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１１１１....    緒言緒言緒言緒言    

日本の地勢は欧米と著しく異なり，多様性に富む複

雑地形がほとんどである．こうした状況において，風車

の適地選定，あるいは大型ウィンドファーム立地後の

日々の発電予測に関連した風況予測を行う場合，欧米

で汎用的に使用されている既存の線形数値モデル1)で

は，その風速推定精度は不十分である．この理由は，

欧米の線形数値モデル1)が流れの剥離を伴わない比較

的なだらかな丘陵地形を対象にしているからである．よ

って，日本国内で風力エネルギーを有効利用するには，

風に対する地形効果を高精度に数値予測できる局地

的風況予測システムの確立が不可欠である2)． 

我々は数百m～数十km程度の強風および弱風時の

風環境予測を対象にした，RIAM-COMPACT(Research 

Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, 

Computational Prediction of Airflow over Complex 

Terrain)と称する計算プログラムを開発している3-6)．強

風時の風環境予測には，上記の風力発電に関連した

局所的な風の増速域と増速率の推定に加え，地形性強

風の発生メカニズムの解明などが含まれる．一方，弱風

時の風環境予測には，大気汚染物質の移流拡散予測

などが含まれる．本研究ではRIAM-COMPACTを九州

大学新キャンパス移転地(図3を参照)を含む実地形上

の風況場解析に適用した．また同時に風洞実験を行い，

計算コードの有効性と計算結果の妥当性を検証した． 

２２２２.... RIAM RIAM RIAM RIAM----COMPACTCOMPACTCOMPACTCOMPACTの概要の概要の概要の概要 

我 々 の 開 発 し た 局 地 的 風 況 予 測 モ デ ル

RIAM-COMPACTは差分法に基づいたFORTRANプロ

グラムである．主な特徴は以下に示す通りである．詳細

な内容については，文献5)を参照していただきたい． 

1) 国土地理院などの標高数値データに基づいて複

雑地形を再現する際，直交座標系のスタガード格

子，あるいは一般曲線座標系のコロケート格子を適

宜選択し，計算格子を形成することが可能である 
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(図1, 図2を参照)．前者の場合には，実地形はセ

ルの集合体で矩形状に近似される． 

2) 複雑地形上の非定常な高レイノルズ数複雑乱流場

を計算するため，ラージ・エディ・シミュレーション 

(LES)と呼ばれる乱流モデルを採用している． 

3) ネスティング手法を導入することにより，広域から注

目する局所域まで多段階で効率良く計算すること

が可能である6)． 

4) 計算領域の上流側にドライバ部を設定し，そこで十

分に発達した乱流境界層を直接生成し，これを流

入条件として用いることで，より現実に近い状況を

模擬することが可能である4)． 

  

     (a)直交座標系       (b)一般曲線座標系 
図 1 座標系 

 
(a)スタガード格子 (b) コロケート格子 

図 2 変数配置 

３３３３....    実地形上の風況場解析実地形上の風況場解析実地形上の風況場解析実地形上の風況場解析    

九州大学新キャンパス移転地を含む実地形上の風 

 

図 3 計算対象地域を含む周辺地勢 

N Hakozaki
campus 

Chikushi
campus 

Ropponmatsu 
campus 

Fukuoka city
New campus
(Motooka) 

Itoshima 
peninsula

Hiyama (244m)

Kayasan (365m) 



況場解析に，一般曲線座標系のコロケート格子に基づ

いたRIAM-COMPACTを適用した．図3に示すように，

移転地は福岡市西区の元岡・桑原地区(糸島半島中央

東寄り)に位置し，周辺地勢の特徴として西側に火山

(244m)，南西に可也山(365m)が位置している． 

 

