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１． 概要 

 

 本ユーザーズマニュアルは，オブジェクト指向型環境流体モデル Fantom3D を実行・運用する際の基本的な

操作方法を説明している．Fantom3D は，実験室スケールの流体運動からフィールドスケールの流動まで，特に

成層運動をできるだけ容易に（任意性を高めて）再現することを目的として設計されており，ユーザーは入力パ

ラメータファイルを任意に設定することによって様々な水理現象を再現することができる．理論や数値解析法の

詳細については，サイエンスマニュアル（未完成）を参照すること． 

 

Fantom3D の配布形式は，現在，実行形式とライブラリー形式（フリーウエアー，Web で公開）の 2 種類が

ある．本マニュアルでは，実行形式（Binary）の操作方法について説明する．ソースコードの取得・利用に関し

ては fantom3D ホームページ(http:www.comp.metro-u.ac.jp/~shintani)を参照されたい． 

 

２． 実行方法 

 

配布されているプログラムの実行ファイル名 fantom.exe（プログラム名, 64bit 版は fantom64.exe）である． 

Visual Studio(2005 or 2008)上でソースコードから開発している場合はコンパイル+実行（[Ctrl]+[F5]）となる

が，バイナリーファイルを直接利用する場合は Windows のアクセサリーにあるコマンドプロント（旧 dos プロ

ンプト）で実行することになる．具体的な実行方法は，まずコマンドプロント画面で，実行ファイル，パラメー

タファイル，必要であれば地形ファイル・気象ファイルが存在するディレクトリーに移動し 

 

>fantom.exe[Space][モデルパラメーターファイル名][Enter] 

 

とする．以下にその際の画面を示す． 

 



上記例では，モデルパラメーターファイルが model_input.txt という名前の場合の例を示している．つまり，

[モデルパラメーターファイル名]の部分を model_input.txt としている．モデルを実行する際のすべての設定は

モデルパラメーターファイル内に記述する．以下に全てのパラメーターの設定方法を記述する．また，付録に網

走湖の解析のための入力パラメータファイル例を載せておく． 

 

まず，はじめに目につく記号はモデルパラメーターファイルの中で＃から始まる行であり，これらはコメント文

として」せっていしてあり計算内容（設定に）に影響を与えない．従って，自由にメモやモデルの注意を記入す

るために使うことができる．次らか，設定に関して優先順位の高い項目から説明する（これらに関してファイル

内における記述順序は関係ない）． 

 

■param (パラメーター設定) セクション 

 

param キーワードで始まる行（要は parameter の略であり, parameter と書いても良い．最低限 param まで

は記述すること）は，モデルにおいて主要と考えられるパラメーターを設定するために用いられる．現段階で 11

種類(fantom.exe ver. 1.0beta の場合)存在し，以下のようなパラメーターを設定することができる．これらの設

定に関しては上下記述順序を問わない．設定の方法は以下に示すようにキーワードに続いて，空白（スペース）

の後に設定内容を記述する． 

 

例）param[Space][パラメーター名][Space][設定内容] 

 

・param collocation [ture/false] 

 true の場合はセル中心で全ての変数が定義される変数配置である collocation grid に基づいて計算され，false

の時は staggered 配置，つまり圧力や水位はセル中心，流速成分に関しては，セル境界面中心で定義される変数

配置となる．一般座標（曲線座標）で計算を行う際には，true（collocation）を選ぶこと． 

 

・param name abashiri 

 実行ケースの名前を決定する．この名前は，結果出力ファイル名（ファイル名の先頭に）に用いられる．様々

な計算を行っても出力ファイルが上書きされないための工夫である． 

 

・param coriolis [true / false] 

 水域規模が大きい場合にはコリオリ力（地球の自転に起因する効果）を力の釣り合いに考慮する必要がある．

この項を true にするとコリオリの効果が運動方程式に導入される．この際に用いる緯度の情報は，後で説明す

る latitude で指定する．（true：考慮する false：考慮しない，以下全てのパラメーターについても同じである．） 

 

・param heatflux [true / false]   

 水面からの熱の授受は考慮する・しないを設定する．（近藤によって提案されているバルク式を用いている．） 

 （このアルゴリズムの検証は完全に済んでいない．要検証） 

 

・param nonhydrostafic [true / false] 

 非静水圧効果を考慮する(true)・しない(false)を設定する．（例えば，網走湖などの静水圧の近似が合理的な解

析では false，実験水槽で生じる内部波等鉛直加速度が卓越する現象では true とする）． 

 



・param windforce [true / false] 

