
Superscripts and Subscripts
G, L : gas and liquid phases, respectively
0 : initial unperturbed state
∗ : dimensional quantity
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KdV–Burgers方程式に基づく気泡流中圧力波の非線形発展の数値計算∗

Numerical Analysis on Nonlinear Evolution of Pressure Waves in Bubbly Liquids
Based on KdV–Burgers Equation

鮎 貝 崇 広 ∗∗ 金 川 哲 也 ∗∗∗

AYUKAI Takahiro KANAGAWA Tetsuya

Abstract Oscillation of gas bubbles in a bubbly liquid induces dissipation and dispersion effects
of waves into a nonlinear evolution of pressure waves. Long-range propagation of pressure waves
with a moderately small amplitude is described by the KdV–Burgers (KdVB) equation. This paper
numerically solves the KdVB equation via a spectral method to predict the nonlinear evolution of
waves in bubbly liquids. Focusing on the waveform, and the nonlinear, dissipation and dispersion
terms, the following results are obtained: (i) An initially sinusoidal waveform satisfying a periodic
boundary condition is firstly distorted due to the nonlinear effect; (ii) Wave distortion is suppressed
by increasing the dissipation and dispersion effects; (iii) A break-up due to the dispersion effect
appears; (iv) A balance between the nonlinear and dispersion effects is accomplished and then a
pulse wave satisfying a feature of soliton is formed. As a result, the initial bubble radius and the
initial void fraction strongly contribute the dissipation and dispersion effects, respectively.

Keywords: Bubbly liquid, Nonlinear acoustics, Pressure wave, Soliton, KdV–Burgers equation

1. 緒 言

水中の圧力波の有限振幅伝播は、Burgers方程式

∂ f
∂τ
+ Π1 f

∂ f
∂ξ
+ Π2

∂2 f
∂ξ2

= 0 (1)

によって記述されることがある ( f は未知変数、τ
は時間、ξ は空間座標、Π1 と Π2 は定数係数)。非
線形項は高調波を励起し、波形の急峻化を招く。一
方、散逸項は高い波数の高調波ほどエネルギーを減
衰させる。それゆえ、波形の急峻化を散逸項が抑制
することで非線形性と散逸性がつりあい、圧力波は
衝撃波へと発展する。Burgers方程式は、非線形方
程式であるにもかかわらず厳密解が存在する [1]。
一方、散逸性を無視した水中に多数の気泡が含まれ
るとき、圧力波は Korteweg–de Vries (KdV)方程式

∂ f
∂τ
+ Π1 f

∂ f
∂ξ
+ Π3

∂3 f
∂ξ3

= 0 (2)
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によって記述される [2] (Π3 は定数係数)。気泡の
体積振動に起因する分散項は、各波数成分を独自
の速度で伝播させる役割を果たす。それゆえ、非
線形項による波形の急峻化を、分散項が抑制する
ことによって、非線形性と分散性がつりあい、圧力
波は音響的なソリトン (以後、単にソリトンとよぶ)
とよばれる安定な波へと発展する。ソリトンは、
Zabusky & Kruskalによって初めて数値的に発見さ
れ [3]、KdV方程式の厳密解も示された [4]。しか
し、音波の伝播において、散逸性を無視することは
できないので、気泡流中の圧力波伝播は、のちに、
KdV–Burgers (KdVB)方程式

∂ f
∂τ
+ Π1 f

∂ f
∂ξ
+ Π2

∂2 f
∂ξ2
+ Π3

∂3 f
∂ξ3

= 0 (3)

にしたがうことが明らかとなった [5]。KdVB方程
式の厳密解はこの 30年位の間にようやく知られつ
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つある [6]が、厳密解から得られる情報は最終的に
発展した波形の形状のみであり、非線形性、散逸
性、分散性がどのように波形の時空間発展に寄与
するのかは不明なままである。

KdVB方程式は、非線形性、散逸性、分散性の 3
つもの性質のバランスを記述する。たとえば、分
散項の定数係数 Π3 が、無視はできないが極めて小
さい場合、衝撃波への発展が期待される。しかし、
波形の急峻化に伴って、3階空間導関数 (の絶対値)
が 1階さらに 2階の空間導関数よりも大きくなる
ならば、分散項全体を無視することはできず、長
時間長距離の伝播を経て、衝撃波ではなくソリト
ンへ発展する可能性も秘めてしまう。したがって、
KdVB 方程式の場合、係数の値と式の形だけから
波形の発展を予測することができず、係数と導関
数の積としての各項の大きさ、そして各項のバラ
ンスの定量的解明が不可欠である。
気泡流中の非線形波動に関する数値計算の文献

は多いが、強い衝撃波などが主たる対象であり、
小振幅を前提とした非線形波動方程式に基づくも
の [7]は少ない。そこで、本研究では、KdVB方程
式をスペクトル法によって解き、気泡流中におけ
る正弦波形の圧力波がいかなる波形に発展するの
かを、初期ボイド率と初期気泡半径の依存性に注
視しながら詳細に調べることを目的とする。気泡
流を媒質とし、非線形波動理論 (ソリトン物理およ
び非線形音響学) [8, 9] の観点から、定式化から結
果の考察までを非線形、散逸、分散という 3性質に
首尾一貫して拘る点に、本研究の独自性がある。

2. 手 法
2.1 問題の定式化
多数の球形微細気泡を一様に含む初期静止の圧

縮性液体 (気泡流とよぶ)を考える。気液界面近傍
における液相の粘性は考慮するが、簡単のため、気
相の粘性、気相と液相の熱伝導性、界面を通しての
相変化、気泡の生成、消滅、合体、分裂、直接相互作
用は無視する。入射周波数が気泡の固有振動数よ
りも十分に低く、波長が気泡半径よりも十分に長い
平面波を考える。弱非線形 (波の無次元振幅が有限
であるが１に比べて極めて小さな場合 [10])の仮定
のもとでは、その時空間発展は、上述のKdVB方程
式 (3)に従う ( f は無次元気泡半径の第 1次近似)。

KdVB方程式は、van Wijngaarden [5]をはじめと
し、気泡流中の非線形波動を対象とする複数の文
献で導かれてきた。各 KdVB方程式の差異は、そ

