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内部波による湾の海水混合機構とそのモデル化

木村晴保*・章 守宇*・伴 道一*

Mechanism of Water Mixing Due to Internal Wave in a Stratified Bay 
and Its Modeling 

Haruyasu KIMURAぺShouyuZHANG* and Michikazu BAN* 

Abstract 

The internal wave is induced in a stratified bay with shallow mouth by tidal waves. If the internal wave is 

considerably amplified. the vertical mixing processes such as the wave breaking on bottom slope. the eddy dif-

fusion due to internal shear flow and the sucking out of bottom water to the external sea are occurred. In the 

present study. hydraulic巴xperimentson int巴rnalwave excitation by a steady surface tide in a simple bay model 

were carried out. The generation of internal waves and the mixing among the lower lay巴rwater. the upper layer 

water and the external water are measured in detail. Modeling the mechanism of the phenomean. three layer 

box model is applied. 

1. はじめに

魚類養殖の盛んな内湾では，春から夏にかけての成層

期に湾下層水は貧酸素状態になる。成層期には海水の上

下移動が抑えられて，酸素の豊富な上層水の下層への移

動が断たれるためである。ひとたび貧酸素化すると，底

生生物の減少，底泥からの栄養塩の溶出と有機物の嫌気

的分解によって，湾の水質環境は加速度的に悪くなる九

ところで，湾口で浅く湾央で深い高知県浦の内湾の観

測結果2)，3)を見ると，成層期においても下層の水温，塩

分は絶えず変動している。そして，下層の海水密度が湾

外海水よりも軽くなると，酸素の豊富な湾外水が湾下層

に流入して，下層の貧酸素は解消される。ところが，高

密度の湾外水が流入して下層水と入れ換わると，湾外水

は下層に流入出来なくなり，下層は再び貧酸素化する。

つまり，貧酸素化の緩和に重要な役割を果たす湾外水の

湾底への流入は，湾下層水が湾上層水と混合して密度が

湾外水よりも低下しないと発生しない。湾上下層水の混

合は主に潮汐流，内部波動流，吹送流によって行われる

が，成層期に密度成層の発達する湾においては，とりわ
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け内部波動の果たす役割は大きいと考えられる。特に，

湾口で浅く湾央で深い湾においては，成層期に水温と塩

分が相補した密度成層が発達して，潮汐による内部波が

発達するためである九内部波が発達すると，次の事柄

が予測される。

① 密度躍層内では強い水平シア一流が形成されて，

海水の上下混合が促進される九

② 内部波は海底斜面でエネルギー密度を高め，波面

が分裂・砕波し上下混合を促進する九

③ 湾の内部波国有周期が潮汐周期に近づき，内部波

が潮汐に共鳴して成長し，湾口の浅瀬を越える場合には，

湾下層水は湾外に流出するようになる 6)。

ここでは上記の①，③に注目してモデル湾について実

験を行い，成層期における湾の上下海水の内部波による

混合機構の解明と，海水混合モデルを構築する。

2. 実験方法と結果

1) 実験装置と方法

実験の装置とその諸元を Fig.lに示す。上層水には

水道水を，下層水には濃度5%。の塩水を用い，周期100s，

潮差1.7cmの潮汐を，内部波の発達の程度によって1~4

時間作用させた。静止後，塩分の鉛直分布を 1cm間隔

で実測した。これを 7回繰り返した。また，模型の湾奥

部と湾口部の底上10cmに導電率計を回定し，その間の

塩分変化と潮汐停止後の内部波動の自由振動周期を実測

して，内部波の固有周期を求めた。下層水はフルオレッ

センナトリウムで着色し，内部波動と上下層水の混合の
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Fig. 1 Experimental installation and scale. 
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Fig. 2 An example of experimental records of 

salinity at head (a) mouth (b) of bay and 

tide level (c) 

Table 1 Change in vertical displacement (cm) 

of interface at mouth and head of bay. 

