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｛研究論文］

密度成層流における人工湧昇流の可規化実験

永松哲郎1・中村啓彦2・野元達美3• 

須本誌史2＊・中尾 智4

Flow Visualization of an Artificial Upwelling Induced by Marine 

Structures in Density Stratified Flows 

Tetsuo NAGAMATsu1，日irohikoNAKAMURA2, Tatsumi NoMoTo3, 

Hirofumi SuMOTo2* and Satoshi NAKAo4 

Abstract 

The upwelling current brings up dens巴， coldand nutrient担richw抗告rfrom the subsurface towards 

sea surface. By supplying the nutrients into the euphotic zone, primary productivity will be enhanced 

and the high-level productions will increase therεas a result of a food chain. Therefore, in order to make 

rich fishing ground, studies on artificial upwelling devices such as marine structures installed on the sea 

bottom were made so far. 

Vertical stratification of water density may often occur in oceans, depending on season and latitude. 

The flows in these regions result in the stratified density current. In the present study, in order to 

investigate the effect of the stratification on the upwelling induced by the marine structur・es,flow 

visualization t巴stsin the homogeneous and stratified flows were carried out in the small towing tank. The 

stratification was achieved by salt water and fresh water. Two kinds of stratification were used in the 

experiments. i.e. linear density profile and two-layer flows with different densities. A sea mountain range, 

V-shaped and X司shapedstructure models were us巴din th巴presentflow visualization tests. 

It is shown that the density stratification suppresses uplifting of wat己Idue to upwelling induced by 

the artificial marine structur巴 significantly.Richardson number and densimetric Froude number are 

recognized to be important parameters for upwelling in the stratified density flow. An internal gravity 

wave in th巴twolayer flow becomes steepest at internal Froude number・of0.8. 

1. はじめに

日本の水産業は多くの課題を抱えているが，その一つ

は後継者不足である。近年，漁業現場からは水産資iD京の

減少が報告されており，若者が漁業就労に踏みだせない

原閣の一つは安定的な漁獲；設を将来にわたって確保でき

2013年7月16日受付， 2013年12月26日受理

るかという不安があるものと恩われる。また．世界人口

の増加や気候変動による食綴不足が近い；将来の地球規模

の深刻な課題として懸念されている。王見守主の！世界の食糧

生産は農業がほとんどで漁業生産は 5%程度と少ないが，

太嬢侵食や都市化に伴う農耕地の減少や水不足などのた

め，農業生産の大将な増産はE密接i主と予想、されており，弓三
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足分を補うためにも漁業生産量のt国産が希求されている。 5) 既存の漁場ではないこと

