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地形及び海中構造物による湧昇流発生機構に関する研究

大竹 臣 哉*

Studies on the Generation Mechanisms of Topographical Upwelling by 

Submarine Topography and Structures 

Shinya 01、AKE水

Abstract 

According to the development for the obs巴rvationsof topographical upwelling， technical develop-

ments for artificial upw巴llingare being carried out at present. So far， topographical upwelling currents 

are known to be aff色ctedby the features of seabed， or generated at the downstream of capes and islands. 

This study shows some theories about upwelling to be generated at the downstream of camelback shape 

of topography and cape， and then calculated the amount of the upwelling. It also represents experiment 

results that artificially generated upwelling using double walls. This study would be helpful to some 

oth巴rstudies taking advantage of topographical upwelling. 

1.はじめに

111:界の人口は. 211止紀平ばには100f.~人に迭すると 7ミ

われる1/'で，人類の社会活動にwう地球環境への滋特，

食料¥1.)革命への]j:';符が大きな諜題として厳然、として存千五し

ている。この予込!は. 2010"1':に迷した今11，人口の附加!

という.lixでいEI~J されている。このことからも食ね供給技

術の篠立が急がれ，また，地球ifut暖化などの環境変化に

対応したJ支Wfの五官_v:が急務となっている。このような小，

iは近で、は水産Jrが策定した特定i，((t浴漁場怒jl)JドJ~;r~;il 阪で

人工湧芥流を利llJすることがiJと定し，また桑原らIlが1緩

焼けの回復技術として人工湧芥流の検討を始めている。

i労芥流は. }み本的には1二芥流であり，海洋学的にifij:底

地形に沿う流れか赤道でえられる赤道i労'JI.しかない。こ

れらの湧芥の成I主iは風であることからJ!fll成湧芥流と 11千ば

れる。しかし， I1本沿岸で見られる湧芥iAtは，海流や潮

流によってぬやIllIjI，あるいは複雑なifij:底地形の下流ffmで

発生しているものが多く，大J，Q;tCiな鉛rW1e合とえられる O

この混合による生物的効来は， J民IU&i湧11-iJft.と j司総に漁場

としてよく利JlJされていることから，地Jr~f:tì勇芥i11 と名

づけられている。

2010
'
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本論文では. ti':*i-がこれまで=携わってきた地形性視界

流の発生機備について説明し，それによってどの程度の

地形性湧芥流が発生可能であるか，まとめてみることと

した。 J由形f:ti勇1'1.iJft.の干IjJrJを検討しているおおl'の手引き

となることを考I.@して記述した。

2， :t由形性j語界流の研究の罷史

J也JI三官uw列流について少し駁!とをさかのぼると. ;11日朝

技術の発迷で男11.ì#[に 1)\1する知lÿ~がIW大した結来，古

J[j 21 は j労芥流の~HlJ スケールがもっと小さいのではと

指絡した。リモートセンシング技術の発迷がi勇界流の存

ず1:をTIJ祝イとできるようにしたことは大きな進歩である O

(たとえばSummerhayes，C. P.. et aPl)，伊豆大島i'l'で

高橋らりが観測したぬi勇芥流は， 1.-'正}TE闘の40kml'M支の

焼棋のil.¥¥で，冷水洗として衣泌にll¥fJ).した水iitの低ドを

i'iGf支な計 iJ!!Jr.品をIJ証手きして測定した。このi令7](:¥lRのIlP:JU土，
H.¥i朝jが大島によってはく離し. î交流域に出現した ì/.~が原

IEIとしている。したがって，iW芥流はパッチ状となり，

その出現{山氏出現時五日は不安定である O 向mはこのi労

封。流を局地位oi労11.i点とl呼んで、いるが，成!き1から判断する

と地形性i男知Jft.i:: Iii:ii'.:づけられる。

キーワード:湧芥流，地JI~ぞh見 11-ì点，人工i見 11.流.はく高I~渦

Key words : Upwelling， Topographical upwelling， Artificial upwelling， Separated vortices 
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この伊豆大j誌を会め日本周辺では，どのような海域で

