
１．はじめに

現在，世界では空前の勢いで風力発電産業が成長を遂げて

いる。これは再生可能エネルギーの中で風力発電が最も脱化

石燃料，CO２削減に対してコストパフォーマンスが高いから

である。日本においても，風力発電が最も有力な再生可能エ

ネルギーであることは間違いなく，風力発電をより一層普及

させることが，地球温暖化の克服「グリーン・イノベーショ

ン」に世界的な規模で貢献すると確信する。

風力発電分野において，今後解決すべき技術課題の一つは，

風車に対する局地的な風況を正確に把握し，従来技術と比べ

て格段に高い精度で風車導入の事前評価を実施可能な数値風

況予測技術を確立することである。同時に，風車に対するウ

インドリスク（地形乱流）や現在社会問題になっている風車音

の伝播問題，複数の風車を効率的に配置するための風車ウエ

イク内の気流性状の定量的な把握（ウエイクモデルの開発）も

重要検討課題である。第一著者の内田が開発を進める数値風

況予測技術RIAM-COMPACT�（Uchida and Ohya，２００８）は，

これらの諸問題を一挙に解決する潜在的可能性を秘めている。

森林分野においては，種子の飛散現象に関連する天然林の

孤立・分断化や遺伝的な交雑問題や花粉症対策など，局地風

況は重要な因子であったにも関わらず，これまでほとんど取

り上げられてこなかったのが実情である。林業分野において

は，地球温暖化の影響と考えられている台風の発生数の増加

とその大型化により，森林被害の増加が懸念されている。

Kamimura and Shiraishi（２００７）は風害のリスク評価には，日

本の従来の帰納法的アプローチのみでは限界があること，お

よびヨーロッパを中心に先進的に進められている風況モデル

と力学モデルを組み合わせたアプローチの重要性を指摘して

いる。しかし，日本の台風災害の研究では，現在においても

帰納法的なアプローチが主流であり，台風などによる風害の

リスク評価（内田，２０１０；谷川ら，２０１０）は十分に確立され

ているとは言えない。

そこで本研究は，これまで風力発電分野で応用されてきた

数値流体力学（Computational Fluid Dynamics，CFD）的なア

プローチを，森林の風害研究分野に対して適用し，その応用
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の可能性について検討する（丸山ら，２００６；内田ら，２０１０）。

まず，最新のメソスケール気象モデルを用い，台風０４１８号

により大分県九重町で発生した風害の主要因となった強風の

風向と発生時刻を推定した。そして九州林産�の協力の下，

大分県九重町で実際に発生した台風０４１８号による被害林分

周辺を対象として，メソスケール気象モデルの結果を基に数

値風況予測技術RIAM-COMPACT�を用いて，数（十）km以下

の狭域空間の風況を再現した。得られた結果を基に風害が発

生したメカニズムについて検討し，数値流体力学（CFD）的な

アプローチの森林・林業分野への応用の有効性について考察

した。

２．方 法

２．１ メソスケール気象モデル

現在，気象予測に利用されているメソスケール気象モデル

としては，イギリス気象局（UKMO）のUM，ドイツ気象局

（DWD）のLM，米国環境予測センター（NCEP）のWRF-NMM

などが挙げられる。現業だけでなく研究用として公開されて

いるものとしては，MM５（米国大気科学研究センターとペン

シルベニア州立大学との共同開発：http:／／www.mmm.ucar.

edu／mm５／mm５-home.html），RAMS（米国コロラド州立大学

で開発：http:／／rams.atmos.colostate.edu／），ARPS（オクラホ

マ大学ストーム解析予測センターで開発：http:／／www.caps.

