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オイラー・ラグランジュ法によるマガレイ卵・仔魚輸送の数値実験

藤原正幸*1・末永慶寛*2・中田英昭吋
永 津 亨叫・山田東也*4

Numerical Simulation on the Transport of Brown Sole Eggs and 
Larvae Using an Euler-Lagrangian Method 

Masayuki FUJIHARA * 1， Y oshihiro SUENAGA * 2， Hideaki NAKATA * 3. 

Toru NAGASAWAホ 4 and Haruya Y AMADA * 4 

Abstract 

Transport processes of pelagic eggs and larvae of brown sole (Pleuronectes herzensteini) from the spawning 

ground near the Sado Strait in Sea of ]apan were investigat巴dusing an Euler-Lagrangian num巴ricalmodel. Sinc巴

coastal currents under the wind influence and th巴 interactionof vertical movement of eggs and larvae with the 

currents could have significant effects on the transport. numerical simulations using three types of wind con-

ditions (north wind. west wind and west-south-w巴stwind: the wind speed is 4m/s in each case.). two kinds of 

inflow condition (fast and slow). and two patterns of vertical movement (passiv巴andactive) were made to巴xplore

their influence on th巴 transportprocess. Th巴 r巴tentionrate. which indicates the percentage of eggs and larvae 

retained in shelf areas shallow巴rthan 100m. was calculated for each case. 

The retention rates under the west巴rlywinds are appreciably high compared to those under the north wind. 

However. when the w巴sterlywind sp巴edis over 5m/s. the rates for the cas巴sof passive movement rapidly 

decrease. On the other hand. the rates for the cas巴sof active one are maintained as 100 % even under the 

strong winds. because the巴ggsand larvae tend to be transported along the shor巴 line.This suggests that westerly 

winds. which are g巴nerallydominant during the spawning period of brown sole. could巴nhancethe larval retention 

in the coastal water in combination with the vertical migration of larvae 

，.緒言

日本海の佐渡海峡沿岸の陸棚海域は，マガレイ

(Pleuronectes herzensteini)の主産卵場のーっとなって
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いる。この海域には，北ないし北東向きの沿岸流が卓越

しており，浮遊期のマガレイ卵・仔魚はこの流れによっ

て新潟沖の産卵場から北方に輸送されると言われてい

る1)。マガレイの成育場(着底場)はこの陸棚上の浅海

域(水深 100m以浅)と推定されており，陸棚から沖合

に運ばれることなく着底前にこの成育場に到達すること

が，資源加入のための必要条件のーっとなっていると考

えられる。

一方，この海域の流れの数値モデルを用いたマガレイ

卵・仔魚の輸送過程に関する検討結果2)，3)から，上述の

沿岸流に加えて産卵時期(盛期は 3月)の風がそれらの

輸送や浅海域への滞留状況に大きな影響を与えている可

能性が示されている。しかしこれらの研究では比較的大

きな風速 (10m/s)について検討されており，平均風速で

の検討がなされていない.さらに，卵・仔魚の輸送をそ

れらの濃度の移流拡散方程式を用いて検討しているため，

流れに対して全く受動的にしか取り扱うことが出来なか

った。マガレイは浮遊期においても成長段階で主要な分

布水深が異なっていることから，その鉛直方向の移動を
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考慮した上で，マガレイの陸棚浅海域への滞留状況を検

討する必要性が生じている。

そこで，木研究ではマガレイ卵・仔魚を能動的に鉛直

移動する粒子と想定し，計算された流場中の粒子追跡が

可能なオイラー・ラグランジュ法を用いることにより，

マガレイ卵・仔魚の輸送経路ならびに滞留状況の変化に

ついて検討を加えた。末永ほか (1996)引にもとづき，特

に産卵期に卓越する風及び海域内への流入流速の変化の

陸棚浅海域での滞留状況に対する影響を調べることに重

点をおいた。

2. 対象海域の概要

流況については，沖合を流れる対馬海流の流路変動等

の影響を受けて不安定であるが，佐渡海峡内の陸棚に沿

ったところでは，北東流ないし北北東流が比較的安定し

て存在している。また潮流成分は微弱でこれまでの観測

でも有意な調和定数は得られていない。 Fig.1に1996年

3月に ADCPにより観測された流況の一例(水深 18m)

