーをブレードに適用し，その制振効果を調べた．解析モデルを

図 3.28に示す．図 3.28(a)はダンパー（動吸振器）としてばね・質量系を用い

た場合，図3.28(b)は振り子を用いた場合である．両システムの特性は類似して

いるので，ここでは前者の結果を紹介する． 

  

(a)ばね・質量型同調質量ダンパー (b)振り子型同調質量ダンパー 

図3.28 同調質量ダンパー 

 

（１）解析モデルと固有角振動数線図 

図3.28(a)に示すモデルは，図3.1の剛体ブレードモデルで，ヒンジから長さ

1l の位置にばね・減衰器・質量からなる動吸振器を取り付けてある．運動方程式
は，ブレードの傾きθ に関する式と動吸振器の質量 1m に関する式の２つから構
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成される．固有角振動数線図を図3.29に示す．黒線はダンパー質量を固定した

場合，赤線はそれをフリーにして動吸振器を作動させた場合である． 

 
図3.29 固有角振動数線図（黒線：ダンパー質量を固定，赤線：可動） 

 

（２）共振曲線 

 図 3.30はブレードの傾きθ とダンパー質量の変位 1z に関する共振曲線を示
す．破線はダンパー質量を固定したときの共振曲線であるが，図3.29の交点 D0, 
C0, B0の回転速度付近 B0の回転速度付近で共振のピークが現れている．これら 

 

 

図3.30 共振曲線（破線：制御なし，赤線：TMD起動） 
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の共振ピークを制振するため，デン・ハルトックによって提案された定点理論に

よる最適設計の方法に従って同調質量ダンパーを設計する．質量比 Mm /11 =µ

（ここに， 1m ：ダンパーの質量， 0m ：ブレードの質量， 10 mmM += ）を仮定

して，次式によってばね定数 1k と減衰係数 1c を決定する． 










+
= 2

110

0
1

2
01 3 l

kk
µµ

µµ
  111 2

3 kc µ=      (3.4) 

ここに， Mm /00 =µ である．質量比 05.01 =µ の質量を用いて，最適設計した

結果の共振曲線を図3.30に示す．最大の大きさをもつ B0ピークが，0.357から

0.046まで変化し，極めて大きな制振効果が認められる．注目されるのは，他の

共振ピーク D0, C0も同時に小さくなっていることである． 

  

５．浮体式風車の各種制振法 

 

  GWEC(Global Wind Energy Council)の報告[2]によれば，2014年末までの導

入量（発電量）をみると，中国（31.0%），USA（17.8%）,ドイツ（10.6%），スペ

イン（6.2%），インド（6.1%）など広い国土をもつ国が牽引している．狭い国土

の日本では，大型風車を設置する平地が少なく，また低周波騒音などの被害もお

きやすいため，風力発電の導入が進んでいない．現在，海に囲まれた日本として

は，洋上での風力発電に期待が向けられている．一般に，洋上は大きな風力が安

定して得やすく，また大型の風車が作りやすいのでより大きな電力が供給でき

る．図3.31は，風車の設置場所に注目した分類である．現在ヨーロッパで洋上

風力発電施設が多く作られているが，そのほとんどは着床式である．日本は浅瀬

の少ないので，着床式洋上風力発電が難しい．そのような背景から，浮体式の研

究が行われている．現在，五島列島沖や福島沖で実証実験を行っている段階であ

る．本研究では，浮体式風車を風や波浪のもとで安定して立たせるための制振方

法について検討した． 

 

5.1 ジャイロ作用を利用した浮体構造物の制振（鉛直ジャイロロータ）[20] 

船体の揺れを抑えるため，鉛直な軸をもつフライホイールが用いられた例があった[21]．

船体は細長い形状の浮体なので，縦揺れ（ピチング）はそれほど問題ではなく，横揺

れ（ローリング）を抑えることが重要である．それに対して浮体式洋上風車は形

状にそのような方向性がないので，船体とは特性が違ってくる可能性がある．こ

の節では，鉛直回転軸をもつジャイロロータの制振効果を調べた． 
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陸上風車 着床式洋上風車 浮体式洋上風車 

 
図3.31 設置位置による風車の分類 

 

 

図3.32 長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電（H26年6月，著者撮影） 

 

5.1.1ジャイロロータが１個の場合 

（１）解析モデル 

図3.33に解析モデルを示す．簡単のため，風車全体を１つの浮体と考え，船体

の場合と同様，浮体は y 軸方向には長く，その方向の揺れ（ピッチング）は無視

できるものとし，ここでは浮体の傾きとしてはローリング運動のみを考えた．そ

の結果，上下運動（変位 z ）， xz 軸面内の傾き運動（ロール角 xθ ），ジャイロロ 
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(a)平面図 (b)正面図 (c)側面図 

図3.33 一個の縦型ジャイロロータを設置した浮体 

 

ータの yz 軸面内の傾き運動（鉛直方向からの傾き角 yΨ ）の３つを考慮する．

海水の作用はばねとダンパーに置き換えた． 

  

