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研究背景
海洋における渦の可視化は海洋環境や防災の観点から重要

1. 渦の発生場所に海洋デブリが集積[1]
Ø 海洋生物の生態系に影響[2]
Ø 海洋デブリの回収を支援

2. 大きな地震によって発生する津波渦[3]
Ø 渦に巻き込まれる船舶→操船不能となり危険

研究目的

データの概要

可視化結果

海洋環境を再現したシミュレーション[4,5]
Ø データモデル︓三⾓柱メッシュ
Ø FVCOM ( Finite Volume Coastal Ocean Mode )
Ø 三⾓柱の個数︓298,944個
Ø 格納されているデータ︓

3次元的な渦分布の可視化

固有渦度

まとめと展望
まとめ
・水平方向や鉛直方向の流速を基に渦を可視化

展望
・地震や台風などの荒れた海洋環境での渦の可視化

・渦度の抽出法を変えて可視化する

従来研究では，流れの強い水平方向の流速による渦の可視化が行われた．
これに加えて，鉛直方向の流速による渦の可視化を目的とした．

Ø 海峡や海底地形による鉛直の流れも存在

n三角柱の各頂点座標(x, y, z)
n水温[℃]
n塩分[‰]
n東西流速[m/s]
n南北流速[m/s]
n鉛直流速[m/s] etc.
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渦度の抽出法
渦：速度が急激に変化している部分

p 局所領域での流速のばらつきを分析する

p 東西(𝑣!) ・南北(𝑣") ・鉛直(𝑣#)方向の流速に対する主成分分析で得た
固有値を𝜆$ , 𝜆% , 𝜆&（𝜆$ ≥ 𝜆% ≥ 𝜆&）とする

p 固有値 𝜆$ , 𝜆% , 𝜆&を基に渦度を定義
従来は固有値 𝜆$ , 𝜆% , 𝜆&の和を渦度と定義[6]

問題点
Ø 鉛直方向の流速が無視される
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鉛直方向の流速による
渦を可視化する渦度

• 海流は水平の流速 >> 鉛直の流速
• 水平方向の分散の値：𝜆! , 𝜆"
• 鉛直方向の分散の値：𝜆#

p和型渦度で大阪湾や紀伊水道に海洋表面の渦が可視化

p積型渦度と調和平均型渦度で海峡における
海底・中間層の渦が可視化

考察

Ø和型渦度で水平方向の流速による渦を可視化
Ø積型渦度で水平方向と鉛直方向の流速による渦を可視化
Ø調和平均渦度で鉛直方向の流速による渦を可視化

p和型渦度は鉛直流速𝑣!の影響を受けていない

p積型渦度・調和平均型渦度は鉛直流速𝑣!の
影響を受けいる

渦度の強さに対応した不透明度とカラーマップ

鉛直方向の流速𝑣!の分布

Ø 海峡で鉛直流速𝑣#のばらつきが大きい

Ø 海峡では深くなるにつれて鉛直方向の流速のばらつきが高くなる

Ø 大阪湾や紀伊水道における海洋表面の渦は
水平方向の流速の影響が大きい

Ø 和型渦度は水平方向の流速による渦の可視化に
適していると考えられる

Ø 海峡における海底・中間層の渦は鉛直方向の
流速𝑣!の影響が大きい

Ø 積型渦度・調和平均型渦度は鉛直方向の
流速による渦の可視化に適していると考えられる

横から⾒た結果の視線⽅向
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ØRotationの渦と比較