の諸係数のみに集約されるが、気泡流の基礎方程
式系が多岐にわたるがゆえに、KdVB 方程式の諸
係数の関数形も千差万別といえる。著者らは、最
近、はじめて、二流体モデルの基礎方程式系を用い
て KdVB 方程式の諸係数を導出し、それを、混合
体モデルの基礎方程式系から導かれる諸係数と比
較した [11]。その結果、混合体モデルに基づく諸
係数とは異なり、二流体モデルに基づく諸係数は、
気泡流の重要なパラメータである初期ボイド率の
依存性を反映可能であることが判明した。そこで、
本稿では、KdVB方程式の諸係数として、著者らが
二流体モデルに基づき導出したものを用いる [11]:

Π2 = − 1
6α0

(
4µ∗

ρ∗L0U∗2T∗ϵ
+

R∗
0

3ω∗B
2

c∗L0U∗2T∗ϵ

)
(4)

Π3 =
R∗

0
2

6α0U∗2T∗2ϵ
(5)

ここに、µ∗ は液相の粘性、ρ∗L0 は液相の初期密度、
c∗L0 は初期の液単相音速、ϵ (≪ 1) は波の代表的な
無次元振幅、ω∗B は単一気泡の固有角振動数であ
り、さらに、U∗ と T∗ はそれぞれ波の代表的な伝
播速度と周期であり、初期ボイド率 α0 と初期気泡
半径 R∗

0 に依存する [11]。非線形係数 Π1 は極めて
複雑であるため、付録に記載する。初期条件を正
弦波で与え、境界条件として周期境界条件を課す。
2.2 Fourier–Galerkin法

KdVB 方程式 (3) を数値的に解くべく、
Fourier–Galerkin 法 [12] を用いて離散化する。従
属変数 f (ξ, τ)を有限 Fourier級数に展開する:

f (ξ, τ) =
N∑

k=−N
f̂k (τ)eikξ (6)

ここで、KdVB方程式の残差 R(ξ, τ)を設定する:

R(ξ, τ) = ∂ f
∂τ
+ Π1 f

∂ f
∂ξ
+ Π2

∂2 f
∂ξ2
+ Π3

∂3 f
∂ξ3

(7)

式 (6)を式 (7)に代入する:

R(ξ, τ) =
N∑

k=−N

d f̂k (τ)
dτ

+ Π1

(
N∑

k=−N
f̂k (τ)eikξ

) (
N∑

k=−N
ik f̂k (τ)eikξ

)
+

N∑
k=−N

(−k2Π2 − ik3Π3) f̂k (τ)eikξ (8)

Fourier–Galerkin法では、残差に重み e−imξ (m ∈ Z)
を乗じて [−π, π]で領域積分した値が 0となること
を要請する。したがって、三角関数の直交性より
次式が成り立つ:∫ π

−π
R(ξ, τ)e−imξdx

=
d f̂m(τ)

dτ
+ Π1

min(N ,N+m)∑
ℓ=max(−N ,−N+m)

iℓ f̂m−ℓ f̂ℓ

− Π2m2 f̂m(τ) − Π3im3 f̂m(τ) = 0 (9)

2.3 Split Step法
Fourier–Galerkin 法を用いることにより、KdVB
方程式を波数空間での常微分方程式に変換するこ
とができた。式 (9)を Split Step法 [13]を用いて計
算すべく、まず、非線形項、散逸項、分散項それぞ
れの時間発展方程式に分離する:

d f̂m(τ)
dτ

+ Π1

min(N ,N+m)∑
ℓ=max(−N ,−N+m)

iℓ f̂m−ℓ f̂ℓ = 0 (10)

d f̂m(τ)
dτ

− Π2m2 f̂m(τ) = 0 (11)

d f̂m(τ)
dτ

− Π3im3 f̂m(τ) = 0 (12)

式 (11)から、波数空間での従属変数 f̂m(τ)の一般
解は、任意定数 C を用いて

f̂m(τ) = C exp(Π2m2τ) (13)

と書け、∆τ後の従属変数を f̂ (2)m (τ + ∆τ)とおくと

f̂ (2)m (τ + ∆τ) = f̂m(τ) exp(Π2m2∆τ) (14)

となる。式 (14)を式 (12)での初期値とすると、式
(11)の場合と同様に、 f̂ (3)m (τ + ∆τ)を

f̂ (3)m (τ + ∆τ) = f̂ (2)m (τ + ∆τ) exp(iΠ3m3∆τ) (15)

として、式 (10)の初期値とする。式 (10)の第 2項
は波数空間におけるたたみこみであり、非線形項
の計算量は O(N2)となってしまう。そこで、高速
Fourier変換を利用した以下の変換法を用いること
により、劇的に計算量を減らすことができる。

(i) f̂m(τ)の離散逆 Fourier変換を行い、波数空間
での従属変数を実空間に変換する:

f (ξj, τ + ∆τ) =
N∑

m=−N
f̂ (3)m (τ + ∆τ)eimξj (16)

(
∂ f (ξ, τ + ∆τ)

∂ξ

)
j

=

N∑
m=−N

im f̂ (3)m (τ + ∆τ)eimξj

(17)

(ii) 実空間において、非線形項を計算する:

g(ξj, τ + ∆τ)

= Π1 f (ξj, τ + ∆τ)
(
∂ f (ξ, τ + ∆τ)

∂ξ

)
j

(18)

(iii) 式 (18) を離散 Fourier 変換によって波数空間
へ変換する:

ĝm(τ + ∆τ) =
N∑

j=−N
g(ξj, τ + ∆τ)e−imξj (19)

(iv) 式 (19)を式 (10)の第 2項に代入し、得られた
常微分方程式を、1 次精度前進差分によって
時間発展させる:

f̂m(τ+ ∆τ) = f̂ (3)m (τ+ ∆τ)− ∆τĝm(τ+ ∆τ) (20)

以上のプロセスにより、得られた f̂m(τ+∆τ)を離散
逆 Fourier変換することで、KdVB方程式の t + ∆τ
における従属変数 f (ξ, τ + ∆τ)が求まる。

