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筒井茂明．

ModelEquationsCombiningFullLinearDispersion
WithLongWaveNonlinearity,Part.Ⅱ
ShigeakiTSUTSUr
Abstract

ＦＤ｢eslimationofspcc1raldelbrmalionofi｢TcguIarwavesinshalIowwaler,analysesfOrwaveswilhwide

rangcofwavcpcnodsaI℃necessarv,ＡｓｙｓＩｅｍｏ｢inlegTo-dif化に､IiaIcquationslbrnomIinearwaveｐ｢opaga‐
づ

lioni1sIhcreIb応dcveIopedfbr雁p｢esentingwavcficldswithincidenIａｎｄ正flecledwavどs・Themodelequa‐
licnHcombineIongwavenomlincantywilhlmⅡIincardispcrsiDno｢sboTl-periodwaves・Thedispe底iontermis

dCscribedaslheintegralwhe1℃thckemeIistheFDuric「lmnsIUrmoflhedimensionlessIocalw8wespeed・
AIIhoughlhcFouricrlmnsIbrmIbTlhct雁c-dimensionalmodcIisunknown､thekemcllbrtwo-dimensional

oncaclsas【hclogaIiIhmicpoに､【iaLasisusuaIinlhepoIentiallheoryinhydrodynamics,Anapproximale
cquaIionIt}Ttwo-dimensionaLunidi唾ctionalpropagalionofwavcsisdcrivcdfromthesystem・Numerical
siInulationwiththisequalionvcrMiesvaIidityofIhcproposcdsyslcmofequa【ions1bycomparingwiththe
mesul[sorlheKdVequation．

Ｋｅｙｗｏ｢dsShallow-waterwaves､Lineardispersion,Nonlilucarity・Modeling・Boussinesqequation

l・緒言性長波方程式群におけるＢＢＭ方程式の有用性を論じて
いる．ＢＢＭ方程式が不規則波の変形計算に対して用い

複雑な海崖・海底地形における不規則波浪の変形あられる主たる理由は，その分散式が短周期波に対して
るいはスペクトル変化を推算する場合には，長周期か６正の有限値を採ること，すなわち，ＢＢＭ方程式は本
ら短周期までの広範囲の周波数の波を対象としなけれ采の長波領域のみならず短周期波領域に対する適用の

ばならない．そのために綴勾配方程式(Ｂｅ『khom．可能性を持っていることに依る．しかし，短周期波領
1972；Dalrymplcら,１９８４；Kirby,1986；磯部，1994)あ域における線形分散関係の近似度は十分ではない．宏

るいは浅海長波に対するBoussinesq型の方程式(Per‐

田ら(1988)や間瀬ら(1991)は，ＫｄＶ方程式の分散項を

上gl-ineJ967；Liuら，1985)に基づく数値計算法が一般（|鞍正し．短周期波領域に対しても適用可能にしたモデ
に用いられる．前者は，線形方程式であり解の重ね合ル方程式を提案している．しかし，これらのモデルは
わせが可能であるから，不規則波に対して有用である断面2次元で特定方向に進行する波のみを取り扱うも
(Lcwisら，１９８９；筒井ら。1990；窪ら．１９９１；筒井，ので，反射波があるときには使用できないという重大

1991；TSUIHui＆LewiS,１９９２；磯部,1993)．後者は茂な欠点がある．したがって，入・反射波が共存する場

海長波の伝播を表わす方程式としてPe｢egrineが最初に合の波動場を対象にし，波の非線形性と線形分散性を
導いた．その後，BenjaminBona.＆Mahony（]972)が

合わせもつモデル方程式を考える必要がある

一般論を拡張したのでBBM方程式と呼ばれることもあこのため前報(筒井，1994)においては，浅海での波

る(Mile5.1981)．Benjaminらはその一般論の中で分散の３次元的な変形を表わすことができるPe肥gnne(]967）
受理：1995年５月１２日
土木学会第50回年次学術講演会(1995)にて一部発表