Negative value show the adverse phase 

with surface tides. 

hour 

I日outh 8 B 10 10 10 10 10 10 10 

head -5 6 一日 B -8 B 7 7 -8 

hour 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

I日outh 10 10 10 10 II 12 14 -13 13 

head -7 7 -8 -9 II 一II 14 13 II 
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Fig. 3 Change in natural period (To) of internal 

wave in the model bay. 
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Fig.4 Change in vertical distribution of salinity. 

であるが，その後は逆位相となることが分かる。

i朝差は全期間を通じて1.7cmである。湾口部の界面変

位は13h-14hまでは10cm位であるが，それ以降は増大

し，最大値は潮差の約 9倍の14cmとなり，落潮時に内

部波は sillを越波し，湾下層水は湾外へ流出するのが見

られた。湾下層水の湾外への流出は湾口部界面の変位が

潮位に対して正位相よりも逆位相の方が著しく盛んであ

っ7こ。

(2) 湾の内部波固有周期

Fig.3は湾の内部波の固有周期 (To)を示す。縦軸は

周期で，横軸は潮汐作用累加時間である。 T=100sは潮

様子を観察した。潮位は円柱体を水面に垂下して，水面 汐周期であるo 実験初期の湾の内部波の固有周期は潮汐

変化に伴う円柱体の浮力変化を張力計で計測して求めた。 周期より短い84.6sである。実験が進行して，塩分の鉛

2) 実験結果 直分布が変わるにつれて内部波の固有周期は次第に長く

(1)界菌の変位と位相 なる。変化の度合いは初期から16hまでは12sと緩やか

潮汐に誘発された内部波は湾奥で腹，湾内に一つの節 である。その後，固有周期が潮汐周期に近づくにつれて

をもっ。 Fig.2に示す 1h， 14h， 17hはそれぞれ実験 内部波が発達して， sillを越波し，下層水が湾外に流出

スタートからの潮汐作用時間が 1時間， 14時間， 17時間 するようになると，内部波の固有周期は急激に伸びて 2

の底上10cmの湾奥部塩分(a)，湾口部塩分(b)および潮位 時間の聞に18sも変化した。

(c)のほぼ 1周期にわたる変動を上を正として示したもの (3) 塩分の鉛直分布

で，塩分の増加は界面の上昇を，復分の減少は界面の低 塩分の鉛直分布は Fig.4に示す。丸印は実測値であ

下を表わす。 り，実線は実測値と(1)式の差が最小となるよう，(1)式の

経過時間ごとの湾口，湾奥の内部波動および潮位変動 Co• a， s， Z。を最小二乗法で求めた結果である。

との位相差は Table1に示す。界面の変位は水槽内壁

に貼付けた物差しで目測した。絶対値は界面の変位を，
C(Z)=C。十αtanhs (Z -Zo) )

 
-(
 

• • • • • 
・

正値は潮位と正位相，負値は逆位相を示す。これから湾 ここに， Zは底面からの高さを，C(Z)はZ点の塩分を

口部界面変位と湾奥部界面変位は常に逆位相であること， 表す。 C。は塩分躍層中央の塩分， Zoは塩分躍層中央の底

そして16hまでは湾口部界面変位は潮位に対して正位相 からの高さ， αは上下層の最大塩分差の半値， βは躍層厚
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Table 2 Parameters calculated from salinty 

profiles by Eq. (1). 

hours C， (%0) α(%0) i3 (1/cm) Zo (c凹)

2.50 2.27 0.86 11.15 

2.54 2.23 0.74 10.89 

2.62 2. 13 0.69 10.28 

2.66 2.09 0.65 9.70 

2.71 2.03 0.69 9.18 

2.70 一1.94 0.56 8.74 

2.85 .1. 82 0.57 6.60 

2.92 .1. 69 0.63 5.55 
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Fig. 5 Change in volumes of upper (V3)， 
middle(V2) and lower{杭)layers. 