このためには，水産資源の乱獲を避けて適iEな資淑管理 などが考えられる。これらの条件をある程度満たす海域

を強化するとともに積極的な資源の増加を闘っていくこ として鹿児島湾口部を設置候補海域と想定して，潮流速，

とが必要である。 水温， Z経分，栄養塩分布，透明度の調査を行った。識変

天然の湧界流海域は水産資源のさ在庫で好漁場になって 海域は， Fig.1 iこ示すように陵摩半島の指街jrf1から大1；用

いることはよくま日られている。そこでは，栄養塩を設富 半島の大絞市沖を結ぶ鹿児島湾口を横切る北緯31皮

に含む深層水が海面近くの有光！読まで湧昇することによ 14.5分の線上で、ある。水深は約70～90mである。

VJ光合成が活性化されて植物プランクトンが増殖し食 誠資は2010年9月21日と2011年‘5月22日に，鹿児島大

物迷鎖により水産資源が増加している。人工的に湧昇流 学水産学部付属漁業練習船「雨£jLJlll（総トン数175ト

を発生させて肥沃な海域を拓くことは日本水産業にとっ ン，全長41.96m）により観ilW線上を10数回往復航行して，

ても，また吸界の食殺危機に対処するためにも有効な手 流速はADCPで，水温と塩分はCTDで，栄養塩は採水

段と考えられる。これまで，人工的に湧昇流海域を造成 器でデータを取得した。

する方法として，深層水を取水管で汲み上げる方法と海 最大流速はi~皮70m付近で、約0.3m/sであった。透明度

底に医大な人工構造物を設援して深燈水を湧昇させる方 は14～ 16mで，この海域の有光溺深さは40m程度と推測

i去が研究されているが，後者の人工構造物方式は取水管 される。大潟半島寄りの観i則点での栄，養土註の言十lJ!O例とし

方式に比べてi勇昇φ流f量が1Q3～ 1Q4f音以上もあり I)，火規 てケイ酸Si03，リン酸H3PO.iおよび

模なi毎域の肥沃化にj遊しているので、， Eド研究でlま人工機 布をFig.21こ示すO これらの栄養主益lま概ねj古~IT耳f~宇近で、少

造物方式を対象とした。 なく，深度がよ設すほど増加する傾向がみられる。特に，

このような人工構造物についての研究は1980年代頃か 硝酸は海閥付近で検知不能なほど少なく，枯渇している。

ら行われている2）。これまで多様な形状の構造物につい このことから，海底付近の海水を有光腐（0～40m）へ

て水槽実験が実施されているが，実証実験を含めて，実 湧昇させれば，ミクロサイズの植物プランクトンの増磁

海域に設i置された構造物形状は複列衝立裂3）および人工

海底山派と称されている 2述マウント絞りである。

日本周辺の海域では夏季に温度路屑が形成されて鉛直

徽潔がl混答されることにより，深層水に含まれる栄養塩

が表！習に供給されなくなって， 3ま礎生産力の低下を招い

ている。このような密度成層流における人工構造物によ

る湧昇流の挙動を抱援することは議姿であるが，水槽災

験例は多くない5）～針。

本研究に先行して，一様な草色：皮流（単！濁流）において

数稜の形状の構造物について可視化実験を行い，後れた

湧昇効来が期待できる構造物？惨状としてX型を見出したIO）。

本研究では，密度成層流場においてX恕構造物とV型お

よびJ.U脈製構造物による滋昇流の可視化水檎炎i換を行い，

湧昇流の挙動を誠査した。密度成問は，災海域の海洋調

査結果に3毒づいたi奈さ方向に直線的な密度勾配の成層流

と，密度の異なる 2つの流体がf惑をなす二｝震後皮流の2

援である。

2.海洋語査

人工的に湧界流を発生させる構造物を設後する海域の

自然条件として，

1) 設援工事が可能な水深は，当蘭は最大でもlOOm

程皮であること

の 植物プランクトンの増娘に必要な湧昇水の滞留

II寺！濁は最小でも 2日程度が必要であること

3) 潮流ができるだけ速いこと

4) 海底地形が王子規であること Fig. I Observation points in Kagoshima Bay 



密度成層流における人工湧奔流の百J被化実験 3 

Fig. 3 Vertical distributions of sea water density (Sept .. 海流がある海底に設i資された構造物によってどのよう

2010) な湧芥流が発生するかを調べるために，流れの可視化実

験を行った。密度が水深方的1に変化している密度成層流

の実験を行うために，安定した成層流れが期待され，か

つ可視化尖験が容易な曳航式の水槽7).9).12）を使用した。

水機実験の概要をFig.5に示す。

水槽の主寸法は長さ x縦xj梁さ＝4.0 x 0.5 x 0.4〔m]

で，材笈は叙u国，底閣ともに透明塩化ビニール樹脂であ

る。曳引台車は板厚2mmのステンレス製で，水松illまと

lmmのllflIT裂を設けて，ステンレスワイヤーを介して電

動モーターの制御により一定i速度で曳航される。構造物

模型は曳引台車のj二に設置されるのでに水槽底とは3

mmの高低迷があることになる。トレーサは染料マラカ

イトブルーの水溶液を佼胤しこれを水機の上に吊るし
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Fig. 5 Schematic experimental apparatus 

Container・。fdense salt water 

Fig. 6 Schem註ticof method for making linearly 

stratified fluid 

25.0 3.実験方法

Fig. 4 Vertical distributions of sea water density (July, た容器に入れて，ビニールチューブで構造物前方に導き，