を示す(山田ら，未発表)。この図によると佐渡海峡で

は佐渡島寄りの海域で流速が速し新潟県寄りの海域で

は遅い。特に新潟沖は後流領域となり時計四りの地形性

渦が認められ， 100m以浅の海域では流れは微弱である。

マガレイの産卵24時間以内の発生初期卵は新潟沖の水

深 50mの等深線を中心として帯状に分布しており，最

も密度の高い部分は陸棚域の幅が沖に向かつて広がる場

所の南端部に位置している (Fig.2の肯印)。仔魚につ

いては着底前の屈曲期 (C'Dステージ)のものが産卵

139。

Fig， 1 Observed current field in March， 1996， 

(Depth: 18m) 

場の北側の陸棚浅海域に分布しているj)。

風については産卵盛期である 3 月 ~4 月では北~西南

西の風が卓越し3) 平均風速は 4m/s程度である。

3， 数値モデル

木研究で用いる数値モテ、ルは流場を計算するための流

体力学モデルとその流場において粒子を追跡する粒子輸

送モデル(一般的にはオイラー・ラグランジュ法と呼ば

れている)から構成されている。

1) 流体の基礎方程式

流場の計算には静水圧近似を仮定したマルチレベルモ

デルを採用した。本モデルで用いる運動方程式，連続式，

自由水面の式，水温及び塩素量の拡散方程式及び状態方

程式は以下の通りである。ただし状態方程式は Knuds巴n

の式に依った。
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ここで U は水平二次元流速ベクトル， ωは鉛直流速，

Tは水温 Clは塩素イオン濃度，pは海水の密度， gは

重力加速度， 甲は平均水面を基準とした自由水面位

置(鉛直上方を正)， Hは水深， Vh は水平微分演算

子， νh'Vvは，それぞれ水平・鉛直渦動粘性係数，

KTh' KTvはそれぞれ水温に関する水平・鉛直乱流拡散係

数，Kch'K叩はそれぞれ塩素量に関する水平・鉛直乱流

拡散係数，kは鉛直単位ベクトル(上方を正)である。

これらの基礎方程式をスタガードメッシュ系の有限差

分法により近似した。その際，非定常項には前進差分，

移流項には 2次精度風土差分，拡散項には中心差分を採

用した。
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dX 
Tt=V  -・・・(8)

X(O) =Xo -・・・(9)

x(n+l)' = X(n)+ F(n) 11 t ....(10) 

F(n) + F(n+l)本

x(n+l) =x(η)+ー←三一一-l1t -・・・帥

F(n) = V(n) + {( V(n)・i1)V(n)} 11 t -・・・帥

ここで Xは3次元位置ベクトル Vは粒子位置での

流速ベクトル vは微分演算子，l1tは時間ステッフ，

上付き添字は時間レベルを表す。また上付き添字の*は

その日寺間レベルでの仮の値を表す。つまり (8)(9)式で表さ

れる常微分方程式の初期値問題を，時間積分に 2段階の

ルンゲ・クッタ型積分を採用して側同式で近似して解

くわけである。計算に必要な粒子位置での流速やシアー

については粒子を囲む流速成分から距離に反比例させた

重みをつけて内挿した。

3) 対象海域

Fig.2に佐渡海峡周辺の海底地形図及び計算対象領域

を示した。 200m以深の領域が佐渡島沿いに存在し，新

潟市沖には 50m-100mの陸棚が広がっている。この対

o 1 0 k m 

Fig. 2 Bottom topography and computational 

domain (inner part of the rectangle). 
The arrows in the lower left indicate the initial inflow 

condition from open boundary. The star denotes the 
spawning site of brown sole and the shadowed region 

is a nursery ground 

象海域を水平方向に格子幅 2.5kmの正方形メッシュに

分割し，また鉛直方向には 3層(上層:海面 20m，中

層:20m-60m.下層:60m 海底)に分割して数値計算

を行った。

4) 境界条件

対象海域では過去の観測から潮流による振動成分は微

弱であることが明らかとなっているため，佐渡島南部に

北東流 (Fig.2の矢印)を定常流として与えることとし

た。水温及び塩分に関しては，産卵期の 3月を想定して

いるため，上層 (10SC.33.4psu)，中層 (10.0
0

C.33.5

psu) ，下層 (9.5
0
C.33.7psu) と設定した。その他の開

境界は自由流出の条件を与えた。また陸地境界について

は流場の計算過程では/ースリップ条件とし，粒子輸送

の計算過程ではフリースリップ条件及び全反射とした。

粒子輸送でブ ljースリップ。条件を採用したのは，ノース

リップ条件の場合，海岸付近で輸送速度が遅くなりすぎ，

粒子が海岸にくっついて離れなくなってしまうので，現

実とは異なると考えたからである。

自由水面および海底面ではよく用いられている以下の

形式の境界条件を与えた。

自由水面:

pVv学=PaYs2WWIWwl
az 

-・・・帥

ここで Paは空気の密度，'Ys2は海面摩擦係数，

速ベクトルである。

海底面:

Vv苧=山lul
az 

Wwは風

-・・・・(14)

ここで n2は海底摩擦係数である。

また各層間(第 k層と第 k十 1層)の内部摩擦として

以下の形式を採用した。
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Table 1 Values of the parameters. 

