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線形分散性と浅海長波の非線形性を合わせ持つモデル方程式
筒井茂明．

ModelEquationsCombiningFullUnearDispersion
WithLongWaveNonlineanty
ShigeakiTSUTSUI.
Abstract

T11cKortcweg-deVries(KdV)andBoussinesqequationsare”plBsentaUves【brshaIlow-walcr
wavesindispc応ivesystemsBo【hequationshavesolitonsolulionsandplaysignincantrolesin
manynonlinearwavesystems,suchasincoastalengineenngworksandplasmadynamics(2.8.,
Laitone,１16();ZabuskyandKruskal,1965).Incoastalengincenng0thecnoidalwave(Laitoneo
I960),Iheperi(》dicsolutionMIheKdVcqualion,isemp1oyedtodescribcpmpertiesofshallow‐
walcrwavcs・TheBoussinesq-lypeequation(Pcmegnne,1966,1967),however,isonlherecent

l妃､。[ｏｂｅｕｓｅｄ､Ｔｈｅｍａｉｎ"asonisimhedMfCmencebctweentheirdispersionrdations・nlough
bothdispclsion雁】ationsal己the8amclbrlongwaveappmximation,fbrshortcrperiodwaveslhe
dispc聡ionro1alionoftheKdVequaUonisunbounded,whc1℃asthatoftheBoussinesqPtypeequa‐
tionIakcsliniIevalues､TheBoussinesq-typccquation,[here【DIB,haspossibilityofapplyingin
numcricaIcaiculaUonnolonlyloIheoliginallongwavcfieldbuLtolheshortcrpcriodwaveficld・
However,these[wocquationscannotshowthecuspIhatislheUmitjngDormofawavewhen
breaksonagenlIeslopeWhitham（1967)andBemiamin(1967)independenUypmposcd,onlhis
mattcr，amodelequlmoncombininglongwavenonlinearitywithlineardispersionDl1o「Iaking
accounlorlheelTectsfiumshorterpcriodwaves・TheinIeg｢o-di限menlialequationsuggcstcdby
WMhamandBenjaminiseftcc【ivclodescribewavespropagaUng【othespecifieddirection,and

thenIhisfHctisalimitationinapplicutionofIheeqdaljonlnaddilioll,ilisdifficulttohandleIhe

cquationinnumericalworksbecausco｢singulariwimhekemcl､Thcpresentpapcr,[here【bre，
developstheconccplolWhithamtoIhcc(lua【ionsofPclCgIinｅ（1,67)ａｎｄｏ鵬rsamodclof
cqua(ionsfurIungwavcsinthree-djmensionaLnonlineardispc応ivesyslcms,lobeusedinp『cdicUonofwavcdelblmationinlhecOastalzonc．

KeywordsShaUow-walerwavcs,Boussinesqcquauion,Kortewcg-deVnesequation,Limeardis‐
persion,Nonlinealrny,WavebIBaking,Maximumwavc．
1．緒倉

ネルギー減褒の彫騨を考慮でき，有限要素法や溌分法
に基づく数値叶算により良好な結果が得られることが

ｉけi1での波浪変形を記述する際には．対象とする波

判っている(例えば．Ｃｈｅｎ＆Mci，1975；Beoless＆

動現象に応じて適切な方程式を選択することが砿嬰で

Zie戒iewiczD1977；Zienkiewiczら，１９７８；RadderJ979；

ある．級勾配〃穐式(BcTkhp『『’1972；Dalrympleら．

渡部・丸山.1984；Ｋｒby､1988；Yamashllaら.１９９０；筒

】984；Kirby,1986)は．水深変化領域での線形波の屈
折．回折・散乱，反射，砕波や海底廠棉などによるエ

井ら,１，９０；筒ﾉﾄﾞ､１９９１；耐uIsui＆LCwls,I”ziTmIsuj

＆Zamami,1993)．また，この方程式は解の鉱ね合わせ

受理：1994ｲﾄﾞ５１]１７日

．］;学邪環境処ill上T:学科Dep､DlCiviIEI18inceringandArcIuiにcture,FilculIyolfEngrg．
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が可能な線形方程式であるから不規則波浪を推算する