3. 結果と考察
3.1 波形と非線形・散逸・分散項の時間発展

Fig. 1に、初期ボイド率を α0 = 0.1、初期気泡半
径を R∗

0 = 5 µm、初期波形を余弦関数 (Fig. 1 (a))と
した場合の、波形の時間発展の様子を黒点線で示
す。あわせて、青実線は非線形項、赤実線は散逸
項、黒実線は分散項の大きさをそれぞれ表す。各
項の大きさは、n時間ステップにおける従属変数を
f n とおき、2次精度中心差分によって評価する [3]:

Π1 f n
∂ f n

∂ξ
≈ Π1

f n
j+1 + f n

j
+ f n

j−1
3

f n
j+1 − f n

j−1
2∆ξ

(21)

Π2
∂2 f n

∂ξ2
≈ Π2

f n
j+1 − 2 f n

j
+ f n

j−1

(∆ξ)2
(22)

Π3
∂3 f n

∂ξ3
≈ Π3

f n
j+2 − 2 f n

j+1 + 2 f n
j−1 − f n

j−2

2(∆ξ)3
(23)

非線形項と分散項は散逸項に比べて大きいが、3つ
の項を同じ表示領域に収めるために、非線形項と
分散項に 0.1 を乗じることで散逸項のオーダへ値
を補正した。Fig. 1 (a)に初期の波形と各項を示し、
(b)から (l)に進むにつれ、時間の進行に伴う発展を
140周期経過後まで示した。
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つある [6]が、厳密解から得られる情報は最終的に
発展した波形の形状のみであり、非線形性、散逸
性、分散性がどのように波形の時空間発展に寄与
するのかは不明なままである。

KdVB方程式は、非線形性、散逸性、分散性の 3
つもの性質のバランスを記述する。たとえば、分
散項の定数係数 Π3 が、無視はできないが極めて小
さい場合、衝撃波への発展が期待される。しかし、
波形の急峻化に伴って、3階空間導関数 (の絶対値)
が 1階さらに 2階の空間導関数よりも大きくなる
ならば、分散項全体を無視することはできず、長
時間長距離の伝播を経て、衝撃波ではなくソリト
ンへ発展する可能性も秘めてしまう。したがって、
KdVB 方程式の場合、係数の値と式の形だけから
波形の発展を予測することができず、係数と導関
数の積としての各項の大きさ、そして各項のバラ
ンスの定量的解明が不可欠である。
気泡流中の非線形波動に関する数値計算の文献

は多いが、強い衝撃波などが主たる対象であり、
小振幅を前提とした非線形波動方程式に基づくも
の [7]は少ない。そこで、本研究では、KdVB方程
式をスペクトル法によって解き、気泡流中におけ
る正弦波形の圧力波がいかなる波形に発展するの
かを、初期ボイド率と初期気泡半径の依存性に注
視しながら詳細に調べることを目的とする。気泡
流を媒質とし、非線形波動理論 (ソリトン物理およ
び非線形音響学) [8, 9] の観点から、定式化から結
果の考察までを非線形、散逸、分散という 3性質に
首尾一貫して拘る点に、本研究の独自性がある。

2. 手 法
2.1 問題の定式化
多数の球形微細気泡を一様に含む初期静止の圧

縮性液体 (気泡流とよぶ)を考える。気液界面近傍
における液相の粘性は考慮するが、簡単のため、気
相の粘性、気相と液相の熱伝導性、界面を通しての
相変化、気泡の生成、消滅、合体、分裂、直接相互作
用は無視する。入射周波数が気泡の固有振動数よ
りも十分に低く、波長が気泡半径よりも十分に長い
平面波を考える。弱非線形 (波の無次元振幅が有限
であるが１に比べて極めて小さな場合 [10])の仮定
のもとでは、その時空間発展は、上述のKdVB方程
式 (3)に従う ( f は無次元気泡半径の第 1次近似)。

KdVB方程式は、van Wijngaarden [5]をはじめと
し、気泡流中の非線形波動を対象とする複数の文
献で導かれてきた。各 KdVB方程式の差異は、そ

の諸係数のみに集約されるが、気泡流の基礎方程
式系が多岐にわたるがゆえに、KdVB 方程式の諸
係数の関数形も千差万別といえる。著者らは、最
近、はじめて、二流体モデルの基礎方程式系を用い
て KdVB 方程式の諸係数を導出し、それを、混合
体モデルの基礎方程式系から導かれる諸係数と比
較した [11]。その結果、混合体モデルに基づく諸
係数とは異なり、二流体モデルに基づく諸係数は、
気泡流の重要なパラメータである初期ボイド率の
依存性を反映可能であることが判明した。そこで、
本稿では、KdVB方程式の諸係数として、著者らが
二流体モデルに基づき導出したものを用いる [11]:

Π2 = − 1
6α0

(
4µ∗

ρ∗L0U∗2T∗ϵ
+

R∗
0

3ω∗B
2

c∗L0U∗2T∗ϵ

)
(4)

Π3 =
R∗

0
2

6α0U∗2T∗2ϵ
(5)

ここに、µ∗ は液相の粘性、ρ∗L0 は液相の初期密度、
c∗L0 は初期の液単相音速、ϵ (≪ 1) は波の代表的な
無次元振幅、ω∗B は単一気泡の固有角振動数であ
り、さらに、U∗ と T∗ はそれぞれ波の代表的な伝
播速度と周期であり、初期ボイド率 α0 と初期気泡
半径 R∗

0 に依存する [11]。非線形係数 Π1 は極めて
複雑であるため、付録に記載する。初期条件を正
弦波で与え、境界条件として周期境界条件を課す。
2.2 Fourier–Galerkin法

KdVB 方程式 (3) を数値的に解くべく、
Fourier–Galerkin 法 [12] を用いて離散化する。従
属変数 f (ξ, τ)を有限 Fourier級数に展開する:

f (ξ, τ) =
N∑

k=−N
f̂k (τ)eikξ (6)

ここで、KdVB方程式の残差 R(ξ, τ)を設定する:

R(ξ, τ) = ∂ f
∂τ
+ Π1 f

∂ f
∂ξ
+ Π2

∂2 f
∂ξ2
+ Π3

∂3 f
∂ξ3

(7)

式 (6)を式 (7)に代入する:

R(ξ, τ) =
N∑

k=−N

d f̂k (τ)
dτ

+ Π1

(
N∑

k=−N
f̂k (τ)eikξ

) (
N∑

k=−N
ik f̂k (τ)eikξ

)
+

N∑
k=−N

(−k2Π2 − ik3Π3) f̂k (τ)eikξ (8)

Fourier–Galerkin法では、残差に重み e−imξ (m ∈ Z)
を乗じて [−π, π]で領域積分した値が 0となること
を要請する。したがって、三角関数の直交性より
次式が成り立つ:∫ π

−π
R(ξ, τ)e−imξdx

=
d f̂m(τ)

dτ
+ Π1

min(N ,N+m)∑
ℓ=max(−N ,−N+m)

iℓ f̂m−ℓ f̂ℓ

− Π2m2 f̂m(τ) − Π3im3 f̂m(τ) = 0 (9)

2.3 Split Step法
Fourier–Galerkin 法を用いることにより、KdVB
方程式を波数空間での常微分方程式に変換するこ
とができた。式 (9)を Split Step法 [13]を用いて計
算すべく、まず、非線形項、散逸項、分散項それぞ
れの時間発展方程式に分離する:

d f̂m(τ)
dτ

+ Π1

min(N ,N+m)∑
ℓ=max(−N ,−N+m)

iℓ f̂m−ℓ f̂ℓ = 0 (10)

d f̂m(τ)
dτ

− Π2m2 f̂m(τ) = 0 (11)

d f̂m(τ)
dτ

− Π3im3 f̂m(τ) = 0 (12)

式 (11)から、波数空間での従属変数 f̂m(τ)の一般
解は、任意定数 C を用いて

f̂m(τ) = C exp(Π2m2τ) (13)

と書け、∆τ後の従属変数を f̂ (2)m (τ + ∆τ)とおくと

f̂ (2)m (τ + ∆τ) = f̂m(τ) exp(Π2m2∆τ) (14)

となる。式 (14)を式 (12)での初期値とすると、式
(11)の場合と同様に、 f̂ (3)m (τ + ∆τ)を

f̂ (3)m (τ + ∆τ) = f̂ (2)m (τ + ∆τ) exp(iΠ3m3∆τ) (15)

として、式 (10)の初期値とする。式 (10)の第 2項
は波数空間におけるたたみこみであり、非線形項
の計算量は O(N2)となってしまう。そこで、高速
Fourier変換を利用した以下の変換法を用いること
により、劇的に計算量を減らすことができる。

(i) f̂m(τ)の離散逆 Fourier変換を行い、波数空間
での従属変数を実空間に変換する:

f (ξj, τ + ∆τ) =
N∑

m=−N
f̂ (3)m (τ + ∆τ)eimξj (16)

(
∂ f (ξ, τ + ∆τ)

∂ξ

)
j

=

N∑
m=−N

im f̂ (3)m (τ + ∆τ)eimξj

(17)

(ii) 実空間において、非線形項を計算する:

g(ξj, τ + ∆τ)

= Π1 f (ξj, τ + ∆τ)
(
∂ f (ξ, τ + ∆τ)

∂ξ

)
j

(18)

(iii) 式 (18) を離散 Fourier 変換によって波数空間
へ変換する:

ĝm(τ + ∆τ) =
N∑

j=−N
g(ξj, τ + ∆τ)e−imξj (19)

(iv) 式 (19)を式 (10)の第 2項に代入し、得られた
常微分方程式を、1 次精度前進差分によって
時間発展させる:

f̂m(τ+ ∆τ) = f̂ (3)m (τ+ ∆τ)− ∆τĝm(τ+ ∆τ) (20)

以上のプロセスにより、得られた f̂m(τ+∆τ)を離散
逆 Fourier変換することで、KdVB方程式の t + ∆τ
における従属変数 f (ξ, τ + ∆τ)が求まる。

3. 結果と考察
3.1 波形と非線形・散逸・分散項の時間発展

Fig. 1に、初期ボイド率を α0 = 0.1、初期気泡半
径を R∗

0 = 5 µm、初期波形を余弦関数 (Fig. 1 (a))と
した場合の、波形の時間発展の様子を黒点線で示
す。あわせて、青実線は非線形項、赤実線は散逸
項、黒実線は分散項の大きさをそれぞれ表す。各
項の大きさは、n時間ステップにおける従属変数を
f n とおき、2次精度中心差分によって評価する [3]:

Π1 f n
∂ f n

∂ξ
≈ Π1

f n
j+1 + f n

j
+ f n

j−1
3

f n
j+1 − f n

j−1
2∆ξ

(21)

Π2
∂2 f n

∂ξ2
≈ Π2

f n
j+1 − 2 f n

j
+ f n

j−1

(∆ξ)2
(22)

Π3
∂3 f n

∂ξ3
≈ Π3

f n
j+2 − 2 f n

j+1 + 2 f n
j−1 − f n

j−2

2(∆ξ)3
(23)

非線形項と分散項は散逸項に比べて大きいが、3つ
の項を同じ表示領域に収めるために、非線形項と
分散項に 0.1 を乗じることで散逸項のオーダへ値
を補正した。Fig. 1 (a)に初期の波形と各項を示し、
(b)から (l)に進むにつれ、時間の進行に伴う発展を
140周期経過後まで示した。
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Fig. 1 Temporal evolution of the numerical solutions of Eq. (3) for the case of initially sinusoidal
waveform in an isothermal bubbly liquid, N = 256, ∆τ = 0.01, sound speed in the pure water
1500 m/s, initially hydrostatic pressure 101325 Pa, initial density of water 103 kg/m3, liquid
viscosity 10−3 Pa·s, surface tension 0.0728 N/m, and nondimensional wave amplitude 0.0225;
the same condition is used in Figs. 2–5. Black curve represents the waveform, and blue,
red, and green curves represent the nonlinear, dissipation, and dispersion terms in Eq. (3),
respectively. The initial void fraction α0 is 0.1 and the initial bubble radius R∗

0 is 5 µm.