3333．．．．1111    広域地形を対象にした計算広域地形を対象にした計算広域地形を対象にした計算広域地形を対象にした計算  本研究では，新

キャンパス移転地周辺の卓越風である西風を想定した．

周辺地勢から，移転地上の風況場に影響を及ぼす地

形として火山(244m)と可也山(365m)が予想された．そこ

で，まずこの二つの地形を含む比較的広い領域の計算

を行った．図4に計算領域と座標系を示す． 

 

図 4 計算領域と座標系 

 

計算領域は実スケールで主流方向(x)，主流直交方

向(y)，鉛直方向(z)に9.75(km)×7.8(km)×1.46(km)の

空間を有する．実地形の形状は国土地理院の50m標高

数値データを基に作成した．格子点数はx，y，z方向に

196×157×81点である．水平方向は等間隔(Δx=Δ

y=50m)の分解能，鉛直方向は地形表面付近で密にな

るように不等間隔(Δz=1.8～180m)とした．レイノルズ数

は，可也山(365m)を高さの代表値hとし，流入境界面で

の高さhにおける風速U∞を用いてRe(=U∞h/ν)=2.5×

104と設定した．速度の流入条件に関して，地形起伏に

よる地表面付近の風況場の変化を明確にするため，速

度勾配と乱れの影響は省略し一様流を与えた．流入気

流の速度勾配と乱れの影響を考慮した計算は3．4節で

後述する．その他の速度の境界条件は，側面と上部境

界は滑り条件，流出は対流型流出条件とした．地面境

界条件は，鉛直方向の最小メッシュサイズを1.8(m)と十

分に小さくし，対数則に基づく人工的境界条件は用い

ず，粘着条件を課した．時間刻みはΔt=1×10-3h/U∞と

した．計算パラメータについて実スケールとの対応を考

察する．設定風速をU∞=5(m/s)とすると，無次元時間

100の計算は約2時間の時間積分に対応する． 

図5にz＊=60(m)の時間平均風況場( < >u /U∞)を示

す．火山と可也山ともに上流斜面での流れの増速域

( < >u /U∞＞1)，地形背面での逆流域( < >u /U∞＜0)

が明確に観察される．また両地形の谷部において流れ

の増速域( < >u /U∞＞1)が確認される．これらの風況

場に対する地形効果を詳細に再現できることは，

RIAM-COMPACTの大きな特徴である．さてここで注目

すべきことは，移転地(図中の白線)に対する両地形の

影響である．西風を想定した場合，移転地のほぼ上流

に位置する火山については，それに起因した乱れが移

転地上の風況場に強く影響している．一方，可也山に

起因した乱れの影響はほとんどない確認できない． 

 

 

 

図 5  z＊=60(m)の時間平均風況場( < >u /U∞) 

 

3333．．．．2222    ネストグリッドを用いた局所域の計算ネストグリッドを用いた局所域の計算ネストグリッドを用いた局所域の計算ネストグリッドを用いた局所域の計算        前節

の計算結果から，西風を想定した場合，新キャンパス移

転地上の風況場に対して，可也山に起因する乱れの影

響はほとんどないことが確認された．そこで図6に示すよ

うに，可也山を省略した計算領域を新たに設定した．ま

た同時に，移転地内外の風況特性を詳細に調べるため，

ネストグリッドシステムを導入した．この手法の特徴は，

広域から注目する局所域までの多段階計算を同時並

行的に行うことである．結果として，注目する領域の風

況場を高解像度でかつ効率的に計算することが可能で

ある．移転地周辺の広域をグリッド1(水平分解能50m)，

移転地を含む局所域をグリッド2(水平分解能25m)とした．

グリッド1は9.75km(x)×4.65km(y)×1.46km(z)，グリッド2

は5km(x)×2.7km(y)×1.46km(z)の空間をそれぞれ有

する．格子点数はグリッド1で約150万点，グリッド2で約

180万点である． 

図7にグリッド2に関して，z＊=60(m)の時間平均風況場

( < >u /U∞)を示す．格子解像度の増加に伴い，地形

起伏の影響を受けた流れの局所的増速( < >u /U∞＞

1)，あるいは減速( < >u /U∞＜1)がより顕著に再現され
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ている．特に移転地内(図中の黒線)に注目すると，南部

