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［特定研究］東シナ海における海洋変動、その物理・化学・生物過程
九州大学応用力学研究所

松野

健

・ 目 的
東シナ海は、黒潮をはじめ、中国大陸や台湾海峡からの水と物質を受け入れ、豊かな生物相を育んで
きた生産性の高い海である。しかし、乱獲による水産資源の減少、中国大陸の水環境の変化、地球温暖
化などの気候変動の影響など、東シナ海の海洋環境は変化しつつあり、また近い将来の大きな環境変化
が危惧される。応用力学研究所では黒潮前線渦の挙動や低塩分水の広がり、また海水混合過程について
主として物理的な側面から研究を進めているが、環境変化を評価するためには、多様な時間スケールを
持った化学・生物過程の研究も欠くことができない。本特定研究では東シナ海の海洋環境の変動につい
て、物理・生物・化学の面からのアプローチを通じて、環境変化予測手法を構築するために必要となる
様々な過程の理解と、その共有化を目的とする。
・ 個別課題の概要
東シナ海における栄養塩環境の変動予測（愛媛大学 郭 新宇）：渤海、黄海、東シナ海を対象とす
る高解像度数値モデルと現地観測データを用いて、長江と黄河の淡水流出量の変化による流動場と栄養
塩供給の変化を明らかにすることを目的とし、今年度は長江起源水などの広がりを再現する結果を得た。
対馬海峡底層における水塊特性（水産大学校 滝川 哲太郎）：東シナ海と日本海を結ぶ対馬海峡の
海洋構造に注目し、両海域の海水交換過程の一つとして、特に同海峡底層に現れる低温水の挙動を調べ、
同海域底層で比較的古い低温高塩分水と、新しい低温低塩分水が分布することを示した。
Finite Volume Coastal Ocean Model(FVCOM)を用いた黒潮前線渦による黒潮フロント横断方向輸
送量の定量的評価（九州大学 磯辺 篤彦）：FVCOMと、Princeton Ocean Model (POM)を組み合わ
せた数値モデルを構築して、前線渦を伴う東シナ海黒潮前線の時空間変動を再現し、特に前線渦の発達
に伴う前線横断方向の海水輸送量を定量的に評価した。
東シナ海における基礎生産への長江水の影響（長崎大学 石坂 丞二）：九大応力研で投入した塩分・
水温センサー付の漂流ブイ観測のデータに、同時期の衛星クロロフィル-a データ、船舶観測データを組
あわせて、クロロフィル-a の挙動と中国沿岸水あるいは黒潮系水の関係を明らかにすることを目的した。
低塩分水の広がっている海域で、クロロフィル-a 濃度の上昇が見られた海域の亜表層には硝酸やリンが
豊富に存在し、上層へ供給されていた可能性が示された。
化学的トレーサーを用いた東シナ海の水塊構造解析（富山大学 張 勁）：従来の塩分・水温・栄養塩
等ルーチン的分析と、酸素同位体組成や希土類元素濃度の計測による詳細な水塊解析とその変動の解明を
目的とし、東シナ海陸棚域での観測から、長江の旧河口域付近の海底からの湧出水の存在の可能性を

示し、それと長江起源水、黒潮水が混合した水が日本海でも検出できることを示唆した。
・ まとめ
東シナ海の環境に大きな影響を与えている長江起源水の分布は塩分によって把握できるが、その広が
り域の中でクロロフィル濃度の高い海域が観測されている。数値モデルでも長江起源水の広がりは概ね
再現できているが、今後、栄養塩供給についても検討が期待される。陸棚上の水と黒潮水との相互作用
は栄養塩の供給を初めとする物質循環に重要な役割を果たしているが、高精度の数値モデルによる両者
の相互作用過程の再現は定量的な評価に繋がるものである。対馬海峡での水塊構造の変動を捉えること
は、東シナ海で起こっている現象の出口調査のようなもので、東シナ海の環境変化を監視する意味で重
要な場所である。今後、長江起源水域の生物生産を支える栄養塩の起源、また、長江起源水がどのよう
な経路でどの程度対馬海峡にやってくるのか、化学的トレーサーや生物基礎生産の評価などを通して、
物質の動きを追うとともに、数値モデルによる実験によって、陸起源物質の挙動など、東シナ海の海洋
環境変動を支配する要素について定量的な評価がなされることが期待される。
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東シナ海における栄養塩環境の変動予測
愛媛大学沿岸環境科学研究センター

郭 新宇

研究目的
三峡ダムと長江分水プロジェクトの影響で、東シナ海に流入する長江水が減り、渤海に流入する黄河
水が増えることが考えられる。このような自然改造は、東シナ海、黄海、渤海の海洋環境に大きな影響
を与えるであろう。特に、生物生産性の高いこれらの海域にとって、栄養塩環境がどのような影響を受
けるかは、水産資源の行方を左右する重要な問題である。しかし、この問題に対する中国での環境アセ
スメントは、河川域と陸域を中心に行われており、海洋への影響はあまり重視されていなかった。
一方、近年東シナ海における栄養塩起源に関する研究が進み、長江をはじめとする陸起源の栄養塩の
他、黒潮中層や台湾海峡などの外洋を起源とする栄養塩も大量あることがわかってきた。このことは、
これらの海域における栄養塩環境の変動予測に、陸域からの供給量変動のみではなく、淡水供給の変化
による海域の流動変化に起因する外洋起源栄養塩の変化も考慮する必要があると言える。
本研究の目的は渤海、黄海、東シナ海を対象とする高解像度数値モデルを構築し、現地観測データを
用いて、長江と黄河の淡水流出量の変化による流動場の変化と栄養塩供給の変化を明らかにすることで
ある。
研究方法
既存の数値モデル（Guo et al., 2003, JPO）は黒潮
の季節変動に着目して設計されたために、河川流量の
影響は塩分を月平均値に緩和させる方法で対応して
いる。本研究ではこの部分を改良し、長江と黄河の河
川流量を直接的にモデルに導入し、渤海、黄海と東シ
ナ海の塩分の季節変化を再現してみた。モデルの領域
は図１に示す海域である。モデルを駆動する外力とし
て月平均の風応力、熱フラックスと海面水温を使用し
ている。また、河川流量は月平均値をモデルに入れて
いる。外洋との境界では、既存の数値モデルの月平均
結果に加えて、潮汐を新たに入れている。計算は既存
モデルの冬の結果からスタートし、2 年間を積分し、2
年目の結果を計算結果として保存し、解析を行った。
図 1．モデル領域と地形。

計算結果

図 2 に表層における塩分の水平分布図を示す。４つの河口付近で顕著な低塩分水が出現している。そ
のうち、長江河口付近では 30 psu より低い塩分を有する低塩分水は岸の近くに留まらず、済州島付近
や台湾海峡にまで及んでいる。また、この低塩分水の分布は季節によって大きく変化している。冬には
長江河口北部から台湾海峡までの中国沿岸に沿って細長い帯状になっている。春になると、南下が弱ま
り、低塩分水は長江河口北部に集中している。夏には、低塩分水は北東方向に広がり、済州海峡を通し
て、対馬海峡にまで達している。秋には、低塩分水は中国沿岸に戻り、長江の北部に留まっている。
図 2 に示された計算結果は過去の計算結果（Chang and Isobe, 2003, JGR）とよく似ている。これは

78

数値モデルの基礎になる部分（POM）が同じであることから当然の結果とも言える。また、図 2 の計
算 結 果 は Chang and Isobe （ 2003 ） に 示 さ れ た 塩 分 分 布 の 気 候 値 と Zhu et al(2005,
http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/soshiki/Projects/oa/MEEAMS/top.html)の長江河口付近での観測結
果ともよく似ている。今後、このモデルを利用して、三峡ダムと長江分水プロジェクトの影響を調べる
予定である。

図 2．河川水をモデルに導入した場合の 2 月、5 月、8 月、11 月の表層における塩分分布

成果報告
Guo,X., Y. Miyazawa and T. Yamagata (2005): Seasonal variation of Kuroshio onshore flux in the East China Sea,
Workshop on the Marine Environment in the East Asian Marginal Seas------ Transport of materials -----,
Nov.16-17, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
Qiang Wang, Xinyu Guo and Hidetaka Takeoka(2005)：Wind-dependence of Yellow River plume path in the
Bohai Sea, Workshop on the Marine Environment in the East Asian Marginal Seas------ Transport of materials
-----, Nov.16-17, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
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対馬海峡底層における水塊特性
水産大学校海洋生産管理学科

1

滝川哲太郎

はじめに
対馬海峡 (図 1) は，東シナ海と日本海を結ぶ狭く浅い海峡であり (幅約 180km, 平均水深約 100m)，対馬暖流は

東シナ海からこの対馬海峡を経て日本海に流入し，対馬海峡から日本海にかけての水塊構造に大きな影響を与え
ている．Isobe et al.(2002JGR) によると，河川から黄海・東シナ海へ流入した淡水の 7 割以上が対馬海峡を通過
し日本海へ流入していることが報告されており，この淡水流入によって，夏季から秋季にかけて，対馬海峡の特に
上層において低塩分化することが知られている．一方, 初冬から冬季にかけて，海面冷却の効果によって，表層混
合層が発達し，特に東水道 (最大水深約 100m) では，海底付近まで混合される．
しかしながら，2004 年初冬の対馬海峡東水道底層において，上層の水塊と異なる低温高塩分と低温低塩分で特
徴付けられる２種類の水塊を観測した．本研究では, 東シナ海と日本海との海水交換過程の一つとして，この底層
水塊の特性に着目する．

2

観測・データ
2004 年 11 月から 12 月にかけて，水産大学校練習船「天鷹丸」によって，対馬海峡とその周辺海域 (図 1) にお

ける CTD(水温: T, 塩分: S, 溶存酸素: DO)・クロロテック (クロロフィルａ: Chl-a) 観測が行われた．塩分・ク
ロロフィルａ資料は較正済であるが，溶存酸素資料は較正されていないため，参考資料として用いる．
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図 1: 観測点と ADCP によって観測された 10m 深における流速ベクトル．実線と灰色線は海底地形を表し．それ
ぞれ 200m と 50m 間隔．

80

3

結果と考察

2004 年 11 月 25 日から 26 日にかけて，CL05 底層に低温 (18◦ C 以下) 高塩分 (34.6 以上) 低酸素水が観測され
た (図 2 上段)．顕著ではないが，CL03 底層も同様の傾向であった．これらの水塊は Chl-a 濃度が低く，その上層
には Chl-a 濃度の極大が観測された．

11 月 30 日に，N03 底層を中心として，N02-04 に低温高塩分低酸素水が広く分布していた (図 2 中段)．また，
約 5 日前の CL 測線で観測された底層水塊と比べ，高温低塩であった.

11 月 30 日から 12 月 1 日にかけて，CL04 底層に低温 (18◦ C 以下) 高塩分 (34.6 以上) 低酸素水を観測した (図
2 下段)．この水塊は，約 5 日前の CL 測線時よりも約 15km 南で観測され，底層水塊中心は，より低温低塩分で
あった．一方，CL06, 07 底層には，低温低塩分水が分布していた．この水塊の塩分極小は，CL07 に観測された
(34.0 以下)．
CL 測線上の表層混合層の水温は，約 5 日前と比べ，約 0.5◦ C 減少した．また，底層の低温高塩分水は，約 5 日前
よりも厚く，上層に影響を及ぼしていることが考えられる．その一つとして，CL04 上層に Chl-a 濃度 1.4mg/m3
以上の極大を観測した．また，航走 ADCP 観測結果から (図 1)，低気圧性渦が低温高塩分水を伴っていることが
示唆された．

CL, N 測線で観測された底層の低温高塩分水は，北太平洋亜熱帯モード水 (NPSTMW) の水塊特性と一致する．
さらに，これらの底層水は DO が表層と比べ相対的に極端に低く，形成されてから長期間経過していることが考
えられる.
一方，CL07 底層の低温低塩分水は，DO は表層と同程度高く，比較的最近，形成されたことが考えられる. こ
の低温低塩分水は，日本海表層の低温低塩分水と高温高塩分な表層の対馬暖流水が混合水として説明できる．こ
こでは示さないが，密度フロントに沿った低塩分水の下層への供給が，HC 測線上で起こることが考えられる.
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図 2: CTD 観測結果 (右図: 水温，左図: 塩分)．
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研究組織
滝川哲太郎（水大校），尹宗煥（九大・応力研），森本昭彦（名大・HyARC），鬼塚剛（水大校）
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Finite Volume Coastal Ocean Model (FVCOM)を用いた黒潮前線渦による
黒潮フロント横断方向輸送量の定量的評価

九州大学・大学院・総合理工学研究院

磯辺篤彦

１． はじめに

一昨年からウェブ[http://fvcom.smast.umassd.edu/FVCOM/]上で無料配布されている Finite
Volume Coastal Ocean Model (FVCOM, Chen et al. 2003)と、Princeton Ocean Model (POM)を組
み合わせた一方向入れ子モデルを構築して、前線渦を伴う東シナ海黒潮前線の時空間変動
を再現した。これによって、特に前線渦の発達に伴う前線横断方向の海水輸送量を定量的
に評価した。
２． FVCOM

FVCOM は三角形セルの非構造系格子を用いる三次元の有限体積法数値モデルである。
鉛直方向はσ系で分割し、また Mellor-Yamada スキームを使う鉛直粘性項など、POM と連
結しやすい構造を持つ。この利点を生かして、両者を結合させた一方向入れ子モデルを構
築した。このモデルの主なアドバンテージは、POM を大領域の計算に用いることで大規模
な陸棚循環が効率的に計算できること、小領域(FVCOM)の等深線に沿って配置した三角形
セルが、陸棚縁辺部の複雑な海底地形をほぼ完璧に表現すること、両領域の接合部で
FVCOM と POM の格子幅を合わせれば、構造系格子同士の入れ子モデルに不可避な変数の
空間補間が不要になることである。
３． 計算手順

POM を用いた大領域(Fig.1 の Region 1)の結果は、すでに公表している Chang and Isobe
(2003)を参照されたい。安定した年変動が現れる 8 年めまで計算を行い、その後の 2 年間
で時々刻々変化する計算結果(流速・水温･塩分・水位)を、FVCOM を用いた小領域(Fig.1
の Region 2)の境界条件とした。Fig.1 に一例を示す FVCOM の三角形セルは、陸棚縁辺で
3km 程度の幅を、POM との接合部は POM と同じ 10km 程度の幅を持つ。FVCOM の海表
面には、大領域と同じ風応力や熱・淡水フラックスを与えている。
４． 結果

Fig.2 は、陸棚縁辺の海底地形急変部で発達した前線渦を表す計算結果の一例である。陸
棚方向に伸びた暖水舌が切離し、陸棚上へ黒潮系水を放出している。気象庁の定点観測ブ
イで得た水温時系列と、同じ位置でのモデルの水温時系列は、似た周期や振幅を持つ。す
なわちモデルは、現実の黒潮前線の時空間変動を良く再現している。
このような渦の発達・崩壊過程に伴う前線横断方向の海水交換過程によって、黒潮域か
ら陸棚上へ運び込まれる海水量をトレーサー実験によって定量評価した。小領域の 200m
等深線に沿って濃度 1.0 のパッシブトレーサーを固定し、FVCOM で求めた流れによって広
がるトレーサーの時空間変動を得た。その後、水深 200m 以浅の陸棚上におけるトレーサ
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ー総量の時間微分をとることで、黒潮域から陸棚域へ運び込まれる海水輸送量 0.85 Sv を得
た。
５． おわりに