2011) 自然落下により抽出した。抽出口の内径は 2mmである。

を促すことができると推察される。 1lJ視化実験の記録は床上に j認定したビデオカメラ

2010年 9月と20llif.7月にCTDにより計測した水混 (SONY HDI乙CX370V）により水槽側函方向から綴彩し

と塩分から算出した密度の鉛夜分布をそれぞ、れFig.3お た。

よぴfFig.4に示す。海水密度の表記方法はσtで、ある。 i司 密度分布が鉛直方向に直線的に変化している努度成総

日に計il!Uした複数闘の言i-lRU結果を図示している。密皮 を作るために，石井の装澄13）を参考にして，塩分が直

は海部から海底に向かつてほほ直線的に変化しているこ 線的に変化するような無効力の簡単な装澄と手11mを考案

とが分かる。密度の鉛直勾況は約50mで、3.5kg/m3で、ある。 した。その概念図をFig.6に示す。水機本体とは別に
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100リットルの補助水槽を本水槽よりやや高い位i置に並

べて設置した。まず，生成しようとしている努度成胞の

下層の密度に相当する塩分の塩水を補助水槽に満たす。

同時に本水摘にも同じ密度の塩水を水底 lcmほど溜め

る。次に，補助水槽から本水槽へ，サイフォンの原理を

用いてホースで静かに塩水を注入する。本水槽の水面に

は， Fig.6に示すような務いフィルムシートを浮かべて，

そのよに塩水を静かに注ぐと，塩水は水面を四方に広が

って，士長水騒が；形成されていく。一方，補助水槽には，

流出した塩水と同；愛の清水（真水）を水道から注入しな

がら，適笠撹手i：し，補助水槽の塩分を均一にする。真水

の注入により補助水機の騒分は連続的に薄められていき，

浮くなった議水が本水槽の上胞に積み重なっていき，密

度成騒ができる。

補助水槽の塩分の時間変化を推定する。補助水槽の塩

水最をV，時間 tにおける繍劫水檎の滋水の塩分（容翠：

比）をα（t）とすると，裕助水槽に溶けている塩の；設は

α（t)Vである。微小時間Llt綬）f!H炎の補助水槽の認証のま立

を考えるo 補助水槽から本水槽へ注水する単位i時間当た

りの犠水量をqとすると，補助水楠から流出する塩のfま

は， 2次以上の高次設を無視して線形化すると

lit+LJ.t α（t)qdtロ α（t)qLltと近似できるO 一方，水道から

補助水槽へ同連；の真水が注入されるから補助水槽の塩水

鐙は一定を保ちVであるから， t－トLltにおける海分をα

(t十Llt）とすると，補助水機内の極水に溶けている塩の

；澄はα（t+Llt)vであるから，次の関係が成り立つ。

α（t十Llt)V＝α（t)V－α（t)qLlt －・・・（1) 

書き直すと，

ぱ 叫t）ー α（t）早川市一手α（t)Llt ・(2) 

さらに， Llt→0の緩限をとると，

·m~＝豆＜！.＿＿＝ _ ＿！！＿ーα（t）・…υ （3)
LJ.t吋 0Llt dt v 

となり，（3）式が得られる。この微分方程式を解くと

α（t）口 αoe一手t ・・・（4)

となり，補助水槽内の塩分は指数関数的に減少すること

になる。ここで、α。は初期塩分である。したがって，密

度分布が夜線的に変化する後度成｝還を作るためには，補

助水槽に逐次J密室主の塩を追加しなければならない。

補助水檎の塩分以t）が時間tに対して夜線的に変化す

ると，

α（t）ニニ αo /Jt ・・・（5)

である。ここで・. fJ は比例定数である。補助水檎の塩

分担5）式のように変化させるために，持i効水槽に投入す

る塩の単位時間当たりの追加蚤をw(t）としある時間t

からLltの問の補助水槽に溶けている塩最の増減を考え

る。塩最の変化は－/JLltV，流出した趨量はα（t)qLlt,

追加された；嵐長はw(t)Lltであるから，次の関係式が成

り立つ。

w(t)Llt α（t)qLlt = -/]Llt v 

放に，

w(t）＝α（t)q一βV＝αoq…β（qt十 V） ……（6)