ou.edu／ARPS／）などがある。現在では，WRF（The Weather

Research and Forecasting：http:／／wrf-model.org／index.php）へ

の移行・統合が進んでいる。日本では，現業予報・研究の双

方に資するための多目的非静力学モデルMRI／NPD-NHM

（http:／／www.mri-jma.go.jp／Project／mrinpd／INDEXJ.htm）が，

気象研究所予報研究部と気象庁数値予報課で共同開発されて

いる。また，雲解像非静力学モデルを用いたCReSS（http:／／

cf.tokyo.rist.or.jp／）が，名古屋大学水循環研究センターと�

高度情報科学技術研究機構を中心に開発されており，それぞ

れ公開されている。

本研究では，気象庁で地球シミュレータ用に高速化・最適

化済みの高解像度領域気候非静力学モデルNHM（JMA Non-

Hydrostatic Model）（Saito et al.,２００７）を使って，台風０４１８号

の九州通過時の気象場を計算した。計算結果の予測精度の評

価には，九州電力�の広域風観測網NeWMeK（Network for

Wind Mesurement of Kyushu）（Tomokiyo et al.２００４）による観

測データと比較した（丸山ら，２００８）。

２．１．１ メソスケール気象モデルの計算概要

高解像度領域気候非静力学モデルNHMによる計算は，日

本域と東アジア域を含む図―１�に示す範囲に水平分解能５

kmの計算領域（７２１×５７７×５０層）を設定した。初期値には，

２００４年９月６日１２UTC（世界標準時のこと。UTCを９時間進

めたUTC＋９が日本標準時JST）の日本域と東アジアを含む

気象庁領域客観解析データ（RANAL：Regional objective

ANALysis，水平分解能２０ km）の結果を与えた。境界値には，

日本域と東アジア域を含む領域のRSM（Regional Spectrum

Model）予報値mfboundary（水平分解能２０ km）に，フラックス

調整を施して一時間おきにネスティングして与えた。計算は，

２４秒間隔で１８時間積分した。さらに，図―１�に示す九州全

土を覆う範囲で水平分解能１kmの計算領域（６００×６００×５０

層）を設定した。上記の５km-NHMの計算結果を用いて，

２００４年９月６日１５UTCを初期値時刻として一時間おきにネ

スティングし，境界面上で水平運動量，温位，比湿について

時間方向に線形補間して１０秒間隔で与え，１５時間積分を

行った。

２．１．２ 広域風観測網NeWMeK

NHMの計算結果と比較する観測値には，九州電力�の広

図―１．高解像度領域気候非静力学モデル（NHM）の解析領域

図―２．NeWMeK観測網の位置
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域風観測網NeWMeKによるデータを用いた（cf. Tomokiyo et

