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A New Theory Explaining the Generation of Upwellings in Ocean Currents
Near the Shore and in Rivers
Eizho

NAKAZA·

Seiko

TSUKAMA·

Ichirotl MIYAZATO"

Abstract
A new theory is proposed in this paper explaining the generating of upwellings in
ocean currents near the shore and in rivers. Up until now, there have been the bursting phenomenon theory and the cork-boil Eddies theory about upwellings. The proposed theory in this paper is based on the Ekman Pumping theory and is completely
different from previous theories. The validity of this newly proposed theory has been
proven through numerical calculations.

Key words: Upwelling. Numerical Simulation. Navier-Stokes equation. Turbulent flows
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製何I職速度が一定の』M｢合，流速に比例する．また，

Ekmflnlaycrから1Ｗ}にllllし|Ｈきれる流体の速度ｕ１
は，ＲＷ外の渦度をＢ，EknlannumberをＥとすると，

皿,121/柏で与えられる．

マフ

2.2新たな上昇流発生メカニズム

それでは，１１１Ⅱ|などでどのように上芥流が発生する
であろうか？洪水流など流速が比較的1iiqいinl川流で

は，ほぼ１１]形の濁水部分がスポット状（バッチ状）に
娯数に見られる．この部分はかなI)の｣二ｹIL流となって

図一】

いると思われ，水火1iiiが他の部分より仮かに盛})上

連続の式
０
一一

＋

跡｜砒

十

伽｜帥

卯｜趾

(2.1）

がって見える．また，時として３cm程度の小石が巻き
上げられる場合もあるこうした上昇流の発生は１A｢〈
から砥めらｵしているものの，現在まで確定的なメカニ

連励方程式

ズムはりえられていない．本研究では，このことを次

ｘカドリ

のように考えている．先ず，流れの中にｲi1Iらかの形で

ＤｗａⅢａＭＯｌＪ

-つの組織渦が形成きれそれが移流される．この渦の

－＋[イー＋Ｕ－＋Ｗ－＝

、'８エａｙＯｚ

征,誓一糾窯轤窯）

発生には，榔造物からの剥離渦も考えられるし，また
流体力学的不安定によって形成された渦も考えられ
(2.2）

る．この渦は自らの渦度を拡散しながら移流誉れ，時
として他の場iviから移流されてきた渦や．あるところ

で新たに形成された渦に'１}くわす．すると拡散作111が
非常に大きいときには，渦lii]志はマージングしてへ体

ｙブノ1（１）

となる．しかし，拡散作川が小菩〈非線形性が強い場

aＵａＵＤｖＤＵ

合は，Idlj者は渦吋となって舷進運動を行う場合もあれ

所十Ｍ示十齢十Ｗ盃＝

…票-;襄叫鰐Ｉ

ば，何蛎巡励を行う場合もある．この運動の述いはIｆ
いの渦度の正ilの組み合わせで決定きれる．渦度がか
(2.3）

なりの強さで災LlIした'０１符けの渦同志の場合，かなり

離れた位髄で回転し始め，渦吋の回転半徒内の流体内
部には，剛体回転が形成される．そうすると，その剛

である．

体lnil1朧領域のlifiIIi付近にはnon-sIipCondi【ｏｎで形成

ここに

きれたＥｋｍａｎｌａｙｅｒが形成され，そこからかなりの

Ｉ：時ilI1

強きの｣ﾆｹﾄ流が形成きれる．Ekmanconvergどnceの作

r：コリオリ係数（＝2Ｍ'ＳＩＭＤ,ｕ'＝地

１１１によるspin-down作１１１は，流体の粘性による渦度

球自転の角速度，Ｐ＝緯度）

の拡散に比較してlli倒的に大きい．自然は，たぶん仁

し：圧力

Ｔｘ，ｒ，：ｚ軸に垂【!〔なＩ、でＸ，ｙ方lｲﾘに働く
せん断力

Ekmancolwergenceによる渦度の拡散を選択するもの
と?ﾄﾞﾘ断さオしる．Ｅｋｍａｎｎｕｍｂｅｒに対して，分子､１１粘
性係数を11jいれば，この｣芝昇流は先に示した式よ}〕’