となる。本水槽に作る密度成｝替の水援をQとし，補助水

槽の滋分がゼロとなるまでの時間を Tとすると，

βzα。＝ q 一一－T Q "O 

の関係を使って（6）式を議き換えると次のようになる。

山）口a0q{(1－す）ーか） ・・（7)

実際には，（7）式に従って迷統的に坂を加えることは殴

難であること，および問形（粒状）の塩を補助水槽に入

れでもすぐには溶けないし補助水松Iの塚の濃度を均一

にするのが難しいから，数分間ごとに月！？要の；肢を溶かし

た濃い；温水をFig.6に示す塩水容器に入れ，これから補

助水槽に塩水を注入して，補助水機の塩分の調殺をした。

なお，（7）式からw(t)=Oとなる時間九を求めると，

T0 = ( 1云）r －伶）

となる。補助水槽の水最Vが生成する後度成層の水量Q

よりも小さいi申立，九 ＜Tとなり， To<tでは（7）式の

w(t）は負の僚になる。これは補助水槽から溶けた；盗を取

り出すことを意味し実際には不可能である。すなわち，

本方法で、はT0< tで；底分の直線的な変化をさせることが

できないことになる。しかし塩分の非直線的な密度成

踏の領域は水面H近であり，海底に設置した構造物付近

の流れの現象に注尽している本研究の包的から大きな支

隊はないと考える。

密度成！爵iJiEの実験は，実海域の水深を70m, i勇奔流を

誘起する構造物の？認さをlOmと想定して，総尺1/333の

模型実験とした。使用した構造物模裂の高さは約0.03m

で，実験水J憾の水深は0.2lmで、ある。ただしこの想定

は仮に設定したもので，一兵体的な案件があるわけではな

く，実験結巣は密度勾配と構造物高さとの隊係が愛要で，

その観点で笑際の構造物高さの設計に有益な知見が得ら

れると考えている。

密度成！認の実験は，成｝替の上下端の密度差がAρ＝9
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Fig. 9 Vertical distributions of fluid density in the 

two layer flow (Thickness of the lower layer 
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kg/m3で、ある急、勾況と，密度差がその約半分の緩勾自己の

2稔の密度分布について実施した。生成した密度成層の

塩分と水温から密度に換算した密度分布をそれぞれFig.

7およびFig.8に示す。凡例のX.V. Mは後述する供試

模型の記号で，それぞれX型， V型，山脈型を表し，数

字は実験設号である。細かく見ると多少のばらつきがあ

るものの，大局的にはほぼ直線的な2密度分布になってい

る。また，水槽の長さ方向にもほぼ一様な恋皮勾配とな

っていることを確認している。さらに，海域によっては

密度分布が急激に変化する温度躍慢が形成されることが

あり，この場合は二隠密度流に近い密度成混となる。一

層流については実験例も少なくなく，これまでのさ足験19JJ
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Fig. 10 Vertical distributions of fluid density in the 

two layer flow (Thickness of the lower layer 

is 0.06m) 

Se説ion:Is総 celestriangle 
Vertical a鈴gle:135 deg. 
Height : 32.5撚紛

上ength:2毒5mm

Fig. 11 Model of mountain chain type structure 

Pl滋n:Sh議評念 ofV
Sectio鈴： R怨ctangu拾z
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Fig. 12 Model of V-type structure 
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Fig. 13 Model of X-type structure 

との比絞やI直線的な？を度成｝習の場合との比較など，現象

の浬j認に有益な知見が待られると考えられるので，本研

究においてもニ庖流についての可視化実験を実施した。

ニ層流は，まず下層に密度の高い塩水を所定の深さまで

生成し，その水源にl~れ、フィルム状のシートを浮かべ，

その上に水道水をホースにより静かに注いだ。下1漫厚さ

が構造物高さの約4倍に相当する120mmと，約 21者に

拐さ討する60mmについて，上下層の密度差Aρが9kg/m3

と下層厚さが60mmについては参考のために密度差が5

kg/m3について笑殺を行った。生成したニ燈流の密度分

布をFig.9およびFig.10に示す。ほほ所定の密度分；｛iJが

得られている。

密度成｝還流における人工i勇昇流の百円引と笑験には3種

の構造物模型を使用した。三角形断関の山脈裂， V型Ml

およびX型10）である。それぞれの形状と寸法をFig.11～

Fig. 13に示す。使用した模型の検l隔は水槽i阪の112以下
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Table 1 Experimental conditions of stratified flow and used models 