al.,２００４）。NeWMeKの風速計は送電鉄塔の頂部（地上高１２～

１９５m）に設けられ，図―２に示すように九州全体を１２３地点で

覆っており，台風０４１８号の通過時の風向・風速と，一部気

圧データが１秒間隔で記録されている。解析に用いた風

向・風速のデータは，距離定数８mと７.５mの光パルス式風

車型風向風速計によって得られたものである。本研究では，

九州電力�が所有する森林（大分県九重町）において，台風

０４１８号で発生した風害を対象としたので，これらの風害発

生地域に最も近いNo.４９サイト（標高９５１.９１m，風速計高さ

地上８０m）の野外風況データを利用した。

２．２ 数値風況予測技術RIAM-COMPACT�（LES）

本研究の局地スケールの風況シミュレーションでは，実地

形版RIAM-COMPACT�（Research Institute for Applied Me-

chanics, Kyushu University, COMputational Prediction of Air-

flow over Complex Terrain：リアムコンパクト）を用いた。こ

れは，九州大学発ITベンチャー企業である�リアムコンパ

クト（http:／／www.riam-compact.com／）を中心に，西日本技術

開発�，�環境GIS研究所，�FSコンサルティングで開発が

進められているソフトウエアである。このコア技術は，第一

著者の九州大学応用力学研究所の内田博士（�リアムコンパ

クト取締役（技術開発担当）を兼務）を中心に開発され，�産

学連携機構九州（九大TLO）から�リアムコンパクトが独占的

ライセンス使用許諾を受けている。

RIAM-COMPACT�は，数（十）km以下の狭域空間の局地風

況予測に的を絞り，乱流モデルにはLES（Large-Eddy Simula-

tion）を採用している。LESとは，比較的大きな渦構造を直接

計算し，それより小さい渦構造のみをモデル化する手法であ

る。LESでは，時々刻々と変化する非定常な風況場をシミュ

レーションすることが可能である。インテルCore i７に代表

されるマルチコアCPUに対応し，並列計算を完全自動化し

ており，数十万メッシュ規模の計算は汎用的なWindows搭

載のPC１台を用いて３０分程度で終了可能である。このよう

に，非定常な風況特性（流れの増速や減速，剥離や再付着な

どの風に対する地形効果）を簡単に数値予測し，その結果を

アニメーションなどで視覚的に捉えることが出来れば，多額

の費用を要する風洞実験の代替ツールになるとともに，実用

的な設計の一助になることが大いに期待される。

２．２．１ RIAM-COMPACT�（LES）の計算概要

数値不安定を回避し，複雑地形上の風の流れを高精度に数

値予測するため，一般曲線座標系のコロケート格子に基づい

たRIAM-COMPACT�を用いた。コロケート格子とは，計算

格子のセル中心に物理速度成分と圧力を定義し，セル界面に

反変速度成分にヤコビアンを乗じた変数を定義する格子系で

ある。数値計算法は（有限）差分法に基づき，乱流モデルとし

てLESを採用する。LESでは流れ場に空間フィルタを施し，

大小様々なスケールの乱流渦を計算格子よりも大きなグリッ

ドスケール成分（GS）の渦と，それよりも小さなサブグリッ

ドスケール成分（SGS）の渦に分離する。GS成分の大規模渦

はモデルに頼らず直接数値シミュレーションを行う。一方で，

SGS成分の小規模渦が担う，主としてエネルギー消散作用は

SGS応力を物理的考察に基づいてモデル化される。流れの支

配方程式は，フィルタ操作を施された非圧縮流体の連続の式

と運動方程式である。本研究では，強風時の気流予測を対象

にしているので，大気が一般的に有する温度成層の効果は省

略した。計算アルゴリズムは部分段階法に準じ，時間進行法

はオイラー陽解法に基づく。圧力に関するポアッソン方程式

は逐次過緩和法（SOR法）により解く。空間項の離散化は対流

項を除いて全て２次精度中心差分とし，対流項は３次精度

風上差分とする。ここで，対流項を構成する４次精度中心

差分は梶島による４点差分と４点補間に基づいた補間法（梶

島，１９９９）を用いた。３次精度風上差分の数値拡散項の重み

は通常使用される河村―桑原スキーム（Kawamura et al.,１９８６）

タイプのα＝３に対してα＝０.５とし，その影響が十分に小

さくなるよう設定されている。LESのサブグリッドスケール

モデルには，標準スマゴリンスキーモデル（Smagorin-

sky，１９６３）を用いた。壁面減衰関数を併用し，モデル係数は

０.１とした。

２．２．２ ALOS PRISMデータから生成された詳細地形デー

タの活用

数値風況予測において地形や地物における風の乱れを正確

に再現するためには，出来る限り詳細かつ高精度な地形デー

タが重要となる。風力発電分野においては，海外の風車建設

サイトにおいて詳細な地形図の入手が困難であることも多く，

代替となる地形情報の入手が必要であった。そこで，我々は

海外でも一定の品質で入手可能な高分解能衛星画像を利用し

た標高データの活用を検討している。現在提供されている衛

星画像から生成した地形データのうち，財団法人リモートセ

ンシング技術センターが受注生産・販売を行っている

PRISMのステレオ画像より生成した地形データを使用した。

PRISMとは，２００６年に宇宙航空研究開発機構（JAXA）が打ち

上げた地球観測衛星ALOS（日本語名「だいち」）に搭載され

ている可視域のセンサーの名称であり，高解像度に地上の地

物を認識可能な可視域センサーである。これを用いて作成さ

れた標高データは，数値地表モデルDSM（Digital Surface

Model）と呼ばれる地形に加え，建物，道路，樹木などの地

上の地物形状も含んだ標高データとなっている（ALOSデー

タに関する詳細は，http:／／www.alos-restec.jp／products２.html

を参照）。国土地理院が提供するメッシュ標高データを始め

とする多くのメッシュ標高データは，数値標高モデルDEM

（Digital Elevation Model）と呼ばれる地表面のみの標高を表現

したデータとなっているが，地上の地物によって生じる風の

変動を忠実に再現可能なDSMの方が解析の用途に適してい

ると言える。

DSMはおよそ１０m程度の地上水平分解能を有し（図―３），

位置補正のための参照点GCP（Ground Control Point）を用いな

い場合，水平方向２０m，垂直方向で４０mの位置精度とされ

ている。一方で，相対誤差は５mとされており，地形地物の

位相的な誤差は小さいことから地形全体の歪が少ない点も特

徴である。本研究では，このDSMからシミュレーション対
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象領域を切り出し，RIAM-COMPACT�で読み込めるデータ