さに関係し，大きなものほど層厚は小さい。 Fig.4に示

す塩分鉛直分布の Co• α ， s， Z。の計算結果は Table2 

の通りである。

Fig.4によると，塩分躍層高は時間の経過につれて低

くなるが，下層水の塩分が薄くなるのは16hからであり，

16hまでは塩分はほとんど変化しない。躍層厚の変化も

小さい。上層水の塩分は時間の経過につれて濃くなる

ことが分かる。塩分分布の大きな変化は16h~17h であ

る。これは内部波の固有周期が潮汐周期1008を挟んで

近く，共鳴による内部波の増大により水平セン断流の増

大に伴う上下層水の混合と，内部波の sill越波による下

層水の湾外への流出が盛んに行われたことによるためで

ある。

(4) 各層体積およびその平均濃度の経時変化

躍層厚さについての定義は明確ではない。ここでは便

宜的に層上下の塩分差が最大塩分差の1/2となる層を目

安に躍層の上下層の位置を求めた。 Fig.5は(1)式に基づ

き，躍層より下層の体積(下層体積)Vj • 躍層体積(中

層体積)V2• 躍層より上層の体積(上層体積) V3をそれ

ぞれ求め，これら各層の体積の経時変化を示す。図から

分かるように，V2の変化は小さい。 Vj は減少し，V3は

増加するoとくに16h以降の Vj とV3の変化は大きい。

上記の各層体積の平均塩分を(1)式で求め，その経時

変化を Fig.6に示す。全期間を通して下層の塩分は薄

くなり，中層と上層の塩分は濃くなるが， Cj はC3に比

べて変化が小さい。このことは Fig.5で Vjが減少して

%。
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Fig.6 Change in average salinity of upper{C，'>， 

middle (c..) and lower{ Cj) layers. 

20 

Fig. 7 Schematic view of water mixing 

around bay mouth. 

いることからも分かるように，下層水が sillを越流して

湾外水と混合したことによるためである。

3. 混合機構とそのモデル化

以上の実験結果から，潮汐によって誘発される内部波

の挙動は湾の内部波の固有周期に強〈依存して，内部波

の固有周期が潮汐周期よりも短いと滋潮時に湾口部の界

面は上昇し，長いと下降する。また内部波の固有周期が

潮汐周期に近づくと内部波は潮汐と共鳴して発達するこ

とが分かった。

実験初期は固有周期は潮汐周期よりも短くて両者の

差が大きなために，潮汐に誘発される内部波は小さく，

sillの越波量は少ない。また，躍層界面での水平セン断

流による上下混合も少ない。上下混合が進み，固有周期

が伸びて潮汐周期に近づき内部波が発達して sillを盛ん

に越波するようになると，水平セン断流による上下混合

の増大に加えて，湾下層水の湾外への流出による上下混

合も急激に増大する。つまり Fig.7に示すように，落

潮時下層水の流出量 qjは湾外水と混合する。 qjのうち

湾外水と混合して中層水よりも軽くなったもの qj3は，

次の穣潮時に上層に流入し，上層水よりも重いもの qj2は

中層に流入する。さらに重いものもは下層に戻る。同

様に，湾外へ流出した中層水 q2は二つに分れて，一部

の q23は上層に流入し，他の一部の q22は中層に戻る。

いま，上層水と湾外水は濃度が同じであるので，上

述の潮汐に誘発された内部波による湾内水の上下混合は
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Fig. 8 Three layered box model 

V: Volume C: Salinity 

Q : Transport coefficient. 
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上層水が重い下層に流入することとなって，不自然に思