Density distributions 
Velocity [m/s〕

0.02 0.05 0.10 0.135 0.175 

Linear grad. (steep) X20 Xl7. V2. Ml Xl8 

Linear grad. (mild) Xl6, Vl. M2 

Two layers (Lower・＝ 120mm) X3 X2 X4 X5 XS 

Two layers (Lower = 60mm) XU X9 Xl9 

Two layers (Lower = 60mm, Less di在erence) Xl2 

Models : X : X-type structure, V : V-type structure, M : Mountains type structur・日

であり，また事前に行った等密度流で模型と側壁の間隔

を変えた実験を実施し本実験では俣ij墜影響はほとんど

見られないことを確認した。

実験はX型を主に上記の 3種の構造物模型を使って，

直線的な密度勾配と二！還流について，流速をいくつか変

えてきた施した。実験条件の一覧をTable1に示す。

4.可視化実験結果と考察

R =  AρgH 
ZρoU2 ・・伶）

である。 R；の逆数の平方根は密度フルード数日になる。

l 耳Z ）
 

nu 
hu 
－
 

－
 ．
 
．
 

i努奔流の可視化実験例として， X製構造物模裂で流迷 まず， X恕構造物模型について湧奔流に及｛ます流i患の

がU=O.lOm/sの可様化関像をFig.14に示す。流れは左 影響，すなわちリチヤードソン数R；との関係を翻べた。

からお方向で， ft端付近に構造物模型があり，祭い部分 念、勾配の後度分布について流i議Uを002. 0.05. O.lOm/s, 

が構造物前方の海底から流したトレーサによって着色さ 緩勾配の密度分布について流速0.05m/sの実験を行った。

れた湧界流域である。この湧界流域の海底からの高さを このときのリチヤードソン数及び襟度ブルード数を

y，構造物から下流の水平距離をxとして構造物高さhで Table 2に，可視化実験結来をFig.15に示す。同表には

無次元化してi勇奔流の比絞を行う。 参考のために鹿児島湾i=i部で計il!llした実海域の僚も記絞

後皮が鉛夜方向に直線的に変化している成層流れでは， しているが，これは本実験において，急勾配の密度分布

柑似郊に関する主要な無次元パラメータとしてレイノル で流速が0.02m/sと0.05m/sの中間くらいのリチヤードソ

ズ数と隠乎均リチヤードソン数がある。一般に模型実験 ン数に初当する。 Fig.15より， j勇界流のおさy（立，多少

ではできるだけ高いレイノルズ数になるように配慮され の llfJ1~はあるが，概ねリチヤードソン数が大きいほど低

るが，本研究では，実験装置の制限から構造物模型の高 く抑えられていることが分かる。 R;=8とR;=52の湧界

さを代表長さとしたレイノルズ数は概ね1500程度となっ 流の違いは小さく，ある程度以上のリチヤードソン数に

た。層平均リチヤードソン数R;は，成層摩さをH.，成 なると湧昇流は構造物の高さをわずかに超える程度に拘i

｝替の上腐の後疫をρo，成問の後度差をAρ，流速をu. 制されるものと推測される。密度が均一な流れの場合，

Z主力の加速度をgとすると 湧昇流に及ぼす流速の彩響は小さいとの実験結果lO）が

報告されているが，成！怒流では， i努界流は鉛i自：方向の流

体密度の差によって生じる浮力の影響を受けることにな

る。海底近くを流れる.ill:い流体が湧奔流となるためには

上層の緩い流体との後！交差に基づく下向きの浮力に抗し

Fig.14 Image of upwelling induced by X-type structure て上昇しなければならない。リチヤードソン数は浮カと

Table 2 Flow conditions of visualization tests in the linearly stratified flow 

Density distributions in towing tank Kagoshima Bay 

Steep gradient Mild grad. (reference) 