形式に変換して解析を行った。提供されるデータの測地系は

ITRF９７で等緯度経度に分割された地形データであるため，

GPS（Global Positioning System）などで取得する緯度・経度の

座標系とほぼ同一である。よって提供されているデータに対

して座標変換などを行わずにそのまま利用した。

２．２．３ 計算領域および初期条件・境界条件

計算領域と計算格子の設定に関する考え方，境界条件の与

え方を説明する（図―４）。本研究では，ALOS PRISMデータに

基づいた水平空間解像度１０mのDSM標高データにより，

NeWMeKのNo.４９サイト周辺の複雑地形を忠実に再現した。

図―５に示すように，風上側には対象地点での気流性状に地形

が影響を及ぼす範囲を，風下側には流下する渦が滑らかに流

出し，対象地点付近に流出境界面の影響が及ばないような範

囲を設定する。境界条件に関して，上方境界面には水平風速

成分の鉛直方向勾配がゼロ，鉛直風速成分をゼロとする滑り

条件，側方境界面には主流方向の風速成分と鉛直風速成分の

主流直交方向勾配がゼロ，主流直交方向の風速成分をゼロと

する滑り条件，流出境界面には対流型流出条件，地面には粘

着条件を課す。流入境界断面には，後述するNHMによる台

風シミュレーションの計算結果を与える。具体的な設定条件

は，「３．結果および考察」で詳述する。

３．結果および考察

３．１ メソスケール気象モデルNHM

３．１．１ 台風中心径路，気圧変化の再現性

本研究では，計算条件を幾つか変化させて計算を行い，計

算された台風の中心径路が実際の台風に出来るだけ一致する

ように各種条件を調整した。２００４年の台風１８号については，

上記の初期値と境界値のもとで，表―１に示すような計算条件

の組み合わせが台風中心径路および気圧変化ともに再現性が

最も良好であった。その結果は，図―６から図―８に示す程度に

台風中心径路と中心気圧を再現している。

３．１．２ NHM計算結果の時間変化の再現性，および最大風

速の発生風向の特定

図―９には，NeWMeKのNo.４９サイトにおけるNHMの計算

結果と野外風況データの時間変化を示す。観測結果との比較

図―３．９０m空間解像度SRTM（左）と１０m空間解像度のALOS

DSM（右）の比較

図―４．計算領域と境界条件

図―５．RIAM-COMPACT�の計算領域，風向SW，シンボルが

風害発生地点

表―１．NHMによる解析の概要
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に際して，計算値は観測と同じ位置（緯度経度，地上高さ）の