Parameter Definition Value 

Y/ Surface friction coefficient 0.0013 

Yj2 Internal friction coefficient 0.0001 

Yb
2 BoUom friction coefficient 0.0026 

f Coriolis parameter 8.98 x 10-5/S 

νh Coefficient of horizontal kinema-
10m'/s tic eddy viscosity 

KTh 
Coefficient of horizontal turbu-

10m'/s lent diffusion of heat 

KTv Coefficient of vertical turbulent 
1cm2/s diffusion of heat 

KCh Coefficient of horizontal turbu-
10m2/s lent diffusion of chlorinity 

Kcv Coefficient of vertical turbulent 
1cm'/s diffusion of chlorinity 
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ここでがは内部摩擦係数である。

5) パラメータ

今回用いたパラメータはTable1に示すとおりである。

6) 数値実験ケース

数値実験として風，流入流速，粒子の鉛直移動パター

ンを変化させて検討を行った。

風については 3 月 ~4 月を想定した 3 種類(北風・西

風・西南西風，各 4m/s)，流入条件については1992年 3

月に観測された ADCPのデータ引を基にしたケースと初

期のマガレイ卵・仔魚は主に中・下層に存在しているこ

とから中・下層の流れが輸送量の変化に及ぼす影響が強

いことを考慮して，中・下層の流速をその半分にしたケ

ースの 2種類，さらに鉛直移動については能動的に移動

する場合と全く受動的な場合の 2種類を設定した。鉛直

移動パターンについてはまだ明らかではないが，過去の

観測結果引から推定して産卵直後から 5日間(卵のス

テージ)は水深 30mに，その後 20日間(仔魚、のステー

ジ)は 10mに浮上し，その後着底前の 5日間は再び 30

mに戻るようなパターンを設定した。卵・仔魚に模し

た粒子は25個を推定産卵場に投入し，それを30日間追跡

することとした。 25個で卵・仔魚を代表させるのは少な

すぎるかもしれないが，無数に存在する卵・仔魚分布の

重心位置を代表するものと考えた。この25個の粒子のう

ち， 30日後に 100m以浅の浅海域に残留したものの比率

(%)を滞留率と定義し，各ケースについてその値を求め

た。なお滞留率の計算に際しては，モテ、ル北側境界から

流出したものは着底場に加入しないものとみなした。こ

れはモテ、ルの北側領域は Fig.2からわかるように 100m

以浅の領域が小さくなることと，そこに着底した仔魚は

3月に新潟沖で産卵されたものとは異なる群であり 7)

6月以降にいなくなる(死んでしまう?)こと(永津，

未発表)が報告されているためである。

これらをまとめた計算ケース一覧を Table2に示す。

Table 2 Cases simulated and retention rates 
calculated for each case. 