U [m/s〕 0.02 0.05 0.10 0.05 0.30 

R, 51.6 8.26 1.96 3.02 18.7 

Fct 0.14 0.35 0.72 0.58 0.23 

R; : Richardson number Fd・densimetricFroude number 
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Fig. 15 Eff巴ctof velocity on u抑 rellinginduced by Fig. 17 Comparison of upwellings induced by various 

X-type structure in steep gradient of linearly structures in mild gradient of linearly 
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Fig. 16 Comparison of upwellings induced by various 

struct坦resin steep gradient of linearly 

stratified flow 

•lfH生カの比を表す無次元数で，リチヤードソン数が大き

くなると下向きの浮力効果大きくなり， j勇昇流の上昇を

より強く抑制することになる。同図のR;=3とR;=Sは

同じ流速U=0.05m/sであるが， リチヤードソン数が大

きい場合の湧奔流が低く抑えられている。すなわち， i勇

昇流の現象には流速やi讃性カ）ではなくリチャー vソン
数が支配的な姿去さであることが分かる。

次に持軍造物形状の遠いによる湧昇流の比較を，急治：度

勾配の場合をFig.16に，緩密度勾配の場合をFig.17に

示す。いずれも流速は0.05m/sで、ある。 X型とV裂が向程

度の湧奔流を発生しており，山脈型のj勇昇流はやや低い。

この傾向は密度勾記が緩やかな流れの場合には顕著にな

っている。 V型について浅校の実験結条例と比較すると，

本実験結果の方が湧奔流の高さが若干低くなっているが，

リチヤードソン数の増加に従って， i勇昇流の到達高さが

低くなる傾向は一致している。

参考のために，密度が均一な流れの場合の結果をFig.

18に示す10）。 X型とV型構造物ではi勇奔流は構造物の＠：

後で念、激に上昇し，その後，下流に流れるに従って緩や

かに高くなり，構造物高さの5～ 6倍程度まで上昇する。

はi派型の場合は，構造物直後はさほど高くなく下流にな

って4～ S倍程度まで上昇している。このような湧昇流

の遠いは，山脈型構造物では生成される渦（湧昇流の核

となる）が主流に直角方向］の執を持つ2次元的であるの

欄削酬酬酬Vtype • • • • • X type 鞠離糟糠糊Mount

7 

6 

” リ

4

0

0

 

州
州
、

h

50 
2 

。
・10 。 20 10 30 40 

x/h 

Fig. 18 Comparison of upwellings induced by various 

structures in homogeneous flow 

に対して， V型及びX恕構造物では 3次元的な烏締形泌

が生成される10).14）流れの構造の違いによるものと推測

される。馬蹄形渦は先端付近に上向きの誘導速度を誘起

するので泌が上昇する15）。密度成層では，機造物によ

って生成される泌流（湧界流）の構造は恭本的には均一

流と同じであるが，問問の流体よりも密度が高いため上

昇を妨げられて，横方向に広がっていく様子が観察され

ている。構造物の遠いについて見ると， Fig.16に示す

後皮勾自己が念な成層流の場合は構造物関の差異が小さい

が， Fig.17に示す緩やかな密皮勾配の成層流では， VW!

やx~盟構造物は 1111派君主構造物よりも明らか高い湧?J.・流と

なっている。これはFig.18の均一流で見られるような

構造物直後の湧界流の違い，すなわち渦生成の違いによ

るものと推察される。

このように，線形勾配の後度成層流れでは，構造物直

後に－Jl上昇した湧界流（深潜水）は湾問流体との混合

が進まないために，密度が間程度の成層高さに留まって

下流へ流れている。湧奔流をより高くまで上昇。させるた

めには問題流体との混合を促進して密度を下げる工夫が

必姿である。たとえば，構造物の頂上に乱流促進のため

の小構造物（突起物）を配列する，あるいは海面近くの

暖かい海水をパイプを介して構造物頂上付近へ供給する
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Table 3 Flow conditiβns of visualization tests in the two layer flow 