FVCOM は、ここで示した海底地形急変部における渦の生成・崩壊過程への適用以外に
も、高潮や潮汐フロントなど、水深分布や海岸形状が重要な多くの沿岸・陸棚域のモデリ
ングに有効である。現在、私たちの研究グループが進めているこれらの成果を、今後も順
次公開していきたい。
参考文献
Chang, P.-H. and A. Isobe (2003), J. Geophys. Res., 108(C9), 3299, doi:10.1029/2002JC001749.
Chen, C., H. Liu, and R. C. Beardsley (2003), J. Atmos. and Oceanic Tech., 20, 159-186.
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Fig.2 6 月 22 日から 24 日に相当する計算日における 10m
深の等温線分布。上図の矩形範囲を拡大している。太い
破線は 100m と 200m(陸棚縁)の等深線。
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東シナ海における基礎生産への長江水の影響
長崎大学水産学部

石坂丞二

東シナ海の生物生産には、長江河川水の流入や黒潮域で起こる湧昇による栄養塩の供給が関連してい
ると考えられている。本研究では、河川水の影響が最も大きくなる夏季東シナ海北部の陸棚域表層で、
2002 年と 2004 年に行われた塩分水温センサー付の漂流ブイ観測のデータと、同時期の衛星クロロフ
ィル a データ、船舶観測データをあわせて利用しクロロフィル a の挙動と中国沿岸水あるいは黒潮系
水の関係を明らかにすることを目的とした。
九州大学で放流した漂流ブイの位置情報と海面下約 0.5 m に設置されたセンサーで測定された塩分
と水温の 1 時間間隔のデータを利用した。また、同時期に得られた人工衛星搭載のセンサーSeaWiFS
のクロロフィル a データ、センサーAVHRR、MODIS の海面水温データを利用した。さらに、2002 年は
白鳳丸、2004 年は陽光丸で観測された CTD による水温、塩分、クロロフィル蛍光、さらに採水による
栄養塩濃度やクロロフィル a 濃度のデータも利用した。
2002 年 9 月は、衛星クロロフィルaの高い海域（ 0.5 〜 5μg l-1 ）が長江河口域から北東の長江海台
へ伸びており、長江海台の北東には 2μg l-1 以上のクロロフィルaの高い海域が局所的観測された。この
とき長江海台では鉛直混合が起こっており、周辺の表層へ栄養塩が供給されていた可能性が考えられた。
また、チェジュ島の北岸では 9 月初旬から下旬にかけてクロロフィルa濃度の増加が見られた。ここで
は水温が徐々に低下しており、夏季の成層構造が崩れ下層から上層へ栄養塩が供給されていた可能性が
考えられた。
一方、2004 年 7 月中旬から 8 月初旬では、長江河口域から南東に衛星クロロフィル a 濃度の高い
海域（ 0.5 〜 5μg l-1 ）が舌状に広がっていた。長江海台から放流された漂流ブイは、このクロロフィ
ル a 濃度の高い海域やその周辺を約 3 週間かけて南東へ移動した。その後約 10 日間北上し、対馬海
峡付近で回収された。このクロロフィル a の高い海域には、高温低塩分の長江起源の水が存在し、そ
の周辺には低温低塩分で衛星クロロフィル a 濃度が 2μg l-1 以上の北部沿岸水などが局所的に存在し
た。これらの水塊は舌状の海域が南東へ移動し北上する過程で黒潮系水との境界付近へ移動し、そこで
はクロロフィル a 濃度が上昇していた。このとき長江起源の水には硝酸がやや残っていたが、リンは
ほぼ枯渇していた。一方、クロロフィルa濃度の上昇が見られた海域の亜表層には硝酸やリンが豊富に
存在し、上層へ供給されていた可能性が考えられた。
この 2 回の観測の結果から、夏季でも長江からの河川水流入量が多い 7 月から 8 月と、流入量が少な
く、冷却が進んでいる 9 月とでは、栄養塩供給のしくみが異なっていたと考えられた。
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化学的トレーサーを用いた東シナ海の水塊構造解析
富山大学理学部 張勁
目的
東シナ海は，広大な大陸棚を持つ縁辺海であり，沿岸海洋における物質循環メカニズムや，人為
起源物質による縁辺海洋環境への影響を視野にいれた沿岸−外洋間の相互作用等の研究に格好な
フィルードである。また，日本海へ流入する対馬暖流水の流入経路にあたり，東シナ海のみならず日
本海の研究にも大変重要である。一方，赤道付近に源をもつ黒潮と沿岸水の特性やそれらの東シナ
海への寄与率，また栄養塩の供給源とその供給状況の変動等を明らかにする際に，酸素同位体組成
や希土類元素等微量元素濃度は，水塊を特徴づけることが可能であり，トレーサーとして大変有用で
ある。しかし，これらのトレーサーは敏悦に水塊区分ができる反面，短時間・広範囲の観点からの調査
に不向きであり，係留等時空間的変化を捉える観測にも応用が難しい。そこで，本研究は従来の塩
分・水温・栄養塩等ルーチン的分析と，酸素同位体組成や希土類元素濃度の計測に加え，漂流ブイ
観測や水温・塩分・栄養塩センサー係留系の結果と組み合わせ，より詳細な水塊解析とその変動の解
明を目的としている。物理データとリンクさせて解析する必要性から，東シナ海の海洋物理構造に関
する研究に豊富な経験をもつ九州大学応用力学研究所との共同研究を実施した。
研究の具体的方法
1.東シナ海及び日本海の海水試料の採取及び化学分析
a)東シナ海において海水サンプルの採取を行い，栄養塩等ルーチン分析を行う
b)酸素同位体比及び溶存態希土類元素の濃度を測定する
c)長江水の採取を行い，栄養塩・酸素同位体組成及び溶存態希土類元素濃度の測定を行う
2.東シナ海における詳細な水塊解析とその変動解明
a)化学分析データから，東シナ海の水塊構造と，長江水及び黒潮の混合及び対馬暖流水の水塊特
性を考察する
b)化学分析データに，漂流ブイ観測や水温・塩分・栄養塩センサー係留系の結果と組み合わせ，より
詳細な水塊解析とその変動解明を行う
c)得られたデータセットをベースに，数値モデルを構築する
結果及び考察
1. CTD と化学トレーサーからみる水塊の特徴
東シナ海の水塊は，（１）黒潮水，（２）北太平洋中層水，（３）沿岸水である。特に，CTD と溶存酸素
濃度から，密度σθ＝24 or 24.5（水深 40-100m）には，溶存酸素の低い水塊が存在し，この水塊の滞
留時間は比較的長いことが推測された。また，この水塊は密度躍層（水深約 20m）以深の東シナ海陸
棚上に存在し，化学トレーサーの栄養塩Ｎが高いため N/P 比（17）は，周囲の海水（14）よりも高く，ま
た酸素同位体比は，他の水深（0〜+0.2）ではみられない負の値（-0.2）を示した。そこで，この水塊は，
陸起源水（低塩分）の影響を受けており，酸素が消費された水塊であることがわかった。また，低塩分
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特徴を示す水塊の分布を，図 1 に示した。このことから，この水塊は，長江の旧河口域付近から染み出
した海底からの湧出水（陸起源地下水と海水

低塩分水の
存在分布

が混合した循環水：海底湧水）ではないかと推
測された。

Salinity 34付近まで低下する
地点の分布

2. 希土類元素濃度からみる低塩分水の起源
40

東シナ海の水塊の希土類元素パターンを

50
40

図 2.に示した。ここでは，陸棚上に存在する水
塊を ShelfA 水（水深 40m 以浅）と ShelfB 水（50m
−90m）とした。図 2.により，ShelfA 水のパター
ンは濃度が高く，また右上がりであり，東シナ海
に存在するそのほかの水塊（長江水 CJ-River，

図 1．陸棚における低塩分水の分布

黒潮水 KWC，北太平洋中層水 NPIW，降雨
Rain）による混合で形成されたと考えるのは困難である。一方，東シナ海陸棚上の堆積物間隙水（Pore
Water）のパターンは ShelfA 水より
も濃度が高かった。そこで，この間
隙水と黒潮水，および長江河川水
などの混合により ShelfA 水が形成
されたと考えられる。このことは先
に述べた仮説「低塩・低溶存酸素
水塊の起源が海底からの地下水
湧出の影響を受けている」を示唆し
て い る 。 ま た ， ShelfB 水 も こ の
ShelfA 水と黒潮水や長江水の影響
を受けて形成されていると考えられ
た。今までの研究（八田ら，2002）
図 2．東シナ海へ流入する水塊の希土類元素パターン比較

により，この ShelfB 水は日本海海
盆へ流入していることが指摘されて

おり，日本海へ海底湧水や長江水などの淡水が流入していることが推測された。
成果報告

1. Zhang, J. (2005) Submarine groundwater discharge and its impact on the marine environment,
Advanced Training Workshop on Southeast Asia Regional Carbon and Water Issues, Southeast
Asia Regional Committee for START, Taiwan, November.
2. Zhang, J., Hatta, M., Bai, L. and Matsuno, T. (2005) Rare earth elements in the marginal seas:
Water characterization by chemical tracers. Abs., Workshop on the Marine Environment in the
East Asian Marginal Seas -Transport of materials-, 61-62.
3. Zhang, J. (2006) Do We Need a Global SGD Network? The Role of Submarine Groundwater
Discharge in Oceanography, OS15B-08, 2006 Ocean Sciences Meeting, Hawaii, December.
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有明海における物質輸送の数値シミュレーション

熊本県立大学

環境共生学部 藤家

亘

目的
近年、有明海において赤潮・貧酸素水塊発生の大規模化などが問題となっている。これらの原因
は有明海における潮汐振幅の減少に伴って潮流流速が減少することで、海水交換能力が低下し、赤
潮発生件数が増加しているという意見があるが、いまだ実態は明らかではない。この問題を解決す
るために、有明海において栄養塩などの物質輸送を明らかにすることは、急務である。
熊本県立大学環境共生学部海洋生態学研究室によって、有明海北部における塩分,水温,クロロフ
ィル a の定点観測が毎月行われており、過去 5 年間の観測結果において、有明海北部海域で秋季に
おいても高濃度のクロロフィル a が観測されている。本研究では秋季における有明海北部の赤潮発
生原因を究明することを目的とする。

方法
本研究の対象海域は熊本市以北の有明海北部海域である。熊本県立大学環境共生学部海洋生態学
研究室によって観測された 2004 年 11 月 6 日と 17 日の両日の塩分・水温場を再現するために、
Princeton Ocean Model （以下 POM）を用いた数値計算を行った。POM には嘉瀬川,六角側,矢部川,
筑後川,菊池側 1 級河川の 2004 年 11 月における河川流量を代入した。六角川と嘉瀬川については
河川流量のデータが決定されておらず、国土交通省武雄河川事務所による暫定データを用いた。
本研究における対象海域内の海上風風速・風向を観測したデータは存在しない。そこで、海上風
風速が陸上風風速の 1.5 倍程度であるとし、AMeDAS による陸上風風向風速観測データから海上風を
計算した。対象海域周辺には計 8 ヶ所の AMeDAS 観測所が存在する。本研究では山上に観測点があ
る場合は除外し、島原,白石,大牟田,岱明における陸上風観測データを用いた。計算した 2004 年 11
月 6 日および 17 日の海上風から海面風応力を計算し、POM に代入した。海面熱収支を POM に与え、
予報モデルとして計算を行った。
計算格子間隔は 500m とした。鉛直方向には 27 層で計算した。これにより、海面下 10m までの最
大層厚は 50cm、10m 以深においては 5m となり、表層を高解像度で計算できる。総計算時間は 3 年
間とした。計算時間間隔は 2 秒である。

結果
熊本県立大学環境共生学部海洋生態学研究室によって 2004 年 11 月６日に海面下 2m で約 55.5μ
g/l の高濃度のクロロフィル a が観測された。しかしながら、2004 年 11 月 17 日の観測結果による
と、クロロフィル a 濃度は 10μg/l に低下した。2004 年 11 月 6 日は表層 2m 以浅に低密度な海水
が存在し、有明海湾奥から有明海北部海域中央部まで広がっている。この低密度水塊と前述の高濃
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度のクロロフィル a の存在場所は一致しており、このような水塊構造が高濃度のクロロフィル a が
存在する原因となっていると考えられる。2004 年 11 月 17 日は鉛直密度構造も暖混合型に移行し、
表層の低密度水塊は消失した。
2004 年 11 月 6 日における密度場の計算結果では、表層 5m 以浅に低密度水が存在し、観測結果と
一致していた。しかしながら、低密度水塊は観測結果よりもさらに南方に広がっていた。この相違
については、海上風がよく再現できておらず、海面応力が現実と異なることなどが考えられる。2004
年 11 月 17 日における計算結果は暖混合型の密度分布を有しており、観測結果をよく再現していた。
海上風の計算結果によると 2004 年 11 月 17 日は風速約 1.5m/s のほぼ一様な北風が吹いていた。
残差流の計算結果によると、同日は海面下 1m までは海上風に対応して、南下する残差流が見られ
た。海面下 1m 以深では吹送流の影響は弱く、島原半島に沿って南下する残差流の分布が見られた。
下層においては残差流は有明海湾奥向かって流れていた。これに対して、2004 年 11 月 6 日は有明
海北部海上において風速約 1m/s のほぼ一様な南東風が吹いていた。上層の残差流場において吹送
流は支配的ではなく、海上風風向には対応していなかった。海面下 1m において対象海域中央部に
は筑後川河口部周辺から長崎県側に至る南西向きの残差流が見られ、海面下 3m には北東方向に向
かうの残差流が見られた。

考察
2004 年 11 月 6 日において計算結果と観測結果を比較すると、計算結果に見られた対象海域中央
部の筑後川河口部周辺から長崎県側に至る南西向きの残差流が流れる領域におけるクロロフィル a
濃度は低く、2.5μg/ｌ以下であった。この残差流が流れる領域よりも湾奥側に高濃度のクロロフ
ィル a が分布していた。この残差流場が崩れ、暖混合型の海水構造に至った 2004 年 11 月 17 日に
おいてはクロロフィル a 濃度は 10μg/l 以下となった。これらのことから、前述の残差流場が高濃
度のクロロフィル a 領域を対象海域湾奥部に形成する要因となったことが考えられる。
11 月は海面冷却の効果から基本的には海域は混合型の密度構造にあると考えられる。しかしなが
ら、海上風が弱まることによって対象海域中央部に海域を横断するような残差流が支配的となり、
筑後川からの栄養塩が広く輸送され、この残差流と海岸線によって囲まれた奥部領域にクロロフィ
ル a が高濃度で分布すると考えられる。
今後は 2004 年 11 月 6 日と 2004 年 11 月 17 日における残差流の計算結果を用いて、それぞれの
日におけるクロロフィル a の分布をボックスモデルにより再現し、有明海における秋季赤潮形成の
解明を行う予定である。
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物理−生態系結合モデルを用いた日本海低次生態系に関する研究
水産大学校水産情報経営学科