・工学部環境建設工学科Dep、1℃iviIEngineenngandArchiIectumB・FacuIlyofEng｢９
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の式から，線形分散性と浅海長波の非線形性を具備す

直座標をＺ.，時間を「とする．水深，流速成分，水

るモデル方程式を提案した．この式は，局所波速の

面変動量，圧力，重力加速度，および水の密度をそれ

Fbumcr変換を核として，分散項を積分表示した微積分

ぞれ〃，（'」蝋,ｖ゛,ｗ傘)．り掌，Ｐ。，９，ｐとすると，連続

方程式である．このような形式のモデル方程式は非線

方程式，Ｅｕ]e｢の運動方程式，および水面と海底での運

形波動伝播の解析には有用である(Ｗｈｉｍａｍ，］96フ；

動学的境界条件は以下の諸式で与えられる

SeIiger,１９６８；BeniaminJ967；Benjaminら．１９７２）：
０，０，１９７５)．しかし，その誘導過程において，いわば
発見的記述があり論理的に不十分な点が認められる．
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れたことを要約し,結論とする＿
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採り数値計算例を示す．最後に，§7では本研究で得ら

誠一証・亦一赤・誠一脈・町一脈・ｏ

方程式の有用性を示すため，｜析面2次元の場合を例に

十

元の場合のモデル方程式について述べ，§6ではモデル

Ｖ

と，および長波近似ではBoussinesq型の方程式と本質
的に一致することを証明する．次に,§5では|祈面2次

十

式が短周期波領域における線形分散関係を満たすこ

十

所要のモデル方程式の再誘導を行う．§4ではこれらの

十

§2.3ではまず，従来の浅海長波方程式の欠点の所在
を明らかにするとともに，流体力学の基礎方程式より

十

ついて述べる．

（2.1〉
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したがって，本研究ではこの理論結果を補足説明する

とともに，数値計算に基づくモデル方程式の有用性に

８㎡DP､３Ｗ*

一十一＋－＝０

連続方程式〔2」)および水平方向のEulcrの運動方程式
(２２〕をｚ・について全水深にわたり積分し,水面および

2.基礎方程式

海底での境界条件(2.4)，（25)を考慮すると以下の式が

静水面に座標原点を置き，水平座標を(x感,ｙ傘)，鉛

得られる．
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(2.6）

(2.7.2）

ここに。水深平均流速および速度差は次式で定義される．

示毫赤心《･傘:了Th71Hw…'二……-噸．（2剛
同様に，

鉛直方向のEulerの運動方程式(23)を孟・について区間[Z傘,ワ噸]で積分すると，任意点での圧力は次式で与

えられる．

;炉｡#殿(ｗ”÷ljwz｡÷急Ｉか．…券岬．…塁

(2.9）
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ただし，パはz鑿＝り｡における大気圧である鉛直流

各項のオーダーを調べるため，次の無次元量を定義す

速ｗ・は連続方程式をｚについて区間[-力,21で積分す

る．すなわち，代表時間として周期７．，水平方向の

ることにより得られ，次式で与えられる．

代表長として線形長波の波速ciを用いて定義される
波長ciiTo，鉛直方向の代表長として基準点での水深
ｈｉを採用する．水面変動量は振幅ｑｉで無次元化す
るまた，流速成分は線形長波の波速ciで無次元化

,M奎一会にｗ許-多[（`獄（2Ｊo）
以上の誘導過程ではいかなる仮定も用いられておら
ず.すべて厳密な式である．上式(2.6)-(２．１０〕における

するとともに，振幅水深比Ｅおよび無次元周波数且に
よりスケーリングを行う．

ノー`ｗ・は､)}=(⑪癖'(';)は鍬ハ愚=爵鑿ﾉﾉｌｉ，ノi=ｈＷ１ｉ、 Ⅳ='7噸/ａｉｉｏＰ=P識ﾉﾘqgﾉｾ；
ど(側,け=(Ｉｆｖ露)化ii，ど(瓜,)＝(房,了)/ci，母ｌ－ｕｗ鑓/(:i， ｃ=aiyhmu=⑩拳(/iii/R)''２