まず、波形の急峻化が進行した (Fig. 1 (b))。この
とき、非線形項と散逸項の大きさの分布が、波形の
傾きが急となっていく座標 (ξ ≈ 3π/2 と −π/2) に
集中した。波形の急峻化が非線形性によって引き
起こされ、これに伴って散逸性が徐々に大きくなる
ことがわかる。その後、さらなる急峻化に伴って、
非線形項の分布に近い座標で散逸項が、また、非線
形項に対して半波長ずれた座標で分散項が、それ
ぞれ大きくなり、8周期において急峻化の進行が停
止した (Fig. 1 (c))。急峻化の停止は、非線形性の寄

与よりも散逸性と分散性の寄与の方が大きくなる
ことによって生じると考えられる。
急峻化が停止後、傾きが緩い部分 (ξ ≈ π/2 と

−3π/2)から波形が崩れ始め (Fig. 1 (d))、波形の崩
れが進行した (Fig. 1 (e))。そして、45周期におい
て、振幅の絶対値が大きいパルス波 (大パルス波)
が ξ ≈ ±π に、振幅の絶対値が小さいパルス波 (小
パルス波) が ξ ≈ 0 と −2π に、それぞれ分離した
(Fig. 1 (f))。波形の崩れが生じた座標 (ξ ≈ π/2 と
−3π/2)に注視すると、17周期では分散項がこの座

標で局所的に大きくなったが、時間の経過に伴っ
て小さくなった。すなわち、波形の分裂には強い
分散性が必要であるのに対し、分裂の進行には分
散性の寄与は小さいという物理が示唆される。
波形が崩れてからパルス波が形成されるまでの
過程 (Fig. 1 (d)–(f))で、大パルス波の位置 (ξ ≈ π/2
から 3π/2 と −3π/2 から −π/2 の範囲) において、
非線形項と分散項の絶対値は同じ位置で同程度の
値を示した。散逸項の絶対値は非線形項と分散項
がゼロとなる座標において最大となり、パルス波
の頂点の位置に一致した。以上より、大パルス波
が非線形性と分散性のつりあいによって形成され
ており、大パルス波には初期波形よりも強い散逸
が働いていることが示唆される。一方で、小パル
ス波には、特徴的な項の分布が見られなかった。
再び時系列を見ると、Fig. 1 (f) の後、小パルス
波が ξ 軸負方向へ移動し、これより ξ 軸負の位置
にある大パルス波と接近した (Fig. 1 (g))。2つのパ
ルス波が接近すると、以下のような非線形相互作
用 [8]が生じる: (i)時間発展とともに、小パルス波
は振幅が大きく、大パルス波は振幅が小さくなり
(Fig. 1 (h))、各項の大きさは一様に小さくなってい
く; (ii) 2つのピークが 1つに重なり、波形及び各項
の分布が初期状態に近づく (Fig. 1 (i)); (iii) 波形の
急峻化が再び生じた後 (Fig. 1 (j))、傾きが緩い部分
(ξ ≈ 3π/4と −5π/4)から波形が分裂し (Fig. 1 (k))、
再び大パルス波と小パルス波が形成される (Fig. 1
(l))。急峻化からパルス波への分裂に至る一連の流
れにおいて、各項の分布の時間変化は 4 周期から
45周期の場合と酷似している。以上より、90周期
以降の波形と各項の時間変化が 90周期までの変化
と同一であることから、KdVB 方程式によって周
期波形は 90周期を一つの単位とした周期変化をす
ると考えられる。また、90周期における波形の振
幅が初期波形の振幅よりも小さくなっており、波
形に対して散逸性が確かに効いている。
3.2 初期ボイド率依存性

Fig. 2 に、初期気泡半径を R∗
0 = 5 µm で一定と

して、初期ボイド率 α0 を変えた場合の波形を示
す。青線、赤線、黒線はそれぞれ α0 = 0.3、0.1、
0.0001の場合を表す。赤線は Fig. 1の波形と同条
件である。

17周期において波形の分裂が生じる様子が確認
できるが、分裂の様相は α0 によって大きく異なっ
た (Fig. 2 (a))。α0 が大きいほど ξ が小さい座標で

波形が崩れ、その度合いが大きくなっていた。そ
の後、全ての α0 について大パルス波と小パルス波
への分離が生じるが、α0 が大きいほど形成される
パルス波の幅が細く、振幅が大きくなった (Fig. 2
(b))。さらに長時間を確認すると、42 周期と比較
して、α0 = 0.1 の場合には大パルス波が静止して
いるのに対し、α0 = 0.3の場合には ξ 軸正方向に、
α0 = 0.0001の場合には ξ 軸負方向に、大パルス波
がそれぞれ移動していた。
波形分裂には分散性が、パルス波形成には非線
形性と分散性のつりあいが、それぞれ関係してい
ると述べた (3.1 節)。そのため、α0 を変えること
で、分裂する座標や形成されるパルス波の性質が
大きく異なるということは、分散性は α0 依存性が
強く、特に α0 が 10−1 オーダの場合には、α0 に対
して分散性が過敏に変化すると考えられる。一方、
長周期まで波形を観察しても顕著な減衰は見られ
ず、145周期において、全ての α0 の場合で波形の
振幅が残っていた。α0 = 0.3の場合には、900周期
まで計算することで波形が減衰に至った。これよ
り、散逸性は α0 依存性が弱いと考えられる。

KdVB方程式 (3)の空間独立変数は、ξ = x − (1+
ϵΠ0)t と定義されている (x は無次元空間座標、t は
無次元時間、ϵ (≪ 1)は無次元振幅、Π0は定数) [11]。
そのため、Fig. 1は x に対し、速度 1 + ϵΠ0 で移動
している座標系からみた波形を表している。42周
期から 145 周期までにおいて、α0 = 0.1 の場合の
大パルス波は ξ ≈ ±π において概ね静止しているた
め、x 軸上を速度 1 + ϵΠ0 で伝播している。一方、
α0 = 0.3 の場合には大パルス波の ξ 軸正方向への
顕著な移動が、α0 = 0.0001の場合には ξ 軸負方向
への顕著な移動が、それぞれ確認できる。すなわ
ち、α0 = 0.3の場合には大パルス波の x軸上におけ
る伝播速度は 1 + ϵΠ0 よりも大きく、α0 = 0.0001
の場合には 1 + ϵΠ0 よりも小さくなっており、形
成されたパルス波は、振幅が大きいほど x 軸上で
の伝播速度が大きい。さて、KdV 方程式 (2) の厳
密解であるソリトンは次の関数で表される (κ は定
数) [9]:

f (ξ, τ) = 2κ2sech2κ(ξ − 4κ2τ) (24)