際にも有用である(LCwiSら，1,89；窪ら，１９９１；磯部・
Ｉ”4）

の方總式が多用ざｵＬｂ頓lIijにある．この火はPcrcgmnc
(1966,1967)が蝋初に蝉いたが、その後Bcnianlin,Bnna1
＆Mahony(1,72)が般論を拡張したのでBBM〃棉式

－．万，浅海長波に対する代表的な方程式として

と呼ぱｵしることもある(Miles’1981)．BeI1jBLnliI1らはそ

BoussiKlesq方程式(Bpussinesq'1871)とKmlCwCg･dCVncs
(KdV)方程式(KoHewCg＆deVrieS,1895)とが挙げられ

の一般論の中で分散性長波力程式群におけるＢＢＭ方程
式の有用性を総じろとともに．初期値腿1題に対する～・

る．これらの方程式は．水粒子の水平加速度のみなら

般解の仔在を証明している．ただし．ＢＢＭ刀程式を逆

ず鉛直加速度をも考噸して得られた式で．弱非線形か

散乱法で解くことはできない．IXI-lには，浅海長波に

つ弱分散性で両肴の効果が釣り合うときの波動を表わ

対するモデル方程式の相互関係が示きれている．

し．特解として孤立波の解を持っている．前者は河111

ＢＢＭ方程式が用いられる主たる蝋｢hは．このjjtと

における洪水流や波状段彼を論じる際に適用された

KdV方程式の分散式の相迩に起因し，その41J･lWiは以下

(Lamb､1,59；本lllj・安芸１９“〕、後者はBoussinesq方

のように鋭明される(Whnham,1Ｗ4)．－．定水深領域を

程式と数理学的には同種の特性をもった式で．孤立波

水平軸rの正方向に伝播する波を考え，時IlljをＩ．線水

の糠解はソリトン(ZabuSky＆Kmskal,1,65)と呼ばれて
いる．ＫｄＶ方程式は従来より海岸工学．プラズマ力

Ar,重力加速度を9．水深をhとすると．ＫｄＶ方程式と

学．格子力学など多方面にわたる非線形波動現象の中

その分散式は次式で与えられる．

で重要な役割を果たしてきた(Lailonall60；ZabuSky，
1967；Tbda,1967；肥ITI巳ｙ＆Kakulani，１９７２；Fermiら，

1974；MiurAlw4,lw6)．さらに，KdV方程式の初期

値問題に対して．Gamnaら(】967)が逆散乱法と呼ばれ
る厳密解法を提案して以来．弱非線形・弱分敬性の方
程式群に対する研究が飛躍的に進められ、現在では
極々のモデル方程式とそのソリトン解が求められてい

る(例えば，Z8busky,１１ｍ；Zabusky＆ＧａＭｎ,ｌｗＩ；
WadaU、1972,1973；Ｈｉｍｔａ０ｌ９７３；Whitham，１９７４；

Ravlndmn＆PTas8d,1979；Bhalnagaroll79)．
海岸工学の分野では．KdV方程式の周期解であるク

ノイド波(Lajlpne,１９６０；土屋・安田,1974)は沿岸での

浅海長波を表わすために用いられている．しかし，複
雑な海岸・海底地形に対する波の弱非線形性を考慰し
た数値計算においては．広範囲の周波数の波を対象と

しなければならないことから．殿近ではBoussincsq型

浅海長波の方程式

IGO前｡w巳BaWIieB方程式

I■■

面からの水面変動量を可は,『)．波の周波数をα波数を

〃'十諾､"…鞭+:coh2n…０（!｣）
…ｋｌｌ－ｔＷ）（'2）

ただし．ｃ()＝VFTは線形長波の波速であり．i鉾は,,）
は偏微分を表わす．ＫｄＶ方程式中の分l1lUIim刀岬を
－"“で置き換えると．ＢＢＭ方程式および分敗式は

り'号帯〃…〃`-:h葱呵鍬壽ｏ（2｣）
…&('+:A2h2｢’（２２）

となる，式(1.1)と式(2.')の差異は左辺第`１項の分lik項

にあり，その結果，分散特性が本質的に獺なる．隆彼

近似(幼く＜Ｉ)では分散式('､2)-(２２)はIiiIじ近似であ
る．しかし．短周期波Ｗｌ＞〉l)のときには．KdV方程
式の分散式(1.2)は負値を採りかつ発散するが．ＢＢＭ方

