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3次元物体背後の湧昇滑に関する研究

鈴木達雄*

A Study on Upwelling Vortices behind a Three-Dimensional Obstacle 

Tatsuo SUZUKI* 

Abstract 
To study the flow structure arround natural re巴f.water flume experiment was carried out. The following 

results were obtaind. 

1) Granulor dy巴 scatteringmethod was very useful to visualize the flow patterns arro日nda three“dimensional 

obstacle. 

2) The mechanism of upwelling vortex generation is completely different between two-dim巴nsionalmodel and 

three田dimensionalmodel. 

3) An obstacle whose length is betwe巴n6 and 8 times of its height generates strong upwelling vortex behind 

its recirculating zone. The height of upwelling vortex is more than 4 times of the height of the obstacle. 

4) Dual cones type model generates strong upwelling vortex effectively compared with other mound type 

model. The tidal currents associated with temperture and salinity fluctuations have been observed at Nomi Bay. 

1. 目的

天然礁は良い漁場となっている場合が多く，長年にわ

たり繰り返し利用されてきた。そこには単に漁獲対象生

物が蛸集するだけではなく，生物の再生産に寄与する何

かが有ると考えられている。一方，天然、礁周辺の流れは

変化に富み生物に様々な環境を提供しているが，その流

れの構造は充分に把握されていない。礁の端部や凹凸で

発生する剥離渦は，振動音を発生し魚介類の嫡集と関係

していると思われる。また，礁周辺の流れはプランクト

ンの集積，水塊の混合，底質の多様化などと関係してい

ると恩われる。礁の後流域には強い上昇力を持つ渦(以

下， i:勇昇渦と呼ぶ)の存在が示唆されており，この湧昇

渦による栄養寝の有光層への補給は，生物生産に大きな

影響を与えていると考えられる。また，魚礁などを海底

に設澄した後，礁周辺の流れによる洗掘や堆積は，構造

物の安定や機能に影響を与える。以上のような観点から

礁周辺の流れに関する研究は重姿である。

物体周辺の流れに関する文献は非常に多い。一例を挙

げると魚礁背後の洗掘j)移流・拡散，滞留2) 河JIIに

おける河床の変化3) や堆積砂の下流への押し流しペ学
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球体，円錐などの物体周辺の流れ5) などがある。しかし，

これらの研究のうち 3次元の現象を 2次元模型に置き換

えて行った実験には問題がある。物体周辺の流れは 2

次元模型と 3次元模型とで，物体周辺の渦の発生や合体

の機構が基本的に違うため，その結果として現れる現象

が両者で大きく異なるからである。また，半球や円錐な

ど，特定の形状について物体周辺の流れの構造を研究し

たものは有るが，天然礁に近い形状の物体に関して，その

周辺の流れの構造を詳細に研究したものはほとんど無い。

本文では 3次元物体周辺の流れの微細構造および，

礁後流域に存在する強い上昇カを持つ湧昇渦の特性と発

生機構を明らかにする。

2. 実験装置および実験方法

1) 実験装霊

本実験は可視化実験および流速測定からなっている。

この実験では全て長さ50m，高さ1.5m，嬬0.8mの回流

水槽を使用した。本実験の自的は物体潟辺の微細な流れ

の3次元的な構造を解明しようとするものなので，実験

前に水槽自体が特殊な流れの構造を持たないことを確認

した。種々の流速の状況下で底層に染料を流し，その染

料の苦しれの状況，特に染料の上層への移流・拡散のない

ことを確かめた。また， レーザー・ドップラ一流速計に

より，水槽の代表的な水平断面，鉛直断面の流速分布お

よび乱れ強度分布を求めた。また，水糟底部の流れの境
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Table 1 Models used in the experimental flume. 
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界震の厚さの違いが，物体周辺の流況に影響すると考え