つまり、ソリトンは振幅が大きいほど伝播速度が大
きい波である。また、前節で議論した、2つのパル
ス波の接近による相互作用は、KdV方程式の数値
解における 2 つのソリトンの相互作用に酷似して
いる [8]。以上より、計算において形成されたパル
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Fig. 1 Temporal evolution of the numerical solutions of Eq. (3) for the case of initially sinusoidal
waveform in an isothermal bubbly liquid, N = 256, ∆τ = 0.01, sound speed in the pure water
1500 m/s, initially hydrostatic pressure 101325 Pa, initial density of water 103 kg/m3, liquid
viscosity 10−3 Pa·s, surface tension 0.0728 N/m, and nondimensional wave amplitude 0.0225;
the same condition is used in Figs. 2–5. Black curve represents the waveform, and blue,
red, and green curves represent the nonlinear, dissipation, and dispersion terms in Eq. (3),
respectively. The initial void fraction α0 is 0.1 and the initial bubble radius R∗

0 is 5 µm.

まず、波形の急峻化が進行した (Fig. 1 (b))。この
とき、非線形項と散逸項の大きさの分布が、波形の
傾きが急となっていく座標 (ξ ≈ 3π/2 と −π/2) に
集中した。波形の急峻化が非線形性によって引き
起こされ、これに伴って散逸性が徐々に大きくなる
ことがわかる。その後、さらなる急峻化に伴って、
非線形項の分布に近い座標で散逸項が、また、非線
形項に対して半波長ずれた座標で分散項が、それ
ぞれ大きくなり、8周期において急峻化の進行が停
止した (Fig. 1 (c))。急峻化の停止は、非線形性の寄

与よりも散逸性と分散性の寄与の方が大きくなる
ことによって生じると考えられる。
急峻化が停止後、傾きが緩い部分 (ξ ≈ π/2 と

−3π/2)から波形が崩れ始め (Fig. 1 (d))、波形の崩
れが進行した (Fig. 1 (e))。そして、45周期におい
て、振幅の絶対値が大きいパルス波 (大パルス波)
が ξ ≈ ±π に、振幅の絶対値が小さいパルス波 (小
パルス波) が ξ ≈ 0 と −2π に、それぞれ分離した
(Fig. 1 (f))。波形の崩れが生じた座標 (ξ ≈ π/2 と
−3π/2)に注視すると、17周期では分散項がこの座

標で局所的に大きくなったが、時間の経過に伴っ
て小さくなった。すなわち、波形の分裂には強い
分散性が必要であるのに対し、分裂の進行には分
散性の寄与は小さいという物理が示唆される。
波形が崩れてからパルス波が形成されるまでの

過程 (Fig. 1 (d)–(f))で、大パルス波の位置 (ξ ≈ π/2
から 3π/2 と −3π/2 から −π/2 の範囲) において、
非線形項と分散項の絶対値は同じ位置で同程度の
値を示した。散逸項の絶対値は非線形項と分散項
がゼロとなる座標において最大となり、パルス波
の頂点の位置に一致した。以上より、大パルス波
が非線形性と分散性のつりあいによって形成され
ており、大パルス波には初期波形よりも強い散逸
が働いていることが示唆される。一方で、小パル
ス波には、特徴的な項の分布が見られなかった。
再び時系列を見ると、Fig. 1 (f) の後、小パルス
波が ξ 軸負方向へ移動し、これより ξ 軸負の位置
にある大パルス波と接近した (Fig. 1 (g))。2つのパ
ルス波が接近すると、以下のような非線形相互作
用 [8]が生じる: (i)時間発展とともに、小パルス波
は振幅が大きく、大パルス波は振幅が小さくなり
(Fig. 1 (h))、各項の大きさは一様に小さくなってい
く; (ii) 2つのピークが 1つに重なり、波形及び各項
の分布が初期状態に近づく (Fig. 1 (i)); (iii) 波形の
急峻化が再び生じた後 (Fig. 1 (j))、傾きが緩い部分
(ξ ≈ 3π/4と −5π/4)から波形が分裂し (Fig. 1 (k))、
再び大パルス波と小パルス波が形成される (Fig. 1
(l))。急峻化からパルス波への分裂に至る一連の流
れにおいて、各項の分布の時間変化は 4 周期から
45周期の場合と酷似している。以上より、90周期
以降の波形と各項の時間変化が 90周期までの変化
と同一であることから、KdVB 方程式によって周
期波形は 90周期を一つの単位とした周期変化をす
ると考えられる。また、90周期における波形の振
幅が初期波形の振幅よりも小さくなっており、波
形に対して散逸性が確かに効いている。
3.2 初期ボイド率依存性

Fig. 2 に、初期気泡半径を R∗
0 = 5 µm で一定と

して、初期ボイド率 α0 を変えた場合の波形を示
す。青線、赤線、黒線はそれぞれ α0 = 0.3、0.1、
0.0001の場合を表す。赤線は Fig. 1の波形と同条
件である。

17周期において波形の分裂が生じる様子が確認
できるが、分裂の様相は α0 によって大きく異なっ
た (Fig. 2 (a))。α0 が大きいほど ξ が小さい座標で

波形が崩れ、その度合いが大きくなっていた。そ
の後、全ての α0 について大パルス波と小パルス波
への分離が生じるが、α0 が大きいほど形成される
パルス波の幅が細く、振幅が大きくなった (Fig. 2
(b))。さらに長時間を確認すると、42 周期と比較
して、α0 = 0.1 の場合には大パルス波が静止して
いるのに対し、α0 = 0.3の場合には ξ 軸正方向に、
α0 = 0.0001の場合には ξ 軸負方向に、大パルス波
がそれぞれ移動していた。
波形分裂には分散性が、パルス波形成には非線
形性と分散性のつりあいが、それぞれ関係してい
ると述べた (3.1 節)。そのため、α0 を変えること
で、分裂する座標や形成されるパルス波の性質が
大きく異なるということは、分散性は α0 依存性が
強く、特に α0 が 10−1 オーダの場合には、α0 に対
して分散性が過敏に変化すると考えられる。一方、
長周期まで波形を観察しても顕著な減衰は見られ
ず、145周期において、全ての α0 の場合で波形の
振幅が残っていた。α0 = 0.3の場合には、900周期
まで計算することで波形が減衰に至った。これよ
り、散逸性は α0 依存性が弱いと考えられる。