鬼塚剛

１．目的
日本海においては、九州大学応用力学研究所のグループが高解像・高精度の 3 次元海洋循環モデル(RIAM Ocean Model)
を開発しており、日本海における多くの物理現象の再現に成功している。近年、地球温暖化や中国三峡ダム建設に伴う日
本海への影響が懸念されているが、これまでのところ日本海では観測やモデリングの容易な物理過程の研究が先行してお
り、上記懸念に対する物質循環への影響に関する研究は少ない。本研究の目的は、物理−生態系結合モデルによって、日
本海低次生態系をめぐる物質循環過程を明らかにすることである。ここでは、朝鮮半島東岸での湧昇及び対馬海峡からの
物質フラックスの低次生物生産過程への影響について検討する。

２．モデル
本研究では、Noh 型の混合層モデル(Noh and Kim, 1999)を組み込んだ RIAM Ocean Model に、窒素循環を考慮したコン
パートメント 4 つのいわゆる NPZD (Nutrient:DIN, Phytoplankton:PHY, Zooplankton:ZOO, Detritus:DET)モデルを結合
させ、物理場と生態系をオンラインで計算している。モデルの水平格子は 1/6°、鉛直方向には 46 層とし、層厚は表層
から 50m までは 5m、50m から 150m までは 10m と表層近くで解像度を上げている。対馬海峡での DIN と PHY は WOD1998 の
気候値から作成し、ZOO と DET は Onitsuka and Yanagi (2005)を元に PHY の 1/2 とした。計算は、物理モデルのみで 12
年間行った後、結合モデルで 4 年間行い、擬似定常の結果を得た。さらに、朝鮮半島東岸での湧昇及び対馬海峡からの物
質フラックスの影響について調べるために、図 1 に示す 3 つの起源から仮想トレーサーを投入し、12 年間計算を行った。

３． 結果と考察
対馬海峡における通過流量と窒素輸送量の季節変動を図 2 に示す。Hirose(2005)によると対馬海峡の海底地形はデータ
セットによってかなりのばらつきがあり、対馬海峡の流動構造はそれを反映してしまう。1/6 度モデルでは地形データは
解像度の粗い ETOPO5 を元に作成されていたため、対馬海峡を通過する流量は本来大きいはずの西水道で小さい値となっ
ていた。本研究では、海底地形を対馬海峡の地形を修正することで東西水道の流量の比は観測値と近い値となっている。
また、窒素輸送量は流量の大きい秋に最大となるが、流量の季節変動と必ずしも一致しておらず、相対的に流量の大きい
夏季よりも窒素濃度の高い冬季に輸送量が大きくなっている。
仮想トレーサー投入開始から 12 年間の日本海表層 DIN 平均濃度変動を図 3 に示す。投入後数年間は急激に濃度が増加
し、その後期間を通じて徐々に増加している。これは各トレーサー供給源からのトレーサー加入量に対して津軽・宗谷海
峡からの流出量や下層への沈降フラックスが少ないためである。今回計算は 12 年間しか行っていないが、積分期間を延
ばせば 12 年後以降も徐々に濃度は増加していくと考えられる。
次に、トレーサー加入後の時空間変動を確認する(図 4)。等値線は、各トレーサー供給源から供給された DIN を使用し
た一次生産量の全一次生産量に対する割合 60%を示している。この等値線よりも南では、全一次生産量の 6 割以上が 3 つ
のトレーサー供給源からの栄養塩を消費していることになる。図 4 によると、日本海南西部は 2 年後にはほぼ 6 割以上と
なり、4 年後には極前線以南の日本海南部海域を占めている。極前線以南の日本海南部海域の物理環境は対馬暖流による
影響を受けているが、その影響は物理環境だけでなく、生物・化学環境にも及ぶと考えられる。また、12 年後は 4 年後
と比べ、日本海東部で若干北に拡がった程度で 4 年後の結果とあまり変わらない結果となっている。これは、日本海北部
海域では冬季の混合層が発達するため、一次生産に使用される栄養塩は有光層以深からの供給に依存していることが原因
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である。以上の結果から、対馬海峡からの物質フラックスに変化が生じた場合、日本海南部海域には数年以内と比較的速
やかに、北部海域には数十年かけて徐々に拡がっていくものと考えられる。

４．今後の課題
対馬海峡からの物質フラックスの重要性について明らかになったが、対馬海峡における生物・化学データが不足してい
るため、モデル結果の検証ができていない。今後は、対馬海峡において物質輸送量を推定するための生物・化学観測を行
う必要がある。また、日本海では春と秋の年二回植物プランクトンブルームが発生しており、その時期や規模は経年的に
変化していることが報告されている。この経年変動の要因や、近年注目されてきている大気起源の物質の海洋低次生態系
への影響についても今後明らかにしていきたい。

５．研究組織
鬼塚剛

水産大学校

助手

柳哲雄

九州大学応力研 教授

研究代表者：数値実験, データ解析
所内世話人：データ解析

図2

月平均の対馬海峡における流量と窒素輸送量。

図 1 3 つのトレーサー供給源。EK では 70m 深の鉛直流速が
上向きのときのみ負荷される。

図3

日本海 100m 以浅における平均トレーサー濃度の時
間発展。

図4

トレーサーによる一次生産量の割合が 6 割となる領
域の時間発展。等値線より南は 6 割以上となっている。
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総観スケール風速場変動に対する相模湾および黒潮内部領域の応答過程
国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 日向 博文
１．目的
2000‑2001 年の冬季に相模湾において HF レーダー観測を行った．HF レーダー観測データ，および人工衛星画像
（NOAA/AVHRR）解析の結果，黒潮が B 型流路をとる場合，北日本上空を 10 日程度の周期で通過する低気圧による
風速場変動に対応して黒潮前線が内部変改半径程度のスケールで岸沖方向に離接岸を繰り返し，その結果，相模
湾内の流況も 10 日程度の周期で大きく変化することが明らかとなった．日向ら(2003)や Hinata et al. (2005)
は，これらの観測結果から，海上風変動に対応して沿岸湧昇／沈降が伊豆半島沿岸部で発生し，その結果，黒潮
前線が離接岸し相模湾内の流動構造が変化するものと推測した．しかしながら，そのメカニズムの検証について
は観測結果だけでは不可能である．さらに，HF レーダーデータや人工衛星画像は海洋のごく表層の限られた情報
であることから，総観スケールの風速場変動に対する黒潮内部領域の応答過程や，相模湾内部の流況変動過程に
ついては未解明のままであった．そこで，本共同研究では，これらの観測によって明らかになった課題，即ち，
風による黒潮系暖水流入メカニズムの検証，および総観スケールの風速場変動に対する黒潮海域と相模湾内流況
の応答過程について，数値実験によって明らかにすることを目的としている．
２．数値実験概要
数値実験に用いた数値モデルは POM である．計算領域は相模湾を含む東西約 270km，南北 420km の範囲であり，
水深は 500m メッシュデータ(J‑EGG500，JODC)に基づいて作製した．ただし，数値計算の打ち切り誤差を小さくす
るために若干のスムージングを施し，また最大水深を 1000m としている．水平方向の格子間隔は 2.5km であり，
鉛直方向はσ座標で 21 層に分割した．
風に対する黒潮前線および湾内流動の応答を調べるために表層付近の解像
度を高くしており，第 1 層の厚さは最大で 2.0m 程度となっている．
水温の初期条件は，1999 年 12 月に東経 137.5 度線に沿って北緯 30.0 から 34.0 度の範囲で行われた XBT 観測
データ（JODC）に基づいて作製した．黒潮は東西境界において流入流出条件を与えることによって駆動した．東
西境界における流速の東西成分の分布は水温，塩分（34.7）の初期条件に基づいて，力学計算を行って求めた．
数値計算は 100 日間行い，90 日から 100 日までの計算結果を解析に使用した．
本数値実験における風応力場は，平均風速場と EOFw1（風速場変動の EOF 第 1 モード）に基づいて作製した．
まず，各観測地点における平均風速と EOFw1 の固有ベクトルを，観測地点からの距離に反比例する形の関数を用
いた客観補間法によって計算格子点上に空間補間し，さらに，EOFw1 の振幅を正弦関数を用いて周期 10 日で規則
的に変化させることによって実際の風速場変動を模擬した．
３．主要な結果と今後の課題
POMを用いた数値実験結果に基づいて，期間1に発生した大島西水道からの周期的な暖水流入の
発生メカニズムや風速場変動に伴う黒潮流域や相模湾の内部領域の応答過程について調べた．そ
の結果，以下のことが明らかとなった．
HFレーダー観測期間では，黒潮は紀伊半島沖合で離岸し，相模湾の沖合北緯32度付近で急激に
その進路を北北西方向に変え，伊豆半島に接近した後，再び流路を東北東へと変化させていた．
この間，移動性の低気圧が周期的に北海道上空を通過し，これに対応した形で相模湾周辺では8‑11
日の周期で風速場が大きく変動していた．移動性の低気圧が北海道付近に位置している時期，相
模湾周辺では，西北西−西南西の風が支配的であった．石廊崎沖では，この風速場による沖向き
の表層エクマン輸送によって黒潮前線が離岸し，その結果，湾内への黒潮系暖水流入は消滅し，
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代わりに駿河湾沖合から低温沿岸水が西水道を通じて流入する．一方，低気圧が北海道上空から
遠く離れ大陸性の高気圧が支配的になると，相模湾周辺では北北東−東の風が支配的となる．そ
の結果，岸向きのエクマン輸送が生じ黒潮前線は石廊崎に接岸する．そして，高温の黒潮系暖水
が西水道から湾内へ流入し，湾内における循環流も発達する．風速場変動に伴う黒潮前線の離接
岸距離は概ね内部変形半径と同スケール（20km程度）であるが，黒潮流軸はほとんど動かない．
石廊崎沖表層における力学バランスの検討から，風速場変動に対する黒潮前線の応答に対して，
非線形移流項や非地衡流圧力勾配項が大きな働きをしていることが明らかとなった．現時点では
詳細については不明であるが，伊豆半島沖合黒潮前線付近における非地衡流圧力勾配項や非線形
移流項の変動に対して，伊豆半島周辺の複雑な陸岸，海底地形が大きな影響を与えているものと
考えられる．この点については今後の検討課題としたい．
相模湾内亜表層（水深50-300m）の循環流，水温構造について調べた．平均的には，水深100m
以浅では湾中央部に反時計回りの循環流が，それ以深では時計回り循環流が存在し，反時計回り
順還流の中心部では湧昇流が，相模湾北岸部では沈降流が支配的であること（図１），また，水
深100mでは90-92日（湧昇モード風卓越時）にかけて時計回り循環流が，水深200-300mでは，95-97
日（沈降モード風卓越時）にかけて反時計回り循環流が発生することが示唆された．この時計回
り循環流は，湾中央部の低温水塊によって生じる高気圧性循環流であるものと考えられる．
ここで示した気圧配置の変動パターンは冬季においてしばしば見られることから，冬季に黒潮
が伊豆半島に接近する流路をとる場合，上述したメカニズムよって相模湾内への黒潮系暖水流入
が発生／消滅する可能性は高い．ただし，ここで示した海上風変動以外にも，例えば黒潮前線渦
の通過など相模湾内への黒潮系暖水流入メカニズムが存在するものと考えられる．相模湾への黒
潮系暖水流入メカニズムを総合的に理解していくためには，湾内における流況・海洋構造と合わ
せて黒潮の継続的なモニタリングが必要となる．
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図１ 相模湾内における平均流速と水温の水平分布；(a)50m，(b)100m，(c)200m，(d)300m．
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マニラ湾の物質循環と基礎生産に関する研究
神戸大学

内海域環境教育研究センター
林 美鶴

１．目的
近年、マニラ湾では赤潮が頻繁に発生している。その原因を解明するためには、まずマニラ湾の物
質循環を明らかにする必要がある。そこで本研究では、マニラ湾の一次生産の制限元素である窒素に
ついて、フィリピン大学から提供されたデータを元に、雨期と乾期の循環機構の違いについて、数値
生態系モデルを用いて解析した。
２．方法
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解析対象海域は、図 1 に示す 14.5N よりも北部のマニラ湾である。解析には、水温、塩分、クロロフ
ィル濃度、栄養塩などについて、図 1 の 12 測点で 1999 年 5 月と 10 月に観測されたデータを用いた。5
月は、図 2(a)に示す通り日射量が多く、河川流量が少ない乾期に該当し、10 月は雨期の終期である。乾
期の混合層深度は約 10m であることから、水深 10m までの表層を 1 つのボックスとして解析した。
数値生態系モデルのコンパートメント、及びボックス内での生化学過程や境界条件は図 3 に示す通り
である。各コンパートメントの濃度を定式化し、それぞれの月について定常計算を行った。水平・鉛直
拡散係数(Kh, Kv)及び水平移流流速(U)は Fujiie et al. (2002)を参照し、Kh は 105 cm2 s-1、Kv は乾期に 1.4
cm2 s-1、雨期に 0.7cm2 s-1、U は乾期に 0.23 cm s-1、乾期に 3.5 cm s-1 である。鉛直移流流速(W)は、流
量保存から乾期に 6.7×10-5 cm s-1、雨期に 1.6×10-3 cm s-1 と見積もった。河川からの溶存態窒素(DIN)
負荷量は、年間の負荷量(900×106 moles y-1)と 5 月及び 10 月の河川流量から見積もり、これに陸域から
の直接負荷量(600×106 moles y-1)を加えた。植物プランクトンとデトライタスの沈降速度は、ボックス
全窒素濃度の保存から、それぞれ 6.7×10-6 cm s-1 and 6.7×10-5 cm s-1 と見積もった。植物プランクト
ンの最大増殖速度は 1.4 day-1、半飽和定数は 0.9 μM である。また、雨期は乾期よりも表層のクロロフ
ィル濃度が高いことから、雨期の水温と水中平均光量を最適水温・光量とし、28.3℃と 551,623 cal m-2
day-1 を用いた。他のパラメータは Kawamiya et al. (1995)を用いたが、観測値を再現する様に分解速度は
1/2 とした。計算時間間隔は 1 時間で、10 日目で定常状態が得られた。
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図２