湧界流が発見されているのかを絞・中野5) が丹念に詩~べ，

現イEでもその資料はよく引用されている。

この地形性i男界流について，発~海域の環境を物理，

生物の]Illij弱から総合的に言語査した当時れま，山口l早，it¥lのiタ

巻礁であろう。 1二北ら6)がこの結来を，水際工学研究所

報告として公開している。この調査では，流れの鋭iRlJか

ら湧界流の涼j双を政!論化し，また，魚群探知機を使用し

てi9L拝読Lの可視化を試みた。 このI可1可r宇?十視見化lはま二?潟i高ミ

j点:試〔で、は当然の結身泉ミて、あろうが，流体力学的には興味深い

調資となっている。しかし，向lI~j に行われたプランクト

ン瀦査では， 1勇jf.iJitの生物的効来をT!'ftua.するまでには至

らなかったO このことは，先に示した尚橋らの伊豆大島

における前査でも問様で， !:虫.lJ必読J界流で見られるおい生

産性を地形t'li見界流ではいまだに確認されていない。こ

れは，今日の人工湧究会流説，~ftでも同様で，熊谷らのが行

った詳細な調査でも確認されていない。しかし，これら

の海域はIm:iさいなく好漁場であり，地形性i勇界流の生物

ÉJ9~カ来の確認は今後の課題であろう。

このように地形性湧1fl・流の稲:認によって，工学的に人

工的な発生のtJiJii告が進められている O しかし，工学的に

進めるよで:iU:姿なことは，目標ff1[の設定である。端的に

言えば湧芥流泣をどの程度必裂としているかであり，ま

た可能か，であろう O 技術13燃のi列線化が必姿である O

そのため，現在数値計算によって湧奔流の発生を刊現し，

現地でのii!1Tlを検討している事例が多い。しかし数値

百I);i:という特別な技術がいるよ，現在発生している地形

性湧芥流の評価を検討することができない。

3. 鞍状地形における地形性湧昇流

Fig.1 ~こ示すように山口県沖の1'1 本 ilifonm に水im80mの

位置に]頁水深が20mと30mの絞状地形をした汐巻礁があ

る。問者11の水imは40mで，礁の長さは4km，礁の勾況は

121100の形状を思している。先述したように上北ら 6)に

よって前交が進められ，この礁に夜角にあたるように潮

流が観測され，下流11刊にはii記事hを回転lliJiJとする強い渦が

観iJWされた。この強い渦の発生は， Fig.2に示すように

め部を通過する強いii記述坊による圧力低下と， [!f1i";!Iを通

過する ~ïjぃ流迷坊のもつ相対的に沿iいJI力の差によって

引き起こされた二次流であると説明できる。これにより，

ベルヌーイの定理からIJ1E.lliJhに対し直角方向のニ次流が発

生し，それを補う鈴複方向の流れ，すなわち湧1{.流がそ

の補完として発生する。したがって，この室往復方向の流

速の大きさは， r_~ 凸音I1を通過する流れのJI力水頭の去さと

して見秘もられる。この翌日論は， iIt者ら 8)が一様流と?を

皮流の水型H模型災験を行い，一線流について検託した。

驚皮流についてはリチヤードソン数が小さいとJ!l!論値と

一致した。そこで，以下に示した現論式を用いて鞍状地

Fig. 1 Location of Siomaki・shooff Yamaguti 
Prefecture and submarine topography. 
Number show water depth and bald 
numb巴rshow observation point. (Uekita 
et al. 1984) 

司嶋田町ー町向句、

Sea surface 

一一一，r-ヘ¥ /"でと

/upweτ/ 一
/ 

Fig.2 Schematic of mechanism for topographic 
upwelling. 

Jr~による湧界流i止を鉱山した。結果をFig.3に示す。
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ここに，Vl， 2は水王子流速を示し，添え字l(土凸言liおii

:ils， 2は問音1I流迷を示す。また，A(ま，後流域鉛直

i折Tm積(鉛illnこ取hを持つ)を示す。

大きさは!日部のおさに対し，漁港漁場の施設の手引

きで示されている15111までを範1mとする。
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Fig.3 Up、:vellingdischarge calcu!ated by equation (I) 

