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連続の式は不可侵である

流速密度



  

質量の保存則を表す

流速　が単位質量あたりの運動量
であることを保証する



  

本来のBoussinesq近似の下で
連続の式は成立している

非発散条件



  

温度

圧力
は比容

一定値

連続の式は満足されている



  

本来のBoussinesq近似の下で
流体の位置エネルギーは不変

位置エネルギーの方程式



  



  浮力のなす仕事

浮力項

粘性ストレステンソルの成分物質微分

運動エネルギーの方程式



  

流体の温度変化に起因する
浮力のなす仕事

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換ではあり得ない

運動エネルギーと内部エネルギー間の
エネルギー変換



  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

熱



  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

浮力



  

圧力傾度力のなす仕事は
運動エネルギーと内部エネルギー間の

エネルギー変換

流体の温度変化に起因する浮力
の実体は圧力傾度力

流体の温度変化に起因する浮力
のなす仕事は

運動エネルギーと内部エネルギー間の
エネルギー変換



  

多成分系として
水と塩とから成る二成分流体を考える

一定値 微小偏差

塩の拡散流束密度

塩分

流体の塩分変化に起因する浮力を
理論に含めたい



  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

塩



  

塩

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

浮力



  

重力のなす仕事は
運動エネルギーと位置エネルギー間の

エネルギー変換

流体の塩分変化に起因する浮力
の実体は重力

流体の塩分変化に起因する浮力
のなす仕事は

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換



  

密度が　　　　であったなら

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換は生じ得ない



  

流体の塩分変化に起因する浮力を
理論に含めるためには

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換が必要

塩分収縮係数（定数）



  

連続の式

塩分の移流拡散方程式



  

結論

● 連続の式は不可侵である．

● 本来のBoussinesq近似の下では，連
続の式はそもそも成立していた．

● 多成分系で非発散条件　　　　　を
課すことは物理的に妥当でない．
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Boussinesq近似は本来，一様重力場中で非一様な温度
分布を持つ単一成分流体に関する近似です．

本講演の目的は，この近似の多成分流体への物理的に
妥当な拡張のあり方を議論することです．



  

 

  

連続の式は不可侵である

流速密度

と言いながら実は，本講演で私が申し上げたいことは唯
ひとつ，連続の式は不可侵である，これに尽きます．

連続の式が不可侵である理由は二つあります．



  

 

  

質量の保存則を表す

流速　が単位質量あたりの運動量
であることを保証する

一つ目の理由は，それが質量の保存則を表すからです．

電荷の保存則が成り立たない電磁気学が存在しないの
と同様に，質量の保存則が成り立たない流体力学もまた
存在し得ません．

二つ目の理由は，連続の式には流速が単位質量あたり
の運動量であることを保証する役割があるからです．

連続の式が成立しないと，流速は単位質量あたりの運動
量という意味を失ってしまいます．その結果，質量の保存
則のみならず，運動量およびエネルギーの保存則も成立
しなくなってしまうのです．このことは，少なくともLandau 
& Lifshitzの教科書には明確に記されています．

では連続の式は，本来のBoussinesq近似の下で満たさ
れているのでしょうか？



  

 

  

本来のBoussinesq近似の下で
連続の式は成立している

非発散条件

これは２０１４年の講演で示したことですが，この近似の下
で連続の式は確かに成立しています．

と申しますのも，この近似の下では流速に関する非発散
条件が課されますが．．．



  

 

  

温度

圧力
は比容

一定値

連続の式は満足されている

一方で，流体の密度は一定とみなされます．

この条件と先の非発散条件とから，連続の式が満足され
ることは容易に確認できます．

ただしこの近似の要点は，密度は一定でも流体の熱膨張
係数はゼロではないと仮定するところにあります．

多成分系への拡張に先立ち，これら二条件に基づいて，
本来のBoussinesq近似の基本的な性質をまず押さえて
おきたいと思います．



  

 

  

本来のBoussinesq近似の下で
流体の位置エネルギーは不変

位置エネルギーの方程式

さて直ちに分かることは，流体の位置エネルギーが不変
であるということです．

このことは，位置エネルギーの時間微分を計算してみれ
ば明らかです．

ただし．．．



  

 

  

物理的状況としては，この図に示すように，固定境界Σに
よって囲まれた領域Ωを満たす流体を考えています．



  

 

  浮力のなす仕事

浮力項

粘性ストレステンソルの成分物質微分

運動エネルギーの方程式

一方，Boussinesq近似下での運動方程式から．．．

運動エネルギーの方程式が得られますが．．．

運動方程式中の浮力項に対応して．．．

運動エネルギーの方程式中には，浮力のなす仕事が現
れます．



  

 

  