の石ヶ岳(99m)の山頂付近において，一様流入風速U∞

に対して約20%の増速が確認される(図中に表示)．これ

は火山を迂回した流れが，石ヶ岳山頂付近で加速され

た結果であると推測される． 

 

 

図 6 ネストグリッド用いた場合の計算領域と座標系 
 

 

 

 

 

図 7 z＊=60(m)の時間平均風況場( < >u /U∞)， 

グリッド 2，図中の黒線は移転地を示す． 

 

3333．．．．3333    風洞実験による計算結果の検証風洞実験による計算結果の検証風洞実験による計算結果の検証風洞実験による計算結果の検証        九州大学

応用力学研究所の温度成層風洞7)を用いて計算結果

の検証を行った．この風洞は開放型の吸い込み式で，

長さ13.5(m)×幅1.2(m)×高さ1.2(m)の測定胴を有する．

風速範囲は0.5～2.0(m/s)であり，主流風速を1.0(m/s)

に設定した際の主流方向の乱れ強さの分布は0.4(％)

程度である．地形模型の縮尺は1/2440である．計算と

類似な一様流入条件を課すため，地形模型は床面から

310(mm)持ち上げた．これは風洞床面に発達する地面

境界層の影響を受けないようにするためである．新キャ

ンパス移転地内外の気流計測は，X型の熱線プローブ

と熱線流速計（ダンテック社製）を鉛直方向にトラバース

して行った．時系列データは200(Hz)のローパスフィルタ

ーを通した後，500(Hz)のサンプリング周波数でA/D変

換を行い，乱流諸量の鉛直分布を求めた．各測定点で

のデータ数は30,000個で約60(s)の計測時間である． 

図8，図9に主流方向 (x)の平均速度プロファイル

( < >u /U∞)と乱れ強さ(σu/U∞)の鉛直分布に関して，

数値計算と風洞実験の比較を示す．縦軸は地形表面

からの実スケールz＊(m)を示し，横軸は上空風速U∞で

正規化している．数値計算において乱流諸量を算出し

た位置は図8(a)に示すp1，p2，p3である．p1は火山下流

で新キャンパス移転地のすぐ上流である．p2は移転地

南部の石ヶ岳山頂付近である．p3は移転地の中央部近

くに位置する谷部である．風洞実験では，p2を対象に

気流計測を行った．p1では，z＊=60～400(m)において平

均速度プロファイルに速度欠損が明確に見られる．これ

に伴い，この範囲における乱れ強さもかなり大きい．こ

れは火山後流域の乱れの影響であり，これが移転地を

含む周辺地域の風況特性に強く関与していることを示

すものである．石ヶ岳山頂付近のp2では，数値計算と風

洞実験は定性的および定量的に非常に良い一致を示

している．すなわち，両者ともにz＊=60(m)付近で10％近

い平均速度の増速が見られ，また同時に乱れ強さはp1，

p3と比較して全レベルで非常に小さい． 

 
(a)数値計算          (b)風洞実験 
図 8 平均速度プロファイルの比較 

 
(a)数値計算          (b)風洞実験 
図 9 乱れ強さの鉛直分布の比較 

 
3333．．．．4444    乱流境界層に埋没した場合乱流境界層に埋没した場合乱流境界層に埋没した場合乱流境界層に埋没した場合        より現実に近い

状況を模擬した計算も試みた．具体的には，計算領域

の上流側にドライバ部を設定し，そこで乱流境界層を直

接生成した．ドライバ部(領域Aと称する)と新キャンパス

移転地を含む複雑地形上の風況場(領域Bと称する)は
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同時並行に計算を行い，1ステップ毎に領域Aの流出断