②鰻＝2兀/7ｆｃｉ=Ｍ１〕!/２

したがって，式(２６)および(2.7)は以下のようになる．

Ｉ

寄手最((伽搾り)鰯'鶚晶'(ﾙ+ど勅'１薑、
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(2.12）
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(2.13.1）
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(2.13.2）

ここに，

に南[!…に崗岬…-‘`鵬…

(２．１４）

である．また，式(2.9)，（ユ10)はそれぞれ次式となる．

，-腕,=…〃十厘;|ｿⅧ…』:１，脚…2品llMi-昼2(M’１』
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(2.16）

以下では，

ｈｈｈ
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Ⅷ｜添仙」祠Ⅷ｜州．

－ｔ''@ 凧榿蜥鶉
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ｌ’’

ｏ(c)までの項を取り入れた近似方程式が得られる．
Boussinesq型方程式として近年よく用いられるPer‐
cgrine(1967)の方程式は，水平流速成分に対して

＋ｈ＋

を考慮し，式(2.13)の右辺の圧力項を評価すれば，

掛川一州對

したがってロ式(215)において右辺第３項までの線形項

珈丁澁｜癖幽砒

の非線形項でああ右辺の最後の3項はＯに3）となる．

十１－６＋

Ｏにz)である．また，式(2｣6)により圧力方程式(2｣5）

と仮定し，式(2」5)および(2」6)により式(2」3〕の圧力
項を評価して得られ，次式で与えられる．

珈｜町一帥一切

山f＝Ｏ(Ｃｌ/2)．△,,＝Ｏ(elﾉﾕ）（2.18.1）

となる波動に対しては，式(2.13)の左辺の積分項は

山＝Ｏ(。，Ａ１'＝Ｏ(ど）（218.2）

珈雪』町Ｊ坊廼即

Ｅ＝似ｚ＜＜Ｉ（２１７）
と仮定する．高々

(2.15）

(２．１９」）

鵠|…
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式(2.19〕は仮定(2｣7)および(Z｣8.2)の下に成立する．
仮定(２」7)は長波に対する近似であって．ここでの議

論の必須条件である．Ｐｅ配grineの方程式は正負両方向
に進む波を取り扱え，かつ波の分散式がKdV型方程式

｡(…')臺澁化'…'×
xcosb畔(ん＋z)]０，(&､')dkrdRvロブ」）

よ})優れていること(Benjaminら，１９７２；筒井，1993,

Ａ=(⑩・んi)２，Ａ=(Ｃｌ/の護)だ（372）

1994)から浅海での非線形波の変形計算に用いられてい

ただし．Ａは無次元波数で，ｋｊＭ`ｖはその“成分で

る．しかしこの式は短周期領域において線形分散関

ある．式(3.7.1)は連続方程式(3」)を満たし，海底での

係を満たしておらず，不規則波に対して必須である短

境界条件(3.5)は，綴勾配方程式を誘導する場合と同様

周期波を取り扱うには不都合がある．その主原因は水

に，局所的にはＨ,＝ｏとしている．無次元量の定義式

深平均流速を用いた仮定(218Z)に依る．したがって，

(2」I)および式(3.2)、（３３)により流速，圧力などは以下

次章では仮定(ユ182)を用いないで式(2」3)の右辺の圧

の諸式で与えられる．

力項を評価し，非線形性と線形分散関係を合わせ持つ
浅海長波方程式を誘導する．

xcosh[此(h＋z)]｡(A,rMA『dAv（38」）

3.圧力項の評価とモデル方程式

前述のように，圧力方程式(2｣5)における右辺第4-6
項は非線形項であり，式(213)の右辺の圧力項を評価

する際には無視できる．したがって，ここでは水深平
均流速に依らず，圧力方程式(215)における右辺第１－．

項に相当する線形理論，すなわち，次式(3.1〕-(3.5)に
示す線形境界値問題の解によ})式(2.13)の圧力項を評

価する(ChestcrJ968;Roseau,1976)．
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ａｖ０ｚ
－－－＝0．示一盃＝ｑ房一所＝Ｏ（36）