Wbmbam＆BG則nminの
モデル方程式（２次元）

■■■

本I,f究でのモデル方程式

BBMﾉUi程式(２次元）

PC`eBrip｡の式(25次元）

FiguI巳LSyslemso『modelequaUonslbrshaIl⑥w･walerwaws
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穏式の分散式(22)はi}{の有限Miを採る，このBBMﾌﾞ湫
式の将惟は数｛i`ii1算において畷まＬいものである．す

なわち．ＢＢＭ力fMJtは小米の艮波繍域のみならずiIX1Mj
l1l波領域に力;Ｉする過lllのIIJ能性を持っている．
獅臓勾配が緩やかな場令の砕波波形の彼頂はカスブ

となるが．ＫｄＶ〃l1d式やBBM方程式はこの砕波波形を
衣わすことはできない．Wllilham(1967,1974>は、砕波
『1体は強非線形な現象であるが．砕波時の波頂のよう

にカスプをもつ限界波を表わすためには，線形分倣を
満たす短周期波成分が鼠妥な働きをしているはずであ
るとの考えに基づき，Kdv方程式に代わるモデル方程
式として．非紙形性と線形分散僻性を合わせ持つ欄

分・微分方程式を提案した．この方程式は一定水深領
域におけるカスプ形状の殿大波を表わすことができ
る．さらに．SeIigeTU968〕はこの刀程式によ'〕波の伝
播に伴う非対称砕波をも鼬述できることを示した．…

刀．内部波の非線形伝播変形に対するBcnjamin-On(〕方

ｲM式(Bcnjamin,1967;ｏｎ・’１，７５〕は，Whitham(19m)と
は独立に．同一のモデル方程式から導かれたもので.

この式に対して逆散乱法による理論展開が可能であむ
ことが判っている〔SalumaaI979)．
Whjlham(1967)およびBenjamin(1967)によるモデル

力程式は非線形桃と線形分散性をともに考慮しなけれ
ばならない彼の伝播を議論する場合に有用な式であ
る．しかし，この方程式は断而2次元の特定の方向に

進行する波のみを表わすもので．その適用範囲が制限

されている．また，式中の積分核の数学的特異性は式
の取り扱いをljN雛にしており，この点も改良する必要

がある．－万．浅糠での水深変化による波の３次元的

な変形を表すことができるBoussincsq型のモデル方程
人としてPeregrine(1967)の式があり，前述の理Itlから
頻繁に用いられている．したがって１本研究では．沿
儲での波浪変形予測に供するため１３次元波動場の

PC随gnne方程式にWhilhamおよびBenjaminの概念を拡
股し,線形分散性と浅海長波の非線形性を合わせ持つ
モデル方程式を提案する．

２．－定水深領域での浅海長波

一定水深領域をｴｰ軸に沿って伝播する非線形長波
を表わすKdV方穏式は式(1.1)で与えられるが．§1で述
べたように，その分散式(12)は短周期波に対して発散

する．Whltham(1967,1974)は式(1.1)に代わる浅海長波
の方程式として．非線形性と線形分散関係を満たす次
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の砺分・微分方程式を提索した．

，号ﾃﾞWw録に…MM:薑，`）
ただし．祇分核峨は搬小掘幡波の波速のFDlme趣変換

風倒薑式に(:…)艫州‘4，
で与えられ,添字§は偏微分を表わし，ｉは臘数単位で

ある．KdV方程式(1,)の左辺第(3科)項は式(3)では積
分表示されている．以後の議論のために．式(3)の特性
について詳しく述べる．

長波近似(幼く＜’)においては．式(3)がKdV方程式
となることは以下のように示すことができる．式(4)は

…釜に|峠等(州)…

＝`｡(6(x)+('/(1)ｈ樋(x)+…）（５）

と近似される．ただし‘

")薑圭に…

(6)

'よデルタ関数である．式(5)によ')式(3)の積分項は

に"'’㈹竿……卜
Ｘ可§(5,,Ｍ!;＝CO71u＋(1/6)COh2m山,唖

(7)