面の風速分布を領域Bの流入境界面に流入条件として

与えた．領域Aの計算は直交座標系の不等間隔スタガ

ード格子に基づいたRIAM-COMPACTで行った．その

計算領域は，火山(244m)を代表値hとし，主流方向(x)，

主流直交方向(y)，鉛直方向(z)に80h×20h×5hである．

一方，領域Bの計算領域は40h×20h×5hである．領域

Aでは乱流促進体として3次元ラフネスブロック(長さ1.6h

×幅2h×高さ1h)4個を流入境界面から8h下流の地面

上に設置した．よって，ラフネスブロック下流の助走距離

は72hである．流入境界面において一様流を与え，ラフ

ネスブロック下流に厚い乱流境界層を発達させた． 

図10にドライバ部で得られた主流方向(x)の平均速度

プロファイル( < >u /Uref)と各方向の乱れ強さ(σu/Uref，

σv/Uref，σw/Uref)の鉛直分布を示す．縦軸は地形表面

からの実スケールz＊(m)を示し，横軸は高度hにおける

流入風速Urefで正規化している．これらはy方向の空間

平均量を観察し，統計的に定常状態に達した後，時間

平均を求めた．この図から，ラフネスブロックを床面上流

に置き，その下流に十分長い助走距離(72h)を設けた今

回の方法で，十分に発達した乱流境界層が形成されて

いることが分かる．よって，これを流入気流として用いた

領域Bの計算は，複雑地形が乱流境界層に完全に埋

没した状況を模擬したものである． 

 

(a)平均速度プロファイル  (b)各方向の乱れ強さ 
図 10 ドライバで得られた流入気流特性 

 

図11に移転地内外における主流方向(x)の平均速度

プロファイル( < >u /U∞)と乱れ強さ(σu/U∞)の鉛直分

布を示す．統計量を算出した位置は図8(a)と同じである．

縦軸は地形表面からの実スケールz＊(m)を示し，横軸は

高度h(火山)における流入風速Urefで正規化している．

流入気流の速度勾配や乱れの有無の違いはあるもの

の，新キャンパス移転地内外の風況特性の定性的な傾

向は，図8，図9とほとんど同じである．すなわち，p1では

z＊=60～400(m)において火山後流域に起因した平均速

度プロファイルの欠損が顕著に見られる．p2では，局所

的な風の増速域が地表面近傍で明確に観察される． 

 

(a)平均速度プロファイル    (b)各方向の乱れ強さ 
図 11 新キャンパス移転地内外の風況特性 

４４４４....    結論結論結論結論 

数百m～数十km程度の小規模スケールから中規模

スケールまでの風況場解析を対象に開発した，局地的

風況予測モデル(RIAM-COMPACT)の特徴を示し，九

州大学新キャンパス移転地を含む実地形に適用した．

また同時に風洞実験を行い，計算コードの有効性と計

算結果の妥当性を検証した．本研究で得られた主な結

果は以下の通りである． 

1) 一様流入条件を課した計算では，最初に移転地を

含む比較的広い領域の計算を行い，定性的な風

況パターンを調べた．次にネストグリッドを導入し

た高解像度計算を行い，移転地内外の風況特

性を詳細に調べた．その結果，地形の起伏によ

り地表面付近の流れが局所的に増速,あるいは

減速している様子が明確に捉えられた．特に移

転地内では，石ヶ岳山頂付近において，一様流

入風速に対して約20%の増速が確認された．この

特徴は風洞実験でも同様に見られ，本解析コー

ドの有効性と予測精度の妥当性が示された． 

2) さらに，より現実に近い状況を模擬するため，流入

気流の速度勾配と乱れの影響を考慮し，複雑地形

が乱流境界層に埋没した場合の計算も試みた．結

果として，新キャンパス移転地内外の風況場は，一

様流入条件を課した場合とほぼ同じ傾向を示した． 
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