4. 抑後流域に発生する地形性湧昇涜

ぬ， .'I~I誌や ~IIII に潮流などがあたると，流れのはく際線

上にカルマン渦が発生し， (Fig.4) i/.'，¥t去を拡大させなが

ら消滅していくことが鋭祭される O これを渦のスピンダ

ウンと 11子ぶが，この過程で海底からi勇界流の発生が水槽

実験や現地主l~jlEで線認されている(Itosu et a1.9>，中村 10))0 

これが地形性湧芥流である O 水十時実験をmいてその発生

機i'lljを鋭祭した。

水根j実験で卵11に見lLてたlpf立からはく縦した泌をimiJUJ

すると，渦はJiIH照的に発生し，t]附そを拡大させながら消

滅していく滋程が確認された。また，下宿水を真水に-

tJ汚水を3¥'iH立してi濁!支の変化を言hJ!iJしたところ， TIi'iか

ら主主水がよ芥することが確認され，切らかにi勇芥が発生

していることが確認された。)京:fll¥i19に考祭すると流れの

fIjilli動泣保存則の}J1UiIJから，はく高!f.i，品の角迷重h1;::は向11や

.'I~!誌に沿う iたれの境界跨から受け取り，はく隊後， ift.¥が

スピンダウンしている!日jも保存される O その過程で渦の

運動エネルギーは渦径の拡大によって変化し，その変化

が底層境界屑からのi男芥を励起させる。すなわち，渦径

の拡大による渦の迷重hエネルギーの変化がiii}芥エネルギ

ーに転化したと考えられる。そこで，渦径とi勇芥流速の

関係が符られ， 1勇昇流itの推定が可能となるo そのため

には，はく離後に放初にで、きる渦の大きさを見積もる必

姿がある。原理的には岐界清原さが，そのまま渦径に変

化すると考えてよい。そこで，境界j印字さの問題に転化

されるが，境界)印字さのJ民主主{ま，糸測ら]]);Q~Nikuradze 

の境界!務理論から導く方法を提案し，また筆者ら 12)が

カルマン渦の発生周知jの無次元lif(ストローハル数)が

一定であることを利用して算出できる方法を提策して河

者は一致することが証明された。これらは大竹13)が詳

Jiliしている O

IIi1p，半島，および島などの後流域に発生する湧昇idt五:.

は，州iの長さや半島，ぬの沿岸j1~界照の長さを推定し，

Fig.4 Sep註ratedvortic邑sgenerated from a cape. 

The vortices increase the radius gradually 

and disappear. 

円

V

Fig.5 Schematic of vortex separated from a cape 

developed in the boundary layer. 

それから発生する渦の大きさを求めれば，指定すること

ができるoFig.5を参照し以下に結来を示す。
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これに基づいて算出した地形性湧界流;誌をFig.6に示

す。なお，後流域の長さ Lは111111のiえさとi可程度と見積も

った。このl'glで型Il解されるように地形規模が大きくなる

と， Jml.nx:i労1'1.iたの発生規模と同規模にj主し，おい生産↑ヨー

がYL込まれる。

5. 海鹿に設置した衝立によって発生する人工の

地形性湧昇流

Fig.7 は，水村liに設 ì(~I: した術;Lから発生する強い上向

きのj<<，jの発生がえられる。この強い上[iiJきの渦を人工の

地7f~性i男界 ìJítとした。この特徴は，規U1j的に発生するこ

と，上昇する i/'\j は!日H1Jj n~に発生すること，そしてこの渦

は爆発的に強い勢いで回転しながら urすることが1f:lliJ!lj

された。この現象を可制化で詳細に見るとf1ii立 iゴこ発i2E

した境界1¥'づからはく離した泌が渦t1:列を作り，その渦t1;

列によって後流域が形成されていること，このi/，'，j1'i:列は

スピンダウンすること，そして後流域は前後に振動し

大きく!こiJitjJ[lJに狭められた次の瞬間， JニタI-tl:のili，jが見ら

れた。このことからili，jti:列は， 3 J'~で述べたようにスピ

ンダウンしながらillf.lis;fffiの境界}討を;益して後ijf[域内の水

をi吸いIJ¥し，大きくなり，それにより後流減内の尽力が

低下し， 1:交流域を収縮させることになることが:jff;jJ!i]でき

る。この圧力低ドが限界に迷したときに， I綜 mJn~に後流

域が元の大きさに復元する。このときj二il.tl:のi/'¥jが発生

する。したがって，後流域内の任力低ドの大きさがi見!JI

iA会に影響する O

この結来，術立からはく高If:したili，jim:ijljのil，'.¥筏からi吸い

上げi止が5Jとめられ，それが圧力低下渋に1M]係し，iW.1f')I~: 

を;Jとめることができる。大竹らH)がれった解析結果を

以 rに示し，術立によるi見芥流の推定i止をFig.8に示す。

ここで，後流域の長さは，筋立のitIさの 21)'1とした。

Hii:ji:による後流域の尽力低下

L1i1 ，̂ ，H 2 1.0 x 10 I 

DL 

Hij)ì:による im JfI.i~':j さ

~ I L1IzDL ¥ 1/;1 
'，; = 21.5¥ =γ) 