となり，KdV方程式(1J)の左辺第(]+4)項と藝致する．

さらに．線形波を考えてり＝αci(kU-m)(ﾛ：撮幅)を
式(3)の左辺第噸を除く線形部分に代入すると．

÷に"…

(8)

が得られる．微小振幅波に対する分舷式は

。Z＝gAtanhAl，（９）
であるから！式(4)と式(8)はFouner変換対となってい

る．したがって．式(3)は撤小振幅波の分散関係と長波
近似における非線形性を合わせ持っている．しかし．

積分核醗の波数原点と＝ｏは岐点であるので鈩式(4)で
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定義されるFDuTie漣変換は式(3)の取り扱いを困難にし

の式の線形部分にルルて式(3)で行かたとlil様の旗算を

ている.以下ではこの点を改良する．

実施することにより縮かめることができる(付録２)．

KdV方程式(1.1)は浅海長波の方程式
17,＋((AI＋叩)ldlT＝０〈I()｣）

３．－定水深領域での最大波

ｕＵ,＋Huqr＋ｇ刀.r＋(Iβ)gh27恥,＝0（102）

式(10.1)と(15)が式(3)と本質的にliI等な系であるこ

から熱〈ことができる(Mei,1183)ことに着目する．た

とは・式(3)の母体であるKdV方程式(1.1)が浅海長波の

だし．ロは平均水粒子速度のル成分である．既に述べ

式(】O)から導かれることから類推される．ここでは．

たことから判るように．線形分散と非線形特性を合わ

まず＠式(4)および(11.1〕によ})定義される横分核の特

せ持つ方程式を得るには．式(10.2)の分散項を含む左

性について述べ．次いで,一定水深領域での段大波に

辺第(3+4)項を欄分項で樋き換えればよい，そこで，波

ついて式(10.1)と(]5)が式(3)と同一の解を持つことを

数原点ｋ＝ｏが岐点とならない積分核としてけ微小振

示す.なお・本箪では簡単のため．命ての変数を騰轆

幅波の彼達の自乗を用いた次式を仮定する(付録，)．

長Ⅱ．時間V7i77､速度YFTで無次元化して議論する．

")薑去に:"…
一旦ｌｏｇ
河

11,1鰐)）

式(4)と(11.1)で定幾さｵしる積分核KXおよびKは．共
(１Ｍ）

に．対称性および正規化条件

Fは)＝バーエ)，
(11.2）

次式で与えられる(WhilhqmI9m)．

")薑出('÷(1ｈＷ

…|馴刷≦Ⅲ雌

＝8ｌｂ(6は)+('/3)州『(x)+…）（,2）

となる．そこで，穣分

(17）

積分核kの近似式は．式(112)より

噺に:Ｗ

(13）

を考えると，

(18）

となる．図－２は積分核lrとkhの比鮫を水す．式(18)の

式(101)と(15)が線形分散関係を満たすことは，これら

０

…鶚にﾅ"-`M…｡,）

●

(10.2)に代わる方程式は次式で与えられる．

念エ

となり・式(3)と同様に．式(10.2)の左辺第(3+J1)項を積
分項で趣き換えることができる．したがって，式

０５０５０５０

(14〕

３２２１１００

'薑に`|峰即答…鱸…卜
ｘ〃§(５，Ｍi＝8刀澱＋([B)9A２，画

(16〕

を満たしている(付録３)．また、祇分核ﾊﾞｶの近似式は

長波近似(M'－１)において．式(lLl)は

'一に緋…Ｍ‘

に風…

１／ Kga }凶→0

Ｉ／

(《

／Ｉ Oaslxl→的

、&ご

～

輪、巧＝－

0.00.5１．０１．５
X

Figu妃２．Ｃ(Impari$､､(〕IIhckcmcIsKalldkh．
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第１式に派されているように，原点パーｏは対数特異点