 水面の風応力を考慮する・しないを設定する．（風応力データのファイル名を別途，weather キーワードで指

定する必要がある．） 

 

・param latitude 44.0  

コリオリを考慮する場合に緯度を与える必要がある．（上記例では緯度（北緯）44°を表す．） 

 

・param masking slip  

fantom では，複雑な湖底地形をマスキング手法によって再現しているが，その地形境界条件の種類をこのパ

ラメーターで設定する．設定可能な種類は，slip：摩擦効果なし，nonslip：摩擦効果あり，drag：効力係数によ

ってマスキングセルに接するセルに抗力を与える（drag は水平方向のみ考慮）．上記例では，摩擦効果なしを表

している． 

 

・param totalcount 12961  

全計算ステップ数を表している．実際のステップ数に+1 にするとうに設定をする（ループの条件文に＜ less 

than が使われているため）．上記例では 12960 回時間進行を行うことになる． 

 

・param saveinterval 60  

保存するデータのステップ間隔を表している．今回は 12960/60=216 個保存されることになる．下で設定する

時間間隔(basetimestep)が 60 秒の場合は，上記設定では１時間ごと(60sec*60=3600sec)のデータを保存するこ

とになる． 

 

・param basetimestep 60.0  

このケースにおける計算の基本となる時間刻み間隔(sec)を表している．この値の整数倍の時間ステップを各フ

ィールドで設定することが出来る（フィールド毎に異なった時間ステップで計算が可能）．このマニュアルで示

した値で考えると，12960(回)×60(sec)=9 日間分の計算を行うことになる． 

 



 

■domain(領域)セクション 

 

domain キーワードで始まる行は，水域の基本構成単位であるドメインオブジェクトの特性を指定する行であ

る．domain キーワードの行数は計算において生成・使用するドメイン数に対応する． 

 

domain[Space][nx(m)][Space][ny(m)][Space][nz(m)][Space][dx(m)][Space][dy(m)][Space][dz(m)][Space][offse

tx(m)][Space][offsety(m)][Space][offsetz(m)] 

 

各行（一つのドメイン）の設定方法は，グリッドの個数[nx, ny, nz ]，グリッド一個の長さ[ dx, dy, dz ]，各ドメ

インの原点位置[offsetx, offsety, offsetz ]となる（原点位置は主には可視化の時に意味を持つ）． 

 

例） 

・domain 17 31 62 200.0 200.0 1.0 0.0    0.0    0.0 

・domain 17 31 62 200.0 200.0 1.0 2600.0 0.0    0.0 

・domain 17 31 62 200.0 200.0 1.0 0.0    5400.0 0.0 

・domain 17 31 62 200.0 200.0 1.0 2600.0 5400.0 0.0 

 

上記の例では 4 つのドメインオブジェクト(0~3,つまり domain[0]～domain[3])を設定することになる．ここで

domain の定義の際，グリッドの個数は計算領域グリッド数(BC グリッドを含まない)に＋３する事に気をつける

こと．上記例の場合，計算領域セル（水域セル）数は[ x, y, z ]=[ 14, 28, 59 ]となる．この数はドメイン毎に異な

って構わない．（ただし，現段階の fantom ではセルの大きさが同じでないとドメインの接合が出来ないことに注

意する．セル数は異なってもかまわない） 

下図に示すような位置関係の 4 つのドメインを考えた場合，上下にずれたドメインの始点位置は x 方向=14×

200m=2800m，y 方向=28×200m=5600m となるが，グリッドを１つ分[dx, dy ]=[200m, 200m]だけ境界条件接

続ためにオーバーラップさせているために，それぞれ 200m(グリッド一つ分)ずつだけ減らして 2600m，5400m

となっている．丸印は上記の domain の基準点を表す． 
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図－1 ドメイン配列順
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■grid(地形)セクション 

grid キーワードで始まる行は，地形データを入力する行である．このデータを元にマスキングするセルを決定

し，湖等の複雑な地形を再現する． 

 

例）grid[Space][パラメーター名] [Space] [設定内容] 

 

・grid factor 0.01 

地形データを作成した際の単位を決めている．この場合，0.01 となっているため，データを 1/100 倍(m 単位)

に直している（元データが cm 単位で記述されていたと言うこと）． 

 

・grid readfile [true/falser] 

 地形データをファイルから読み込むかどうかを設定する．読み込まない場合は全く mask が使われないで，つ

まり矩形領域で計算を進めることになる． 

 