Inflow velocity Wind condition Vertical Retention Case 
transport rate(%) name 

Su0rfa2c8e ml/ays er 
Active 。 FNV 

North 4m/s 
Passive 100 FNN 

MMdle ZYlIaJlS er 
Active 100 FWV 

0.28 
West 4m/s 

Passive 72 FWN 

BOÓ~14 ~Ïser 
West-south- Active 100 FSV 
west 

4m/s Passive 72 FSN 

Su0rfa2c8e ml/ays er 
Active 。 SNV 

North 4m/s 
Passive 。 SNN 

MI0dd1l4e mla/ys er 
Active 100 SWV 

West 4m/s 
Passive 92 SWN 

BOó~å~~Ïser 
West-south- Active 100 SSV 
west 

4m/s Passive 84 SSN 

また各計算ケースは以後そのケース名で呼ぶこととする。

さらに風速の効果を詳しく見るため，西風のケースにつ

いてのみ風速 10m/s以下の複数のケースを設定し，滞

留率の変化に関する検討を加えた。

4. 結果及び考察

1) 流入流速による流況の相違

FWNとFWVで用いた流速ベクトル図を Fig.3に示

す。産卵場の付近 (Fig.2の*印)から新潟市の北側ま

では後流域となり，水深 100m以浅では流速が数 cm/s

程度である。しかしそれより沖では急速に流速が大きく

なっていることがわかる。次に中・下層の流速を小さく

した SWN及びSWVの流速ベクトル図を Fig.4に示す。

両ケースの顕著な違いは， SWNの方が産卵場の沖 20km

付近で地形性の渦が明瞭に現れていることである。この

渦はFig.lでも存在が確認されているので，流場の再現

も妥当であると考えている。この傾向は北風や西南西風

また無風の場合も同様である。これはFig.2からわかる

ように佐渡海峡の出口付近では 100m以浅の陸棚が新潟

県側から佐渡島側に急に張り出しているため，深い部分

は佐渡ヶ島に沿って北上し，通水断面積が減少している。

そのため佐渡海峡に流入した流れは流向を北に変えて佐

渡ヶ島に沿って北上することになる。しかし中・下層の

流速が速い場合は完全には流向を変えることなく 100m

以浅の領域にもそのまま流入し，移流が卓越し海底地形

の影響を相対的に小さくしてしまっていると考えられる。

さらに今回用いたモデルの検証のため， 1996年 3月に

行われた漂流ハガキによる現地実験6)の再現を試みた。

粒子を水面に固定して追跡した数値実験結果を Fig.5，

また産卵場付近及びその沖側で放流されたハガキの漂着

状況をFig.6に示す。なお数値計算においては観測期間

中の平均風を与えている。漂流ハガキの現地実験では，

どのような経路をとって漂着したかが全くわかっていな

いが，計算結果はハガキの投入位置が沖合になるほど北

方に漂着する傾向をよく再現している。

2) 風による流況の相違

北風と西風と西南西風それぞれ 4m/sを与えたケース

を比較すると，沖合の流況に大きな違いはないが，沿岸

部はかなり異なる。北風の場合は全層にわたって新潟県

の海岸に沿って南下流が強まる。風の影響が相対的に大

きい沿岸部の表層が風の影響を受け南西方向に流れよう

とし，沿岸に沿った南下流が発達するものと考えられる。

西風の場合には上層は沿岸に沿って北上する。そして西

南西風の場合はこの現象が顕著となる。産卵場付近では

上層が岸に向かう流れ(南東流)，中・下層が沖に向か

う流れ(北西流)となっている。ただしほとんどが 2cm/s

以下の微弱な流れであるo 鉛直流に関しては，西風及び

西南西風の場合は沿岸に沿って下降流が発生し，北風の
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Fig. 5 Computed trajectories of drift cards re-
leased from Sado Strait. 

J lJ\~ 
Fig. 6 Recoveries of drift cards released from 

Stns. C2，C4 and C6 in March 1996. 
Numerals indicate the number of drift cards recovered 

on the same place 

場合には上昇流が発生している。

3) 粒子の輸送経路及び滞留率

計算された粒子の輸送経路を Fig.7 -Fig. 14に示す。

図中のO印は 5日間隔の位置を示している。

北風のケース， FNV (Fig. 7 )と FNN(Fig.8) を比

べると， FNNの方が陸棚浅海域への滞留率が高く， FNV 

の方は 2週間程度でモデル海域外に流出してしまう。こ

れははじめの 5日間で沖に運ばれ，その後強制的に上層

に浮上させられ，そのまま後流域に入らず‘に流出するた

めである。それに対し中立状態では，徐々に 30m以深

に流されるのでそれほど沖に運ばれずその後も引き続き

後流域に含まれた状態となっている。

西風のケース， FWV ( Fig.9 )と FWN( Fig.10 )で

は，逆に能動的な鉛直移動を認めた場合の方が滞留率が

高い。 FWVではほとんどが産卵場の東の海岸に漂着す

る結果となった。この場合は，はじめの 5日間 (30mに

固定)で中層の流れによって沖に運ばれるが，その後浮

。10k m 

…下一一
Fig. 7 Computed trajectories of 25 particles re-

leased from the spawning site (Fig.2) for 
Case FNV. 
Circles indicate the particle locations every 5 days after 

release 

100皿

。10k皿

Fig.8 Legends are the same as in Fig.7 except 
for Case FNN. 