られるので，物体の上流60cmに4mmメッシュの整流格

子を設置し，底部の境界層厚を極力簿くし，それを 2cm

として行った。

2) 実験方法

(1) 想定する現象の規模と模型

本実験では，実海域で水深50mの海底において，高さ

(H)，天端の延長 (L)，嬬 (W)が各々10m，100m， 40m 

程度の規模の礁を想定した。 j勇昇渦の評価指標として，

ここでは湧昇渦の到達高さ (UH)と模裂の高さ Hの比

(UH/Hlを考えた。さらに上述の幅80cmの回流水槽内で，

極端な側壁の影響を受けないように，基本的には1/200

の3次元ブルード模型とし，水槽内での対称を保つため，

模型を極力水槽中央に設霞した。

この縮尺が水槽底面の境界層厚，縮尺などの実験条件

に，大きく影響を受けないことを確認するために，一部

1/150ブルード模型でも比較実験を行った。物体の形状

と流れの微細構造の関係を系統的に調べるために様々な

形状の模型を用意した。模型は，基本的にアルミ板を加

工し，表面の滑らかなものとした。実験に用いた模型の

一部を Table1に示す。模型の高さ Hを水深の1/5の

5cmlこ保ち，模型形状の種類として長方形板，台形板，

マウンド型および 2つの円錐の間を円錐の75%の高さ

のマウンドで繋げたもの(以下 2連マウンドと呼ぶ)

の4種類を使用した。 Table1に図示したように，天

端の延長を Lとし，斜面の勾配は全て1/2とした。

実海域での最多頻度流速を 40cm/sと想定し，これを

基準流速とした。したがって， 1/200模型ではブルード別

により水深を 25cm，流速を 2.8cm/sに設定した。1/150

模型では水深を 33.3cm，流速を 3.0cm/sとした。実海域

におけるレイノルズ数 (Re)は，礁の高さを代表長とする

と4.4xl06となるが，1/200模型における九数はl.6x

103となる。

(2) 粒状染料散布法

物体周辺の微細な流れの構造を観察するために粒状の

図体染料(ウォーター・フソレーなど)を物体周辺の所要

範囲に数布し，適当な時間関縞で水槽上方の定点および，

側面から写真撮影する方法(以下，粒状染料数布法と呼

ぶ)を開発した。この可視化方法は，水槽底面における

流れの全体構造および，物体周辺の微細な流れの構造を

直接目視で知ることができ効果的である。

(3) 湧界渦の評価方法

物体後流域で間欠的に発達する湧昇渦について，物体

の下流で湧昇渦の到達高さ，および周期を測定した。予

備実験から湧昇渦は模型の 20H下流では十分に発達し，

それ以降はあまり変化しないで、流下することが分かって

いるので観測位置を模型の 20H下流とした。明らかに

独立していると見なせる湧昇渦10怨程度について，渦の

到達高ざと，通過時刻を伺持に計測し，到達高さと，通

過周期の平均値をとった。

物体の上流から染料を流す場合，各々のケースで染料

の流出速度，染料の濃度，比重が変化しないように水路

内の水温と染料の温度差が 20C以内になるように管理し

た。また，流出速度は水槽内の水位と染料の水位の差を

一定に保ち，濃度は染料を水に溶く際に管理した。

流速測定は可祝化した現象を，流向・流速，レイノル

ズ応力あるいは，パワースペクトルなどを求めることに

より定量的に把握することを毘的に行う。流速測定のた

めのセンサー自体が流れの微細構造を破壊しないように，

2成分(流れ方向 X，流れに直交する鉛直方向 Z) のレ

ーザー・ドップラ一流速計を用いた。流れの中心線の鉛

ii!断面における代表的な点で，各々 150秒間， 80 Hzで

サンプリングを行った。また，模型の 20H下流で，流

れに直交する断面についても測定を行った。測定結果か

ら渦の発生周期を求めるために鉛蔵方向の流速の変動成

分の自己相関係数を求めた。

3. 結果と考祭

1) 物体周辺の流況

粒状染料散布法により，水槽底面における物体前面の
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分流点，物体側方への迂回，物体後流域の再付着点，合 状でも同様に投影面積の増加とともに物体から速さーかる