であるので積分核KはnJ積分であり,欄分核雄よI)取
り扱いが容易である．

次に，式(10｣)および(15)をIl1いて-.定水深領域での
殿人波について述べる．波速cの定型進行波を考え．
移動座標

4５

形長波に対する方栂式としてPC庭g｢ine(19ｍ)の式
可!＋((ん＋刀)011W＝0（26.1）

Ｉ〃＋ＭｌｌＩｖ＋８恥＝(1/3M2luvjm
＋ﾉM1"l《ｗ＋(1/2)カルｒＩＩｂ（26.2）
を採用す`i６．ただし．水深力は"方向にのみ変化する

が＝ｘ－ｄ（19）

（ｌ＋刀ルーⅢ)＝cons【.＝０（20）

となり,式(15)からは

助＋“『＋gnr＋(l/3)gh2nx加
＋8Ｍ漏り凧T＋(1/2)ＷｉＷ郷＝(）（27）

に-…-にく(，-…

式(27)の左辺第(3+4)項は浅海長波の式(】0.2)の左辺第
(21）

ついて積分すると次式が得られる．

…-詳薑に……

(3+4)項と一致している．しかるに．水深hが変化する

Ｍｉ今，式(111)は任意の水深においてすべての周波数

が得られる．ここに，Ｚ＝§－Ｃｌである．式(21)を〃に

の波を考えることを趣味するので．水深変化領域にお
いても式(12)-(14)の減算は可能である．したがって，

式(27)の左辺第(3+4)項は積分(13)によって置き換える
〔22）

ただし．Ａは積分’１i＃散である．積分方程式(22)は厳密に

は解けないので，Whilham(1967)と同様に，関数

Ｋbい)＝｣Le-vlTI，ｖ＝塁（23）
２

と仮定している．式(26.2〕の右辺に低次近似式

zIJ＝－８小を代入すると次式が得られる．

から波の運動を兇ろ．式(10.1)は

２

で概分核kを近似する．この近似核は式(16)で与えら

れた積分核の対称性および正規化条件を滴たし．か

つ．｜｢|→－では概分核ｋと同じ絲性．式(18)の第２
式．を持っている．さらに．好都合なことは近似核ｋｂ
が次式のGIDcn関数となっているという事実である．

(器-Vl鰯伽)篝-川）’24）

近似核(23)および式(24)を用いると．式(、)の特解とし
て次式が得られる(付録４)．

〃薑:．-厩'`'１…:.-耐'｡''‘（２，）

式(25)の第１式で５．えられる最大波の波形はWhiIham
U967)の式と－.致すろ．以上から．式(10.1)および(15）
は式(3)と本質的に同等な系であることが判る．

ことができ．次式が得られる．

…鱸に;臆…鱒M：

＋:ﾊﾉi仰,､＋(】/2)8ﾉiﾉb鮒.v刀.［＝０（28）

式(27)ではBoussine9q型方程式．ＰＣにgrme(1967)の
式(26.2)の特徴である時間微分を含む分散項ｌＵＥｗが
KdV型の分散項Tl､灯，すなわち空１１５変数の3階微分に
変換されている．したがって，ｉ１で述べた分散式に関

するBoussinesq型方程式の利点は式(27)では無くなっ

ている．しかし，水深が一定のときには．モデル方程

式(26.1)および(28)はそれぞれ式(10｣)および(15)と－．
致することから判るように．（26.1)および(28)は稻分表
示により局所的に線形分放式を満たすように変形ざｵＬ
ているので．式(27)の欠点は補正されている．
４２３次元的な水深変化の渇合

水平座標を(x,y)．平均水粒子遮皮の(Ｘ,y)-成分を
(N,v)．水深をhは,y)とする．式〔27)と同様に．浅海長
波に対するPe"gnnc(1967)の方程式を低次近似式を用
いて変形すると次式が得られる．

4．水深変化領域での浅海長波

",+((h+")ﾛ}x+{(h+りルル=0(”.I)

４．１２次元的な水深変化の嶋合

M,＋凹岻＋w4y＋8m耐＋(l/3)ghz(ﾜ､｢汀＋""，）
+(l/2)Ｍ(ﾉﾊﾙ+'阿山+(l/2)ghhr(りべ.r+１Ｍ=O

３次元的な水深変化領域におけるモデル方程式を述
べる前に断面2次元の場合を考える．このときの非線

（29.2）
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u,，＋JJPx＋Ｗｙ＋gny＋(]/3)gh2(nixT＋〃"y）
＋(1/2)lFA,(心､ﾋﾞｷﾞｶ]刀Jル＋(1/2)uWiy(nrj｢+１Ｍ＝Ｏ
（29.3）