（２）固有振動数と共振曲線 

図3.34に固有角振動数線図を示す．横軸はジャイロロータの回転速度Ωで

ある．固有角振動数 1p は浮体のロール角が優勢な振動で回転速度Ωとともに

増加する．固有角振動数 2p は浮体の鉛直方向の振動が優勢な振動数で，回転
速度Ωには無関係， 3p はジャイロの振動が優勢な振動で，Ωとともに減少し

ている． 

（３）共振曲線 

波の励振振動数ω に対する共振曲線を図3.35に示す．図3.35(a)はジャイロ

ロータを回さない状態で発生する現象を示す．波浪の励振により，ω ＝1.1付近 

 

図3.34 固有角振動数線図 
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(a)ジャイロロータ停止（ 0=Ω ） (b) 回転速度 10=Ω  

図3.35 鉛直なジャイロロータの制振効果 

 

で上下運動と傾き傾き運動の共振が起きている．つぎに，ジャイロロータを

10=Ω で回転させたときの共振曲線を図 3.35(b)に示す．浮体の共振位置が高

速側に移動するとともに小さくなっており，制振効果が確認できる．しかし，浮

体の傾き運動に連成して，それと直角な方向にジャイロロータの傾き運動も発

生しているが，抑制したいのは浮体の振動なのでジャイロロータの運動自体は

問題ではない．さらに，新たに，波浪の励振がジャイロロータの傾き運動の共振

をω ＝0.2付近で引き起こしている． 
 

5.1.2ジャイロロータが２個の場合 

（１）解析モデル 

図3.36に解析モデルを示す．浮体のローリングとピッチングを同時に抑制す

ることをねらって，さらに１つのジャイロロータを追加した．これら二つのロー

タの傾き振動の軸は直交している．また，浮体は x方向と y 方向で長さが等し
いとする． 
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(a)平面図 (b)正面図 (c)側面図 

図3.36 二個の縦型ジャイロロータを設置した浮体 

 

 

 

  

(a)ジャイロロータ停止 (b) 回転速度 3021 =Ω=Ω  

図3.37 二個の鉛直なジャイロロータを設置ときの共振曲線 
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（２）共振曲線 

 共振曲線を図3.37に示す．ジャイロロータの共振曲線は省略した．この図か

ら，二個のジャイロロータを浮体に取り付けることにより，浮体のロール角とピ

ッチ角の振動を同時に，かつかなり小さく抑制することができている．また，ジ

ャイロロータをつけたことによる新たな共振も発生していない． 

 

5.2 ジャイロ作用を利用した浮体構造物の制振（水平ジャイロロータ）[20] 

（１）解析モデル 

 船体の場合は進行方向を変えるので，回転軸の方向を一定に保つ性質がある

ジャイロロータを水平に設置することはできない．しかし，風車の場合は浮体が

移動するわけではないので，ジャイロータを水平に設置することもできる．ここ

では，その場合について制振効果を調べる．解析モデルを図3.38に示す．5.1節

では，海水による復元力と減衰力をばねとダンパーで置き換えたが，ここでは復

元力を海水による浮力として計算した． 

 

  

(a)平面図  

 
 

(b)正面図 (c)側面図 

図3.38 一個の水平なジャイロロータもつ解析モデル 

 

（２）固有角振動数線図 

固有角振動数線図を図3.39に示す．横軸はジャイロロータの回転速度Ωであ
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る．固有角振動数 1p は z 方向， 2p はθ 方向， 3p はΨ 方向に対応する固有角振

動数である．角度Ψ の変化に対しては復元モーメントが働かないので， 03 =p

となっている． 

 

図3.39 ジャイロロータの回転速度に対する固有角振動数の変化 

 

（３）共振曲線 

 図3.40に共振曲線を示す．黒の実線は，解析的に求めた共振曲線の安定解，

破線は不安定解を表す．赤の実線は，運動方程式をスイープ励振によって求めた

共振曲線を表す．図3.40(a)に示すように，ジャイロが回転していない場合，浮

体のローリングθ とヨーイングψ は連成しないため，ψ 方向には振動しない．
傾きθ の振幅については，Ω=1付近で右側に傾いた漸硬形の共振曲線となって
いる．図3.40(b)に示すように，ジャイロロータを回転させると，θ の振動とψ
の振動がジャイロ作用により連成するため，2つの共振ピークが発生する．低い

励振振動数側のピークはψ の固有振動数に近いω ＝0の付近に現れ，他のピー
クはθ に関する固有振動数付近に現れている．ジャイロロータの回転数が増加
するにつれ，θ に関する固有振動数が大きくなるため，共振ピークが高い励振
振動数側へ移動していくことが分かる．また，図3.40(a)と比較して大幅に振幅

が低減されている． 

 

６．あとがき 

 

 以上，発電用風車の振動を明らかにするとともに，それを抑制する様々な方

法を試みてきた．この種の研究はまだ始まったばかりであり，事故防止の観点

から，今後の発展が期待される． 
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(a)ジャイロロータ停止（ 0=Ω ） (b) 回転速度 300=Ω  

図3.40 水平なジャイロロータの制振効果 
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