流点などの流況を可視化した。その一例を Photo1お 傾向がある。

よび2に示す。 Fig.2のお端に 2次元模型の場合を示した。 2次元模

マウンド型模型を伊jにとって物体周辺の流況を図示す 裂では，再付着点距離は直立板の場合 lOHとなり，こ

ると Fig.lのようになる。この図から以下に示す①~③ れまで報告されている実験値6) と同程度である。一方，

のような特徴的な現象が認められる。①物体上流側水槽 マウンド裂の場合は 8Hとなるが，これは断面形状の違

底面において接近流と，物体前面の反流がぶつかり水平 いによるものと思われる。また 3次元模型の再付着点

流速が Oになる点(以下，分流点、と呼ぶ)， ct物体下流 距離が2次元模型の{直を超えることがないのは，側方か

域の水槽底面において水槽方向の水平流速がOになる点 らの流れの影響によると考えられる。これらの結果から，

(以下，再付着点と呼ぶ)，③体の左右河側を迂回した 反流域の大きさは物体の 3次元性により，側方から回り

流れが蒋付着点の下流で中心線上に合流する点(以下， 込む鉛直渦に大きく影響を受けることが分かる。また，

合流点と呼ぶ)，④物体局辺で水平軸や鉛直執を持つ徴 以上の結果は，物体周辺から発生する各種の渦の合体の

細な渦などである。 可能性があるような 3次元の現象を 2次元に重量き換え

模型の形状と分流点および再付着点の関係を調べる。 て模型実験を行うと，判断を誤る危険があることを示唆

投影萄積(A)と模型の高さ Hの2乗の比 (A/H2
)を変化 している。

させて，分流点および再付着点の模型中心からの距離を 以上の実験から，物体の投影面積と物体から再付蓑点，

各々 (Ds)，(DR)とし，これらを模型高さ Hで割った値の 分流点までの距離はほぼ正比例していることが分かつた。

変化を Fig.2に示す。 しかし 2連マウンドの場合は 2つの円錐を繋ぐ峰の

投影面積を順次増加させると，前面分流夜、は 2連マウ 高さが低い分だけ分流点、距離，再付着点距離とも短くな

ンド以外では，次第に上流に移動する。逆に，後流域の る。また，物体前面の分流点距離については，阿錐の間

再付着点、は次第に下流に移動し，上流域，下流域とも反 隔が大きいほど小さくなっている。これは，円錐の間隔

流域の面積は拡大する。再付着点の下流にある流れの合 が大きくなるにしたがって，低いマウンドの分流点距離

流点も物体の投影面積の増加に伴い後方に移動する。合 に近付くためと考えられる。

流点、の位置は模型の形状によっては明確でないものもあ 同じ投影面積の模型で比較すると 2連マウンドとマ

るので，再付着点の位置を指標として考えた。 ウンドの再付着点は長方形板，台形板などの直立皇室より

物体の形状を長方形板，台形板，マウンド型，あるい 短くなる。また，長方形板と台形板では再付着点までの

は2連マウンド型と変えると，再付着点の位置はどの形 距離に大きな差がない。

VE畏TICAL

CONFLUENCE 

REATTACHMENT POINT 

SEP 

Fig.l Schematic of flow structure around three-dimensional mound model. 
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Fig.2 