ただし，添字(｣｢,)，,J)は燭微分を表す．これまでと同様

に，式(29.2)-(29.3)の左辺第(4+5)項を積分表示する．
まず、式(21.2)に対して積分

`薑lに才ＭＨ〕……）
を考える．ただし横分核は次式で定義される．

(34）

峠lに才…ﾙ…#)…，
を考えればよい．したがって．式(292).(29.3)はそれぞ
れ以下の諸式で置き換えることができる，
1.ﾉ＋Ⅳl《r＋ｗ４．

割lに才"-……“

"洙歳lに(妾…蠅卜

×(景幽nＷ,)…"`帆｡'｣）

‐(訂１．９１通､h(課))'･圏|嘔・h(訓

（31.2）

ここに．（kM6y)は波数のい,y)-成分である．長波近似
(kＷ,Aj,"＜＜1)のとき．式(3【)は

…古ルト鶚筈川

÷(Ｍ十…'｡…'`…

＝(8A)2(6は)6(v)+(ｶｦ3)&ぷい)6(y）

＋(h2/3)6QoM,)+…）（32）

となる，ただし，

…)祷鵬…Ｍ,“）
'よZ次元のデルタ関数である．したがって．

トル州附…)…×
ｘ６(y-:)+(ｶﾂ3)6⑬－５)醜(y－５)+…)ｘ

ｘｎ５(５，`,Mid(「

＝g(､!+(ｶｦ3)nW"+(h７３)nW+…）

となり、式(21.2)の虚辺第(4+5)項と…･致すみ 同椛
に．式(29.3〕の左辺第(4+5)項にカルては概分

＋(1/2)ｇｈ(ﾉi”＋ﾉＷＪ)(＋（l/2)gﾉﾘh『(nIw＋可”〕＝0
(36.1）
Ｐ「＋ｍｙ（＋yyv

tIEI才…-伽息…
+(1/2)ｇｈ(/”.『+hyl7yル+(l/2)9ＭW(､眼《+〃")=()
（362）

以上をまとめると‘所巽のモデル方程式は．断面２
次元の場合には式(26.1)および(28)．３次元の楊合には
式(29.1〕，（36.1)．および(36.2)である．ただし，積分
核はそｵLぞれ式(11)および(31)で与えられる．
5．鯖語

本研究では，沿岸での波浪変形解析に適用するた
め‘WbiUmm(1967)とBe軸amin(1967)によるモデル方程

式を３次元の波動場に拡張し､非線形性と線形分散性
を合わせ持つ浅海長波に対するモデル方程式を提案し

た．これらの方程式は浅海長波に対するBOuSSiIleSq型
方程式であるPercgrinc(1967)の式の分散項を積分表示

で趣き換えた積分・織分方程式である．WhiU1umらの

モデル方程式では線形波の波連のFourier逆変換を積

分核としているため，積分核自体に散学的特異性を含
み，これが式の取り扱いを困難にしている，本モデル

では，波速の自乗のFou｢ifr逆変換を積分核として用

いることによりこの点が改良されている．
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入
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Figu妃Ａ､1.1mにgrKUpalhCInlhcルplaluc．

ノ{()＝(ｐ＋l/2)冗i，（ｐ＝0,1,…,、－１）（Ａｌ３）
であるから．積分(Ａｌ２)の留数は次式で!』･えられる．

…)薑剥(ﾙ…'判…
＝_且g22I｣LＬ
２兀・ん》

(Ａｌ4）

琉球大学工学部紀要第48号，1994年

稲分路･に１１１って'よ入＝rci｡（p：偏角)と倣くと，

岬獅壽袰Ⅳ……
xtanh(re'ID)｡｡

が得らｵしる．上式に可＝UJeil1上r一面)を代入すると,

に呈臘(……鱸￥
(Ａ・Ｌ５）

が得らｵL，ｒ→Ｏなる極限ではI。→Ｏとなる．lBI橡
に．綱分路CRに沿っては入＝ReiIPと岡き、極限Ｒ→｡。
を採るとCIRに沿う積分も消失する．したがって，留数