Thickness of the lower layer 

120 mm I 60 mm 

U〔m sJ I 0.02 I o.閃 1 o.io I 0.135 I o.i 75 I 0.02 I o出 1 o.io 

Fi I 0.30 I 0.82 I 1.62 I 1.98 I 2品 Io.31 I o.79 I 1.44 
本： lessdensity di狂erencebetween upper and lower layers 
F; : internal Froude number 

Fig. 19 Image of upwelling and internal surface at F; = 

0.30 

Fig. 20 Image of upwelling and internal surface at 必需

0.82 

など，今後の検討課題としたい。

次lこニ溜密度流の実験結楽について述べる。二局流で

は上層と下胞の浮きをそれぞれh1. hz, J二！習の？を皮を

ρ1とすると，内部フルー r-・数fうは次式のようになる。

F；ヱヱ

）
 

－
 

i
 
（
 ．
 
．
 
．
 
．
 

．
 

Fig. 21 Image of upwelling and internal surface at R 詰

2.48 

Fig. 22 Image of upwelling and internal surface at F; = 

0.79 (thickness of lower layer= 60rnrn) 

実験7）』）でもi湾総の現象が観察されており，界関変動は

F；口 0.7付近で最大になっている。下｝習厚さが60mmで流

速が005m/sのi時の画像をFig.22に示す。このとき円＝

0.79であるがFig.20のF;=0.82に比べると波長がやや長

いのが観察される。つまり， Fig.20とFig.22の界郡波

動の形状の違いが内部フルード数の若子の遠いによるも

のか，ニ！爵流の界誼i変動の相似則として（11）式の内部フル

ード数は不十分なのかについてはさらに検討を姿する。

実験した流速と内部ブルード数の関係をTable3に示 湧奔流は，流速が遅い（九＝0.30）ときは下憾の中に

す。 留まっているが，流速が速くなると（九＞0.82）界溺波

nr視化画像の例として下層厚さが120mmで，流速が 動が谷の領域でi勇昇流が部分的に界闘を超えてよ｝還まで

0.02m/s, 0.05m/s，および、0.175m/sのときのX型構造物 上昇しているが，概ね下｝替の領域にとどまっている。

模裂によるi勇界流のnr視化閥像をそれぞれFig.19～Fig. 二層i戒の場合のXlli!構造物による湧昇流を等密度流の

21に示す。ここで＼界面変動が可視化できるように下｝習 場合と比べてFig.23に示す。流速は0.05m/sである。等

流体を赤く着色ているので，モノクロ商像では下層流体 後！交流の場合，湧昇流は構造物よりやや下流域では構造

は薄い灰色になっている。上下！震の界聞に着尽すると， 物によって誘起された間欠約な渦流により大きな山谷状

流速が低い0.02m/s(F; =0.30）のll寺は，界閣はほとん の変動をして，構造物潟さの4～ 5僚のおさまで上昇し

ど変化していないが，流迷が0.05m/s(F; =0.82）にな ている。下層厚さが120mmのこ層流の場合は， Fig.20に

ると緩い波長の界商波動が鋭祭される。更にi混迷が大き 見られるように構造物直後で界磁波動が努になっている

くなると界蘭波動の波長が長くなり，流i惑が0.175m/s ため湧昇流はf尽く抑えられ，下流の界閣がill状の領域に

(F; =2.48）になると5宇部波動は穏やかになって，僅か なると上昇している。下｝開票さが60mmの場合も下流域

であるが界函が上昇している。内部フルード数凡でみる で界部が谷になるため湧昇流の上昇が抑制されている。

と， fう＝0.3ではほとんど界部変動はなく， R=0.8付近 下魁厚さが120mmのニ脳流において流速の違いによ

で最も大きな5宇部変動がみられ，それより fうが大きく る湧奔流の比較をFig.24に示す。流i惑が殺も速い

なると界面変動は穏やかになっている。この傾向は下層 0.175m/sの場合は他と違って，湧昇流は大きな上下変動

厚さが60mmの場合も殉じであった。司月間等のこ層流の をしながら下流に流れ， illの部分は他よりも高くなって
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間四国圃Homogeneousflow幽幽幽h2=120mm