め水槽底面における水平方向の流速が減少し，溶け出し

た染料が水糟底に集められ，その軌跡が残される。

この前面反流域に取り込まれなかった氷塊は，反流域

を避けて迂回する。この迂倒の影響は物体側方 8~lOH 

にまで及び，水槽底面の流跡線を曲げる。

(2) 剥離渦

物体の上流側で発生し，側面を螺旋運動しながら通過

し，後流域に取り込まれる螺旋渦の他に，物体から剥離

する微細渦が存在する。 Fig.lに示したように，マウン

ド型物体の天端から周期的に水平教を持つ渦(以下，水

平剥離渦と呼ぶ)が発生する。水平剥離渦は水平方向に

ある程度つながった管状の渦である。また，マウンド型

物体の天端側面からは，鉛直車告を持つ渦(以下，鉛直剥

離渦と呼ぶ)が発生する。この鉛直剥離渦は物体の両端

からやはり周期的に発生し，鉛室方向に管状につながっ

ている。

Fig.lのマウンドの天端は流れに対して闘を持ってい

ないが，立方体のように物体の天端が流れの方向に偏W

を持っている場合，天端から 2種類の水平剥離渦が発生

する。それらは，天端の上流側端部と下流側端部にでき

るものである。同様に物体の側面から発生する鉛直剥離

渦についても，上流端と下流端で発生する 2種類がある。

物体のよ流端と下流端の距離すなわち物体の流れと同一

方向の商の長さ Wによって，この 2つの剥離渦の発達過

程は変化する。距離Wが長いと剥離渦は物体の水平面あ

るいは側面の影響を受けて発達出来なくなる。

(3) 湧昇渦

① 物体形状との関係

マウンド裂の模型について見ると，普通マウンドと 2

連マウンドを比較した場合，同じ天端延長では 2連マウ

ンドは普通マウンドより 15%程度再付着点距離が短く，

前面の分流点距離は減少する。

2) 3次元物体周辺の渦

(1) 前面反流域

粒状染料散布法により，物体周辺の流況を詳綴に観察

すると Photo3に示すように，物体の前面反流域に 3

つの水王子渦列が見られる。この場合の物体は L=2Hの

長方形板で，流向は右からft，流速は 2.8cm/s，Re数は

1600である。物体に最も近い前面の水平渦列は，複立板

の場合，物体の高さよりやや短い直径を持つ。物体前面

の渦列は物体の形状により 2列または 3列存在する。マ

ウンドの場合，直立板における物体に最も近い水王子渦は，

マウンドの存在によって邪魔されて形成されず，さらに

上流側に 1~ 2列の弱い水平渦が見られる。

直立板の前面にできる反流域は，そこにあたかも物体

があるかのように働き，流れは反流域の外側を迂回して

物体を越えてゆく。物体前iIDの反流域にできる水平渦列

の位置は経時的にあまり変化しない。玉井ら5) は半球形

物体の前部の水王子渦列について， Re数との関係を報告

しており，九 =1500程度の場合は水平渦列の数が 3列に

なるとしている。

反流域内に入った氷塊は物体の側方に向かつて螺旋運

動をしながら前面の反流域を脱出する。この螺旋運動は

物体の側面を通過する際にも継続され，物体の後流域の

負圧域に引き込まれる。これらの水平渦管は隣り会う水

平渦管同士の接触面で水粒子の流向が，逆向きとなるた
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物体の後流域には間欠的な上昇力を持つ渦が発生する せ 1.5H程度にすると，大きな湧昇渦が発生するように

ことは田中らペ玉井ら5) などによって報告されている。 なる。さらに，天端緒を O.75H程度まで短縮すると，

木研究では 3次元物体であれば強弱の差はあるが，特 同一投影断面積を持つ長方形板と同程度の湧昇渦を発生

殊な場合を除いて湧昇渦が発生すること，および物体の するようになる。この結果と物体周辺の流況を対比する

形状と湧昇渦の到達高さとの間に密接な関係があること と，流れ方向に長い平面を持っと物体の平面上に再付着

を明らかにした。 点、ができたり，物体自体による整流効果が生じる。物体

Photo 4に典型的な間欠的な湧昇渦を示す。 湧昇渦の の天端の上流端で発生する水平剥離渦は小さくなり，発

平均到達高さ UHは物体の形状により変化する。 Photo 達もしにくくなる。さらに，天端の下流端から発生する

4に示した湧昇渦は，合体しているため球や正方形板の 水王子剥離鴻も小さくなり，発達しなくなることが分かる。

背後にできる馬蹄形渦などとは異なり，形状が不定形で， また，この場合物体の後流域の底面流況を見ると，物体

発生周期も一見不定期に克える。しかし， 10倍穏度の独 の河側端から発生した鉛直渦の中心が，互いに離れてお

立した湧昇渦を平均すると，物体の形状と湧昇渦の性質 り，両側から迂回してきた流れの合流点が不明確で物体

との院に関係があることが分かる。物体から 20H下流 側面を通過した流れが集中する様子がみられない。また，

の定点で観測すると，形状によっては湧昇渦の王子均到達 物体前面にできた螺旋渦も物体背後の反流域内に入りに

高さが 4-4.5Hに達するものもある。 くくなる。逆に，強い湧昇渦を発生させる物体の後流域

向一投影面積を持つが，形状の異なる様々な物体につ 底面の流れの形状は，合流点が明確で流れが中心線上に

いて再付着点距離および， i勇昇渦の到達高さを調べる予 集中する傾向がある。

備的な実験を行った。この結果から湧昇渦の発生しにく ③ 投影面積との関係

い3次元物体の形状が分かった。それは，流れに対する 物体の高さ Hを一定にして，流れに対する投影面積

投影断面の形状，磁積が!湾じでも，天端や側壁が流れのI を順次大きくした場合，前述の 4種類の形状の物体の後

方向に平商を持っている物体であり，また投影断面にお 流域から発生する湧昇渦の到達高さの変化を調べた結果

いて物体の延長Lが高さ H より短い物体である。また， をFig.4に示す。

j勇昇渦の到達高ざは物体の下流端から再付着点までの距 物体の投影面積と高ざの 2乗の比 (A/H2
)が 6-8の

離と正の相関があることが分かった。 時に湧昇渦の到達高さは高くなり，平均値で物体の高さ

②物体幅との関係 の4倍を越える。しかし 2次元模型では，直立壁でも

高さが Hで平E奇形状が一辺 6Hの正方形の直方体と， マウンド状の三三角柱でも，仮ij方からの回り込みによる鉛

JI康次この正方形の流れ方向の天端隠 Wを1/2に減少させ 直渦が無く，水王子渦との合体が起こらないため周期的な

た直方体を用い，底面流況と湧昇渦の高さ UHの変化を 湧昇渦は発生しない。

調べ， Fig.3にその結果を示す。天端幅を次第に減少さ 物体の形状としては，同じ投影断面積で比較すると，

=口、、、
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とが分かる。 2次元模型の場合は独立した湧昇渦が発生

