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非定常・非線形風況シミュレータ非定常・非線形風況シミュレータ
CO CCO CRIAMRIAM--COMPACTCOMPACT（リアムコンパクト）（リアムコンパクト）

Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University,
COMputational Prediction of Airflow over Complex Terrain

数数((十十)k)k 以下の局所域スケ ルに的を絞り 時々刻々と以下の局所域スケ ルに的を絞り 時々刻々と数数((十十)km)km以下の局所域スケールに的を絞り，時々刻々と以下の局所域スケールに的を絞り，時々刻々と
変化する，風に対する地形や建物の効果を高精度に変化する，風に対する地形や建物の効果を高精度に

予測する九州大学応用力学研究所数値モデル予測する九州大学応用力学研究所数値モデル((CFDCFDモデルモデル))予測する九州大学応用力学研究所数値モデル予測する九州大学応用力学研究所数値モデル((CFDCFDモデルモデル))

最大の特徴最大 特徴

非定常に変化する風況特性をアニメーションとして視覚化できる非定常に変化する風況特性をアニメーションとして視覚化できる



実地形版リアムコンパクトソフトウエア実地形版リアムコンパクトソフトウエアの構成の構成

格子生成（RCRC--ElevgenElevgen） v.4.0→v.5.0v.4.0→v.5.0前処理
Pre-processing

風車図挿入のための作業（RCRC--WindmillMakerWindmillMaker）

地表面粗度の付加（RCRC--RoughnessRoughnessMakerMaker）
v.1.1 v.1.1 →→v.2.0v.2.0

v 1 0v 1 0

ソルバ （RCRC Sol eSol e ）

地表面粗度の付加（RCRC RoughnessRoughnessMakerMaker）

5 05 0 6 06 0ソルバー

v.1.0v.1.0

ソルバー（RCRC--SolverSolver）

後処理

v.5.0v.5.0→→v.6.0v.6.0ソルバ
Solver

流れの可視化（RCRC--ScopeScope）
後処理

Post-processing v.4.5.2 v.4.5.2 →→v.5.0v.5.0

年間発電量の評価（RCRC--ExplorerExplorer） v.1.1 v.1.1 →→v.2.0v.2.0バージョンアップバージョンアップ
対象ソフト対象ソフト



前処理（プリプロセッシング）①前処理（プリプロセッシング）①
各ソフト
の特徴

前 （ リ ）①前 （ リ ）①

計算対象領域を選定し，計算格子(メッシュ)を生成するソフト

RCRC ElevgenElevgenRCRC--ElevgenElevgen 地形表面に沿った計算格子

◆国土地理院の50m標高データ，北海道地図(株)の10m標高データが利用可能◆国土地理院の50 標高デ タ，北海道地図(株)の 0 標高デ タが利用可能
◆紙地図やDXF形式のCADデータから作成した2～5mの高解像度標高データが利用可能
◆格子節点上の公共座標(緯度・経度情報)を出力可能
◆水平方向および鉛直方向のメッシュ幅の編集が可能(可変メッシュ)( )
◆任意地形の削除が可能(地形干渉などの調査に利用)
◆公共座標を十進経緯度で指定することで，風車位置を表示可能



各ソフト
の特徴

前処理（プリプロセッシング）②前処理（プリプロセッシング）②

計算結果に挿入する風車線図を作成するソフト

前 （ リ ）②前 （ リ ）②

◆最大60基まで設定可能
◆10進経緯度による風車立地点の指定
◆風向 ブレ ド直径(ロ タ 直径) タワ (支柱)高さ 表示色を設定可能◆風向，ブレード直径(ローター直径)，タワー(支柱)高さ，表示色を設定可能

RCRC--WindmillMakerWindmillMaker

風車線図を実際に挿入した様子



各ソフト
の特徴

前処理（プリプロセッシング）③前処理（プリプロセッシング）③
◎ユーザが作成した公共座標データに基づいて，格子節点上の土地利用データ

(地表面粗度情報)をオンラインで取得可能→このデータをソルバーで入力

前 （ リ ）③前 （ リ ）③

但し，年間保守契約後に発行されるユーザＩＤとパスワードが必要

RCRC--RoughnessMakerRoughnessMaker

WEBサーバ上での画面表示の様子



各ソフト
の特徴

計算の実行（ソルバー）計算の実行（ソルバー）算 実行（ ）算 実行（ ）

RCRC--SolverSolver

RCRC--SolverSolver

数個の計算パラ メ タ 入力ファイル 出力先フォルダ数個の計算パラーメータ，入力ファイル，出力先フォルダ
を指定するだけで計算がスタート！



後処理（ポストプロセッシング）①後処理（ポストプロセッシング）①
各ソフト
の特徴

膨大な数値データの羅列をユーザが見て分かるように視覚化するソフト

◆計算格子(計算メッシュ)◆計算格子(計算メッシュ)
◆速度ベクトル
◆等値線，等値面
◆カラーシェーディング

RCRC ScopeScope

◆カラ シェ ディング
◆流線，流跡線，流脈線，粒子追跡
◆サーフェスパスレンダリング
◆ボリュームレンダリングRCRC--ScopeScope ◆ボリ ダリ グ
◆グラフ表示
などの種々の可視化技術が標準実装