• • • • h2=60mm 
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Fig. 24 Effect of velocity on up、.veilinginduced by 

X-type structure in two layer flow (thickness 

of lower layer = 120 mm) 

いる。これは， Fig.19に示しているように構造物の下流

では密度界関が長い波長のなだらかな山の部分になって

いて，間欠的な渦状のi勇昇流が部分的に界閣を超えて上

昇しているためである。他の流速はほぼ同じような湧昇

流の形状になっているが，流jfilが0.05m/sの場合は構造

物の夜後 （xlh<lO）で他よりも湧芥流が低くなってい

る。これは前記したように，界面i皮愛bが構造物夜後で下

がってきているために湧昇流の上昇が抑秘されているた

めである。

流速が0.05m/sで上下の密度差Aρが巽なる 21替流（下

層淳さ＝60mm）における湧昇流の比絞をFig.25に示す。

内部ブルード数は，密度差が大きい場合はF;::::;0.8で，

密度差が小さい場合は九二 1.1である。内部フルード数

により構造物付近の界面形状が異なり，密度差が大きい

場合は機造物の夜後で界閣が下がっているのに対して，

密度差が小さい場合は構造物の真上で界部がIJltりょがっ

ているため，構造物近くでは密度差が小さい場合の湧昇

流が高くなっている。しかし下流域では問者に大きな

設は克られない。

このように二層流の場合，海底の密度の高い海水を含

む湧昇流は部分的に界面よりも高く上昇することもある

が，流速やf護摩，上下！替の密度差によって変化する界面

3 

9

h

M

1ょ

州
向
＼

h

。。 10 20 
x/h 

40 30 

40 Fig. 25 Effect of density difference between upper and 

lower layers on upwelling induced by X-type 

structure (U = 0.05 m/s) 

液製jの影響を強く受け，概ね下！習の中に留まる。上昇を

妨げられた湧奔流は下流で横方向に広がっているのが観

察された。

40 

5.まとめ

本研究では，密度成！脅流中の流れの可視化実験により，

海底構造物によって誘起される人工湧昇流に及ぼす草野度

成層の影響を明らかにした。すなわち，密度成賂では海

底構造物によって生成される渦流れは長夜方向の密度差

により上昇が抑制され， i品流れは様方向に広がりながら

下流へ流れるが，周辺流体と問密度になった潟さの海域

に留まることになる。構造物形状の違いによる湧奔流の

違いも，結局は生成される渦の特性に恭づくものと考え

られる。本実験により得られた給条を要約すると以下の

とおりである。

1) 水深が約70mの鹿児島湾口部で、の海洋調査の結楽，

栄養海は概ね海面付近で少なく海底付近で多いこ

と，密度は深皮に対しでほぼ夜線的に変化してい

ること，有光層深さはj好関から約40m程度で、ある

ことが分かった。

2) 実験水槽において， i奈さ方向に直線的な勾況を持

つ密度成腐を生成する簡易な方法を考案した。

3) 底線的な？を皮勾配の場合，等密度11Eに比べて湧昇

流の上昇はかなり抑制され， i混迷が遅いほど，務

度勾配が念、なほど，すなわちリチヤードソン数R;

が高いほど湧昇流は低く抑えられる。また，本研

究に供試した 3種の構造物形状では， V裂， X型

構造物が同程度の湧昇流を誘起しはin反型はやや

低い湧奔流となった。

4) 二層君主：皮流では， i勇昇流は上下層の界面波動に大

きく影響され，概ね界閣の下方に留まる。界部波

誠jは内部フルード数F；が約0.8程度のI待に変動が

最も大きく，それより大きくても小さくても界箇

の変動は小さい。

5) 密度成｝還流では，構造物によって誘起された湧昇

流は周聞流体よりも密度が重いために上昇が:ffll制

されて，横方向に広がる。
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今後，災海域に海底構造物を設援するためには，誘起

される湧奔流の流量や栄養溜濃度，基礎生産力の増加！量

などの定量的な評悩が必要となるが，そのためには広範

閣のリチヤードソン数や機造物形状についての実験と相

似郎の検討などの基礎的な研究が必要と考える。
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