値として，観測点を含む付近の計算格子点上の計算値から線

形補間して求めた。観測値は水平風速と風向が記録されてい

るので，対応する値を抽出して比較した。図―９に関して，

NHMの時間積分間隔は，CFL（Courant Fradrics Levy）条件だ

けでなく大気の安定度による鉛直振動の影響も考慮して決定

され，１ステップ１０秒で行い，８分間隔で計算値を出力し

ている。しかしながら，NHMの計算結果は，計算格子幅や

計算手法から生じる各種数値粘性などにより，実際よりも

ゆっくりとした時間変動を有していることが指摘されており，

図―６．台風０４１８号の時間推移，地上１０mの速度ベクトル図，図中の赤色シンボルはNeWMeK観測網を示す．時間は日本時間

（JST）を意味する．

Jpn．J．For．Environment 52 (2)，2010

７１



丸山ら（２００８）では，NHMの時間変動が，実風速をどの程度

時間平均値したものに対応しているかが詳細に検討されてい

る。その結果によると，本研究で用いた１kmの水平解像度

の計算では，風速の時間変化は，１０～１５分程度に平均され

た野外風況データと同様な時間変動を有すると報告されてい

る。図―９から，No. ４９サイト周辺では，９月７日の午後１２

時２６分頃に最も強い風が発生していることが分かった。同

時刻における地上付近（地上高１０m）および上空４００mの速

度ベクトル図（図―１０）から，上記の強風は南西の風向で発生

していることが確認できた。図―１１には，図―１０に対応した

水平風速のシェーディング図を示す。台風の東側において強

風域が発生していることが見て取れる。

以上の結果から，２００４年の台風１８号により大分県九重町

で発生した風害（図―１２）は，９月７日の午後１２時２６分頃から

それ以降に，南西の風向からの風に起因していると推測した。

次節で述べる詳細な地形を再現した数値風況予測技術

RIAM-COMPACT�による計算では，これらの結果を考慮し，

NHMの計算結果から抽出した風速プロファイルを，RIAM-

COMPACT�の流入条件として与えた。

３．２ 数値風況予測技術RIAM-COMPACT�（LES）

３．２．１ NHMの結果に基づくRIAM-COMPACT�（LES）の

条件設定

NHMによる台風シミュレーションの結果から，計算対象

とする風向は南西と特定された。この風向において，NeW-

MeKのNo.４９サイトで最大風速が発生した時刻（９／７の午後

１２時２６分頃）の水平風速の鉛直プロファイルを図―１３に示す。

同図には，同じ時刻においてNo.４９サイトの上流に位置する

二地点（便宜上，評価点A，Bと称する）の鉛直プロファイル

と，それらの位置関係を示す。評価点Aおよび評価点Bでは，

有意な違いは無く，No.４９サイトでは地形効果により全体的

な風速の増加が見られる。この結果から，評価点Aの付近に

RIAM-COMPACT�の流入境界断面を設定し，図―１４に示す

ように，評価点Aの鉛直プロファイルに従う流入風速プロ

ファイルを与えた。ここで，地上高４００m以上のNHMの結

果は無いため，それより上方は一定風速とした。

図―１５に実際のRIAM-COMPACT�の計算で用いた計算領

域と計算格子を示す。本研究では，計算を安定に実行する目

的で，計算領域の下流側に傾斜を有しない袖付加領域を設け

た。一方，流入風速プロファイルを正確に与えるため，計算

領域の上流側には緩やかな傾斜を有する袖付加領域を設けた。

図―７．台風中心径路の比較
計算結果（●）は実際の台風の気圧中心（気象庁ベスト
トラック；○）とほぼ同じ径路を通過している．

図―８．台風中心における海面更正気圧の時間変化

図―９．NHM計算結果（実線，出力間隔８分）とNeWMeK観測値

（点線，１０分平均値）の時間変化の比較，No.４９サイト，標高

９５１.９１m，風速計高さ地上８０m，時間は日本時間（JST）を意味

する．
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緩やかな傾斜を付けることで，流入境界面の標高を主流直交