流体の温度変化に起因する
浮力のなす仕事

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換ではあり得ない

運動エネルギーと内部エネルギー間の
エネルギー変換

この仕事は当然，運動エネルギーと他のエネルギー形態
間のエネルギー変換に対応するはずですが．．．

それが，運動エネルギーと位置エネルギー間のエネル
ギー変換に対応するはずはありません．既に見たとおり，
位置エネルギーは不変だからです．従って．．．

それは，運動エネルギーと内部エネルギー間のエネル
ギー変換に対応せねばなりません．

この結論は実は，これから説明する通り，物理的には極め
てもっともなことなのです．



  

 

  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

熱

今，一つの流体の塊を考えてみましょう．この塊には鉛直
下向きの重力と，それと釣り合う鉛直上向きの圧力傾度
力が作用して静止しているものとします．

この塊に熱を加えると．．．



  

 

  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

浮力

塊は膨張します．

その結果，塊に働く圧力傾度力は増加します．圧力傾度
力は塊の体積に比例するからです．

この増加した圧力傾度力が浮力となります．



  

 

  

圧力傾度力のなす仕事は
運動エネルギーと内部エネルギー間の

エネルギー変換

流体の温度変化に起因する浮力
の実体は圧力傾度力

流体の温度変化に起因する浮力
のなす仕事は

運動エネルギーと内部エネルギー間の
エネルギー変換

つまり，Boussinesq近似下での温度変化に起因する浮
力の実体は，圧力傾度力であるということになります．

ところが，ご存知のとおり固定境界によって囲まれた領域
内で圧力傾度力のなす仕事は，運動エネルギーと内部エ
ネルギー間のエネルギー変換に対応します．

よって結局，温度変化に起因する浮力のなす仕事は，運
動エネルギーと内部エネルギー間のエネルギー変換に対
応することになるわけです．

以上で述べたBoussinesq近似の基本的な性質を踏まえ
た上で，以後はこの近似の多成分系への妥当な拡張の
あり方を考えてみたいと思います．



  

 

  

多成分系として
水と塩とから成る二成分流体を考える

一定値 微小偏差

塩の拡散流束密度

塩分

流体の塩分変化に起因する浮力を
理論に含めたい

ただし一般化は容易ですので，多成分系としては水と塩
とから成る二成分流体を考えます．

流体の塩分は，ほぼ一定とし．．．

このような移流拡散方程式に従うものと仮定します．

このとき，流体の塩分変化に起因する浮力を理論に含め
ることが我々の目標となります．



  

 

  

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

塩

そのためにまず，先ほどと同様に一つの流体の塊を考え
ましょう．

今回はこの塊に，熱の代わりに塩を加えてみます．



  

 

  

塩

重力

静水圧由来の
圧力傾度力

浮力

塩が加わった結果，今度は塊に働く重力が増加します．

これが今回の場合の浮力になるわけです．



  

 

  

重力のなす仕事は
運動エネルギーと位置エネルギー間の

エネルギー変換

流体の塩分変化に起因する浮力
の実体は重力

流体の塩分変化に起因する浮力
のなす仕事は

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換

つまり，この流体の塩分変化に起因する浮力の実体は重
力であるということになります．

ところが重力のなす仕事は当然，運動エネルギーと位置
エネルギー間のエネルギー変換に対応します．

よって結局，塩分変化に起因する浮力のなす仕事は，運
動エネルギーと位置エネルギー間のエネルギー変換に対
応することになります．



  

 

  

密度が　　　　であったなら

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換は生じ得ない

ところが，本来のBoussinesq近似と同様に流体の密度
が一定であったなら．．．

既に見たとおり，運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換は起こり得ません．



  

 

  

流体の塩分変化に起因する浮力を
理論に含めるためには

運動エネルギーと位置エネルギー間の
エネルギー変換が必要

塩分収縮係数（定数）

我々の目標は，流体の塩分変化に起因する浮力を理論に
含めることですから．．．

当然，運動エネルギーと位置エネルギー間のエネルギー
変換が生じなければなりません．

よって密度は一定ではなく，このように塩分偏差の関数と
せざるを得ません．



  

 

  

連続の式

塩分の移流拡散方程式

ところが冒頭で述べましたとおり，連続の式は不可侵です
から．．．

先ほどの密度の表式を代入すると，このような式が得られ
ます．

一方，塩分の移流拡散方程式からは．．．

このような式が得られます．これら二式が両立せねばなり
ませんので．．．

結局こういう式が出てきます．

すなわち，多成分系では，流速の非発散条件は一般には
成立しないということになります．

以上まとめますと，結論は．．．



  

 

  

結論

● 連続の式は不可侵である．

● 本来のBoussinesq近似の下では，連
続の式はそもそも成立していた．

● 多成分系で非発散条件　　　　　を
課すことは物理的に妥当でない．

このようになります．

すなわち，連続の式は不可侵である．

本来のBoussinesq近似の下では，連続の式はそもそも
成立していた．

多成分系で流速の非発散条件を課すことは物理的に妥
当でない．

以上です．御清聴ありがとうございました．


