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岬による剥離渦の形成とその SpinDownによる湧昇流

糸例 長敬*1 .大竹 臣哉*2・中村 充*2・向井 雅志*3

Formation of Separation Vortex and Upwelling Due to Its Spin Down 

Chokei hosu * 1， Shinya OTAKE * 2 ， 

Makoto NAKAMURA * 2 and Masasi MUKAI本 3

Abstract 

Hydraulic properties are discuss巴dof vortices separated at the edge of flat plate placed normally to the main 

flow in a water flow tank. Visualized exp巴rimentson separation vortices show that the spin down of vortex 

causes the upwelling of the boUom water. 

We develop a theory on the generation period of the separation vortex and the upwelling velocity， based 

upon the assumption that the kinetic energy loss of vortex due to spin down equals to the energy used to creat 

the upwelling， and by using the boundary layer theory and the mixing length theory on turbulent flow 

Theoretical values of the circulation and generation period of vortex agreed well in good accuracy with 

measur巴dvalues. No upwelling velocity is m巴asureddirectly b巴causeof technical difficulty. Instead of the up-

welling velocity， its volume is measur巴d.We estimated the volume of upwelling by measuring the changes of dye 

concentration in the wake region behind the plate， since a part of boUom water in the wake is sucked百pinto the 

vortices and resulting in the decrease of dye concentration. 

はじめに

沿岸域環境は今日，漁場生産性の向上，生態系環境の

立場から開発，保全， mitigationの対象として着告され

重要性が増大している。自甲は特色ある海岸環境であり，

好漁場の形成あるいは海岸保全のために人工岬などが検

討されるようになった。しかし，仰によって生じる水理

構造に関する研究は少ない。

本研究では仰によって生じる剥離渦の形成，剥離渦の

流下による spindownによって生じる湧昇流，仰の後流

域の海水流動特性などの岬による水理構造を明らかにし

ようとしたものである。

2. 水理実験

実験は先ず可視イとによって現象を把握し，理論的考察

1993年 8月19臼受付， 1993年10月4日受理
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を行い，実験条件を定め定量測定を行った。

2. 1 実験装置とその方法

実験装置は，長さ200cm，幅40cm，高さ30cmのアク

リル製流水水徳 (Fig.1)を使用した。ポンプを用いて

貯水槽から一定流量 (250cm%) の水を供給して定常

流をつくった。自甲に見立てたアグリル製板を水槽内に

設置した。また，出甲後流域の大きさを変化させ，その

影響を調べるために後流域制御板を図示のように配置

し，山甲板との間痛を変化させて岬後流域を変化させた。

流れの可視化は以下の方法で行い，ビデオカメラ，ス

Fig.l 

己と辺出
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Experimental device (upper; plane view， 
lower ; front view， unit ; cm) Marks x 

show points measured the turbidity in 

wake region. 
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Teble 1 Experimental Condition 

~ : interval of capes， L: length of cape， 

lnitial velosity Uo = O.56cm/s， width of channel B = 40cm/s 
depth h = 11 cm 

Streaml ines at担ottomI ayo r 

Photo 1 Visualized flow of middle layer and 

bottom layer. 4 narrow streamlines show 

flow at middle layer (but 2 stream-lines 

show shadow of real streamlines). Thick-

er lines show flow at the bottom layer. 