方向に一定レベルまで低くしている。計算格子数は主流方向，

主流直交方向，鉛直方向に各 ２々２１×１５１×４１点，水平方向

格子幅は等間隔に３０m，鉛直方向メッシュ幅は２m～４００m

である。計算領域中の最大標高は１,３１２m，最小標高は６４０

mであり，計算の代表長さスケールである標高差Hは６７２m

である。これに対応した速度の代表スケールUは約５０m／sで

ある。RIAM-COMPACT�の計算では，長さの代表スケール

H＝６７２m，速度の代表スケールU＝５０m／sで諸量を正規

化しており，この二つの代表スケールで定義される無次元パ

ラメータReynolds数（＝UH／ν）を１０４としている。無次元時

間刻みΔT＊（＝ΔT／（H／U））は０.００２とした（実スケールでは約

０.０２７ s）。

３．２．２ RIAM-COMPACT�（LES）による数値シミュレー

ション結果

図―１６に，水平断面内（地上高約２５m付近）の気流場の可視

化結果を示す。この気流場は，実時間で約２２分の時間平均

場である。シンボルが風害位置を示している．図―１６�が主

流方向速度成分のシェーディング図である。図―１６�が速度

ベクトル図である。これらの結果を吟味すると，風害発生の

タイプが二種類に大別出来ると考えられる。一つは図中に

Type Aと表記しているもので，これは地形効果による局所

的な増速（地形の谷間を過ぎる収束流や，地形を迂回する増

速流など）が主な原因と考えられるケースである。もう一つ

は，図中にType Bと表記しているもので，上流に位置する

地形（図中に「地形A」と表記）の剥離流の影響によるもので

あると考えられる（図―１６，１７）。RIAM-COMPACT�（LES）の

アニメーション機能を用いて風況の時間変化を観察すると，

Type Bでは地形Aからの剥離流の中に風害発生地点が埋没し

ており，周期的に大きな速度変動が発生していることが確認

された。この周期的に繰り返される風荷重を受け，風害が発

生したのではないかと推測される。

４．おわりに

本研究では，九州林産�の協力の下，台風０４１８号で発生

した大分県九重町での風害の状況を，最新のメソスケール気

象モデル（高解像度領域気候非静力学モデルNHM）と，詳細

図―１０．NeWMeKのNo.４９サイトにおいて最大風速が発生した

時刻の速度ベクトル図，９／７の午後１２時２６分頃，注意：同じ
基準値で表示している．時間は日本時間（JST）を意味する．

図―１１．NeWMeKのNo.４９サイトにおいて最大風速が発生した

時刻の水平風速のシェーディング図，日本時間９／７の午後１２
時２６分頃
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図―１２．NeWMeKのNo.４９サイトと風害発生地点（シンボル）の

位置関係

図―１３．NeWMeKのNo.４９サイトにおいて最大風速が発生した

時刻の水平風速の鉛直プロファイルの評価位置とその鉛直分布

の比較，日本時間９／７の午後１２時２６分頃，NHMの結果

図―１４．RIAM-COMPACT�で用いた流入風速プロ

ファイル（シンボル：×）
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地形データを用いた数値風況予測技術（RIAM-COMPACT�）

により再現し，その発生メカニズムの解明を試みた。その結

果，風害の発生メカニズムとして二種類の可能性を示唆した。

一つは地形効果による局所的な増速（地形の谷間を過ぎる収

束流や，地形を迂回する増速流など）が主な原因と考えられ

るケースである。もう一つは，風害発生地点の上流に位置す

る地形からの剥離流の影響によるものである。アニメーショ

ンを作成してこれを観察すると，後者のケースでは，上流地

形からの剥離流の中に風害発生地点が埋没しており，周期的

に大きな速度変動が発生していることが確認された。この周

期的に繰り返される風荷重を受け，風害が発生したのではな

いかと推測される。

本研究は，最新の数値流体力学（CFD）的なアプローチが森

林・林業の研究および行政の分野において飛躍的な発展を導

き出す手法になり得ることを示した。本研究の数値風況予測

の解析では地形データとしてALOS DSMを利用したが，現

時点では全てのケースでDSMを利用出来るとは限らない。

DSM利用の可否ついては，過去に対象地を含む領域が

図―１５．実際のRIAM-COMPACT�の計算で用いた計算領域と計算格子，風向SW，シンボルが風

害発生地点

図―１６．水平断面内（地上高約２５m付近）の気流場，実時間で約２２分の時間平均場，風向SW，シンボルが風害発生地点
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PRISMによって３方向からの撮影がなされている必要があ

る。海外では地域によって未だ画像ライブラリが少なく入手

できない場所もある。また，可視域の画像を使用して地形を

作成することから，雲などにより地表が撮影されていない場

合はその領域の標高値が算定できず欠損値となる。よって，

年間を通じて雲の多い亜熱帯地域では地形構築に利用可能な

画像データが少ない傾向にある。しかし，今後の継続的な撮

影によりライブラリが充実していくことが予定され，より広

範囲で利用出来るようになると考えられる。発展途上国を含

む地形情報の入手が困難な地域での風力開発プロジェクトな

どにおいて，こうした衛星画像を用いた詳細地形データの活

用は，今後一層期待出来る（図―１８）。
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