各ソフト
の特徴

後処理（ポストプロセッシング）②後処理（ポストプロセッシング）②
風力発電に特有な年間発電電力量や設備利用率などを評価・分析するソフト

RCRC--ExplorerExplorerRCRC ExplorerExplorer

◆野外観測データとの相関を考慮した年間発電電力量(kWh)，設備利用率(％)を算出◆野外観測デ タとの相関を考慮した年間発電電力量( )，設備利用率(％)を算出
◆それらを地図の上に重ねて表示可能
◆上記のレポート機能(XML形式など)を装備
◆任意の風車立地点における風配図，風速の鉛直プロファイルを出力可能
◆任意高さにおける風況図を出力可能
◆観測データの出現頻度を考慮した16風向合成風況図(風況マップ)を出力可能



今回のバージョンアップ内容今回のバージョンアップ内容今回のバ ジョンアップ内容今回のバ ジョンアップ内容



RC-Elevgen，v.5.0

◎MEMファイル一括指定の履歴情報の反映定 履 情報 映
◎GIS標高データの原点入力
◎表示ジオメトリの風向パネルの追加
◎2D観測 ストの表示 CSV イルの変更 10台◎2D観測マストの表示，CSVファイルの変更，10台
◎2D風車位置の表示，CSVファイルの変更，1000台
◎メッシュ規模の拡大300*300*50◎メッシュ規模の拡大300 300 50
◎文言修正など



RC-WindmillMaker，v.2.0

◎観測マストおよび風車位置を一括管理観 管



RC-Solver，v.6.0

◎設計風速評価のためのパラメータ出力◎設計風速評価 ラ タ出力

◎時系列データ50点の出力

◎バッチ処理(検討する必要あり)

◎パラメータファイルの分割



RC-Scope，v.6.0

◎プログラム内部処理の改善◎ グラ 内部処 改善

◎文言修正など



RC-Explorer，v.2.0

◎設計風速評価機能の追加◎設計風速評価機能 追加



GIFアニメーションの作成

◎準備するもの◎準備するも

1)フリ ウ ア A i ti GIF M k1)フリーウェア Animation GIF Maker
2)フリーウェア IrfanView32 日本語版

手順

1)RC-ScopeでBMPファイルの連番出力1)RC-ScopeでBMPファイルの連番出力

2)IrfanView32 日本語版でBMPをGIFに一括変換

3)Animation GIF MakerでGIFアニメーションの作成

参考：参考
http://www5f.biglobe.ne.jp/~ayum/gazouhenkan/jtrim/059.html



現在開発中のソフト群現在開発中のソフト群現在開発中のソフト群現在開発中のソフト群
◆標高データ変換ソフト～RC-GeoConverter～

経緯度座標系のWAsP(Wind Atlas Analysis and Application 
Program)の等高線データ 経緯度座標系のDXF形式の等高線Program)の等高線デ タ，経緯度座標系のDXF形式の等高線
CADデータから，計算格子作成ソフトRC-Elevgenで入力可能な
DEM(Digital Elevation Model)形式の標高データへの変換が可能( g )

◆発電量将来予測ソフト～RC-Forecaster～

気象庁配信のGPV(Grid Point Value)データを利用して発電量のリ
アルタイムシミュレーションが可能アルタイムシミュレ ションが可能

◆GPVデータ解析ソフト～RC-GPVanalyzer～

気象庁等が配信するGPVデータの各種統計データ解析が可能



問い合わせ先

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
実地形版RIAM-COMPACTの開発コンソーシアムメンバー

（株）リアムコンパクト
内田 孝紀(092-583-7776，takanori＠riam.kyushu-u.ac.jp)

（株）環境GIS研究所
荒屋 亮(092-631-6406，araya@engisinc.com)

西日本技術開発（株），火力技術部，技術調査グループ
川島 泰史(092-713-0470，y-kawashima@wjec.co.jp)

（株）FSコンサルティング
藤本 弘明(083-987-3216，nf@c-able.ne.jp)
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実地形版RIAM-COMPACTソフトウエアの販売代理店

（株）新エネルギー総合研究所（株）新エネルギ 総合研究所
斉藤 俊彦(090-7216-7209，saito@ne-ri.com)
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