しないので図示していない。

レイノルズ、数の違いによって大きく現象が変わらない

ことを確認するために. 1/150ブルード模型でも比較実

験を行った。流速が速くなるため，現象が可視化しにく

くなるが. j勇昇渦の発生状況，到達高ざと物体の高さと

の関係は. 1/200の場合と同じ傾向の結果が得られた。

3) 湧昇渦の性質

前面の反流域を螺旋運動で脱出した水塊は，物体の俣u

方でも前面と同様な渦列の境界線の軌跡を水槽底部に残

して通過する。物体側方を通過した水塊は回転しながら

物体背後の低圧力の反流域に吸い込まれ反流域は拡大す

る。しかし，低圧の反流域に取り込まれた渦が合体しあ

る程度大きくなると，間欠的に湧昇渦を放出すると考え

られる。この結果，反流域は縮小し圧力低下を生じ，微

細渦を捕捉する。これを繰り返し，間欠的にi勇昇渦を上

方に押し上げることになる。

レーザー・ドップラ一流速計で計測したマウンド背後

の鉛直流速変動成分の自己相関係数と時間ずれとの関係

を見ると. Fig.6に示すようにマウンドの天端から発生

する水平剥離渦の発生周期は，最もレイノルズ、応力の大

きい再付着点、付近における湧昇渦の発生周期の約1/4に

なっており，水平剥離渦などが4周期分程度，物体背後

の反流域内で合体したと見なせる。

i勇昇渦発生の原動力は，天端で発生する水平剥離渦単

独，あるいは側面で発生する鉛直剥離渦単独ではない。

それは 2次元模型では天端の水平剥離渦はできるが，

領u万からの回り込みがないため湧昇渦は発生しないこと，

台形板，長方形板，マウンド型のJI原で，台形板が強い湧

昇渦を発生する。また，投影面積 8H2のマウンドの中

間の天端を25%低くした 2連マウンドの投影面積は，

6H2程度に減少し体積も減少するが 2連マウンドの

方が湧昇渦の平均到達高さは高くなる。

種々の模型から発生する湧昇渦の発生周期は10~15秒、

で，物体の形状によって変化するが，投影面積が 4~6

H2の時，湧昇渦の発生周期が長くなった。 2連マウン

ドの場合は低くした部分の天端高さが影響して再付着点

距離が短縮し，反流域が小さくなり，湧昇渦の発生周期

は短くなる。また.j.勇昇渦の平均到達潟さを周期で割り，

単位時間当たりのi勇昇渦高ざという一種の効率の指標を

考えると Fig.5のようになり，形状の差による湧昇渦

の発生効率の差は少なくなる。しかし 2連マウンドだ

けは，時間当たりの湧昇渦高さが他に比べて高くなるこ
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積が 8H2を超える実験ができなかった。しかし，投影