が得られる．したがって，速度ポテンシャル‘が存在
し、任意の関数⑩(JLr)のFou｢ier積分として表わすこ
とができる．

に:☆化呼"`…×
xcoshI叫(h＋届)]９，(lMMArdHrv（38.2）

"-:＊'二岬(坤轤い'×
xsinhUdA(ん＋z〕]｡(k，｢〕dAr雌Ⅲ（3.9）

芸-詩Ⅱ二１Ｍ竿鶚い'※
…'J`&(伽･効'空;笄｣鍛幽（Mn,）

芸=蒜肛［いⅦい…膿
×｡･關h'幽附+鋤'半微八，]｣｡２）

筈='一蒜肱川…'×
×薊nhＭ(伽辮訓凹半Ｍ（:M'１
式(3」I)をｚにつき積分し，式(3｣o〕を考慮すると次

式(]２)，（３３)より無渦運動の条件
ａｗ８Ｉｌ

に:蒜'二雌糺時い'×

式が得られる．

'一詩化耶い鶚い懐
…'幽伽辮釧，等D““（jM2，
ただし，時間にのみ依存する積分定数は任意関数
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⑩(&,（)に含めてある．さらに，ｚ＝どりでノフーハIなる
条件を考えると,水面変動量は次式で与えられる．

'１－:歳鵬'竿辮い’×

鶚瞳,差…蓑=-刈二票"-…,i×
×Ｋ(§,Ｑだ｡‘（3｣８２）

×c･…"券')…,。｣]）
ただし，平均水深を表わす定数はoとする．水面での

境界条件(3.4)により関数。(A,『)を定めるための微分方
程式が得られるが．圧力項を評価するためには不要で
あるのでここでは省略する．

式(3｣０１)を用いると式(2.13.1)の右辺の圧力項は，

雨[:諜傘一[淵:虚

式(2｣2)および(3.18)が所要のモデル方程式である．

これらの式が有用であるためには，式(3.16)で定義さ
れるFOuTier積分が存在しなければならないが，変換式

(3.16)の存在は不詳である．ただし，前報(筒井.1994）
で与えた積分核は式(3.16)に対する1つの近似式であ
る．

4.モデル方程式の分散関係

一定水深の場合にはモデル方程式(2.12)および(3｣8）
は線形分散関係を満たし，長波近似のときにはPer‐

一:☆にＭ竿雫い'…胸半×
×竺鵲kh鹸幽（iM41
と近似できる．しかるに，式(3.13〕より

cgnnc(1967)の式と一致することを証明する．これら
の式の線形部分を用いて〃,Ｆを消去すると．

票藝:1二窯は-…w`…
鵲[に窯膝-…〃…``(』｣）

諄=:☆'二脱．"い籍い)×
×c･鳥Ｍ１`m22詩上'鍬八（ｊｌｓ１
であるから，Foune｢変換

が得られる．この式に線形波

ワーロci(い+い-'）α：振幅（42）
を代入すると，

K'…詩肛等 ei(ArT+A)･)ldArdkv
（3.16）

ｵｰﾊﾞ'Ⅱﾆﾙﾊﾟ(`い…```‘
IanMkハ

（4.3）

が存在すれば，式(3｣4)は畳込みの定理により次式で
与えられる．

となる．式(4.3)は次元量では

ｃ露z＝上talUhA傘〃

-[；愚:`‘

Ａ，

（4.4）

と表わされ，線形波の分散関係を満たしていることが

一片に票(ﾄ…,)K(…“(３１７）
式(ユ13.2)の右辺の圧力項もまた同様に評価でき．結

局，式(2.13)より次の微積分方程式が得られる．

警部票…票－片'二聖(ﾊﾟｰ…り×
×ｋ(5,Ｑdご“（3.18｣）

判る．一方，長波近似ｕｗｌ→o)のときには積分核
Ｋは.ｙ)は次のように近似される．

蹴鴎昨☆1二('‐;("ｈ…}×
xci(Ali汀+A１．J)dRrdAT

-志に('÷;“)1(ｉｗムル)×
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ｘｅｊｌＡｒＫ＋AJT)ｄｋｘｄｌｔｖ
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ここに，