チールカメラで撮影をし，流速，後流域の体積，仰の先

端で剥離してできる渦の発生周期，渦の広がりを測定し

7こ。

(1) 注入流脈法:メチレンフツレー溶液をノズ、ルを通して

上流から流し，上中層の流線を観察する。

(2) 注入タイムライン法:底面にメチレンアールー粉末を

まいて，底}替の流線を観察する。

(3) 水槽全体に一様のメチレンブ守ルー溶液を流し，水に

切り替えて後流域が希釈していく様子を観察する。

(4) 懸濁法:アルミ粉末を上流から流し，スリット状の

レーザー光で仰の後流域の渦の挙動を綴察する。

出甲後流域の海水交換速度は，次のように測定した。先

ず始めに濃度 1ppmのメチレンブルーを流し，水槽内が

一様な濃度になってから水に切り替えて，山甲の後流域

に設置したi易度計で濃度変化を測定した。データをデジ

タルレコーダーに収録し，パーソナルコンビューターで

解析した。濃度は 3点で測定し，センサーは後流域の

大きさによって位置を変え，由甲先端付近から Fig.1の

×印に示す位置の水面下 6cmの所に設童ました。また，

case 8 -case12では水面下 3cmと8cmの位置にセンサー

を設置し， 鉛直方向の濃度変化も比較した。

濃度変化は(1)式を用い，最小2乗法で近似して海水交

Photo 2 Visualized separation vortices. 

Colored water ト『

ド叫

門

司
N

Clear water 

Fig. 2 Illustration of mixing and sucking 

up by a vortex. 

換速度を求めた。

D=Do exp (一αt) )
 

1
よ(
 

• • • • 
・・

ここに.D 濃度 (ppm)，Do :初期濃度 (ppm)，α:海

水交換速度 (5-'). t:待問 (5)。

2. 2 実験条件

実験条件は.Fig.1の記号を用いて Table1のよう

である。

3. 現象の考察

流れを可視化した写真をPhoto1-2を示す。 Photo1 

に上中層流線(細い 4本の線，うち 2本は影)と底層流

線(太い多数の線)が狭し出されている。また.Photo 2 

には後流域と，これを屈む剥離渦が記録されている。向

写真から底層流は，上中農の流れと大きく異なり，底層

流線はすべて剥離渦列線に吸い込まれていることがわか

る。また，剥離渦は流下とともに渦径を増大している。

このことは，底層流は渦に流れ込み渦内で湧昇を生じて

いると解釈できる。

次に後流域着色水の後流域外水との交換の様子を示す。

これを模式的に示したのが Fig.2であり，染料濃度の時

間的変化を示したのは Fig.3であるoFig. 2に示すよう
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Fig. 3 Changes of dye concentration in wake 

(CASE NO. 8) : measusured at the depth of 

8 cm under the water surface and 3cm. 

に着色水は徐々に下層から透明になり，底j醤水が流入し

ていることがわかる。また， Fig.3に示す水面下 8cm. 

3cmにおける濃度変化は，待問の指数関数的であり，

着色水の移動が拡散現象的である。これらのことは，後

流域の着色水が移流として上方に押し上げられるのでは

。仇

¥ 

Yl凶玉
r.o 

E 

U 

Fig. 4 Illustration of stream structure around 

the cape and definition. 

Uo: main flow velocity， 
8: thickness of boundary layer， 
u: velocity in the boundary layer， 
1 : length of cape (flat plate)， 
U: velocity at the outer boundary of 

boundary layer. 

8 0.37 
Q Re 1/5 

)
 

内
ぺ

υ(
 

• • • • • 
・

Re芯 UQ/ε 

なく，拡散によって下方に徐々に取り込まれると考えら で示した九ここに仰の長さ渦動粘性係数。

れる。すなわち，剥離渦が流下に伴い， spin downし， 渦動粘性係数 εは，運動量輸送理論における混合距離

渦の径が増大することによって後流域内外の底層から流 理論を用い， (2)式を用いれば，

れを取り込み， i:勇昇させ，渦とともに流下していると見

るのが妥当である。

4. 理論的考察

3.に述べた現象の考察をもとに理論的考察を試みる。

4. 1 !jtIJ離渦の形成

っ δuI 1 
=82一一一 =.:8U 

dyly=8 7 
-・・・・・(4)

(3)， (4)式から

)
 

F
吋

υ(
 

• • • • • 
・

自甲先端から発生する剥離渦は，仰に沿って流れる流程

の中で岬沿いに発達する境界層内の渦が先端で剥離する を得る。

と考えられる。 Fig.4に示すように仰沿いに発達する 漁は， Fig.4における岬先端Oから剥離し，先端O

境界層厚さ sを次のように与えた。境界層内流速を U. からある距離で最小径の渦を形成する。最小径の循環の

境界題外縁の流速を Uとすると近似的に 強さは OAB商の循環で示すことができる。

日 出U(す)'/7 -・・・(2)