Ｐ：流体の密度

数ｍｍ/s程皮の流速となるが，渦動粘性係数を用いる

Ａｒ：jlidj加速度

場合．数十cm/sのオーダーの流速値となる．ここでは．

渦吋として２個の渦を想定したが，数個の渦からなる
IZ式では，すでに圧力のＪ１(に三次元化をほどこしてあ

回蛎のjル合もＩｉりじで，この場合，さらに剛体回転が強

る．迦動方程式から分かるとおり，コリオリノ｣のｲ『在

まる．以上が，本研究で提案する河川流に造り(1)きれ

は．jili動方向に対してｲi側に作１１'し，その大きさは悪

る人規模ボイル渦の苑ノヒメカニズムである．
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としてCOS(片,．ご)を用いて流れの基礎式を二次元化する

ムは，沿岸流や海流においてもそのまま適用きれる．

と次式を得る．

ここでは，従来とは異なる（コリオリ丸の存在を必要

助一別８示

u及びvともに，空間的な変動が生じる．このことを，

先に示した基礎式で考えると，たとえ惑星回転による
コリオリカの作用が無くても，せん断平均流が造り出
すトルクによって，コリオリカと同様な渦度の生成が

行われる．ただし，この場合ＥｋｍａｎＩａｙｅｒは水深規
模のものになるものと予想きれる．そうすると，そこ

(2.15）

５

兀

Ｏ

・Ｊ

ｃ

には結果として，EkmanPumpingが生じ，また上昇
流が発生することになる．これが，入り組んだ沿岸や防

０
一一
６

される．もし，河川や沿岸にＩＨＩ率があれば，主流には，

ｈ

れの岸近くでは，水平面内で主流のせん断流れが観察

(2.14）

↓

でも，主流には空lII1的な変動がある．例えば，川の流

印鶚幟小織箒壗凱Ｈ

ここで！「‘|qおよびで‘ｌ－ｈ，「γ|ヮは水表面及び

沿岸流や海流，あるいは河川の流れのいずれの場合

！十十〃十ｕ⑩胸

2.3数値計算手法

ｍａｎｌａｙｅｒについて説明する．

’’２

波堤周辺での局所的な｣二昇流の発生メカニズムである．

としない）別のメカニズムによって形成されるＥｋ

婦聯磯州鍔網朴州：

このような流速場の水深依存度の仮定の基に，重み

明する．上述した，河川流内のボイル渦発生メカニズ

０揃い迦茄八座伽‐←Ｚｌｌ２刊

次に，沿岸流などにおける上昇流の発生について説

(2.17）

基礎方程式をそのままの形で(lii水k[;近似なしに)，

底iiiでのIi1S擁ﾉﾉである．ここでは，ｒ方向のみの運動

三次元計算を行えば，ここで示すようなことはそのま

方程式を示してあるが，）'方|ｲﾘについても同様な式形

ま証明できることになるしかしながら，実河川におけ

を取る．」弓述の三次元化された雅礎式の差分化は，時

るEkmanlayerを解析するには現在の計算機能力で

間微分項に対してはオイラーiiil進差分（陽解法）を用

は，不可能に近いように思える．本研究では，三次元計

い，空間微分項にIMIしては雑木的に中央差分とした．

算をやめ，平面二次元的な計算で上に述べた上昇流発

なお，非線形移流項に対しては満桁度の河村スキーム

生メカニズムを証明することにする．また，平均流のバ

（三次の風上差分）をⅢいている．

ランスによって形成きれるコリオリカライクな力の作用

によって形成きれるEknlnnIayerの数値計算を行う．

3．計算結果及び考察

計算では，平面二次元iil算を採〃Ｉするものの，解析

数値計算の対象としては，防波堤まわりに生じる上

対象がEkmanIayerなので，何らかの形で平而流に水

昇流の解析を考えた.数値i汁算領域は，ｘ方向に１００，，

深方向の変化を持たせなければならない．方程式の二

J方向に50ｍとし，メッシュ（格子）の数はx方向に

次元化を行う際，股もI{i饗なポイントは，圧ﾉ｣の取り

100個，ｙ方向に50個とした．締水深hは5.0ｍである．

扱いと，流速場の水深ﾌﾟＪ１ＩＩ依存度の取り扱いである．

流れの駆動力としては，海底勾配を一様に傾けること

本研究では，河111流に対する福lI11ら（1993）による取

によって与えた.以下では，平iii平均流の空間的な変

り扱いとlTil様な手法を１１ｌいる．すなわち，平iii流【↓及