…⑪二歳化川…ｗｋ,’4`）
は２次元デルタ関数であり，添字は偏微分を表わす．

式(4.6)を式⑥18)に代入すると浅海長波の式
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｜’一一

＋＋

町一砒助一欲・

肋一別。赤一別・

＋＋

ｃど

肋｜敬弥一砥

＋＋

肋｜町師一切

（4.7.2）

が得られる．これらの式はP℃【己gTine(1967)の式(Z｣9)に
おいて最低次の近似式

ａｎ/8｢＝－０ﾜﾉax・ａＷａｌ＝－８〃ﾉﾖ),（4.8）
を右辺に代入して得られる式と一致する．浅海長波方

程式(４７)はBouSsincsq型の方程式とはなっていない
が．式(3.18)は短周期領域で線形分散関係を満たして
いるので短周期波に対しても有用である．

，藝寄-…＝,’鼠`）
山芸鶚に、ﾎﾞｰﾙ（銅)
式(５３)を満たすように速度ポテンシャルを定めると

…臺会に…叫胸緤釧｡w'…'’
Ａ＝の諺にⅡ（582）
となる．式(2」l)および式(5.4)，（５５)により流速，圧
力，および水面変動量は以下の諸式で与えられる．

卿薑儂会に'………w)蝋！"’
螂薑:会に……胸緤釧｡wM((s｣o’

姜一美に!……辮釧半`M$川
筈一'一鶚に……辨釧半蝋
（5.12）

5.断面2次元でのモデル方程式

断面2次元の場合には以上の諸式でｙ成分を除いて
議論すればよい．ここでは簡単にその結果について述
べる．水深平均された連続方程式および運動方程式は
次のようになる．