KdVB方程式 (3)の空間独立変数は、ξ = x − (1+
ϵΠ0)t と定義されている (x は無次元空間座標、t は
無次元時間、ϵ (≪ 1)は無次元振幅、Π0は定数) [11]。
そのため、Fig. 1は x に対し、速度 1 + ϵΠ0 で移動
している座標系からみた波形を表している。42周
期から 145 周期までにおいて、α0 = 0.1 の場合の
大パルス波は ξ ≈ ±π において概ね静止しているた
め、x 軸上を速度 1 + ϵΠ0 で伝播している。一方、
α0 = 0.3 の場合には大パルス波の ξ 軸正方向への
顕著な移動が、α0 = 0.0001の場合には ξ 軸負方向
への顕著な移動が、それぞれ確認できる。すなわ
ち、α0 = 0.3の場合には大パルス波の x軸上におけ
る伝播速度は 1 + ϵΠ0 よりも大きく、α0 = 0.0001
の場合には 1 + ϵΠ0 よりも小さくなっており、形
成されたパルス波は、振幅が大きいほど x 軸上で
の伝播速度が大きい。さて、KdV 方程式 (2) の厳
密解であるソリトンは次の関数で表される (κ は定
数) [9]:

f (ξ, τ) = 2κ2sech2κ(ξ − 4κ2τ) (24)

つまり、ソリトンは振幅が大きいほど伝播速度が大
きい波である。また、前節で議論した、2つのパル
ス波の接近による相互作用は、KdV方程式の数値
解における 2 つのソリトンの相互作用に酷似して
いる [8]。以上より、計算において形成されたパル
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(a) (b) (c)

Fig. 2 Numerical solutions of Eq. (3): Blue, red, and black curves correspond to the cases of
α0 = 0.3, 0.1, and 0.0001, respectively.

(a) (b) (c)

Fig. 3 Numerical solutions of Eq. (3): Blue, red, and black curves correspond to the cases of
R∗

0 = 5 µm, 1 µm, and 0.1 µm, respectively.

ス波は、その性質の類似性から、Zabusky & Kruskal
が提唱した “ソリトン” [3]であると考えられる。
3.3 初期気泡半径依存性

Fig. 3に、α0 = 0.1で一定として、R∗
0 を変えた

場合の波形を示す。青線、赤線、黒線はそれぞれ
R∗

0 = 5 µm、1 µm、0.1 µm の場合を表す。青線は
Fig. 1の波形と同条件である。

8周期において、R∗
0 = 5 µmの場合の波形の急峻

化が停止するが (Fig. 3 (a))、R∗
0 = 5 µm よりも小

さい場合には 8 周期よりも早く急峻化が停止した
(R∗

0 = 1 µmの場合には 7周期、0.1 µmの場合には 2
周期)。急峻化の度合いについては、R∗

0 が小さいほ
ど波形の傾きが緩く、振幅が小さくなった。さらに
先の周期を観察すると、R∗

0 = 5 µmと 1 µmの場合
には波形が崩れているのに対し、0.1 µm の場合に
は波形が崩れずに急速に減衰した (Fig. 3 (b))。144
周期において波形が顕著に減衰し、R∗

0 = 0.1 µmの
場合の波形では振幅が完全に消失した。
急峻化の停止は非線形性に対する散逸性の大き

さに依存すると述べた (3.1節)が、R∗
0 が小さくな

るほど、波形の傾きが緩い状態で急峻化が停止し
ているのは、散逸性が強いことが原因と考えられ
る。また、R∗

0 = 0.1 µmの場合に波形が崩れていな
い理由としては、非線形性と分散性に対して散逸
性が非常に強いと考えられる。以上より、散逸性
は R∗

0 依存性が非常に大きいと示唆される。

一方、20周期で、R∗
0 = 5 µmと 1 µmの場合で波

形が崩れる座標はほぼ同じ (ξ ≈ 3π/4と −5π/4)で
あり、波形の崩れ方はほぼ同一である (Fig. 3 (b))。
すなわち、波形の崩れに関係する効果である分散
性は、R∗

0 依存性が小さいと考えられる。
3.4 波形減衰の原因
式 (4)に示す散逸係数 Π2 において、第 1項と第

2項は、それぞれ、液相粘性と液相圧縮性による波
形の減衰効果を表す。なお、熱伝導による減衰は
無視している。Fig. 2 と Fig. 3 より、波形の減衰
は、α0 よりも R∗

0 に強く依存することが確認され
た。本節では、波形減衰の R∗

0 に対する強い依存性
を、散逸係数の R∗

0 に対する依存性から確かめると
ともに、波形減衰が液相粘性と液相圧縮性のどち
らが主として寄与しているのかを考察する。

Fig. 4に式 (4)の第 1項、第 2項、総和としての
散逸係数の大きさを示す。α0 と R∗

0 の両依存性に
共通する点として、圧縮性よりも粘性の効果の寄
与が大きい点がある。α0 依存性に関して、α0 が大
きいほど散逸係数は小さくなるが、α0 = O(10−3)
の場合には散逸係数はほとんど変化しない。Fig. 2
において α0 を小さくしても減衰度合いが変わらな
かった理由もここにある。一方、R∗

0 依存性に関し
て、圧縮性の大きさは α0 を変化させた場合とほと
んど同じオーダで変化していくのに対し、粘性の
大きさは R∗

0 を小さくすると急激に増加する。すな

(a) (b)

Fig. 4 Dissipation coefficient Π2 in Eq. (4), the
first term (liquid viscosity) of Π2 and the
second term (liquid compressibility) of
Π2 are represented by black, blue, and
red curves, respectively: (a) Dependence
of α0 for R∗

0 = 5 µm and (b) dependence
of R∗

0 for α0 = 0.1.