動がコリオリカ的な作111をﾉﾋじ，それが作り出す底面

びｉｊの水深依存度を並み!`,(jny,()及び''巾.ｙ,!)と直交

EkmanBoundaryを通じて｣為ｹﾞiL流が発生することを示

関数系をなすCOS(b,．ご)との祇で表すことにする．

すことが目的であるから，ノー０として計算を行う．

ｌｌ

ｋ，

ｉ=Ｉ

ｌｌ

ｋＪ

U=畔Zqcos($z）
ノーＩ

型、’の一ｈ

側=【b十ZIJIcos(AIこ）

Ｉ

基礎方程式中の識係数の他としては，海底勾配

Ｓｉｎ８＝－２．０×1０－４，摩擦係数Ｆ＝１．０×10-3,カル
マン定数ルー0.4を与えた．また，メッシュ間隔はx方向，

j'方向ともに1.0ｍとし，釿域の中央部には),方向に長
さ10.0ｍの突堤を設けた．
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図－２～５に流速ベクトルを示す．図－３は水深が
ご＝０．０における流速ベクトルを示しており，図-4は水

底での流速ベクトルを示している．なお，防波堤から

十分離れた位置における流速は0.4m/Sである．水深
ﾉﾉliIに一定としたL勝合の流速に対応するMo及び1,,の流
速ベクトル（図－２）と本計算結来(１K１－３，４）とで

は特に防波堤の近くで大きな差異がある．また，ｈ＝

０とz＝－几の場合とでは流速ベクトルの１，きが防波堤

ｲﾃ後で多少異なっている．防波堤から卜流へ５ｍ離れ
図－２流速ベクトル（,１０,'１０のみ）

た位置における鉛119[方向の流速ベクトルの分布を図一
５に示す．Ｍ及び!'の流速ベクトルは，水面付近から水
底へ向かうにつれ，右に回転している．これは，流体

力学的には底面摩擦によるエクマン境界1Ｗと同様な作
川をする．つまI〕この右llllへ流速をliTl1位〈させようとす
るﾉ｣の存在により，この領域にはエクマン境界屑が生
じ．結果としてエクマンバンビングが起こることにな

る．つまり，その付近で鉛直流が発！|(することになる．
ｌＸ１－６及び７に水表ilii付近での鉛if〔流の強さを鳥蹴図
とコンタ－lx|で示した．図示の通り，｜Mj波堤付近には
強い鉛直流が発生している．流ｵLはIiillk状態から力Ⅱ連

きれたため，防波堤の前面すなわち上流側に形成され

図－３流速ベクトル（Ｚ＝０ｍ）

る上昇流は，暇上げ効果によるものである．防波堤の
行後に生じているのがEkmanconvergcnccによる」Ｚ
芥流である．これらの計算結果は，上外流の発生メカ

ニズムを従来考えられてきたものとは異なるメカニズ
ムで説明し得る可能性を示している．すなわち，上昇

流はエクマン境界厨の発達によるEkmanconvergence
によって引き起こきれるとの解釈が妥当なものである
ことが理解きれる．

上昇流の算１１１は，水深依存関数にSimの項を付加し

て，算出されるものであるが，現地海岸及び河川にお
けるさらに詳細な観測値との比較検討なども併せて別

図－４流速ベクトル（Ｚ＝-4.0m）

の機会に紹介する予定である．

ｉＴ－

流れの方向
－レ

恒50.0,

砦’

ーーレ

ーレ

1０

■

50.0ｍ

可’

IMj波堤

、

100.0ｍ

マＩ

兀方向一一
数値計算領域の概念図

図－５流速ベクトルの変化
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４．おわりに

ｕｌ
ＯＯ５

本研究においては，河川や海流及び沿岸流で生じる

０

上昇流の発生メカニズムに，Ekmanconvergenceの流

ＣＯＳ

体ﾌﾞ｣学的な作用を蝶入した．また,EkInanconverg‐

０１

enceの発生には，数個の渦の=l:渉によって形成きれる
剛体同転流や平面平均流が見かけ上のコリオリカを造

0

りlLHすことによって作られることを示した．後者の作
用については，流速の水深力向変化を考慮したいわば

準三次元的な数値計算によって具体的に説明した．

図－６鉛肛流の強度分布
（Ｚ＝0.0,.t＝41.び）
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