術文によるj必芥府知j

BL 
T= 0.7一一一DU 

千五 ~\LJこよ j労芥 ii:-

" BDLL1i1 v吋ヱ 2.1xlO"一万一

ここに，H;湧JAilEさ

B 経ijiLのIPh¥

iIノ1(深

D;街並:のifljさ

L;後流域の長さ

u ; J~îjJliJft迷

-・・(3)
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Fig.7 Artificia! upwelling generated from walls. 
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5. おわりに

i海古忽如1υ!成』反tの I~l呪町lr円凸q町i や拘抑i号甲11やf半iド三 ):，弘，

i湧労F好斜I.i流完の定J主以没tA誌:=イ化とを示し， r司tiiの発生機併が観祭された海

底に設院したHij;Lから発生する人工の湧芥流の定iif化を

示した。iJ::立しておきたいことは，山JIで示したはく隊渦

はテーラープラウドマンのJE理にiitい， i1lf.}fi;までの渦と

なるが，海底から吸い込まれる水は成肘下で、は上芥に限

界があると考えられる。これは，守1者らが行った戦状地
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形の実験でリチヤードソン数が大きい場合男芥流速が j)fdil:はiti:いと言わざるを符ない。 海域のもつ生産性を利

手11さえられる尖験的'Ji.;たにも表れている。そこで，人工 lfJする湧11.流を人工的にil市首相できれば人類にとって大き

iis!J:l.流とJ也形tl:i見好流で解決すべき課題をいくつか列挙 な武献となろう o Jニ記したように泌怒として絞本1'10な[11]

する。 題も?iまれているようであるが，研究の発肢が待たれ，

1)密度成層における湧昇流の発現 本 ~~i:がその一DJJ となれば学位である。

現在，この裕度成府に対して効来的な施設の技術IJrl発

が盛んにfJわれているが，まだ有効な手法には25ってい

ない。どの税!交の環境で成約を混合させることができる

かは，ど討すら 15)が行った街!文成肘ドでの実験では，持J

!支フルード、数のfNj;;と共にi人j自1;銚水の手主10，内部淡(定

在j皮)の発生が認められた。 Lnre合する条件は'if.'J交フ

ルー r数が0.7J.:)、 1'.と認められた。この条fi:に見合う it

迷はかなり大きく， il，江主主で、は大鋭校な地形を利JIlするこ

とのほうが現実的と示唆される。たとえば，i保氏地形の

7(端*ì:{~の tllìY!i t なとe規絞の拡大に手IJバjすることも検討す

る必立さがある。

2) 地形性湧奔流の生物的効果の扱握

i見!JI.流の効果は 1次ll:Htiの明大であり， Ryther 16)が

指摘するように飢生物の巨大化と:ftiij:レベルの奴紛があ

げられる O 地形ぞI:i労HilIi.のjJ)j{:;， 1 ~欠生 1たのN:JJIIは認め

られるが， JlflUJJi: ì勇芥i怠で見られるこれらの効.!J~はまだ総

t認されていない。今村ら li)やj'eiiliした熊谷ら(古川1¥)に

見られるようにリモートセンシングをもちいてクロロフ

ィルのi!!lJ定をしたが例はあるが，それらの大きさはJlfll成

i勇幻流に比べると，きわめて小さし、。しかし， f(¥Ja1が集

まることは確認されており i':，S¥，引H(l効月ミが認められて

いる。物J'I[的にはi勇1f.iたの発現を現地観測されている

(じ!とら川)が，この集f(l，メカニズムとi勇芥流との関係

のIYJ純化が求められている。このためには， JJ[{I:地形性

初芥流の発生が認められている，あるいは可能性のある

地形に対して集魚、メカニズムを解明する総合的調査が必

要であろう。

3) 地形性湧界流の発生海域の解明

地形十;I:i見!J:I.流は発生条例二が流迷やi旬!災地形の形;Ikに52

容されることが，これまでの議論からも.Jm祭できる。こ

のことは，地形条件が殺っても必ずしも発生しているわ

けではなく，それは上北ら(T引1¥)の調査でも IYJらかで

ある。このことが:l!!lJf三位湧芥idtの効来の評価をFI'I郊にし

ている。政干I:桑原ら (NIlDが進めている磯焼け対策に

対する人工iMI.i志の可能性調交で，リモートセンシング

をJIlいて海域のji111佼2むをiiJMべているが，これも先生海域

を主11るjニで有効な技術で、あろう。 plしゃ[1111日村レベルで発

生の可能性にi刻するアンケートをとるのも Iつの方法で

ある。 不安定なi必!J:I.ilIi.であることからもそれを補完する

人工湧芥iyftの必~性がi手き彫りになる。

食料fliJ!，也に対して i停を手IJ)IJする技術としては主主両r[;r~が

解決策としてあげられるが，食料供給liIiから考えると11:
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の共同研究であります。先生方に深謝いたします。また，
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