で示される。 Nikurads巴は，この1/7剰則とよばれる流速

分布のもとでの境界!嘗厚さ Sを

r出 POABU1ds

ここに，ds はOABに沿った線素，U1は OABに沿った

接線流速で， AB間は U.OA.BO院は Oであるので

r=π8 U/2 -・・・・・(6)
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剥離後は，循環の保存される非粘性として理論を展開す いられると考えられる。半後日，幅 daの門筒の湧昇エネ

る。 ルギー dEuは，

4. 2 最IJ離潟の発生周期

Fig.4で弧ABに沿う流体粒子のOに対する図転速度

を仰とすれば，剥書量渦の発生周期Tは弧ABが4分円

弧であることを考慮して，

21r/T=4ωp -・・・(7)

また IJ向 =Uであり， (6)式と(7)式から

T=πIJ r 一一一一
2U U2 -・・(8)

が得られる。

4. 3 剥離渦による底島水の湧昇

剥離渦は Photo2に示すように流下とともに渦径を

増大し， spin downする。このときの現象を定式化す

る。

渦の半径を G とし，この円周上の循環を rとすれば

r=Uaπa2= const. 

ここに， Ua: 1r a2内の渦度， ωを渦内の回転角速度と

すると ，ua=2ωであるから

ω= r/ (21r a2
) -・・・(10)

渦内の半径 γにおける回転席速度 uは，

r壬a:v=γω=rγ/(2 1r a2) -・・・・・自由

渦外の半径 γにおける回転周速度は rが保存されるこ

とから

r>a: v=r/(21rr) -・・・・・(12)

このとき渦のもつ全エネルギ-Eaは，

Ea=ρ/2 . J
O
= 2πr h v2 

渦径が Gから da変化したときのエネルギーの変化 dE

は，

dE= 1r川7dCM+j:day川

-JOa r v2 dr-L=γv2 drJ 

p h r2
胃

41r a aa -・・・(l3)

dEu =1/2・p2πa(da) h w2 

=pπah w2 da -・・・(l4)

ここに， ω:湧昇速度。

帥，制式を等しいとおいて

-・・・綿

π日2内の湧昇流量 qは，

q=J:2πr wrdr=ra -・・・(l6)

ここに， ωrは半径 rにおける湧昇速度である。

また，剥離後の時間を tとすると

2πahda=qdl=radl 

(9) 

(1 r r 
G詰 J

O
21rh ac= 21r h [ -・・・4カ

ここで， 1 = 0では渦は形成されず，若干流下して t口

10で初めて aoの鴻ができる。 Photo2， Fig. 5に示す現

象(実験値)を考慮して， O~lo 区間に外挿し， 1 = 0で

a= 0としTこ。

i偶l個当たりの湧昇流量q は，同，制式から

ド一
M

F
i
 

-・・・0母

ここに， 1:岬先端で剥離後の渦の経過時間

剥離線上の渦の倍数を N僚とすると，会j勇昇量 Qは，

N r2 N 

Q = I; ql = ，，'_ '-I; i T 
iz 112x  h 12  1 

ここに，Tは渦の発生罵期で式(8)で与えられるから，

Q= N(N十立)r2 

4π h U2 
-・・・・・M

であり，また Nは渦列線の長さを渦の間隔 Sで割って

町一

s
....(20) 

S=UT<2a. L妥6Q2) 

