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海面冷却に伴う対流量と酸素輪送量

李 東日ヘ木村晴保本

Convection Flux and Oxygen Transport due to Cooling the Sea Surface 

Dongri LI and Haruyasu KIMURA 

1. はじめに Hc =: (TA -TI) )
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湾の酸素環境は成層期と対流期で大きく変わる。成層 で与えられる。一方，対流モデ、ルは密度不安定層 εの海

期に発達した底層の貧酸素化は対流期には速やかに解消 水が水塊となって沈降するとみなすもので，この場合

される。対流拐には冷却された表層海水が底層に移動し にはよ記の熱量Hcは海水の密度 P. 比熱Cw.単位水面

て，表層酸素を底麿に多震に運ぶためである。ところで， 積・単位時間当たりの対流量qcを用いて

どの程度の表磨海水が対流で移動し，どの程度の酸素量

を下層に運ぶのかについては不明である。

ここでは湾の熱収支モデル1)と一次元熱対流モデル2)

に基づき，対流期における滞の内湾の対流量とそれに伴

う酸素移動量を推算する。ついで対流量は潮汐交流量と

海水交換量と比較することにより，また酸素移動量は海

水交換による酸素移動量と風のみによる海面での酸素移

動量と比較することにより，対流が底層の会酸素化解消

に果たす役都の重要性を示す。

2. 対流露

函は対流期海面冷却による海面近傍での温度の鉛直分

布と熱輸送の模式凶である。 TAは気温.Tsは深さ方向の

Hc= P CWqC (Ts -TI) -・・・(2)

で与えられる。両者は等しく次式が得られる。

x TA-TI 
qc=p可τTs-τ )
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浦の内湾に適用した熱収支モデ、Jレの結果1)は

~=0.464m/d 
pしwε

-・・・(4)

である。この時のTsは観測値が無いため未定であるので，

Ts =(TA+TI)/2 )
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滋度候変の大きな海面表層 εでの水温.TIは温度変化の と仮定すると，次の儲を得る。

ゆるやかな湾内水温である。 ε}曹は水温が上で低く下で

高い密度不安定層である。海面極表層での水温分布は海

象・気象で異なる複雑な現象で不明な点も多いが， ε震

の!菅摩は数cmから数10cm程度と考えられる。

大気から ε層に運ばれた熱量Hsは，一部は透過放射に

よる熱量HAとして，残りは海水の移動による熱量 Hcと

して，さらに下層に運ばれる。海水の移動により下層に

運ばれる単位水面積当たりの熱量 Hcは，湾の熱収支モ

デル日によれば ε層の熱伝達係

数を xで表し
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qc=JL=ω28m/d 
Pしwe

-・・・(6)

滞の内湾の平均瀬差は1.0mである。また，対流期に

おける潮汐交換率 yは0.1である 3)ことから，湾の水面

積当たりに換算した海水交流量 qTと海水交換最qEXは

qT=2.0m/d. qEX = yqT=O. 2m/d ……(7) 

である。つまり (6)式の qcはqTの約1/2倍.qEXの4倍以

上と大きし対流により多量の表層水が下!習に運ばれる

ことが分かる。

3. 酸素移動量

ε層の酸素濃度 (DO濃度)を Cs.これよりも下震の

DO 濃度を CIで表すと，対流が単位水面積・単位時間差益

たりに表層から下層に運ぶ酸素量 qDO.Cは
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酸素の拡散係数で，

TA 

T 

Ts ¥¥E  

て一一(ーし --r--l'一一
Hc HA 

殴 対流期の;毎箇近傍の温度分布と熱輸送モデル

qDO.C=(CS-C[)ρqc )
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である。海水交換によって湾内に運ばれる酸素量は，湾

DO 濃度を Coで表すと，単位水面積・単佼待問当たり

外水の

qDO.E=(CO-C[) P qEX )
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である。一方，大気と援する海面においては，大気から

海水に酸素が移動する。この酸素移動震は単位水面積・

単位時間当たり次式で与えられる。

qDO.W =ρKL(C.-C[) •. "(10) 

ここに，ふは海水の飽和酸素濃度，KLは酸素移動係数

である。

酸素移動係数 KLは水面の苦しれに直接関係して，風速

が増大して水面が波立つようになると急激に大きくなる

ことが知られている。しかしながら，この種の研究は少

なくて現段絡では十分に解明されているとは言い難いが，

一応， Mackay & Yeunの関係式4)を以下に示す。

KL = 1. 0 x 10-6 + 34.1 x 10-4出 .5CL-0. 5 

(ω.>0.3m/s) ……帥

口1.0xlO-6十144x10-4ω 本 '. '5CL刊 0.5

(印.<0.3 m/s) -・・(l2)

ここに，KL(m/s)は酸素移動係数，仙 (m/s)は水面の

摩擦速度で風速ω10(m/s)を用いて次式で与える。

曲*口1.0 x 10-' (6. 1 + 0.63ω10) 0.5ω10 ……(13) 

5CLは酸素のシュミット数で，

5CL =ν/D ……同

ν(cm'/s)は海水の動粘性係数， D (cm'/s)は水温 TOCの

D口 2.037x 1. 037 (Tω'0) x 10白 5 ……仕時

である。

浦の内湾の対流期間 ('91. 10~ '92.3) における平均

の水海T[，極分 5[，DO濃度C[はそれぞれわ=15. OOC， 

5[=3.3%， C[口0.8C.5)，高知気象台の観測結果によれ

ば風速ω10は1.8m/sである。ただし， C.は飽和酸素濃

度で，水温15.00C，塩分3.3%のふは 8.24ppmである。

この期間の(8)，(9)，制式の酸素移動量は CS=C.，Co= 

ふとおき，以下の値を得る。

qDo.c=1.53g -O，/m'/d 

qDO.E=0.33g -02/m'/d 

qDO.W口 0.25g -O，/m'/d 

つまり対流期間には，潮汐による湾口での酸素移動

量 qDO.Eの4倍以上，風のみによる海衝での酸素移動量

qDO.Wの6倍に相当する多量の酸素が，対流によって表

層から底震に運ばれることになる。

4. むすび

浦の内湾を例に，対流期における鉛直対流震とそれに

伴う酸素移動量を推算した結果，潮汐交流最の1/2倍，

海水交換董の 4僚に相当する多量の海水が表層から底層

に移動し，湾口から供給される酸素最の 4倍，海面から

風による酸素溶入最の 6倍にも及ぶ多量の酸素が表層か

ら底層に運ばれることが示唆され，対流が貧酸素化解消

に大きな役割を果たしていることが推察された。
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