・grid filename abashiriBotdata.inp 

 地形データファイルを表している．この場合，ファイル名は abashiriBotdata.inp となる．（ファイルの中身に

関して，ドメイン数，水平グリッド数に注意すること．）また，水面から水底へ向かう方向がプラスとする． 

 

地形ファイルの作成方法を具体的に説明する． 

① まず，Excel で地形データを作る．Excel には直接データを打ち込むか，データを読み込させる． 

② 図－2 のような境界線を決める．このとき同じく図－1 のようにグリッド２つ分重なるように決めること

（オーバーラップセルと境界セル）． 

③ 図－2 に表すようなデータを秀丸，もしくはメモ帳など貼り付ける．後に記すが，データ貼り付けの順番

は緑・黄・赤・青である（ドメイン番号順 0,1,2,3 に読み込まれる）．また，各範囲のデータ（ドメイン）

ごとに１行（空行）あけ，ドメインの数と同じだけのデータを貼り付ける事を忘れないようにすること． 
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図－２ 地形データ作成手順



 

■depth（水深データ）セクション 

  

depth キーワード行では，グリッドの z 軸方向セルの厚さ(dz)，水温(temp)，塩分(salinity)データを入力する．

Domain セクションで一様な dz を指定したが，このキーワードでデータを指定した場合は dz の情報は上書きさ

れる．書式（データの順序）は最下層から水面に向かってセルの数だけ指定する（鉛直上向き）．また，底層及

び水表面での境界条件が必要なため，実際の計算セル（計算領域セル）に+2 する事に気をつける．今回は 59+2=61

となっており，１番目が底層境界セル，61 番目が水表面境界セルとなっている．書式は以下の通りである． 

 

depth[Space][dz] [Space][temp] [Space][salinity] 

 

例） 

・depth 1.0 7.789 21.741 

 

 上記の場合，（最下層の境界条件セルが）dz=1.0(m)，temp=7.789(℃)，salinity=21.741ppt となる．この指定

を必要なだけ（水面境界条件セルまで）繰り返す（当然ではあるが，順番が意味を持つことに注意）． 

ここで，スクリプト言語 python を用いて，サーミスターチェーンなどの観測データから個々で示したデータ

の作り方を説明する． 

① まず，dz の間隔を設定する．この時，dz は特に制約はない．今回は網走湖水面から界面付近までを 0.5m，

界面を 0.1m，界面付近から底層までを 1.0m とした．これを境界条件を含まない計算セル数分(59 個，全

水深を超えないようにする事)を秀丸，もしくはメモ帳で作成する．このように格子幅のを変化させること

で界面付近の挙動を詳細に計算するなど，着目した部分の計算精度を上げることができる．また，このフ

ァイル名は dz_info.txt と固定する（将来は変更できるようにする）． 

② 観測データを用意する．データは順（列）に，水深・水温・塩分の 3 種である．それらを秀丸，もしくは

メモ帳に記す（dz_info.txt とデータ数は異なってもかまわない）．このファイル名は mdata_fine.txt と固

定する． 

③ make_vertical_data.py ファイルを使用する．ここでは python 言語を使用する．ダウンロード方法は可視

化マニュアルを参照する事． 

④ 実行方法は，コマンドプロントで上記プログラム及びデータが存在するディレクトリーまで移動し， 

 

python[space]make_vertical_data.py[Enter] 

 

を入力する．この操作では，計算格子点の位置における値を実測データから（線形）内挿して求めている． 

⑤ 作成した（出力）データは画面上に表示されるので，これを設定ファイル内にカットアンドペーストする． 



 

■Field（フィールド）セクション 

 

Field キーワード行では，計算領域を分割し異なる時間ステップで計算する際に使用する．（少なくても 1 つの

field は必要．） 

 

例）field[Space][timestep][Space][含まれている domain をスペースで区切りながら記述] 

 

・field 1 0 1 2 3 

 

上記では timestep は base time step(60s)の何倍かを表しており，今回は 1 倍ということでこのフィールドの

タイムステップは 60(s)ということになる．また，含まれているドメインオブジェクトは 0 1 2 3 となっており，

この場合は一つのフィールドに全てのドメイン（四つ）を含めることになる（全てのドメインは，いずれかのフ

ィールドに属している必要がある）．以下に，簡単なフィールドの使い方を記す（field 宣言の順番に番号が振り

分けられることに注意）． 

 

例） 

・field 1 0     ←field[0] 

・field 2 1 2        ←field[1] 

フィールドは 2 個有り，field[0]のタイムステップは，baseTimeStep と同じであり，domain[0]を含んでいる．

一方，field[1]は，baseTimeStep の 2 倍のタイムステップで時間進行し，二つのドメイン，domain[1]と domain[2]