図３

３．結果
図 4(a)は乾期の、(b)は雨期の計算結果と観測値である。計算結果は観測値をよく再現している。雨期
のクロロフィル濃度は乾期の 1.3 倍であるが、基礎生産量は 1.6 倍ある。また、雨期の DIN 濃度は乾期
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の 1.9 倍である。これらから、雨期の光合成速度は乾期より速いことが伺える。両時期とも、光合成は
水温や光量には制限されず、DIN 濃度に制限されていた。このため、光合成速度は DIN 濃度の高い雨
期に早かったと考えられる。
図 5(a)は 5 月の、(b)は 11 月の、各コンパートメントの濃度とコンパートメント間のフラックスであ
る。陸からの負荷と移流・拡散は全窒素濃度を示している。図 4 に示した通り、乾期のデトライタスは
雨期の 1.6 倍で、このため乾期の沈降フラックスは雨期より大きい。しかし乾期は成層化していないた
め、鉛直拡散によって 80%が上層に戻っている。一方、雨期は成層が発達するため鉛直拡散が弱く、沈
降フラックスのうち鉛直拡散で上層に戻るのは 8%である。しかしながら、沈降したデトライタスの
130 %が、河口循環流によって DIN の形態で上層に戻っている。すなわち、雨期にはデトライタスは下
層で分解されエスチャリー循環で上層に供給されるのに対し、乾期はデトライタスが上下層を往復し、
上層で分解されている。乾期の主たる DIN 供給源は分解で、雨期は下層である。
乾期の窒素の主経路は、DIN→植物プランクトン→動物プランクトン→デトライタス→DIN であり、河
川流量と基礎生産は小さく、エスチャリー循環が弱い。デトライタスは上下層を往復するが、窒素循環
は上層で閉じている。これと対照的に雨期は河川流量、基礎生産とも高い。このため DIN は素早く植
物プランクトンに取り込まれ、動物プランクトンに補食または枯死し、下層へと沈降する。下層で再生
された DIN は、強いエスチャリー循環によって上層へ戻る。窒素循環は上層だけで閉じず、下層も含
まれている。
ところで、図 5 から、雨期は隣接海域へ流出するフラックスも大きい。このため、ボックス内での
TN の平均滞留時間(TN 濃度／外部からの TN フラックス) は、乾期が 378 時間であるのに対し、雨期
は 88 時間と長い。このため窒素が基礎生産に利用される回数は、乾期よりも雨期の方が多く。乾期は
24 回、雨期は 10 回であ
る。よって、窒素が同化
Observation
Observation
Calcuration
Calcuration
される時間は、乾期は 15
6
5
1500
1500
6
5
時間(378/24)、雨期は 8.8
5
5
4
4
時間(88/10)である。言い
4
1000
1000
4
換えると、乾期は窒素供
3
3
3
3
給量が少ないため、ゆっ
2
2
2
500
500
2
くりと何回も基礎生産に
1
1
1
1
使用されるが、雨期は十
0
0
0
0
0
0
分な窒素供給により、基
DIN DON PON
P.P.
P.P.
Chl.a
Chl.a
DIN DON PON
礎生産に素早く使われる
と共に、流れされる量も多い。
図４

図５
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生態系モデル解析
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数値モデルを用いた気圧擾乱に対する日本海の水位応答の研究
代表者

東北大学・大学院理学研究科・助教授

分担者 東北大学・大学院理学研究科・博士課程２年
※

分担者

九州大学・応用力学研究所・助教授

木津昭一
稲津大祐
広瀬直毅

（※兼・研究所内世話人）

・目的
海面気圧の変動に対する水位の応答は Inverted Barometer（IB）と呼ばれ，これまで気圧の 1 hPa の上昇（減
少）が水位の 1 cm の下降（上昇）をほぼ静力学的に引き起こすものとして扱われてきた．しかし，面積が総
観規模の高低気圧のスケールに匹敵する半閉鎖的な日本海では，海盆全体への強制力に対して海盆内の水位
が海峡を通した外海との海水のやり取りによって動力学的に応答（non-IB）すると考えられる．Lyu et al.（2002，
Geophysical Research Letters）は，日本海の平均水位が海盆全体への一様な気圧強制力に対して数時間程度遅
れて応答することを示した．また稲津ら（2005，海の研究）は，日本海沿岸の潮位資料解析により，local な
気圧変動に対する水位の遅れ時間が海峡からの距離にほぼ比例することを発見した．昨年度は，この地理的
な応答の差異を明らかにするために，分担者（広瀬）の順圧モデルに理想的な気圧強制力を与え，日本海の
水位応答を調査した．それにより，この地理的な差異が，総観規模の波長をもつ気圧擾乱が東進することに
起因する 1 次元過程で説明されることを突き止めた．今年度は，現実的な気圧強制力を用い，海峡や陸棚を
含めた領域の水位応答を明らかにすることを目的とした．引き続き代表者は日本海の数値モデルに詳しい分
担者（広瀬）の協力を仰ぎ，表記の課題名で本研究所共同利用研究に応募し採択された．

・実験の方法と結果
分担者（広瀬）の順圧モデルに 111°∼165°E，17°∼63°N の領域の現実的な海底地形を設定し，ECMWF
（ European Centre for Medium-Range Weather Forecasts） の再解析値 に基づく気 圧強制力（水 平解像度
1.125°×1.125°，6 時間ごと）を与え，駆動された水位を気圧変動に回帰させ，各格子点における応答を統計的
に求めた（図 1）．その結果，日本海では IB 応答が成り立たず，応答係数は海盆の東側で大きく西側で小さ
くなり，応答ラグは海盆の西側で最大となった．図には示さないが，外海の水深が 100 m よりも深いところ
では対照的にほぼ IB 応答が成立した．昨年度行った理想的な気圧強制力を用いた実験による応答を図 2 に示
す．応答係数の特徴は理想的な実験による応答と定性的に一致するが，応答ラグは一致しない．対馬，津軽
および宗谷海峡付近では，応答が陸棚波の特徴を示しながら，それぞれ外海の IB 応答領域と接続している．

・考察
一般的に，総観規模の気圧擾乱，特に低気圧は日本海上で発達する．昨年度用いた簡単な 1 次元モデル（図
3）にこの効果を導入すると，最大ラグをとる海域が海盆中央より西偏することがわかった（図 4）．比較の
ため，擾乱の発達を考慮しない昨年度の実験結果を図 5 に示す．海峡の摩擦により，海盆に平均的に作用す
る気圧強制力に対して海盆の平均水位が遅れて応答することがわかる．一方で，気圧変動に対する水位の長
波応答は気圧擾乱の伝播速度に比べてはるかに速く，海盆内での気圧強制力の偏差に対する応答はほぼ静力
学的であると考えられる．すなわち，海盆内の non-IB 成分は空間的に一様であると仮定できる．図 6 は，擾
乱を発達させた実験における，海盆の西側と東側の各 1 点における水位および気圧変動の時系列である．気
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圧変動に対し水位変動は遅れて応答しており，時刻ごとで non-IB 成分はほぼ一様である．空間的に一様な
non-IB 成分は，海盆西側の振幅が小さな擾乱に対して相対的に大きく影響するので，擾乱の振幅が小さい海
盆西側では，振幅が大きい東側に比べて，気圧と水位両者のラグが相対的に大きく検出されると考えられる．

・まとめ
総観規模の気圧擾乱に対する日本海水位の応答は，擾乱が発達しながら東進することに起因する 1 次元的
な構造をもつことがわかった．場所によって異なる応答を考慮することにより，日本海内部および海峡域を
含めた領域で，潮位や衛星高度計の資料から気圧変動に関係する成分を効率的に除去することができると期
待される．これらの成果は 2005 年の 13th PAMS/JECSS meeting や日本海洋学会秋季大会等で発表された．

図 1： ECMWF データに基づく気圧強制力によって駆動
された水位を気圧変動に回帰させて求めた応答の分布．
（a）応答係数．
（b）応答ラグ．
（a）と（b）がそれぞれ
1.0 cm/hPa，0 hour のとき IB 応答となる．

図 3： 1 次元モデルで設定した海底
地形．1000 km の幅をもつ海盆の
両側に浅い海峡を付けた．両海峡
の外側にそれぞれ 10000 km の幅
をもつバッファ領域を取り付けて
いる（図には示さず）
．東進する気
圧擾乱を強制力として与えた．

図 2： 東進する理想的な気圧強制力（東西波長 4000 km，
周期 6 日，振幅 5 hPa）に対する水位の応答．(a) 応答
係数，(b) 応答ラグ．

図 4： 1 次元モデルによる，海盆内
で発達する擾乱に対する応答．振
幅は海盆内で 2.5 hPa から 7.5 hPa
まで線形に増加させた．縦の点線
は海峡部を示す（図 3 参照）．（a）
応答係数．（b）応答ラグ．

図 5： 1 次元モデルによる，一定振
幅（5 hPa）の擾乱に対する応答．

図 6： 海盆内で発達する気圧擾乱（×（−1）；実線）および応答する水位（破線）の時系列の例．
（a）海盆西側．（b）海
盆東側．
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海洋短波レーダーによる日本沿岸海況監視システムの開発
琉球大学工学部

藤井 智史

海洋表層流動場や波浪を従来の観測装置に比して高い時空間分解能で計測できる海洋レーダーは、
沿岸域における海洋現象解明やその予測に有効な観測手段といえる。日本国内において、研究機関を
中心にその開発や導入が進んできているところであるが、近年さらに港湾関係などの現業部門にも導
入されるようになってきた。沿岸海況監視システムとして海洋短波レーダーの開発や利用を進めるに
あたり、各機関における研究開発の状況、技術開発にかかる問題点、観測結果などを発表し、計測精
度や解析手法の改善点、技術応用の可能性を議論することを目的に、海洋レーダーに関連する機関の
研究者が一堂に会する研究集会を昨年度に引き続き開催した。
研究集会は、平成 18 年 1 月 18 日午後（13:00〜18:00）、1 月 19 日午前及び午後（9:00〜14:30）、
応用力学研究所力学シミュレーション研究センター棟 W601 室にて開催された。研究集会では、まず
主に観測技術・解析手法に関する話題、引き続き各観測海域で取得されたデータの解析に関する話題
が提供された。
まず、琉球大学理学部の久木から、昨年に引き続き、一基の海洋レーダーのスペクトルデータから
波浪方向スペクトルを推定する方法の発表があった。沖縄本島東方沖の観測例に関して、モデル計算
との比較を行った。
次に、情報通信研究機構の灘井は、海洋レーダーで得られるスペクトルデータにおいて、WaveCurrent Interaction を考慮した海面散乱断面積や視線流速場についてのシミュレーションを行い、一
次散乱ピークの広がりに関する考察を行った。
国際航業の泉による発表では、海洋レーダーの津波監視の可能性について議論された。海洋レーダ
ーの二次元流速場の観測から波高を逆推定した際の精度を過去の地震における津波シミュレーション
から検証し、津波監視のための観測時間間隔などのレーダーの技術要件などに触れた。
スリーエス・オーシャンネットワークの勝呂からも、CODAR 社の Sea Sonde レーダーのデータか
らの津波情報抽出に関する手法についての紹介があった。先の発表と同様に、一昨年のインドネシア
沖地震による大津波発生が契機となり、海表面に関して流速場や波浪が二次元面として観測できる海
洋レーダーの応用の一つとしての津波観測に大きな期待が寄せられており、今後の技術開発が期待さ
れる。
北海道大学低温科学研究所の江淵から、宗谷海峡から北海道オホーツク海沿岸にかけて設置された
レーダーの観測も 3 年目に入り、その結果について漂流ブイ、底面設置流速計などとの比較がされ、
流速構造の季節変動が可能になってきたと報告された。ただ、データ取得率が特定の方向で 50％を下
回るレーダー局もあるという問題点も指摘された。
朝日航洋の岩松は、北海道大学大学院水産科学研究科との共同で実施された津軽海峡における
42MHz レーダーでの観測について発表した。レーダー局からのセンター局へのデータリンクに無線Ｌ
ＡＮを使用したり、無人観測のために発電機を導入するという実際の観測現場の実情が報告された。
海上保安大学校の寄高は、海上保安庁が八丈島と野島崎に設置した長距離レーダーについて、アン
テナパターンを修正して再計算することにより、ＡＤＰＣとの比較結果がＲＭＳで 30cm/s から
10cm/s まで改善されたと報告した。また、流速の鉛直プロファイルとの関係についての考察も行われ
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た。
海上保安庁海洋情報部の林王は、海上保安庁が大島と荒崎に設置の相模湾観測用レーダーの状況に
ついて報告した。船舶搭載ＡＤＣＰとの比較観測の結果については、相関値が 0.7 程度のやや悪い値が
見られた。これは、アンテナ設置場所が建造物などの陰になっており、レーダー観測にとって不利な
環境であることが関係していると考えられる。
大阪大学基礎工学部の宮本は、大阪湾における観測に対して河川流出や風の影響について論じた。
河川出水時には、湾奥にて 40cm/s を越える流速を観測され、風の影響も受けることが確認された。ま
た、台風の通過・上陸時のデータから二次散乱の明瞭化、ＳＮ比の低下による観測距離の低減などの
現象を実際のデータを用いて解説した。
電力中央研究所の坪野は、大阪湾における観測において東西方向の流速場が不連続となる領域が発
生することと、その流速分布が岸に沿って西方向の伝播する様子を詳細に示した。この解析から、ゴ
ミ等の浮遊物の集積過程などの解明に役立つと考えられる。
九州大学応用力学研究所の吉川の発表では、対馬海峡部に設置したタイプ（方位データの取得法、
使用周波数）の異なるレーダー間での測定差を検証した。海面係留のＡＤＣＰとの比較観測により、
特定のレーダー局の精度不良があることが指摘された。
国土技術政策総合研究所の日向は、2005 年 1 月から実施している有明海湾奥を対象とした観測にお
いて、ＡＤＣＰや風向風速データ、河川流量との比較を行った。同様に、２００５年秋より有明海に
て観測している電力中央研究所の坂井からも速報データが発表された。ともに、現在社会的にも関心
が高い、諫早湾口から有明海奥にかけて観測域となっており、今後の解析により、海洋レーダーの広
域観測生を生かした流動構造や変動パターンの把握、メカニズムの解析などに生かされることが期待
される。
産業総合研究所の長尾は、同所で開発した自由浮上型微細構造測定装置による塩分、温度、垂直シ
ェアの観測と情報通信研究機構の 24MHz レーダーによる表層流動観測の結果とを総合的に解析し、石
垣島北方海域での表層水塊構造の解明を目指した。これは、石西礁湖におけるサンゴ礁の育成環境に
影響する、外洋からの物質輸送や熱輸送を解明するのに役立つと考えられる。
九州大学大学院総理工研究科の渡慶次は、情報通信研究機構の遠距離海洋レーダーの結果と衛星高
度計から得られる地衡流速との比較を行った。高度計データからの内挿された格子点データとの比較
においては、レーダーから近距離の海域では現象の空間スケールが小さくなることから平滑化の影響
があることがわかった。衛星軌道沿いでの比較からは、海洋レーダーのデータを 3 日間平均すること
により非地衡流成分が除去されるという結果になった。
今回の研究集会は、講演件数が１５件と過去最高となった。これは、海洋レーダーの導入が進み、
多くの機関にてデータ利用が行われてきたことに加え、研究そのものが進展し成果として他の研究者
との議論が行える段階に達する内容が多くなったことによると考えられる。しかしながら、まだ沿岸
海洋物理現象の解明の基本的観測データとして利用したり、シミュレーション計算への同化データと
いった高度利用に至っているという段階ではなく、今後研究がさらに必要と考えられる。海洋レーダ
ーによる海況監視システム構築に向けて、来年度以降も研究連携や議論の場となる研究集会開催が望
まれる。
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潮流発電用ジャイロミル形水車の流力特性に関する実験的研究
九州大学大学院総合理工学研究院

経塚雄策

目的
地球温暖化対策として、我が国においても環境負荷の軽減、エネルギー効率の向上があらゆる分野に
求められている。日本としては、1990 年比で６％のCO2削減という目標達成を図るために環境負荷低減
の一層の促進が急務となっている。そこで、生活レベルを維持しつつエネルギー消費量を低減するため
には、自然エネルギー利用を図ることが肝要である。自然エネルギー利用については、特に、風力発電
や太陽光発電の実用化が進んでいる。しかし、潮流・海流エネルギーは、エネルギー賦存量としては風
力エネルギーとほぼ同等であるにも拘わらず、基礎的な研究の段階で実用化まで至っていない。回収可
能なエネルギーについて原理的にみても、水の密度は、空気の密度の約 800 倍であり、流体の速度は、
風は潮流の高々７倍から８倍といったところである。したがって、風車及び水車の掃過面積が同じであ
れば、風力発電より回収可能エネルギーは大きい。本研究では潮流、海流エネルギーを利用した発電シ
ステムの実用化を目指して水車の劉流力特性について調査した。