の定理より次式が得られる．

＝2愈i[Rc(jlOl,→－

(Ａ,Ｍｉ）

川一士に(ｆ１ｗ………
に砺側……》…’
に比例する．しかし．線形波にはパルス関数は無関係

ある．したがって，微小振幅波の分散式(9)により式

－

（Ａ1.7）

ｐ＝０

であるから，この式をｘについて区間[Ixl,｡。]で積分す
ると次式が得られる．

皇亭篇:Ｌ'･圏(･mhl割｝

となる．さらに，‘三.r-5と樋き,Fnurier変換により
式(A､23)をＫについて解くと次式が得られる．

であるから，式(A2.4)における定数項は消失すべきで

しかるに，

２．－U'.'､１m'Jwl＝ ２sinhOTX/2）

(Ａ2.3）

式(Ａ2.2)の積分項に対する定数項の寄与は

K(x)=[ん(ｘＬ→０．尺→｡。

＝且Ｚ且ﾆﾑｰ座２１
征'二ｏＰ＋ｌ厄

4９

(A2.4)は式(11.1)と一致すみ．すなわち，式(10.1)およ
び(15)は線形分散式を満たす．
付録３．対称性および正規化条件、式(16)の旺明

(ALB）

したがって．

剛x〕薑-:'蝿lmh(割）ｗ，）
となり．Ｘからxへ変換すると式(11.2)が得られる．

積分核khが式(16)を満たすことはWhilham(1967.
1074)に述べられている．積分｛麺の対称性については

付録ｌにおいて述べた．正規化条件の証明には，式
(11)によ})与えられるFUmer変換

に 一旦log (蝿nm(訓．-i"傘
冗

付録２．モデル方程式(10.1)および(15)が線形分散式を
満たすことの歴明

A

を用いることができる,上式は極限幼→Oでは，

式(10.1)および(15)の線形部分

峅肛卜鰯私壜｜

(Ａ２｣）

に…

(Ａ３２〕

となる．さらに．８．Ⅲにより無次元化すると式(ｌｏの第
２式が得られる．

においてＷを消去すると．

,"-靴"伽岬卿

(A3.】）

＝＆mnhlUt

付録４．最大波の式(25)の証明
(A,2.2）

式(22)の両辺に左からMz"８，２－内を乗じて.式(24）

筒井：線形分散性と浅海長波の非線形性を合わせ持つモデル方程式
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を用いると次式が１１｝られる．

４'に-卿)卿｡'薑,21(…-当幽2)‐ｍ ’

(Ａ,4.1）

ｄｌｌ

殿大波は孤立波のときに発生するので，｜',|→－で

刀＝ｕ＝切り＝０なる境界条件が成立する．したがっ

式(Ａ､4.1)の両辺に2(ｃ－ｕ)IH1,を乗じると．

て．式(Ａ4.4)は次式となる．

`'に-蝋)Mwl((辮争に-噸）

‐fM-nに-脚)|傘⑬41）

どなる．ざらに．側辺を積分すると,

に-卿１Ｗ'1-:帆十学に-脚)’
借Ｍ号Ｍ+‘ ）

,噸…|-;(A緤箏+;に-伽向サル4）
"…|;蝋2-ｵ…:｜（…）

さらに．式(A､4.5)の特解としてRankine-Slckcsの砕彼

条件(',＝ｏでローけ)を満たし，かつ，指数関数的な解
を考えると，関係式

m=f"，“’2上卿：
４

(Ａ4.3）

が得られる．ただし．Ｂは繍分常数である．ｕ＝ｃは微

（Ａ4.6）

が成立するときに〃r異の解が得られ、そ！Lぞれ次式で
与えられる．

分方程式(Ａ43)の左辺の特異点となるので．右辺にお

〃薑等`-薊Mw4・…鯛'｡''‘い‘"）

いても(c・IＩ)Zが囚徴とならねばならない．したがっ

式(Ａ4.7)では波迷cが確定していないが．Whllhamの結

て．Ｂ＝Oであり．式(Ａ4.3)は次式となる．

果c＝4口を用いると式(25)が得られる．