われるが，これはモデルではボ、yクス内の塩分は均ーと

しているのに対して，実際には均一ではないことによる

ためである。特に塩分傾度の大きな躍層内の塩分を均ー

とみなしたことによる。例えば上層水と躍層内の重い水

が混合して，密度の軽い躍層の上層に流入するときには

Q23は負となる。

Fig.9は，実験結果 Fig.5とFig.6を用いて， Fig.8 

に示す三層ボックスモデ、ルの輸送係数を算定式(2)-(5)式

より求めたものである。内部波の固有周期が潮汐周期よ

りも短い14hまでは，潮汐に誘発される内部波は小さい

ために，輸送係数は小さい。内部波の固有周期が潮汐周

期に近づき内部波が発達するとともに， Q。は増大する。

16hから17hの期間で，固有周期が潮汐周期よりも大き

くなると，湾口でーの界面変位が潮位と逆位相となって，

湾下層水が湾、外へ盛んに流出するようになる。その結果，

内部波の sill越波に関係する Q13はQo.Q12. Q23に比べて

急激に大きくなる。これらの結果は観察結果と良い対応

を示す。

4. むすび

湾口で浅く湾央で深い浦の内湾の成層期における内部

波の海水混合機構と混合モテ、ルを検討する手始めとして，

Fig.8に示す三層ボックスモデ、ルで、表すことができる。 単純な形状のモデル湾について実験を行い，以下の結果

Qoは上・中・下層水の各層間で水平セン断流によって を得た。

生じる上下混合に起因する輸送係数であり，中・下層水 (1) モデル湾の内部波の固有周期は海水の上下混合が

のsill越流に起因する各層聞の輸送係数はそれぞれ Q12 進むにつれて長くなる。

(Fig.7のq12)，Q23 (同 Q23).Q13 (同 Q13) である。 Fig.8 (2) 内部波の固有周期が潮汐周期よりも短いと，滋潮

のボックスモデ、ルの輸送係数は次式で与えられる。 時に湾、口部の下層水が上昇する内部波が誘発され，逆に

連続式: 内部波の固有周期が潮汐周期より長くなると低下する内

JV 
一一一=Q'3-Q
JT 

-・・・(2)

JV 
一一一=Q12-Q23JT ω 

)
 

門
ペ
リ(
 

• • • • • 
・

塩分保存式:

J(V1C，) 
一一一一一=Qo(C2一C，)-Q13C1-QI2R ......(4) 

JT 

J(V二に1一.， .:~-ü = Qo (C1十C3一2C2)+Q12R-Q23R'
JT 

....(5) 

ここに， Q12> 0 のとき R=C1 • Q'2 < 0 のとき R=C2•

Qぉ >0のとき R'=C2• Q23 < 0のとき R'= C3• J ( ) 

はJT時間の( )の変化量である。このモデルでは Q。

はシア一流に起因する塩分拡散輸送係数で，負値にはな

り得ない。他は水塊移動に起因する移流輸送係数で負値

も取り得る。 (4)，(5)式でR， R'が負になることは，軽い

部波が誘発されて，海水の上下混合を促進する。

(3) 内部波の国有周期が潮汐周期に近づき，内部波が

発達し，湾口部 sillを越波するようになると，湾下層水

は湾、外に流出する。湾下層水の湾外への流出量は内部波

の固有周期が潮汐周期に等しくなる時点から急激に増大

する。そして湾内には穣潮時に表層から流入し，落潮時

に底層から流出する循環流が形成される。

(4) 内部波による湾の海水混合は三層ボックスモデル

で表される。

上記(1)の海水の上下混合と湾の内部波固有周期の関係，

上記(2)の潮汐と潮汐に誘発される内部波の位相関係はと

もに木村らの理論結果4lとよく一致した。また，上層か

ら流入し下層から流出する上記(3)の海水流動現象は成層

期における浦の内湾の二層ボックスモデ、ルの解析結果7)

においてもみられており，浦の内湾の成層期においては

内部波による湾下層水の湾外への流出は十分な確かさで

もって存在し得る現象であることが示唆された。ところ

で，三層ボックスモデルを浦の内湾に適用するには，浦
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の内湾の塩分の鉛直分布は三層ボックスモテ、ルで仮定し

た分布に比べて複雑なために，モデ、ルを改善するなり，

内部波などの流動現象を考慮して湾の上下層を分割する

工夫が必要でーある。
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