実験装置および実験方法
実験は九州大学応用力学研究所の回流水槽（幅 1.5m、深さ 1m）
において行った。図 1 は、回流水槽内における写真であり、模型
は直径 0.6m、スパン長 0.6m の 3 翼のジャイロミル式水車を用い
た。翼断面は図２のように、翼弦長が 0.08m の NACA0018（以
後、対称翼）と翼弦長を 0.1m とし、円弧キャンバーをつけたも
の（以後、円弧翼）の 2 種類を用いた。実験は、回流水槽の流れ
の中で電動モーターにより水車を強制回転させ、その時に水車が
発生するトルクを計測した。流速は 0.5m/sec から 1.0m/sec まで
0.1m/sec 間隔で変化させた。各流速で水車の回転数 n[rpm]を上
げていき、水車の平均トルク Q[N・m]を計測する。回転数を
図１

ω (rad/s)とするとトルク係数( C Q )およびパワー係数( C P )は
10

次式で与えられる。
CQ =

Q

, CP =

0

Qω

0

0.5ρU 3 A

-10

翼の取り付け角を 0°、±5°、±10°とし、0°と 5°に

20

0.5 ρU 2 rA

実験模型写真

ついては、回転数を周速比[ λ = Rω / U ]が 0、1.0、1.5、2.0、
2.5、3.0 となるようにして各周速比でのトルク Q[N・m]の
変動を計測した。この計測は対称翼、円弧翼ともに水車翼数
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図２

直線翼(NACA0018)と円弧翼

が 1 枚と 3 枚の場合で行った。
実験結果
図３は、横軸に翼の角度、縦軸に水車のトルクをとり、周速比による違いを比較した。角度の定義は、
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流れの最下流が 0°、最上流が 180°である。3 翼なので３周期分の波形となる。波形の変化から λ が大
きくなると最大トルク発生角度が大きくなることが分かる。 λ = 2 が一番大きなトルクを発生している。

λ = 0 では翼は静止しており、その場合のトルクは起動トルクと呼ばれており、ジャイロミル式水車では
重要な意味を持つ。1 翼が、約 30°のところでゼロあるいは負のトルクとなっているので自己起動には
問題があることが分かる。
図４は、対称翼の取り付け角度によるパワー係

直線翼 aa0° 1.0m/sec

数を比較したものである。この結果から、取り付

λ：0

λ：1.0

90

120

λ：1.5

λ：2.0

λ：2.5

λ：3.0

12

け角は 5°が最も良く、最高効率は λ = 2.3 におい

10

て 40％を超えることが分る。
トルク（N・m）

8

図 5 は、取り付け角 5°の円弧翼のパワー係数に
ついて、一様流速による影響を比較したもので、

6
4
2

流速とともにパワー係数が大きくなる結果となっ

0

た。つまり、レイノルズ数が大きくなると性能が
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上がると考えられる。ただし、水路幅 1.5m の回流
図３

水槽において、直径 0.6m の水車を高速回転させる

周速比によるトルクの時間波形

ときのブロッケージによる影響も考えられるの
で今後の検討が必要である。

直線翼 一様流速 1.0m/sec
aa 0°
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aa -10°

0.45
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まとめ

0.35

ジャイロミル式水車は、翼の揚力を利用する
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Ｃｐ

がそのメカニズムは複雑で不明なことが多いが、
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この実験を通して、いくつかのことが明らかと
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なった。
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・対称翼、円弧翼共に取り付け角 5°の時、最大

図４

翼取り付け角によるパワー係数の比較（対称翼）

効率となった。
・最大効率は円弧翼で約４３％であった。
円弧翼 aa 5°

・周速比が大きくなるとトルク変動の振幅が小
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さくなる。
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流速変化によるパワー係数（円弧翼、取り付け角 5°）

可変ベクトルプロペラを用いた自律海中ロボットの運動制御に関する研究
佐世保工業高等専門学校電気電子工学科
１．目的

長嶋

豊

３．AUV システム構成

本研究は海洋環境計測や水産資源調査，藻場観察等

新たに設計製作した AUV の外形寸法は全長 85（cm），

を日常的に少人数で行えるような，小型，軽量，コン

全幅 33（cm）
，総重量 60（kg）の円筒太胴型で，最大

パクトな自律型海中ロボット（Autonomous Underwater

潜航深度は 50（m）である．可変翼の取付け角度、翼

Vehicle 以下 AUV と略す）の開発を目的としてきた。し

アスペクト比の向上、5(mm)のエンドプレートを取り付

かし、ニーズ調査の結果、ミッション中の海中状況を

けて推力向上を図った．新開発コントローラではマイ

リアルタイムにモニタできることが必須条件で有るこ

クロプロセッサを 1 個に絞り、コンパクト化を実現し

とが判明した。一方、AUV では情報伝送に超音波しか使

た。図２に自律型海中ロボットと水中撮影用カメラを

用できず、浅海域での動画像伝送は、処理時間やマル

格納する耐圧容器を搭載した外観写真を示す。

チパスの影響等から困難である。本年度は、AUV の自律
性能向上と並行して、光ファイバを用いた細径ケーブ
ル 式 無 人 潜 水 機 （ Untethered Remotely Operated
Vehicle 以下 UROV と略す）とのハイブリッド化につい
ても検討した。遠隔制御、AUV 内センサの遠隔モニタリ
ング、動画像伝送を実現するシステム作りにも取組ん
だ。

２．AUV の制御方式
図２

自律化のための自動制御方式にはＰＩＤ制御とファ

水中撮影用カメラを搭載した AUV

ジィ制御を適用した。ＰＩＤ方式では下記の位置形ア

４．UROV システム構成

ルゴリズムを差分方程式で近似したモデルを使用した。

本 UROV では母船と直結せずに、海上のブイと光ファ

n
M = ( 100 / PB ){ En + 1 / Ti ∑ Ei Δ T + Td ( En − Em ) / Δ T }
i=0

イバで接続し、ブイと支援母船間は電波を使用して制

但し，M(操作量)，PB(比例帯)，En(現在の偏差)，

御系、映像系、センサデータ系情報を伝送する方式と

Ti(積分時間)，Ei(ｉ番目の偏差)，Td(微分時間)，

し、UROV の行動範囲の向上をめざした。図３に制御系

Em(ｎ-１番目の偏差)，ΔT(サンプリング時間)

情報伝送ブロック図を示す。

一方，ファジィ制御では，主観的なあいまいさを定
量化するファジィ理論に基づきアルゴリズム化したも
ので、ルール数５６個，前件部メンバシップ関数３角
形，後件部シングルトン，ファジィ推論は Min-Max 法
を使用した．ファジィ制御ブロック図を図１に示す。
目標値
目標値との誤差

ファジイ推論

前件部１

測定値

後件部
測定値の変化量

デファジイ化

前件部２

一つ前の
測定値

図３

モータ制御部

図１

ファジィ制御ブロック図
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制御系情報伝送ブロック図

５．実験方法
ＰＩＤ制御方式では，可変ベクトルプロペラのモデ
ル化が困難であるため，各パラメータは自律航行実験
を通して決定した．ファジィ制御方式ではルールを細
かく工夫し，前回センサデータとの誤差及びその変化

(着底時)

率を改善、プログラム化することで滑らかな航行を目

（海底撮影）
図６

指した．UROV 方式の実海域実験では、UROV で撮影され

実海域実験映像

た映像を見ながら操縦する実験を行なった。

（４）リモートモニタリング機能

６．実験結果及び考察

UROV 内の方位データ及びブイ内に搭載した GPS レシ
ーバデータをモニタする機能の試作を行なった。受信

（１）PID 制御による深度自律航行
実海域で行った自律航行実験の深度特性を図４に示

側パソコンでは Visual Basic を用いて、図７のように

す。目標深度に到達する前に次の目標深度に移行して

表示した。一方、映像とセンサ信号は同一光ファイバ

おり、AUV の速度不足や、南西の風５[m]が吹いていた

で伝送できるようなＴＤＭ方式の E/O コンバータを使

こと、潮流などの自然の要因が作用した為だと考えら

用した。ブイから支援母船への映像無線伝送にはダイ

れる。

バーシティ方式の受信器を使用することで比較的明瞭
な映像を得ることができた。
測定値
目標値

150
深度[cm]

100

目標値

50
0

目標値45[cm]

-50
0

24

48

72
96
時間[sec]

120

144

（a）GPS データ

（b）電子コンパスデータ

図７ リモートモニタリング画面
図４

PID 制御方式による深度特性

７．結論

（２）ファジィ制御による深度自律航行

自律型海中ロボットの PID 制御とファジィ制御の改

水槽でのファジィ制御時の深度特性を図５に示す。

善を行った。水中映像をモ ニタしながら操縦可能 な

外乱もなく目標方位を追随して航行できた。

深度[cm]

UROV システムの構築を行なった。AUV と UROV とのハイ
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20 0
-40

ブリッド化をめざした機能についても検討を行なった。

目標値135[cm]

測定値
目標値

今後の課題としては、新 AUV の性能評価を通して自律
航行用各種パラメータの調整・改善を行い，実海域で

目標値45[cm]

27

54

81

の藻場観察や海洋環境計測を通して総合性能評価・改
108

135

善を行うことである．

時間[sec]

最後に，本研究を推進するにあたり，九州大学応用
図５

力学研究所の小寺山亘教授及び中村昌彦助教授には有

ファジィ制御による深度特性

益なご助言やご指導を頂きました，深く感謝いたしま
す。

（３）水中考古学発掘現場での UROV 試験運用
長崎県五島列島小値賀島前方湾、水深１２ｍでの水
中考古学調査現場に UROV を使用したときの写真を図６

８．研究成果報告

に示す。映像のみに頼る操縦だけでは不安があるので、

[1]長嶋豊：浅海域調査用コンパクトな自律型海中ロボ

UROV の方位、深度、ソナーデータ等も同時にモニタで

ットの開発、長崎先端技術開発協議会 NO.22 先端技

きる機能が重要であることがわかった。

術研究成果報告書、pp.29-35、平成 17 年 7 月 12 日
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[2]長嶋豊：底質調査用多機能水中ロボットの開発、長
崎県知的構造システム技術研究会講演、平成 17 年 7
月 19 日
[3]Development of a Compact Autonomous Underwater
Vehicle for Shallow Water Work, ISARC 2006
へ投稿予定、平成 18 年 2 月 28 日

９．研究組織
・研究代表者：長嶋

豊,佐世保工業高等専門学校
電気電子工学科教授

・所内世話人：中村昌彦,九州大学応用力学研究所
助教授
・研究協力者：小寺山亘,九州大学応用力学研所教授
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海洋大循環の力学研究、とくに中深層循環におよぼす海岸･海底地形の影響に関する研究
気象研究所 海洋研究部 石崎 廣
1.目的
本研究では理論、シミュレーション、観測の各方面に携わるメンバーが集まり、海洋大循環、とくに中深層循
環を中心に最新の知見をまとめ、情報を交換し、今後の展望を得ることを目的とする。海洋の中深層循環は本質
的に海底地形の影響を強く受け、また、流れが微弱であることから、渦による混合過程も重要である。さらに中
層においては大気との接触なしに異種水塊同士で新水塊が形成され得る。
本年度はこれらの効果について調べた。
２．研究手法
各メンバーが観測結果、概念模型、数値計算等を用いて以下のそれぞれの課題について研究を行った。年２回
の海洋学会の他、年１回の研究打合せ集会において討論のための十分な時間をとり、各課題で得られた知見をま
とめ、情報交換することによって有効に研究を進めた。
（１）海の流れと地球環境
増田 章（九大応力研）
（２）全球海洋モデルに見られる南半球高緯度の熱塩振動
平原幹俊（気象研）
（３）中深層の観測で検出された強い季節変動シグナル
細田滋毅（JAMSTEC）
（４）２層モデルで説明する北太平洋塩分極小の形成機構
蓮沼啓一（海洋総合研究所）
（５）混乱水域の水の起源
蓮沼啓一（海洋総合研究所）
（６）ROFI の力学 −慣性不安定によるバルーニングと潮流による安定化−
磯辺篤彦（九大総理工）
（７）プリミティブ方程式系モデルによる西岸境界流の再循環セル、特に南北非対称について
水田元太（北大地球環境）
（８）高解像度モデルの結果を用いた、form drag などの渦の効果の見積もり
中野英之（気象研）
（９）高解像度モデルによる西岸境界流近傍での層厚フラックス
石崎 廣（気象研）
（１０）流軸変動による層内体積輸送の仕組みとその表現
増田 章（九大応力研）
３．結果と考察
（１）は一般市民向けに行われた講演を基にして、地球環境における海洋の役割、中深層を含む地球規模の海
洋循環の概観、海洋循環の基本力学の概要等について専門家以外に分かり易く説明することの方法論について議
論した。特に、基本力学について、専門家には当然と思われる知識の前提条件に立ち戻って整理し直し、地球流
体現象における基礎的物理要因でありながら直感的に説明しにくいものを如何に分かり易く解釈し説明していく
かについての解説が行われた。
（２）と（３）は中深層での周期的な変動性を扱ったものである。
（２）は全球海洋モデルに生じる南半球高
緯度での十数年周期の自励的熱塩振動を解析したものである。南北循環が強いとき表層で低緯度から高緯度への
低塩分水輸送が極大となり、成層強化・対流抑制が生じる。その結果、海面冷却が極小となり、南北循環は弱く
なる。さらに冷却が続くと成層が不安定化し深い対流が発生する。これによって海面冷却は極大となり深層水が
多く形成され南北循環が再び強くなる。このような熱塩振動の強さは層厚拡散係数に影響されるが、南極周極流
の流量の適切な表現と相まって決められなければならない。現実の現象との対応付けが待たれる。一方、
（３）
はアルゴフロートの観測により、水温躍層より下に存在する強い水温･塩分の季節変動性を捉えたものである。太
平洋の 10°N 線に沿った水温偏差の時系列から、1000db において傾圧第一モードのロスビー波と推察される季
節変動シグナルの西方伝播が示された（図１）
。振幅は 0.2‐0.5℃程度で統計的に有意であり、水塊変動はほと
んど伴わない。中深層データの長期変動解析においても季節変動性を考慮すべきことが示唆された。
（４）と（５）は北太平洋中層の塩分極小形成機構に関して、観測とモデル計算の解析から、塩分極小の本質
が上下に重なる 2 層の水塊（上層の黒潮水と下層の親潮水）の境界であるという解釈を裏付けたものである。
144°E 線での 3 点における密度−塩分分布図（図２）は、親潮水（左線）
、黒潮水（右線）
、及び上部黒潮水と
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下部親潮水の重なり（中央線）を示す。黒潮水から親潮水への急激な遷移により遷移層の下端が塩分極小として
見えるが、あくまで 2 層で構成され中層水と呼ぶべき水は存在しないことを示す。
（５）ではモデル結果を使っ
て、前線間帯（黒潮前線と親潮前線の間）においた粒子の時間的逆追跡により水塊の起源を求めた。前線間帯の
表層水は本州南岸の黒潮の密度躍層から来ているが、親潮水の大部分は親潮前線に沿って東へ流れ去り、前線間
帯に侵入するものはわずかである。こうした結果は、塩分極小が中層水という水塊を意味しないことを示唆する｡