を含んでいる． 



 

■bcdomain（ドメイン境界）セクション 

 

bcdomain キーワード行では，各ドメインオブジェクトの 6 面(立方体)の境界条件を与える行である．top(上面) 

down(下面) east(東) wast(西) north(北) south(南)の 6 面を今回使用する domain の数だけ境界条件を与える．条

件は全部で，freesurface(自由水面)，rigidslip(滑り面)，wall(壁)，tide(潮汐)の 4 種となっている．設定方法は

以下のようになる． 

 

bcdomain[Space][face][Space] [type] 

 

例） 

・bcdomain top  freesurface 

・bcdomain down rigidslip 

・bcdomain east   rigidslip 

・bcdomain west  rigidslip 

・bcdomain north  rigidslip 

・bcdomain south  rigidslip 

 

上記では，上面[top]では自由水面[freesurface]，他の面はスリップ[rigidslip]となっている．また，これらの

境界がほかのドメインとの接続(connect)に使用される場合にはこの設定はキャンセル(上書き)される．この６つ

の組み合わせで一つのドメインの設定になる．空行に続けて同様の宣言を行うことで，次のドメイン番号の設定

になる（つまり順番が重要になる）． 



 

■bcsurf（水面境界）セクション 

 

bcsurf キーワード行では各ドメインの水面境界条件を与える行である．（2 次元的な）水面を扱うため，top と

down の設定はない．bcsurf のタイプは normal と tide の２種で，normal の場合は connect（境界が水面同士）

もしくは wall（境界が壁）となる．設定方法は次のようになる． 

 

bcsurf[Space][face] [Space][type] [Space][amplitude] [Space][period] [Space][phase] 

 

例） 

・bcsurf east   normal 0 0 0 

・bcsurf west   normal 0 0 0 

・bcsurf north  normal 0 0 0 

・bcsurf south  normal 0 0 0 

 

 上記では，潮汐境界はないことを示している．bcdomain と同様に，これらの境界がほかのドメインとの接続

に使用される場合にはこの設定はキャンセル（上書き）される．また，normal の場所に tide が入る場合には[0 0 

0]の 3 つの値の場所に[振幅 周期 位相]の値が入る．ここで，周期をマイナスにした場合は一定の水位が与えら

れることを覚えておくこと． 



 

■physical quantities（物理量）セクション 

 

phys キーワード行では，物理量のデータ追加をする行である．成分流速[u, v, w ]，温度[temp]，塩分[salinity]

を加えた．（これら 4 つは，最低限必要な物理量でなくすことはできない．将来的には，ここで指定せず自動的

にに組み込まれるようにする予定）設定は以下の様に行われる． 

 

phys[Space][name][Space][difinision_position][Space][advection_swich][Space][diffusion_swich][Space][pra

ndtl_num][Space][interval_value] 

 

例） 

・phys u      uface true  true 1.0 0.0 

・phys v      vface true  true 1.0 0.0 

・phys w      wface false false 1.0 0.0 

・phys temp   center true true 1.0 9.0 

・phys salinity center true true 1.0 2.0 

 

[uface, vface, wface]はそれぞれ[x, y, z ]の表面（スタッガード格子では，u,v,w の定義点はセル中心からずれる

ため．Collocate 格子ではこれらをすべて center に設定する）で，[center]は中心となる．つまり物理量をセル

上のどこに定義するかを決める．次に，はじめに現れる[true, false]はそれぞれ，移流計算をするかしないか

[advection_swich]，2 番目の[true, false]はその物理量に関して拡散計算するかしないか[diffusion_swich]を決め

ており，[true]は計算させる，[false]は計算させないとなる．これらに続く数値はそれぞれ，プラントル数

[prandtl_num]，全格子点で与える初期値[interval_value]を決定している． 



 

■turbulent（乱流モデル）セクション 

 

 turb キーワード行では，使用する乱流モデルを決める行である．種類は nt(no turbulence), 

ke(k-epsilon_model), my(Mellor-Yamada_model), sf(stratification func_model), les(LES_model)がある．設定

方法は以下のようになる． 

 

turb[Space][model] 

 

例） 

・turb les 

 

上記は LES を使う場合の設定となる． 



 

■advection（移流スキーム）セクション  

 

 Advect キーワード行では，使用する移流スキームを決める行である．種類は cip(CIP), rcip(Rational CIP), 

uw(Upwind), uq(Ultimate Quickest)の 4 種である．運動量[momentum_scheme], スカラー量[scalar_scheme],  

