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１．	 はじめに	 

	 大気数値モデルの高解像度化に伴う課題の 1つ

として地形表現の取り扱いの問題がある。従来か

ら 数 値 モ デ ル の 多 く で 用 い ら れ て い る

terrain-following座標系による地形表現は、地形
勾配が大きな地点において座標変換の際に大き

な誤差が生じることが知られている。また、その

ような地点において、数値不安定を起こしやすい

という問題もはらんでいる。 
	 そこで本研究では、それらの問題を根本的に回

避するために、座標変換を伴わない高度座標系に

おける thin-wall 近似による地形表現スキーム
（Steppeler et al. 2002）に着目する。このスキ
ームは有限体積法を基に考えられており、cut 
-cell のような小領域に伴うような Courant 
-Friedrichs-Lewy 条件（CFL 条件）による領域
の大きさによるタイムステップの制限を受けな

い。先行研究においては、移流型の支配方程式系

にスキームを実装し、2 次元山岳周りにおける大
気流れの検証実験が行われているが、定量的な議

論はなされていない。本研究においては、物理量

の保存性を重視した保存型の支配方程式系に対

し thin-wall 近似による地形表現スキームの実装
を行い、そのスキームの定量的な評価を行うこと

を目的とする。 
 
 
２．	 モデルの概要	 

	 高度座標での地形表現法は、地形を区分的な直

線で表現し、大気、地形、大気と地形の混在する

３つの計算セルに別けられる。地形表現法により

大気と地形の混在するセルの扱い方が異なる。大

気と地形が混在する計算セルにおいて、このセル

を陽に取り扱う場合、厳しい CFL 条件の制約を
受けることになるが、thin-wall 近似を用いた地
形表現スキームでは、このセルの地形領域を大気

と見なし、大気のみのセルと同等の扱いをするこ

とで、CFL条件によるタイムステップの制約を回

避している。また、大気と地形が混在するセルの

側面において、厚みのない薄い壁を定義し、隣接

するセル間でのフラックス、気体のする仕事に制

限をかけることで地形効果を取り入れる。実際の

大気モデルにおいては格子間隔を∆𝑧, ∆𝑥、セル側
面での大気の占める長さを∆𝑧!, ∆𝑥′とした時、各

セルの側面での制限𝐹!  ,   𝐹! ,を 
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のように表現する（図１）。 
	 本研究で用いる支配方程式としては、物理的な

保存則を重視し、質量保存則、運動量保存則、全

エネルギー保存則を用いる。 

 
この方程式にたいして、有限体積法を適用して離

散化を行い、変数配置は鉛直方向に対し

Lorenz-grid、水平方向に対して C-grid を採用す
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図１:thin-wall近似による地形表現のイメージ図。 
◯はスカラー量、△は水平風、▲鉛直風の定義点 



る。時間差分にはついては、3-stage Runge-Kutta
（Williamson 1980）を用いた。先行研究では、
地形近傍においての空間差分法に上流差分法を

用いて計算をおこなっている。しかし、本研究で

は物理量の保存性を保ちながら thin-wall 近似に
よる地形表現スキームの実装を考えるために、上

流差分法での解法を避け、スカラー量の定義セル

の側面において、セル側面が地形のみである点

（∆𝑧! = 0      𝑜𝑟    ∆𝑥′ = 0  ）では風速をゼロとする境
界条件を課す方法を用いる。 
 
 
３．	 検証実験	 

	 thin-wall近似による地形表現スキームの検証
実験として、勾配が緩やかな、山頂 400 [m]、半
値幅 10 [km] のベル型山岳を用いた山岳まわり
の大気流れの実験を行った。初期条件として

Brunt–Väisälä振動数を 0.01 [s-1]と一定とし、水
平風を一様に 10 [m s-1]与える。水平・鉛直解像
度をそれぞれ 2 [km]、100 [m]とした。 
	 山岳まわりでの水平風の偏差、鉛直風、水平運

動量の鉛直輸送の 10時間後の計算結果を図２に
示す。山岳周辺において不自然な流れは見られな

いため、先行研究同様に thin-wall近似による地
形表現スキームを保存型の方程式系に実装し、山

岳効果を表現することが可能であることがわか

った。また、水平運動量の鉛直輸送の結果では、

高度 5 [ km]から下層では 90%以上の値を示して

いる。また、その地点より上層においては 80%以
上の値を示している。Durran and Klemp 1983
で示されている結果と矛盾しない結果となって

いる。 
 
 
４．	 まとめ	 

	 thin-wall 近似による地形表現スキームを保存
形の支配方程式に実装し、山岳まわりの流れの検

証実験を行い、保存型の支配方程式を用いた場合

でも、十分な再現性があることが示唆された。講

演では、thin-wall 近似を用いた地形表現スキー
ムを実装したモデルの定量的な議論を行う。 
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図２: 10時間後の 400 [m] ベル型山岳の周りでの大気流れの計算結果。灰色の領域はベル型の山岳を
示す。左：水平風の偏差、等値線間隔 0.6 [ m s-1 ]。中央：鉛直風、等値線間隔 0.06 [ m s-1]。右：線形
理論で規格化された水平運動量の鉛直輸送。 