上することにより上層の岸向きの流れて、戻されることに

なる。 FWNでは沖合に流されるものと沿岸に沿って進

むものとに分かれ，沖合に運ばれたものはこれも 2週間

程度でモデル海域外に流出してしまう。

一方，中・下層の流入流速を半分にしたケース SNV

(Fig.ll) とSNN (Fig.12)では，両方とも同じ様な

輸送経路となっている。すなわち沿岸沿いの南下流に取

り込まれて南下した後，佐渡海峡に流入してきた北上流

に取り込まれて沖合を北上し，モテ、ル海域から流出する。

また， SWV (Fig.13) はFWVと同様に東に輸送され

すぐ海岸に漂着してしまう。 SWN(Fig.14)では FWN

と同じように沖に流出するものと沿岸に沿って北上する

ものとに分かれるが， FWNよりは沿岸付近に残る割合

が高い。
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なお図には示していないが，西南西風の場合は西風の

場合とほとんど同じ傾向を示した。

以上の結果を滞留率で比較すると Table2のように

なる。この表よりまず風が滞留率に最も大きい影響を与

えていると推測される。北風の条件では FNNのケース

を除いて滞留率はゼロである。それに比べ西風及び西南

西風の場合は高い滞留率を示している。また北風の場合

は産卵場付近では全層同じ方向に流れているので，鉛直

移動の効果は小さいが，西風あるいは西南西風の場合は，

上層は岸向きの流れ，中・下層は沖向きの流れとなるた

め，鉛直移動のパターンにより輸送経路の変動幅が広が

ると考えられる。

次に西風の条件をもう少し詳しく見るため，風速を

0~10m/sで変化させて滞留率を計算した結果を Fig.15

に示す。能動的な鉛直移動を認めたものは，この風速で

はすべて残留するが，中立状態のものは流入流速に依ら

ず風速が5m/s以上になると急速に滞留率が下がることが

明らかとなった。これは風速が速くなることにより，下

降流が強まり，下層の沖向きの流れにより沖に運ばれて

しまって戻れなくなってしまうからであり，能動的に移

動させた場合はその下降流とは無関係に浮上するため，

上層の岸向きの流れで岸に戻されると考えられる o しか

しこの場合は産卵後 1ヶ月経ってもほとんど産卵場から

離れないことになってしまう。現地観測結果では産卵場

には 1ヶ月後の仔魚、がほとんどいないことから，もっと

北方に流されていると推測されている。今回採用した鉛

直移動は一瞬にして数十mを移動するような極端なパタ

ーンであり，現実には沈降速度や上昇速度をもって連続

的な移動をしていると考えられるので，そのような移動

パターンでの検討も必要であろう。ただ今回の計算ケー

スのように一様な風が 1ヶ月も連吹することはないので，

風の変動に合わせて沖に運ばれたり，岸向きに流された

りすることも考えられる。風の日々の変動による輸送経

路の変化についての詳細な検討は今後の課題とした。

100 

o~a田ive tr沼田sport
(halved inflow vel凹 ;ty)

・Passivet岡 田po同

口Activetraosport 
(halved insow velocity) 

dActive t岡 田port

皿

0， 
10ト 「一一一一~
20ト

3cト

50ト

6c止一5 10 0510152025羽 d."

Wind speed (m/s) V，rtiu"剛 sportpaUem

Fig.15 Computed rates (%) of particles retained 
in the area shallower than 100m under 
west winds (O-10m/s). 

( 

" 
-N ) 

ω 
恒

i50 
.盟
関
ω 
Z 
E国

」

n
u

nu 

5. 結言

新潟1中の陸棚浅海域へのマガレイの資源加入に影響を

及ぼしている流況，風，卵・仔魚の鉛直移動パターンに

ついて，オイラー・ラグランジュ法を用いた数値実験に

よる検討を行い，以下の知見を得た。

1) 風によってマガレイ卵・仔魚の滞留率は大きな影

響を受ける。

2) 滞留率が比較的高い西風の場合でも，ある程度以

上に風が強まると中立状態の卵・仔魚、の滞留度合が急速

に低下する。

3) 中・下層の流入流速が弱まると，産卵場沖に地形

性の渦が顕著にあらわれ，滞留率を増加させる.

4) 現場で観測された代表的な卵・仔魚の鉛直分布パ

ターンを与えると，西風及び西南西風が卓越する条件で

は産卵場付近への滞留傾向が著しく強まる。

今回用いた数値モデルでは25個の粒子の移流のみによ

る輸送について検討したが，粒子数を増やし，分散効果

を入れることにより，さらに現実に近づけた詳細な検討

が可能となると考えている。

最後に本研究は農林水産省大型別枠研究，農林水産系

生態系秩序の解明と最適制御に関する総合研究 (BCP97

N-C-2)の一環として行われたことを付記する。
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