乱流量[turbulence _scheme]それぞれの移流方法を別々に決めることが出来る． 

 

例）advect[Space][momentum_scheme][Space][scalar_scheme][Space][turbulence _scheme] 

 

・advect rcip uq uw 

上記では順に運動量・塩分水量・乱流量の移流スキームを表している．この設定では，運動量[Rational CIP]・

塩分水量[Ultimate Quickest]・乱流量[Upwind]となる．現段階では uq はセル中心で定義される物理量にのみ使

用できるようになっている（コロケート格子ではすべての物理量に使用できる）． 



 

■connect（接続）セクション 

 

 connect キーワード行では，全 domain の接続関係を決定する．このマニュアルで示した例では領域を 4 つに

区切った（4 つの domain を使用した）ため，それらの接続関係を決定する必要がある（これらを記述しない場

合は，それぞれの domain が独立して計算される）．設定は以下のように行われる．この設定を用いると容易に

周期境界条件も設定できる 

 

connect[Space][connect_face][Space][domain_1][Space][domain_2][Space][offset_1][Space][offset_2][Space][f

ield_connection] 

 

例） 

・connect west-east  0 1 0 0 false 

・connect west-east  2 3 0 0 false 

・connect south-north 0 2 0 0 false 

・connect south-north 1 3 0 0 false 

 

はじめのパラメーターは接続面を表し，続いて記述する 2 つのドメイン番号の関係を示している．つまり一行

目であれば，domain[0]が西側，domain[1]が東側で接続していることになる．この接続が指定されると相互にデ

ータを交換しながら（双方向にデータのやりとりがある）計算を進める（最新の version では nesting の導入も

視野に入れているため，一方向境界条件も設定しており west->east と指定すると west から east へデータは渡

されるが，east から west にはデータは渡されないという設定も可能となっている）．右側 2 つの数字は接続面

におけるオフセット数を示す．[0, 0]の場合はずれずに重なっているということになる．もし[5, 2 ]となっていた

ら水平方向に左側から 5 セル，鉛直方向に下から 2 セルの場所で接続を開始することを示す（どちらに対してず

れるかは，接続 domain の大小で自動的に判断される）．基準点は左下とする．また，[false]はた他のフィールド

との接続境界ではないことを考慮しないことを表している（field_connection に関しては今必要かを検討中であ

る．）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 
0 1 

ドメイン配列順 フィールド接続例 [5 2 ] 

5 セル

2 セル 



 

■weather（気象）セクション 

 

 Weather キーワード行では，気象の考慮を追加する行です．設定方法は以下のようになる． 

 

weather[Space][name] [Space][value (or filename)] 

 

・weather timeinterval 3600.0 

 気象データの時間間隔である．この場合は，3600(s)=1 時間としている． 

 

・weather northshift －20.0 

 地形グリッドデータの北(y 方向)と，実際の北からのずれ補正をしている．この場合は，グリッドの北(y)が

－20 度北にずれているとなる． 

 

・weather filename abashiriMetdata.inp 

 ファイルの名を指定する．指定するファイル内には，気象データ間隔ごとのデータが計算時間に必要な分（行

数）だけ存在している必要がある．データ 1 行内には順番に，日にち・風速・風向・空気の温度・比湿・太陽の

短波放射・大気圧・雨量の 8 種がスペースで区切られて指定されている必要がある．  



 

■出力ファイルの説明とテストケースの実行 

 

出力ファイルは，general ファイル，surface ファイル，vtk ファイルからなる．ケース名が，abashiri の

場合は，それぞれ abashiri-gen-xxx.dat, abashiri-sur-xxx.dat, abashiri-res-xxx.dat となる．xxx の場所は

saveInterval で指定した保存間隔順に保存されたファイルの順番を示す．それぞれについて簡単に説明する． 

 

・ general ファイル 

計算領域（境界セルを除く）内の全てのセルにおける全データをテキスト形式で保存してある．ファイ

ル第一行には，保存してある変数名一覧が記述されている順番で示してある．これを加工すれば，すべ

てのデータを可視化することができる． 

 

・ surface ファイル 

自由水面の変動と水表面における流速を記述している．この出力は実行プログラムに同封してある

surfaceplot.py でグラフ化することができる(enthought などの python 環境がインストールされていること

が必要)． 

 

・ vtk ファイル 

vtk 形式で格子データ，流速データ，スカラーデータが保存されている．このファイルは paraview で可視化

することができる．詳しくは可視化マニュアルを参照のこと． 