図 2 144°に沿う
3 点でのσθに対す
る塩分の鉛直構造。
左線：42°N
中央線：37°40ʼN
右線：37°20ʼN

図１ 10°N，1000db における水温偏差時系列
（単位は℃）
。横軸：経度、縦軸：時間。
（６）から（８）は海洋の力学に関する内容であった。
（６）での ROFI とは”Region Of Freshwater Influence”
の略であり、海洋に放出された河川水の河口近傍での塊（バルジ）の成長（バルーニング）を数値モデルで扱っ
ている。バルジ内で慣性不安定を長く経験した粒子は流速の方向性を失いバルジ内に留まり易くなりバルジが成
長する。一方、これに潮汐効果を加えると、沖方向へのバルジの成長が制限されて境界流の淡水輸送が増加し、
現実的状態となった。
（７）は黒潮続流のような東向きの流れの南北に形成される再循環セルの形成機構をプリ
ミティブ方程式系モデルで調べた。
与えた流れは南北対称であるのに再循環セルは北が強い南北非対称となる
（準
地衡流モデルでは生じない）
。時間発展を見ると、傾圧不安定によって生じた渦は低気圧性の方が高気圧性のもの
より強く、不安定波の砕波によるレイノルズ応力によって北側に強い再循環が形成される。
（８）では、海洋で
の渦活動の見積もりにおける３次元 Transformed Eulerian Mean の枠組みに用いられる仮定の妥当性を調べる
ために高解像度北太平洋モデル結果を解析した。渦位フラックスは必ずしも平均渦位の高い所から低い所へ向か
ず、向くという仮定は成立しない。渦の残差流を渦度の形で見積もると、亜寒帯・亜熱帯の密度面の傾きを平ら
にしようとし、黒潮続流域では上層減速、下層加速の form drag の効果となる。
（９）と（１０）は西岸境界流の強流帯近傍での流軸方向の渦成層厚輸送について、それぞれモデル結果の解
析による実態把握とその理論的解釈を示したものである。
（９）では黒潮･親潮･アラスカ海流すべてに共通して
強流帯主流の右側に逆行する、また左側には順行する層内渦成体積輸送が見られる。
（１０）ではこれを流軸変
動模型として解釈する。すなわち、主流を横切る方向に層厚は単調増加、流速は山形の分布形を持ち、オイラー
的に見た場合、流軸が揺れることによりそれらの相関が生じ、前述のような渦成体積輸送として現れる。さらに
流れの幅が流軸の変動幅に比べて小さい場合と大きい場合に分けて詳細な解析解が求められている。
４．まとめと今後の展望
（１）は一般講演の方法論として有益であった。
（２，３）に対しては今後の観測の集積が期待される。中層
塩分極小の形成論（４，５）は今後も研究が続けられるが、図 2 の中央線のような重なりをモデルで表現するた
めには鉛直高解像度のモデル実験が望まれる。
（６）では河川水流入を含む沿岸域のモデリングでは潮汐効果を
含むことの重要性が強調される。
（７）では準地衡流方程式系とプリミティブ方程式系の相違が明らかとなった。
（８）では渦による form drag の効果が確認された。form drag の直接計算との対応が望まれる。
（９）に対して
は（１０）で提起された種々の問題に対応する詳細なモデルデータ解析が望まれる。
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風レンズ風車に最適な翼形状の設計に関する研究
（研究代表） 九州大学工学研究院 機械科学部門 古川 雅人

目的
風レンズ風車（つば付きディフューザ風車）の発電性能はその風車翼の空力特性に大きく依存する．選
択した風車翼断面の空力特性（楊力―抗力特性）がすぐれていれば，集風装置としてのつば付きディフュ
ーザを取り付けた風レンズ風車は飛躍的に発電性能が向上する．したがって風レンズ風車としてどのよう
な翼断面の風車翼を選択するかが重要な問題となる．我々のグループでは過去，NACA 翼、MEL 翼とその空
力性能を試験してきたが，更にすぐれた空力性能を有する翼断面形状を追求したい．そのために簡易理論
に基づく翼設計と，これを基に試作した新翼の風洞試験を行う．

１．はじめに

に集風体モデルの概観図を示す．ロングタイプ集風

近年，エネルギー・地球環境問題の顕在化に伴っ

体の方は，スロート部直径が D=720(mm)で，コン

て，環境負荷の小さな発電システムとして風力発電

パクト集風体の方は，スロート部直径が

の導入が世界各国で活発化している．九州大学の風

D=1020(mm)である．また，風車翼モデルには，風

レンズ研究グループによって開発された風レンズ

車負荷をΦ=0.48~0.70 まで変化させることのでき

風車もこの一翼を担うべく，全国各地で 500W 機が

るロータ径 D=700(mm)の風車翼と，風車負荷をΦ

すでに運転中である．風レンズ風車は現在，より大

=0.81~1.20 まで変化させることのできるロータ径

発電量の 1kW 機・3kW 機・10kW 機が製作段階(予

D=1000(mm)の風車翼を設計した．Fig.2 に風車翼モ

定)に入っており，大型サイズの風車への風レンズ

デル概観図を示す．

体の適用が現実化しようとしている．しかし，風レ
ンズ風車の大型化は，集風体の構造重量と，集風体
への風荷重の問題から，ロータ径を大きくする毎に，
集風体をよりコンパクトにする必要がある．また，
集風体の形状が変わった風レンズ風車は，その特性
が変化してしまうことも問題である．本研究では，
集風体断面・集風体長さ・鍔高さ・風車負荷の 4

ロングタイプ

コンパクトタイプ

つのパラメータに着目し，形状が変わるたびに性能

(D=720mm，Lt=1.47D)

(D=1020mm，
Lt=0.100D~0.371D)

の変化する風レンズ風車の特性，特にコンパクト風
レンズ風車の特性を解明し，風レンズ風車の最適要

Fig.1

集風体モデル概観図

Fig.2

風車翼モデル概観図

素設計に関する研究を行う．

２．風洞実験模型
集風体長さの異なる集風体モデルを使用し，ロン
グタイプ集風体とコンパクト集風体を用いた場合
の風レンズ風車の空力特性の違いを調べる．Fig.1
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３．集風加速率と負荷係数

1

Fig.3 はロングタイプ集風体(鍔高さ h=0.50D)と，

0.8

風車負荷Φ=0.48~0.70 で風車出力測定を行った結

0.7

果である．風車単体では，風車負荷が小さくなるほ

0.6
0.5

Cw

ど出力が下がっていくのに対し，風レンズ風車では，

with diffuser ∆γ=0°
with diffuser ∆γ=-2°
with diffuser ∆γ=-4°
blade only ∆γ=0°
blade only ∆γ=-2°
blade only ∆γ=-4°

0.9

0.4

風車負荷が小さくなるほど出力は上がった．Table

0.3

1 に出力の最大値を示す．中でも，Φ=0.48 時の風

0.2
0.1

車単体の出力から風レンズ風車の出力の伸びは実

0
0

に 6 倍である．
Fig.4 は，コンパクト集風体(集風体長さLt=0.100D，

1

2

3

4

λ

5

6

7

8

9

Fig.4 コンパクト風レンズ風車の出力曲線
(集風体長さLt=0.100D ，鍔高さh=0.1D)

鍔高さh=0.10D)と，風車負荷Φ=0.81~1.20 で風車出
力測定を行った結果である．Fig. 4 を見ると非常に
興味深い結果を見ることが分かる．風車単体の出力

風車入力係数は，

はFig.3 と同様の傾向であったが，風レンズ風車は

Cp =

Fig.3 と反対の傾向，すなわち，風車負荷が小さく

( p1 − p2 )Q = C
1
2

ρU 03 A

T

K3

で表すことができる．

なるほど出力は小さくなった．

ただし，CTは，風車の前面・後面の圧力差をその場
1.6

の動圧で正規化したもので，風車負荷係数と呼び，

1.4

ブレードのΦに相当する．流体から見ると風車はエ

1.2

ネルギーを奪う抵抗体であり，風車負荷係数は，こ

Cw

1

の抵抗の大きさを評価する．
with diffuser ∆γ=0°
with diffuser ∆γ=+2
with diffuser ∆γ=+4°
with diffuser ∆γ=+6°
blade only ∆γ=0°
blade only ∆γ=+2°
blade only ∆γ=+4°

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5
λ

6

7

8

9

10

CT =

P1 − P2
2
1
2 ρ u x1

また，K は，風車を通過する流速を近寄り風速で正
規化したもので，加速率と呼ぶ．加速率は，風車を
通過する流速を評価する．

Fig.3 ロングタイプ風レンズ風車の出力曲線

K=

(集風体長さLt=1.47D，鍔高さh=0.5D)

u x1
U0

風車入力係数は，風車負荷係数と加速率の 3 乗の積
で評価することができるが，この 2 つの係数は相反
する係数である．すなわち，一方の係数を大きくす

Table 1
Φ=0.48

Φ=0.58

Φ=0.70

れば，必ず，もう一方の係数は小さくなってしまう．

風車単体の出力

0.229

0.253

0.289

風車入力係数，すなわち風車出力を大きくするため

風レンズ風車の出力

1.381

1.368

1.351

には，この 2 つの係数のうち，どちらを優先させる

出力倍増

6.0倍

5.4倍

4.7倍

かが重要である．
集風体長さが長い場合は，風車負荷を小さくし，
集風加速率Kを優先させ，集風体長さが短いときは
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集風加速率Kがあまり見込めないため，風車負荷係

1.1

数CTを優先させる方が良いということがわかった．
1

４．コンパクト風レンズ風車の空力特性
ロングタイプの集風体とコンパクトタイプの集

CWmax

0.9

0.8

風体の違いは前節で述べた．本節では，コンパクト
タイプの集風体でも，上述のような空力特性の違い

0.7

が現れるかどうかを検討した．
集風体長さがLt=0.371D(ⅲタイプ)，Lt=0.221D(ⅱ

0.6
0.8

タイプ)，Lt=0.137D(ⅰタイプ)，Lt =0.100D(0 タイプ)

0.9

1

Φ

1.1

1.2

1.3

Lt=0.371D(h=0.05D)
Lt=0.371D(h=0.10D)
Lt=0.371D(h=0.15D)
Lt=0.371D(h=0.20D)
Lt=0.221D(h=0.05D)
Lt=0.221D(h=0.10D)
Lt=0.221D(h=0.15D)
Lt=0.221D(h=0.20D)
Lt=0.137D(h=0.05D)
Lt=0.137D(h=0.10D)
Lt=0.137D(h=0.15D)
Lt=0.137D(h=0.20D)
Lt=0.100D(h=0.05D)
Lt=0.100D(h=0.10D)
Lt=0.100D(h=0.15D)
Lt=0.100D(h=0.20D)

Fig.5：集風体長さ・風車負荷・鍔高さの関係

のコンパクト風レンズ風車それぞれの鍔高さ
(h=0.05D~0.20D)，風車負荷(Φ=0.81~1.20)における
風車出力係数の最大値CWmaxを比較することで，集
風体長さ・風車負荷・鍔高さの関係を検討する．こ

５．研究成果
● 原 和雄，井上雅弘，古川雅人：ミニチャンネル

の結果をFig.5 に示す．Fig.5 を見ると，集風体の長
さが最も長いLt=0.371Dでは，鍔高さが低い時は，

●

風車負荷は小さい方が良く，鍔高さが高くても，風
車負荷は大きすぎない方が良い．集風体の長さが
Lt=0.221Dの鍔高さと風車負荷の関係は非常に興味
深く，鍔高さh=0.05D~0.10Dでは，Lt=0.371D同様，
風車負荷は小さい方が良いのだが，鍔高さ

●

h=0.15D~0.20Dでは，風車負荷が大きい方が良い．
集風体の長さがLt=0.137Dでは，鍔高さh=0.05Dでは

●

風車負荷は大きすぎない方がいいものの，鍔高さ
h=0.10D~0.20Dでは，風車負荷は大きい方が良い．
集風体の長さがLt=0.100Dにおいては，どの鍔高さ
にもよらず，風車負荷は大きい方が良く，図の曲線
の傾向から，風車負荷をさらに上げても出力は伸び
ることが予想できる．以上より，コンパクト風レン
ズ風車でも，その集風体長さや鍔高さにより，適切
な風車負荷を選択しなければ，高出力を達成するこ
とができないことが分かる．風車負荷によって出力
があまり変化しない場合は，風車の起動特性向上の
ために，風車負荷は小さくする方が良い．
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●

気体冷却における熱伝達，日本機械学会論文集(B
編)第 71 巻，第 704 号，pp.1005-1010(2005)
Kazuo HARA, Masato FURUKAWA, Naoki
AKIHIRO ： Experimental Investigation of Heat
Transfer in Square and Circular Minichannel Air
Flow Wide Range of Pressure Ratio”, Proceedings of
the 3rd International Conference on Microchannels
and Minichannels, Paper No. ICMM2005-75184
(2005)
長谷川将，大屋裕二，烏谷 隆，渡辺公彦：大型
化を目指した風レンズ風車の開発，流体力学会年
会 CD-ROM 集，論文番号 AM05-15-005(2005)
長谷川将，大屋裕二，烏谷 隆，渡辺公彦：超コ
ンパクトな集風体を用いた風レンズ風車の開発，
日本航空宇宙学会西部支部講演会講演集，
133-136(2005)
長谷川将，大屋裕二，烏谷 隆，渡辺公彦：風エ
ネルギーの集中による風力発電の高出力化-第 4
報:超コンパクトな集風体を用いた 1kW ダウンウ
ィンド風レンズ風車の開発-，第 27 回風力エネル
ギー利用シンポジウム講演集，173-176(2005)

６．研究組織
● 代表者：古川 雅人（九州大学工学研究院・機
械科学部門 教授，風車翼の設計に関する研究）
● 烏谷 隆（九州大学応用力学研究所・大気流体
工学分野 助教授，風車翼の風洞試験）
● 世話人：大屋 裕二（九州大学応用力学研究
所・大気流体工学分野 教授，風車翼の風洞試
験）