すなわち，渦径が daだけ増大すると全エネルギーは， で示される。ただし渦列線の長さは EおよびLを用い

phr2/(4πa)だけ減少する。この spindownによって て直線で近似した。

生じる余剰エネルギーが渦筏の増大をまかなう湧昇に用 渦径 2aがSよりも大きくなると，漁は相互子渉を起
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Teble 2 Comparison of theoretical value 

and experimental value of period 

T and circulation r 

臼se exper Iment theory 

no. L E 討 7 「 T 「

25 4.80 7.0 5.02 7.72 

2 30 22 1. 24 4.80 7.0 5.02 7.72 

3 35 22 7.0 5.02 7.72 

4 22 1. 24 4.80 7.0 5.02 7.72 

5 45 4.80 7.0 5.02 7.72 

6 50 22 1. 24 4.80 7.0 5.02 7.72 

7 60 22 1. 24 4.80 7.0 5.02 7.72 

8 35 15 0.9日 4.85 2.8 4.72 3.82 

9 I 35 4.80 7.0 5.02 7.72 

10 35 25 1. 49 4.54 7.6 4.75 10.54 

11 35 4.47 9.9 4.44 13.14 

12 35 30 24 3.7 16.9 3‘79 19.02 

こし渦の合成が生じる。また，L は5.4Qより大きくな

ると後流域の大きさは収束し， 5.4 Qより大きくならな

いの。流速 Uなる流れの中に突出した長さ tなる岬によ

って生じる渦列によって(14)式の量だけ底層水が湧昇する

ことになる。

5. 理論憶の実験による検討

5. 1 渦の発生周期および渦の強さ

i雨の発生周期 Tの理論{創立， (5)， (6)， (8)式から

0.18 rr Q 
T口一一一一一-"-=0.283-;7-

2U 
-・・・・(2l)

渦の強さ「は(8)式から

r=Tu2口 0.283Q U -・・・唱2)

で計算される。

(21)， (22慌による理論値と実験債を比較すれば Table2 

を得る。ただし，表中のrの実験億は，獲接観測が困難

であるので渦径 G を実測 (Fig.5) し，制式を用いて求

めた催である。周期 Tについて(21)式による理論値と実

測値を比較した図が Fig.6である。理論値は十分に実

測値と一致している。また， Fig.5に示す満径の実測値

(a. t)を用い(1方式から求めた{直reと(2今式の値rtを比較

したものが Fig.7である。理論値はやや大きめの値で

a 
4 

CASE12 

CASEl1 
@ 

》《

@
-
F
」
。
〉

CASE 9 

'82 A @ O ロω 
コ

℃
m
u
E
 

o 10 4
E
t
 

ハ〉
〈
/
」

Time after separart ion 

Theoritical 1 ines are drawn by formula (23) 

ム:case 8 a=O.055t 
0: case 9 a=O.112t 
0: case10 a=O.152t 
.A : case 11 a=O.190t 
• : case12 a=O.275t 

Fig. 5 Relationship between time (t) after 

separation and radius (a) of vortex. 

Te 

51 
グ・

ノ

や
ぺむ。

同 2

O 3 民
d

T
 

4. rllEORY 

Fig.6 Comparison of theoretical (Tt) 

and measured (Te) generative 

period of vortex. 

a = O. 045 Q U t/h -・・・・'(23)

あるが，ほぼ 満足すべき値である。(:ぉ拭による理論線を Fig.5中に記入しである。 Case8，9， 

渦径aの流下に伴う変化の理論値は制式に示す「を(22拭 12はよく一致しているが， Case10， 11は理論値がやや大

を代入して きい値となっている。このことが Fig.7でFがやや大

きくなっている康問である。
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R 

20 

と考えられる。

dC 
V一一一=-Kd qd C 

dt 
-・・・(24)

@ ここに， C:後流域染料濃度， V:後流域容積，qd :渦

tぷ

0. 

x 
w 

ぺ之、。
えも

/ @ 

ノ
@ 

5 
/ 
@ 

THEORY れ

Fig. 7 Comparison of theoretical (じ)and 

measured ( r e) circulation constant 
of vortex. 

Teble 3 Comparison of theoretical value 

and experimental value of up-

welling volume. 