,－裳に…h…Ⅲ半`&(sIj）
〃=:会に……梺鹸（乳'４）
式(5.11)により式(５２)の右辺の圧力項を評価すると

等令晶'(ﾊ傘`〃)鋤薑。（s｣）

等卸静念晶[!(鮨､１２“
一命隅:`‘（５２）
圧力項を評価するために次の境界値問題を考える．

醗姜辨筌=。。』）

丙l艦:`率:会に iAeikrcosMAhx
×

0(P化『)
0『

1鶚;kh鎌

(５．１５）

となる．ここで，

警一:会'二'……半鍬。｣`’
およびFoune｢変換

5１

殉雨

脚

’’３

－－

十

町一猷

ど

等…票＝飯'に票(…x(`)``(s｣8）

肋｜砒

局，次の微積分方程式となる．

＋

により表わすことができる．したがって，式(５２〕は結

瓜

の存在を仮定するとⅢ式(5.15)の右辺は畳込みの定理

肋｜町

'､)=会に Ⅷ艀｡w&

波の式
(５．１７）

(521）

が得られ，式(5」)および(5.18)は本質的に断面2次元の

場合のPemeg｢imB(1967)の式と一致することが判る．
6.数値計算例

式(5」)および(5.18)が断面2次元の場合のモデル方程

モデル方程式の線形分散性および長波の非線形性を

式である．これらの式が一定水深の場合には短周期領

検証するためには，式(2.12〕および(3」8)あるいは式

域において線形分散関係を満たすことは，§4の式(４１〕

(5」)および(5.18)を直接解くべきであるが，この微積分

-(４４)と同様にして容易に示すことができる．長波近

方程式の数値解法が未知である．したがって，ここで

似のときには積分核ｋい)は]次元デルタ関数

は断面2次元の場合で波がｘ軸の正方向にのみ進む場

がいに士に僅胸戯（，｣，）
を用いて，

Kに'二A(`I動省艸)』`…）(520’
と近似できる．この式を式(5.18)に代入すると浅海長

合を例に採り．上述のモデル方程式の有用性を示す.
移動座標を

Ⅱ薑…薑&ルュ"-…胸'M'（`川
と置くと，式(5」)および(5｣8)よりＯ(ｑまででは次式
が得られる，

一弘匿蜥派愉…-M，〃器…川辺ww鶚壽、
an０ハ

８０００

--+層1,-'に､諾+(鍋｢’ １t卜為'能晶Ｉ り(ｘ－‘０）ｋ(ｐ“＝０
aii

８０

(6.2）

(6.3）

ただし，‘＝E§である．式(62)，（63)よ})８"/００を消去し，ざらに式(62)より得られる最低次近似ローハー'ノユリを
代入すると．次式が得られる．

祭刊,…織芸､今に'十'｢帷烏ﾙ(…ﾙ{(凄…-麿岬蕾…！
式(6.4)が本章での議論に用いる方程式である．式(5.20）

と同様にｋ(Ｑを級数展開することによ')，式(6.4)は

長波近似ではＫｄＶ方程式となることが容易に判る．

ここで．全ての変数を次元量で表わし，改めて基準

長h(１，時間価而,および速度へ/7可75万で無次元化し
た変数を用いると，積分核(5.17)は
一一

ｘ

ｌ

ｌ｜翫

爪

に 半｡艫『`に-念１m勘nｈ 閉

(6.5）

となり，次の近似式が得られる(筒井，1994)．

…陣ﾄﾞ宇川

(6.6）

ｋは〕はlxl<<ｌにおいて対数ポテンシャルとなっ
ている．式(6.4)は波の伝播変形には隣接する波の特性

5２

が相互干渉することを表わしている．また．｜Jrl〉4ｈ

ただし

のときにはｋは)＝Ｏである．したがって，

,=Ⅲﾙｰ''2鋤-’（`8）

lx-沓|〈4ｈなる範囲で水深変化および波の振幅の変
化が小きいと仮定すると，式(6.4)の積分項は次式で近
似きれる．

である．したがって，式(６４)から次の近似式が得られ
る．

|鶚'｢"鶚|に(侭…ｗ：

‐|票･'〆M鶚||半-1

(!÷半1豐辮…哩励諾號芸〃
式(6.9)をスペクトル法(Liuら，1985〕によ})解く．水
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図－１－定Z
一定水深域での波の伝播に及ぼす分散項の影響

5３

采を要約すると以下のようになる．

面変動量を次式のようにFbuJiem級数展開する．

〃",に摺り,,い)｡-……１６｣｡）
ここに，ｃ､c・は式(6.10)の右辺第Ｉ項の共役複素数を表

わす．式(６．１０)を式(6.9)に代入するとｅ－ｉｉ'ｍｅの係数か
ら〃一次成分波に対する常微分方程式が得られる．

の方程式に相当し，かつ短周期域では線形の分散関
係を満たしている．

(2)分散項は局所波速のFouricr変換を核とする積分表示
として表わきれる．

(3)断面2次元の場合の積分核，すなわち局所波速の

''十半1砦+揺り〃

Fou｢ie｢変換は存在するが，３次元の場合のFOurier変
換の存在は不詳である．

号"|に鷺艸抱,薑撹洲１
十Ｗ'1-半１ ハーＩノユリ〃＝0

(1)このモデル方程式は長周期の場合にはBoussinesq型

(4)断面2次元の場合に対して導かれたKdV方程式に相
当する近似方程式に基づき一定水深での波の伝播に
(６．１１）

ただし，’1＝1.2.3,….Ⅳ（ﾉＶ：成分波の総数)，上添字
*は共役複素数を表わす．式(6.11)の左辺第２項は浅水

変形，第３項は非線形相互干渉，第４項は分散性を表わ
している．同様に，ｅｉ"“の係数からは式(611)と共

ついてモデル計算を行い，ＫｄＶ方程式によるものと

比較した結果，提案したモデル方程式の妥当性が確
認された．

今後の問題点として，３次元の場合の積分核を求める
こと，および微積分方程式の効率的な数値解法の開発
が挙げられる．

役関係にある式が得られる．
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