次世代海中ビークルの開発研究
海洋研究開発機構
山本

郁夫

1. はじめに
地球温暖化の原因究明には、海洋におけるCO2の収支量や溶存量の観測が重要
となる。このCO2の観測が、全地球規模かつ精度良く行えれば、地球温暖化解析
の精度向上に寄与することができる。このような海洋観測を、広い海域で効率
良く行い大量に精度の良い海洋データを取得するためには、自律型無人探査機
が有効な手段である。
また、海洋資源調査においても、海底資源として炭化水素資源、鉱物資源、
生物資源等が注目されており、高運動性を有する調査用潜水機の重要性が増々
高まっている。
さらに、近年、国民生活の安全確保、防災対策、減災のための予測科学の観
点から、地殻構造調査に資する潜水探査機システム＊の開発が必要とされている。
本研究では、海洋環境観測、海洋資源調査等に係る次世代型無人探査機に要
求されるニーズを調査し、潜水機開発法のあるべき姿を構築する。構築したあ
るべき姿に基づき、潜水機モデルの構築と水槽試験による性能検証を行う。併
せて、実機開発への展開に向けた将来開発指針を得ることを目的とする。
＊地殻構造調査用潜水探査機システムに関しては、無人探査機以外の数々の
海洋機器を用いたネットワークシステムであるため、別途研究提案することと
したい。
2. ニーズ調査
海洋環境観測については、海洋広域観測用探査機のニーズとして、米国を中
心にバーチャルモアリングのコンセプトが提唱されている。これは、図 1 に示
すように、探査機が海洋を移動するエルニーニョの回りを一緒に旋回し、あた
かも移動中心に探査機が係留されているかのように航走し（実際にはケーブル
無しの自律型無人探査機）、定域観測を行うコンセプトである。南氷洋定期観測
等にも同じコンセプトが活用できる。このようなバーチャルモアリングのコン
セプトを実現するために長距離航走が可能な無人探査機が必要とされる。
日本での海洋環境観測ニーズとして、国内の海洋気象台（長崎、神戸、舞鶴、
函館）を調査した。結果を表 1 にまとめる。これにより、潜水深度、距離、観
測内容等運用スペックと、海洋機器全般への要望を把握できた。海洋気象台全
体の観測ルートは図 2 に示すようにかなり長距離に渡っており、ケーブル無し
の長距離航走用無人探査機が観測に強く求められている。また、水中グライダー
的要素を取り入れた 3 次元広域観測を行いたいとの強いニーズもあった。
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鉱物資源関係のニーズとしては、
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構、掘
削エンジニアリング会社より、石油掘削用洋上プラットフォーム（図 3）の保守
検査、モニタリング、及び、掘削時の海中作業用に、生物運動型潜水機（魚ロ
ボット）等を開発運用したいとの大きなニーズがあった。

エルニーニョ定域観測

南氷洋定期観測

図 1 バーチャルモアリングのコンセプト

図 2 海洋気象台の観測ルート
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表1
海洋
気象台

観測領域、観
測の地域

長崎

東シナ海
対馬海峡
太平洋（日本
西岸）

神戸

太平洋（赤道
まで）
瀬戸内海

舞鶴

日本海
三陸沖
オホーツク海

函館

太平洋（日本
東岸）
北海道東南
海域
三陸沖

海洋気象観測の観点からの潜水機へのニーズのまとめ

潜水機に関するニーズ・スペック
●魚ロボット（場を乱さない）
●浅海用小型潜水機：内海（大村湾、
有明海）より始めて外海へ持っていく
●深度： 2000m 以浅(まれに 6000m)
●海中の等温線をトレースするロボット
●長時間航行（連続測定でないとａｕｖ
の意味が無い）
●赤道
●深度： 2000m 以浅（最大 4500ｍ）
●地震計、ADCP の設置回収ロボット
●リアルタイム観測
●日本海固有水の流れの調査
●荒天時の調査に潜水機が有効
●放射能漏れの海中への広がり調査
●深度： 3500ｍ
●港から出て港に帰る機能
●充電に時間がかからない
●回収が簡単であること（観測船のク
レーンは 1 トンまで）
●深度：4000m 最大

その他の海洋探査機への要望

備考

●海洋ブイ（DSP 付、振動翼）が必要
●観測船に揺れない船の機構要
●ペイロード： アルカリ度計、ペーハ計、採水
装置（最低 2 ㍑）
●高位置精度（上下運動型の場合）
●常時海底に潜んでいるロボット

訪問調査日：
2005 年
1 月 19 日

●自走式ドリフティングブイ
●5 ㍑の採水器
●海中での機器トラブルを観測できる装置

訪問調査日：
2005 年
2月3日

●経済水域（EZ）を守りながら調査できる機能
●定置網の中に入った魚を確認できるロボット
●AUV の緯度経度の精緻化が必要。 CTD の
較正の良い方法を構築できないか。

訪問調査日：
2005 年
2月4日

●3 次元広域観測（例：水中グライダー）
●氷の厚みを計測
●深層流の計測機能（数 cm)
●鉛直方向プロファイル計測

訪問調査日
2005 年
3 月 11 日

●測定データの精度維持（海洋観測では機器
の精度と同オーダの計測を行うので、較正が
重要）

その他

図 3 石油掘削用洋上プラットフォーム
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3. 潜水機開発法のあるべき姿
図 4 に本研究にて構築した潜水機開発法のあるべき姿をまとめる。潜水機実
現に至るまでのプロセスは図 4 の左側のフローに示すように、運用スペックに
基づき、機体形状、アクチュエータ、制御、センサー他の仕様を定め、模型を
作成して水槽試験により性能検証し、検証結果のフィードバックを仕様決めに
対して行う。ここで図 4 の右側に示すシミュレーション設計（図中①）とそれ
に基づいた模型作成から流体特性試験、運動制御特性試験（図中②）が重要で
あり、本研究では上記①②のプロセスに焦点を当てて開発を行う。上記プロセ
スにて模型試験まで行えば、改良点を実機建造前の早い段階で発見することが
でき、その後の実機基本設計、詳細設計、製作に至るまでのプロセスの遂行が
スムーズとなる。特に、実機建造後のやり直し（再製作）や大幅改造のリスク
が小さくなり、全体的にリスク最小の開発が実現できる。

図 4 潜水機開発法のあるべき姿
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4. 次世代無人探査機の重要技術課題と打ち手
長期にわたり航走し、広範な海域の観測を確実に実現させるために以下の技
術確立が必要である。
（1）効率の良い航走が可能な探査機設計法と航走制御アルゴリズムの確立
エネルギー効率最小化
（2）故障時のフェールセーフ性を確保する航走システムの確立
損傷許容設計
本課題解決のための打ち手として、上記（1）に対しては、航走時の流体抵抗
と推力減少率低減のための潜水機機体形状の最適化設計、高効率推進器、アク
チュエータ、制御系の開発、上記（2）に対しては、故障時のフェールセーフ性
を確保できる制御システム、翼配置法及び補助アクチュエータの開発が重要で
ある。
本研究での期間内達成可能な目標として、以下の項目を行うこととする。
・航走時の流体抵抗を低減した無人潜水機機体形状・推進器の最適設計法
の確立、アクチュエータ設計及び水槽試験による性能検証
・ひとつのアクチュエータが壊れても、他で安定航走をカバーできるアク
チュエータ構成の検討、フェールセーフ性を確保できる知能化制御アル
ゴリズムの開発と水槽による有効性検証

5. 次世代無人探査機模型の開発
4 章の問題を鑑みて、図 5 に示す機体レイアウト案を作成した。CFD（Computer
Fluid Dynamics）による機体形状最適化、及び、図 6 に示すフェールセーフ性確
保が可能な制御システムをキー技術として開発した。また、図 7 に示すような、
大上下揚力・横力、高運動性確保、接岸・収納がスムーズ、及び、翼破損時の
システムバックアップが容易となる等の特長を有するエックス型ウィング（X
字）を尾翼に採用した。尚、開発した模型では、エックス型ウィングから通常
よく用いられているプラス型ウィング（十字）に配置変更可能なものとし、ど
ちらの形でも航走できる。
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高効率推進器、補助アクチュエータ
機体形状最適化

高効率アクチュエータ、翼配置法

図 5 潜水機機体レイアウト案

フェールセーフ性確保可能な制御システム

図 6 新しい制御システム構成

図 7 エックス型ウィングの特長
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CFD は Renolds Averaged Navier-Stokes 法により流体形状最適化シミュレー
ションを行った。図 8 にシミュレーション結果を示す。図中の左側は、通常用
いられるシリンダ形状の機体であり、図中右側は、表面圧力分布が均一化（図
では同じ色）となるように定めた機体形状である。圧力変動が少ないと流れの
乱れが少なくなり、流体抵抗が最小化できる。
シミュレーション結果に基づき製作した模型の外観図を図 9 に、内観図を図
10 に示す。本模型は、長さ 2.6 m、最大幅 0.5 m、最大高さ 0.4 m で、リチウム
電池、バラストタンク、運動検知センサ、制御装置等内蔵で、ケーブル無しで
の自律航走が可能である。

図 8 CFD シミュレーションによる機体形状最適化設計

図 9 模型外観図
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図 10 模型内観図

また、本模型製作時の CAD データより航走体をコンピュータグラフィックス
（CG）化する手法を開発した。本模型を CG 設計した結果を図 11 に示す。さら
に、水中翼を取り付けて最適な揚力を出すように CG 設計した結果を図 12 に示
す。CG データを基に水中翼を設計し、製作した模型を図 13 に示す。従来のシ
リンダ型、最適形状の機体（水中翼無し、有り）の運動性能を水槽試験により
検証した結果を図 14 に示す。

図 11 コンピュータグラフィックスによる設計
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図 12 コンピュータグラフィックスによる水中翼付探査機設計

図 13 水中翼付探査機模型
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図 14 に示すように、次世代型は水中翼によるグライダー効果と船体抵抗の低
減効果により、従来の船型（シリンダー型）に比べ、航続距離が大幅に延伸す
ることが水槽試験及び解析にてわかった（図の比較は機体長さ、エネルギー量
一定として評価）。特に、グライダー航走では本体の揚力も利用できるため、航
続距離延伸に有利である。
（航行パターン）
約 2 倍に延伸

抵抗低減船型＋
水中翼付き

水中翼によるグライダー効果
約 1.2 倍に延伸
船体抵抗の低減効果

抵抗低減船型

ベース
ベース船型
（シリンダー型）

航行距離（水平移動距離）

図 14 次世代型と従来型の航続距離の比較結果

6. 生物運動型潜水機の開発
鉱物資源関係、海洋構造物メンテナンス関係、環境計測関係のニーズに基づ
き、生物運動型潜水機（魚ロボット）を開発した。これは、魚等の水中生物の
ように｢ひれ｣を動かして推進する潜水機であり、最新の運動力学システム理論
とメカトロニクス技術の開発によって、魚のしなやかな動きを実現できる弾性
振動翼推進システムの構築を行った。さらに、先進的自律制御ロジックの開発
によって、ケーブルを使用しない 3 次元自律運動が可能で、本物そっくりに泳
ぐことができる魚ロボットを開発した。開発した潜水機の外観（遊泳図）を図
15、内観を図 16 に示す。
また、潜水機によるエネルギー損失が少ない高効率資源探査と攪拌の無いな
めらかな着底・資源収集作業を可能とするため（図 17 にコンセプトを示す）、
フラットタイプ魚ロボットプロト機を開発した。これは、翼を弾性振動翼とし
て「はばたきの原理」により水中をなめらかに運動できる潜水機を目指したも
のである。図 18 に試作プロト機の内観図、図 19 に外観図を示す。

118

図 15 生物運動型潜水機の遊泳状況

図 16 生物運動型潜水機内観図
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図 17 フラットタイプ魚ロボットのコンセプト

図 18 フラットタイプ魚ロボットプロト機内観図

図 19 フラットタイプ魚ロボットプロト機外観図
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生物運動型ロボットは今後研究を進めると図 20 に示すような、海洋機器開発
において様々な技術波及効果をもたらすことがわかった。

図 20 生物運動型（魚型）ロボット研究の技術波及

7. まとめ、今後の展開
長距離無人探査機の低抵抗型最適形状設計、高パワー水中翼システム設計、
フェールセール性を有する制御システム設計、及び、水槽試験検証の一連のプ
ロセス確立、並びに、生物運動型潜水機の潜水機の開発において、将来ニーズ
を見越した先見性と高い独創性を有する研究を遂行できた。
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今後の展開についてまとめると次の通りである。
・

次世代無人探査機の一連のあるべき開発手法を確立できたので、今後実
機設計への応用展開を行っていきたい。

・

生物運動型潜水機の開発は革新的科学技術として世の中の評価を頂いた
ので、未来の潜水機技術として、さらに研究開発を進めたい。

本研究の延長としての具体的な実施項目は次の通りである。
・

リトラクタブル式水中翼付長距離無人探査機の開発：
次世代無人探査機として製作した航走体の水中翼をリトラクタブル（引
き込み）式とし、水中翼の開閉を自動で行うシステムの開発と航走性能
試験を行う。

・

実機運用法を鑑み、航走条件、機体条件の最適化設計を行い、航続距離
のさらなる延伸を図る。

・

実ミッション向け生物運動型潜水機の開発：
狭隘域運動用生物運動型潜水機を開発し、海象外乱下での運動性能試験
を行う。

本研究により、長距離航走実現できる無人探査機実機システムの一連の設計
法構築を完了し、開発した手法は実機製作に向けて広く応用することができる。
また、狭隘域運動用生物運動型潜水機の開発は、狭いエリアを調査、観測で
きる高運動性潜水機を提供でき、世界に大きなインパクトを与える革新的な潜
水機の実現に資することができる。
8. おわりに
本研究では、広域長距離航走無人探査機の開発に要求されるニーズを調査し、
構築した「あるべき姿」に基づき設計手法の開発、試験用模型の試作、水槽試
験、性能解析を行うことができた。期間内目標としての、流体抵抗を最小とす
る最適化設計法の確立、ひとつのアクチュエータ故障時に他でカバーでき、
フェールセーフ性を有する知能化制御アルゴリズムの開発、将来潜水機として
有望な生物運動型ロボットモデルの開発、及び、それらの水槽試験による有効
性検証を行うことを十二分に達成した。
本研究を発展させることにより、持続可能な海洋開発・利用を実現し、循環
型社会構築に寄与できる探査機システムを生み出す技術基盤を整えることがで
きる。
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沿岸海域の低次栄養段階をめぐる物質循環
広島大学大学院生物圏科学研究科

橋本俊也

１．目的
瀬戸内海をはじめとする沿岸海域は豊富な水産資源に恵まれた海域であり，この水産資
源の持続的生産を実現することは重要な課題である．水産資源の持続的生産のためには，
水産生物の生育環境とともに植物プランクトンの光合成からはじまる低次生産構造を定量
的に把握することが重用である．このような観点から，本研究集会では，低次生産構造の
定量的把握，低次生産を支える栄養塩供給機構の解明，低次生産における干潟の役割とい
った物質循環過程に関して，物理･生物･化学といった様々な分野の研究者により研究発表
と討論を行うことを目的としている．さらに，生態系モデル，人工衛星画像解析といった
最先端の研究を行っている研究者の協力を得て，瀬戸内海の低次生態系をめぐる物質循環
過程に関する現状の問題点や今後の課題について総合的に議論を行うことを目的とした．
２．研究集会の概要
日時：２００５年１２月

６日（火）１３：０５〜

場所：力学シミレーション研究センター６階

７日（水）１１：３０

多目的研究交流会

発表者：石井大輔（九州大学応用力学研究所）
柳 哲雄（九州大学応用力学研究所）
林 美鶴（神戸大学内海域環境教育研究センター）
和田彩香（香川大学農学部）
一見和彦（香川大学農学部）
多田邦尚（香川大学農学部）
呉 碩津（三重県産業支援センター）
屋良由美子（九州大学応用力学研究所）
白木善章（九州大学応用力学研究所）
発表プログラムは資料１に掲載した．
３．研究成果
発表要旨の一部を資料２に掲載した．研究集会では，関係者を含めて約３０名の参加が
あり，活発な討論がなされ，今後の沿岸海域の低次生産をめぐる物質循環についての問題
点や課題について議論がなされた．
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資料１
応用力学研究所共同研究集会プログラム