面積が 8H2以上になると，次第に 2次元模型に近くな

り，側方からの流れの回り込みの影響が相対的に小さく

なり，物体の 3次元性による渦の合体の効率が君主くなる

傾向が推測できる。

湧昇i局を効率良く発生させるためには，模製高さが H

の場合，流れに対する投影面積が 6H2以上であること

が望ましい。しかし， 8H2では若干湧昇渦の高さが低

下する傾向があり，断面積当たりの効率は低下する。ま

た，流れ方向の物体の天端憶は短い方が良く，さらに，

物体の延長方向が流れに直交していると，湧昇渦が効率

良く発生することも分かった。

このような湧昇渦の性質は，天然、礁周辺のものにおい

ても向様と考えられるが，天然、礁がこのような理想的な

形状と流れに対する方向を持つ確率は少ない。したがっ

て，湧昇渦を効主私的に発生させるためには，天然礁を部

分的に改良し，実海域の卓越した流向に対して理想的な

形状になるような改良，あるいは新たな湧昇渦発生礁の

造成が考えられる。

4. 論

本研究により，次のような結果を得た。

1. 粒状染料散布法は物体上流の分流点，後流域再付着

点，合流点，物体周辺の微細渦など 3次元物体周辺の

流況の解明に有効である。

2. 2次元物体と 3次元物体では物体背後における渦の

3次元物体背後の湧昇渦に演する研究

結

円錐型模型では側方の回り込みはあるが，天端での水平

剥離渦が発達せず， i勇昇渦が大きくならないことから推

測できる。

再付着点付近で上昇し始めた湧昇渦は，合流点より下

流でも，更に回転しながら 20H付近まで上昇を続ける。

湧昇渦はそのよ昇カと回転カで水槽底面に付着している

染料を糸状に上方に吸い上げる。発生した糸状の上昇流

は再付着点に向かつて水平に移動し，蒋付着点付近でよ

方に吸い上げられて消える。湧昇渦は，水槽底部で模型

の側方から合流点に向けて集中する周辺の流れにより，

さらに上方に押し上げられると考えられる。蒋付着点の

後方ではFig.6に示すように，レイノルズ応力の大きい

水深が次第に浅くなる o これら物体周辺の流況を総合的

に判断し，マウンド周辺の流れの構造を一例として Fig.

1に示した。直立壁についても 3次元物体周辺の基本的

な流れの構造は向様である。しかし，マウンドのような

立体的な物体と，長方形や台形の複立壁とでは，物体周

辺での渦のでき方が若干異なり， i:勇昇渦の性質も変って

くる。前述のように，物体毎に再付着点が異なり，物体

背後の反流域の流れの形状も異なることが， i:勇昇渦の性

質の差を作りだしていると考えられる。再付着点が物体

から遠いということは，反流域が大きいということであ

り，その中で蓄積されるエネルギーも大きいと考えられ

る。逆に，反流域が大きいと湧昇渦の発生局期が長くな

る傾向があり，湧昇渦も大きくなる。実験水槽の大きさ

の制限で， illU撲の影響が無視できなくなるため，投影面
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合成機構が全く異なるので，渦の合体が想定されるよう

な3次元現象を 2次元模型実験で置き換えて考えると，

大きな誤差を生じる危険性がある。

3. 3次元物体の下流には，再付着点付近で強い上昇カ

を持つ湧昇渦が間欠的に発生する。 1勇昇渦の歪u達高さは

物体形状の影響を受ける。

4. 同一投影面積の長方形板，台形板，マウンドで比較

すると台形の板が大きな湧昇渦を発生する。どの形状と

も強いj勇昇渦を発生する投影面積は 6-8H2である。

5. 同一投影面積のマウンド型物体において，湧昇渦発

生効率を比較すると 2連マウンドは，普通マウンドより

湧昇渦到達高さが高く発生周期が短いため優れている。

6. i勇昇渦は水平渦と鉛直渦が後流域の負圧領域で繍捉

され合体することにより生成される。合体した渦のエネ

ルギーと負圧のエネルギーのバランスが崩れ， i勇昇渦が

周期的に放出される。湧昇渦の到達高さ，発生周期は物

体の再付着点距離と関係がある。

7. 物体の前面にできた水平渦管内の水粒子は，螺旋運

動しながらほぼ物体高さと同じ渦直径を維持して物体側

方を通過する。この螺旋渦は洗掘や堆積に関係する。そ

の影響距離は構造物の高さ程度である。 7 ウンドの場合

この螺旋渦の強さは直立壁に比較して小さい。

本文では主に可視化に よって，物体の形状とその背後

に発生する湧昇渦の関係、を明らかにした。しかし，湧昇

FLOW 

Photo 1 Top view of flow patterns around a 

rectangular plate (L= 2H). 

FLOW 

Photo 2 Top view of flow patterns around a 

mound model (L= 5同.

流と生物生産の係わりを解明するためには， i勇昇流によ

る栄養塩の有光層への補給を定量的に知る必要がある。

また，本実験は密度成層の無い一様流で行ったが，実海

域の条件に少しでも近づけるためには，著者らが 2次元

模型で行った7) ような，密度成層流を発生させて 3次元

模型による実験が必要である。
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MODEL 、 SEP ARA TING POINT 
↓ 

FLOW 

Photo 3 Side view of three horizontal vortices in 
front of the rectangular plate (L = 2H) . 

UPWELLING VORTICES MODEL 
↓ ↓  

FLOW 

Photo 4 Side view of typical upwelling vortices 

generated from the mound model. 
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