正xperI閥抗alvalue Theor it i ス回巴L
cal val. 1 Exp 

i 1 1 49ω 
い:比;

~ i 3.3 1195 1412211241301 431 11 
I 3 I 6400 1 3. 1 119. 8 I 4 1 22 11. 24 1 35 I 43. 1 1 1. 1 

4 i 8100 2.8 22.7 I 5 2211. 24 40 64.7 1.4 

;519100 2.6 23.7 5 1 22 1 1. 24 45 64.7 1.3 
6 110100 3.0 30.3 6 1 22 1. 24 i 50 90.6 1.5 
7 1 13000 I 2.7 I 35.1 7 I 22 1.24160 120.8 1.7 
8 4800 2.5 112.0 4115 0.90 I 35 ! 9.9 0.4 

9 5400 3.1 119.8 4 I 22 1. 24135 43.1 1 1.1 
10 I 8400 3.2 26.8 41 25 1. 49135 76 1 1 1.4 

: 11 I 9000 ! 33 129.7 i 4 2711.72135 1106 1 1. 8 

1 12 110000 i 3.5 1350 4 I 30 1 2. 24 I 35 197.6 1 2.8 

V : wake volume (cm3l，α: exchange rate (x 10合 sec勺，

qd・upwelIingvolume suctioned in vortex from wake (cm3/s) 

(where K d = 1)， 

Q: upwelIing volume by vortex (cm3/sl (theoretical value by 

formura (14)， where K=O. 18) 

U: velocity at cape edge (U=UoB/(B-Q)， cm/sl， 
B : width of channel (40cm) 

5， 2 渦の spindownによる湧昇流量

底層流が渦に吸い込まれて湧昇する流量を直接観測す

ることが出来なかったので，自甲後流域の着色水濃度変化

から推算する。後流域濃度変化から，渦列線の後流域側

からの吸い込み qdを求めれば，後流域内外からの吸い

込みを向量として全吸い込み量は 2qdとなる。

自甲後流域の着色水の濃度変化の一例を Fig.3に示す。

濃度の変化は指数関数的であり， (24拭の関係が成り立つ

列に吸い込まれる後流域からの湧昇流量 Kd 海水交

換率 (qd中 Cを含む流衰の割合と定義する)。

(24拭の解は，

KAOA¥ 
C= Co叫(ヴ勺 t

出 Coexp (一 αt)

α= Kdqd/V 

-・・怖)

Kdは，V内が完全混合ならば lであり ，qdは，ほぼ

全湧昇流量の半分 Q/2である。濃度変化を(2母式にあて

はめ， αを求め，Kd = 1として qdを算出する。 2qdと

同式による Qを比較すると Table3を得る。 j勇昇流量

2qdは，理論{直Qとほぼ一致していることがわかる。詳

細には表の湧昇流最Qは実験値より大きな債となってい

る。これは鉛直混合が十分な場合として Kd= 1として

求めた値であり，実際にはん <1であり，実験値は過

小に見積もられたためと考えられる。実験値と理論値の

相違を Kdで説明すれば，Kdl立後流域の鉛直混合の様子

に関係する。すなわち，後流域が下流側板で強制的に縮

小された cas巴1.2，3，9では鉛直混合が大きく Kdはlに

近く，ほぼ0.9程度である。後流域 Vが大きくなるに従

って鉛直混合は少なくなり， 0.4程度にまでなっている。

6. おわりに

仰を回る流れについて，出甲先端から発生する号車l離渦に

ついて，渦の発生周期 [(8)，(21拭1.渦の強度(循環定数)

[(8)， (22拭J.および渦が流下するに従って spindownす

ることによって発達する渦径 Gの増大[帥， (23)式J.渦

径 Gの場大によって生じる底層からの湧昇流量 q [帥，

陣式]および全剥離渦列による湧昇流量[制式]の計算

式を理論的に導き，実験によって検証し，ほぼ満足すべ

き結果を得た。今後に残された問題として，今回の実験

では水深hが一定であり，また循環Fや湧昇流速 wは直

接観測されず，後流域の海水交換も染料の下方鉛直輸送

の拡散係数等の問題もあり，出来る限り直接測定するこ

とによって検証する工夫が必要である。
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