沿岸海域の低次栄養段階をめぐる物質循環
研究代表者：橋本俊也（広大大学院生物圏科学研究科）
所内世話人：柳 哲雄
日時：２００５年１２月 ６日（火） １３：０５〜
２００５年１２月 ７日（水） １１：３０
場所：力学シミレーション研究センター６階 多目的研究交流会議室
第一日
趣旨説明

２００５年１２月

６日（火）

（１３：０５〜１３：１０）

研究代表者，所内世話人

１．瀬戸内海における赤潮指数の変動特性
13:10-13:40
石井大輔・柳 哲雄（九大応力研）・中沢 泉（国土環境）
２．植物プランクトンのパッチネス構造生成機構
13:40-14:10
柳 哲雄・石井大輔（九大応力研）・日向博文（国総研）・石丸 隆（東京海洋大）
３．マニラ湾の窒素循環
14:10-14:40
林 美鶴（神戸大学内海域環境教育研究センター）・柳 哲雄（九大応力研）
４．沿岸海域における懸濁態無機リン
14:40-15:10
和田彩香・多田邦尚・Loasschan Nattapong・一見和彦（香川大農）
５．干潟底生微細藻類の増殖特性について
15:10-15:40
一見和彦・釜野孝司・多田邦尚（香川大農）
６．洞海湾の河口循環流と赤潮形成
15:40-16:10
多田邦尚（香川大農）
総合討論
第二日

２００５月１２月

16:10-17:00
７日（水）

７．沿岸域における物質循環に対する干潟の機能
9:30-10:00
屋良由美子（九大総理工）
８．日本周辺海域における 2003 年、2005 年のエチゼンクラゲの輸送ルートの違い
10:00-10:30
白木喜章（九大総理工）
総合討論
10:30-11:30
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資料２①

沿岸海域における懸濁態無機リンの挙動
和田彩香・多田邦尚・Loasschan Nattapong・一見和彦
（香川大学農学部）

1．は じめ に
沿岸海域における物質循環を明らかにするために、あるいは生態系モデルを構築するた
めには粒状物の化学組成についての情報は非常に重要である。しかし実際には内湾域にお
いてそれらのデータがまだ充分ではないのが現状である。特に P については有機態リンに
対して無機態リンは無視できるほど微量だとされこれまであまり重要視されてこなかった。
そこで本研究では沿岸域および河口域の表層水中の粒状物のクロロフィルおよび C，N，P
比 に つ い て 、 特 に PP（ 懸 濁 態 全 リ ン ） と PIP（ 懸 濁 態 無 機 リ ン ） を 分 別 定 量 し 検 討 し た 。
2．方 法
調査は 2004 年から 2005 年にかけて瀬戸内海の播磨灘、燧灘、吉野川および新川の下流
から海にかけての水域においてそれぞれ行った。試料は GF/F フィルターでろ過し、Chl.a、
SS、POC、PON、PP、PIP をそれぞれ測定した。また、POP（懸濁態有機リン）は PP と PIP
の差として見積もった。
3．結 果
1）播 磨灘 ・燧灘
PP 中における PIP の割合は燧灘で 11.5〜19.3％（平均 14.4％）、播磨灘で 17.0〜31.7％（平
均 20.7％）とやや播磨灘のほうが高いもののほぼ同じ割合であった。
2）吉 野川 ・新川
吉野川では PP 濃度は播磨灘の 2 倍より多かったが（平均 0.38μM）、PIP の割合は 18.3
〜30.6％（平均 22.5％）と播磨灘よりやや高い割合であった。一方、春日川河口域では 30.6
〜50.2％（平均 40.5％）であり、他の海域より PP 濃度および PIP の割合ともに明らかに高
かった。
沿岸域では PIP が PP の 1 割から 4 割程度を占めていた。また新川河口干潟域では、
POC:PON:PP =129：16：2.5、一方 POC:PON:POP=129：16：1 であった。これらのことか
ら粒状物の化学組成から Chl.a 濃度との相関式を用いてレッドフィールド比を求める際に
用いるリンは、PP から PIP を差し引いた POP を用いる必要がある。
また、いずれの海域でも Chl.a と PIP、POP 濃度それぞれに有意な正の相関が見られた。
これらのことより、今後は PIP 濃度の増減が何によって制御されているのかを調べて行く
必要がある。
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資料２②

干潟底生微細藻類の増殖特性について
一見和 彦・釜野孝 司・多田邦 尚
（香川大学 農学部）

【はじめに】
干 潟 域 において底 生 微 細 藻 類 は基 礎 生 産 の主 要 な担 い手 であり、干 潟 における高 い生 物 生 産
性を支えていると考えられているが、その生産性 に関する定量的な評価 はほとんどなされていない。
当研究室では過去底生微細藻類に関する様々な調査・研究が行われてきた。その中で、干潟の底
生 微 細 藻 類 は極 めて高 い増 殖 ポテンシャルを持 っていることが明 らかになっているが、実 際 の現 場
干 潟 ではどの程 度 の速 度 で増 殖 しているのか、依 然 として不 明 である。そこで本 研 究 では、現 場 の
干 潟 域 における環 境 変 動 が一 次 生 産 者 の生 産 量 に与 える影 響 を調 査 し、現 場 における増 殖 パタ
ーンを明らかにすることを目的とした。
【方法】
高松市の新川・春日川河口干潟に 1 定点を設置し、干出時、冠水時に以下の実験を行った。
＜実験１＞
干潟干出時の 0 時間、3.5 時間後にシリンジを用いて 3 本ずつ表層泥を採取し、できる限り正確
に表層 2 mm までを分取した。分取後直ちに 90％アセトンで Chl a の抽出を行い、乾重量あたりの
Chl a 濃度を測定することで、干出時における干潟表層泥中の植物プランクトン量の変動を調査し
た。
＜実験２＞
干潟表層泥（0.5 cm 以浅）を採取し、直ちに 300 μm 目合いのメッシュで大型の粒子および捕食
者を取り除き、調査時に干潟周辺で採取した海水（Whatman GF/F でろ過）を加え、これを堆積物
懸濁試料とした。ポリカーボネイト製ボトルに堆積物懸濁試料を 1 L ずつ満たし、これらを現場の海
水中に設置した。一定時間毎に懸濁試料を 50 ml 取り出し、Whatman GF/F でろ過した後、90％ア
セトンで抽出、Chl a 濃度を測定した。
＜実験３＞
2005 年 4 月から毎月１回の割合で干潮時に巻き上がり海水を採取し、300 μm 目合いのメッシュ
を通過したものを、ポリカーボネイト製ボトルに満たし、これらを現場の海水中に設置した。一 定時間
毎に懸濁試料を 50 ml 取り出し、Whatman GF/F でろ過した後、90％アセトンで抽出、Chl a 濃度を
測定することにより増殖速度を求めた。
【結果および考察】
＜実 験 １＞では、表 層 泥 中 の Chl a 濃 度 は、実 験 開 始 時 に 24.7±1.5 µg/g、3.5 時 間 後 に
27.9±4.9 µg/g であった。よって、干出時における泥中の Chl a 濃度はほとんど増加しなかったと考
えられる。
＜実験２＞では、Chl a 濃度は、実験開始時に 13.8 µg/L、3.5 時間後に 19.8 µg/L であった。こ
のことから、表層泥を人為的に懸濁することにより、植物プランクトン量が増加することがわかった。
また、＜実験３＞では各水温に対する現場海水の増殖速度は、19℃−28℃で 0.5−4.1 div/day
となり、28℃では 4.1 div/day という極めて高い増殖速度を示した。各水温に対して得られた増殖速
度をプロットすると、高い相関が認められた。
以 上 の結 果 より、干 出 時 の表 層 泥 中 では一 次 生 産 者 は増 殖 しておらず、冠 水 時 に海 水 中 に懸
濁 された後 に増 殖 していることが示 唆 された。このことは、干 潟 の一 次 生 産 者 の増 殖 には、潮 の干
満による表層泥の巻上げが重要である可能性を示唆している。

127

日本海沿岸域における海況モニタリングと波浪計測に関する研究集会
名古屋大学地球水循環研究センター

森本

昭彦

１．目的
日本海は日本列島とサハリンによって北西太平洋から隔離された縁辺海であり、接する海との海水交
換は対馬、津軽、宗谷、間宮の４つの海峡を通し行われる。これらの海峡は狭くそして水深が浅いため、
日本海は閉鎖性が非常に高い。それゆえ、海洋汚染が長期間持続しやすく、汚染物質の拡散予測技術を
確立することが急務であり、日本海の海流や波浪の監視体制を構築することが必要である。さらに近年
では、対馬暖流により東シナ海から日本海へ輸送される大量の越前クラゲによる多大な漁業被害が報告
され、大きな社会問題となっている。また、中国の大河川長江から流出した淡水の多くが対馬海峡を通
り日本海へ流入することが知られており、現在進行中の中国国家プロジェクトである三峡ダム建設や南
水北調による東シナ海への淡水流入量の変化が、東シナ海だけでなく日本海の海洋環境を激変させるこ
とが懸念されている。日本海研究は国際共同研究 CREAMS(Circulation Research of East Asian
Marginal Seas)により飛躍的に進歩し、その後も多くの研究者により精力的に研究が行われている。ま
た、観測機器の発達により HF レーダや ADCP を用いたモニタリングが行われるようになり、時空間に
密なデータが得られるようになった。
本研究集会では、観測データをベースとした日本海の研究、日本海および日本周辺海域におけるモニ
タリング、海況予測に関係する数値モデル解析を行っている研究者を集め、海況モニタリングという視
点から最新の研究成果を発表していただくと同時に、各研究機関・研究者が行っている海流や波浪に関
する観測情報を持ち寄り、情報交換及び議論の場を提供することを目的としている。
２．内容
本研究集会は平成 18 年 1 月 19, 20 日の２日間にわたって実施した。参加者リストを本報告書末尾に
示す。また、プロシーディングは別添資料としている。九州大学応用力学研究所は平成 10 年から「日
本海研究集会」を、その後これを引き継ぎ平成 12 年より本研究集会を開催している。今回は、合計 13

題の講演があり、参加者は 30 名を超えた。一題あたり、質疑応答を含め 30 分程度の時間を割いた
ため、非常に活発な議論が行われた。
講演内容は、HF レーダによる対馬、宗谷海峡での観測結果、船舶観測による北海道西岸の流況、
対馬海峡近海の流れ、二酸化炭素分圧、水塊構造に関する研究、数値モデルによる日本海の水位応
答と流れに関する研究、衛星による表層流の研究、日本海以外のモニタリング、数値モデル、デー
タ解析結果そして波浪計測と非常に幅広いものであった。講演題目は以下の通りである。
１．北海道渡島半島西岸を南下して津軽海峡に流入する流れ（２）
２．短波海洋レーダ・沿岸潮位記録・衛星高度計などを用いた宗谷暖流のモニタリング
３．HF レーダーで観測された対馬海峡表層流の季節変動
４．海底設置型 ADCP を用いた夏季の対馬海峡における流速観測
５．対馬海峡東水道底層水の水塊特性
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６．対馬海峡における 2005 年夏季〜冬季の pCO2 観測
７．能登半島周辺における急潮の特性
８．総観規模の大気擾乱に対する日本海水位のモデル応答
９．海面高度計による日本海の海表面流モニタリング
１０．実習船宮城丸による日本−ハワイ間の表層流速観測

−現状と課題−

１１．天皇海山列上及び周辺における海洋構造と流れ場
１２．Behavior of a small pulsed river plume in a strong tidal cross-flow in the Akashi Strait
１３．純確率過程として見た非線形波浪の波高分布

-異常波浪の出現頻度に関連して-

３．研究集会の成果

対馬海峡と宗谷海峡では HF レーダ、ADCP によりここ数年流れのモニタリングが行われており
観測体制はほぼ確立されたように感じられた。両海峡の変動、特に流量変動は必ずしも同じ傾向を
示していないことは非常に興味深い。これまで、両海況の流況を高い時空間分解能で観測されたこ
とはなく、本研究集会での議論を元に新たな研究が始まることが期待される。
渡島半島付近の観測結果からは、その内容だけでなく、厳しい海況、スケジュールの中で精力的
な観測が実施されていることに驚いた。各県の水産試験場はほぼ毎月定線観測を行っており、来年
度以降、多くの観測担当者に本研究集会に参加頂き、観測結果を報告いただく場になればと考えて
いる。船舶による海洋観測は非常に大事であるが、我々が観測で使える船は限られており、毎月観
測を継続されている水産試験場の方から観測予定、観測項目等に関する情報を得ることは重要であ
る。
船舶観測による研究報告では、これまでの集会になかった化学分野の発表が行われたことは非常
に良かったと思う。この集会の参加者は物理を専門にする研究者がほとんどであるため、これまで
今回のような発表がなかったわけであるが、日本海の環境モニタリングという視点からすれば化
学・生物過程をモニターすることは極めて重要であり、来年度以降もこのような分野の発表がます
ます増えることを期待する。また、海洋観測を実施するときに、水産試験場の定線観測線やモニタ
リング海域を考慮すれば、これまでにない結果が期待できるはずであり、この集会で情報交換を行
い観測計画立案に役立ててほしい。
数値モデル結果は非常に興味深いものであった。特に、ここ数年大きな漁業被害をもたらしてい
る富山湾の急潮に関する数値モデルでは、日本海を通過する台風による現象であることが示された。
数値モデルからは力学等が解明されるわけであるが、数値モデルの検証やモデルの設定には観測デ
ータが必要であり、観測とモデルは密接な関係にある。この集会に参加しているメンバーとの議論
からモデルの改良が行われると同時にその力学が解明されることを期待する。
瀬戸内海、太平洋でのモニタリング、データ解析結果は、海域こそ異なるものの共通することが
多く、特に水産高校の実習船でのモニタリングは、限られた資源の中で観測を実施しなければなら
ない我々にとって、非常に参考になるものであったと同時に、それを実行するにはまだまだ多くの
問題があることがわかった。
波浪計測に関する講演は１題だけであったが、HF レーダによる波浪計測技術も進歩しており来
年度の集会で多くの発表があることを期待したい。
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日本海の海況監視と予測のためには、流量、熱量など日本海の流入・流出境界である海峡の情報
を包括的に把握する必要がある。その意味では、対馬海峡、宗谷海峡での HF レーダ観測、漂流ブ
イ観測、ADCP 観測によりこの２つの海峡の変動特性はある程度解明されてきたと思われる。津軽
海峡での観測結果に関する報告が今回なかったことが残念ではあるが、近いうちに津軽海峡にも
HF レーダが設置される見込みであり、日本海の海水の主要な出入り口を同時にモニターできる日
が近いことは非常に楽しみである。今後、日本海の主要な出入り口において同時にモニタリングが
開始されれば、日本海研究は飛躍的に進歩するはずであり、さらに、人工衛星データ処理を発達さ
せ、日本海内部もある程度モニターできれば、これらの情報から日本海表層の現象を解明すること
ができるはずである。また、モニタリング結果を数値モデルの検証に使うことにより鉛直的な構造
や力学も把握できるはずである。そのためにも、この研究集会では、観測データに基づいたモニタ
リングだけでなく、様々な手法により日本海の研究を行っている研究者が一堂に会する集会になる
ことを期待する。
最後に、本研究集会の開催にご尽力いただいた九州大学応用力学研究所力学シミュレーション研
究センターの増田章教授、吉川裕助教授、池末あけみ氏、ならびに関係する職員、学生諸氏に深く
感謝する。
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