(a) (b)

Fig. 5 Dispersion coefficient Π3 in Eq. (5): (a)
Dependence of α0 for R∗

0 = 5 µm and (b)
dependence of R∗

0 for α0 = 0.1.

わち、Fig. 3において R∗
0 が小さいほど波形の減衰

が強まる要因は、粘性の急激な増加にある。
3.5 波形分裂の原因

Fig. 2と Fig. 3より、分散性は R∗
0 よりも α0 に

対する依存性が強いことが予想された。分散係数
Π3 に対する α0 と R∗

0 の依存性を比較することによ
り、分散性が波形に与える影響を考察する。

Fig. 5 に Π3 の α0 依存性と R∗
0 依存性を示す。

Π3 の変化は、R∗
0 依存性については 0.35から 0.37

の範囲に留まっているのに対し、α0 依存性につい
ては 0.2 から 0.5 の広範囲に渡る。R∗

0 を変化させ
ても、Π3 の変化が非常に小さく、分散性の強さが
ほとんど変わらず、波形の崩れ方に差が認められ
ないと考えられる。一方で、α0が 10−1オーダのと
きには Π3 の変化が激しくなるため、波形の崩れ方
の違いが顕著となる。また、α0 が 10−2 から 10−3

オーダの場合には Π3 の変化が小さくなり、最終的
に 0.5へと漸近する。Fig. 2において、α0 が 10−2

オーダの場合には変化があまり認められず、α0 が
10−1 程度になると波形の差が顕著になるという傾
向があった。これは、α0 が大きくなるほど Π3 の
変化が激しくなることが原因である。

4. 結 言

多数の球形微細気泡を一様に含む初期静止水中
における平面圧力波の弱非線形発展を記述する
KdVB方程式 (3)を数値的に解いた。式 (3)の係数
としては、著者らが最近二流体モデルから導いた
関数形 [11]を用いた。非線形項、散逸項、分散項
の時空間発展を求め、各項が波形に与える影響と
波形の初期ボイド率と初期気泡半径に対する依存
性を調べた。主要な結果を以下に要約する:
(a) 波形の時間発展の進行の特徴は、(i)非線形性
による波形の急峻化、(ii)散逸性と分散性の増
大による急峻化の停止、(iii) 分散性による波
形の分裂、(iv) 非線形性と分散性のつりあい
による孤立波の形成、とまとめられる。

(b) パルス波は振幅が大きいほど速く伝播し、パ
ルス波同士が衝突した場合にすり抜けるよう
な挙動を示す。以上の性質から、形成された
パルス波はソリトン [3]であると考えられる。

(c) 散逸性には、初期ボイド率よりも初期気泡半
径の方が強く依存することが、波形減衰の程
度から予想された。散逸係数の両依存性を調
べた結果、この予想の正当性が確認でき、液
相圧縮性よりも液相粘性の方が大きく寄与す
ることも判明した。

(d) 分散性には、初期気泡半径よりも初期ボイド
率の方が強く依存することが、波形分裂の様
相と形成されたパルス波の特徴から予想され
た。分散係数の両依存性を調べた結果、この
予想の正当性が確認できた。
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f : perturbation of bubble radius
i : imaginary unit
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m : wavenumber of weight function
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(a) (b) (c)

Fig. 2 Numerical solutions of Eq. (3): Blue, red, and black curves correspond to the cases of
α0 = 0.3, 0.1, and 0.0001, respectively.

(a) (b) (c)

Fig. 3 Numerical solutions of Eq. (3): Blue, red, and black curves correspond to the cases of
R∗

0 = 5 µm, 1 µm, and 0.1 µm, respectively.

ス波は、その性質の類似性から、Zabusky & Kruskal
が提唱した “ソリトン” [3]であると考えられる。
3.3 初期気泡半径依存性

Fig. 3に、α0 = 0.1で一定として、R∗
0 を変えた

場合の波形を示す。青線、赤線、黒線はそれぞれ
R∗

0 = 5 µm、1 µm、0.1 µm の場合を表す。青線は
Fig. 1の波形と同条件である。

8周期において、R∗
0 = 5 µmの場合の波形の急峻

化が停止するが (Fig. 3 (a))、R∗
0 = 5 µm よりも小

さい場合には 8 周期よりも早く急峻化が停止した
(R∗

0 = 1 µmの場合には 7周期、0.1 µmの場合には 2
周期)。急峻化の度合いについては、R∗

0 が小さいほ
ど波形の傾きが緩く、振幅が小さくなった。さらに
先の周期を観察すると、R∗

0 = 5 µmと 1 µmの場合
には波形が崩れているのに対し、0.1 µm の場合に
は波形が崩れずに急速に減衰した (Fig. 3 (b))。144
周期において波形が顕著に減衰し、R∗

0 = 0.1 µmの
場合の波形では振幅が完全に消失した。
急峻化の停止は非線形性に対する散逸性の大き
さに依存すると述べた (3.1節)が、R∗

0 が小さくな
るほど、波形の傾きが緩い状態で急峻化が停止し
ているのは、散逸性が強いことが原因と考えられ
る。また、R∗

0 = 0.1 µmの場合に波形が崩れていな
い理由としては、非線形性と分散性に対して散逸
性が非常に強いと考えられる。以上より、散逸性
は R∗

0 依存性が非常に大きいと示唆される。

一方、20周期で、R∗
0 = 5 µmと 1 µmの場合で波

形が崩れる座標はほぼ同じ (ξ ≈ 3π/4と −5π/4)で
あり、波形の崩れ方はほぼ同一である (Fig. 3 (b))。
すなわち、波形の崩れに関係する効果である分散
性は、R∗

0 依存性が小さいと考えられる。
3.4 波形減衰の原因
式 (4)に示す散逸係数 Π2 において、第 1項と第

2項は、それぞれ、液相粘性と液相圧縮性による波
形の減衰効果を表す。なお、熱伝導による減衰は
無視している。Fig. 2 と Fig. 3 より、波形の減衰
は、α0 よりも R∗

0 に強く依存することが確認され
た。本節では、波形減衰の R∗

0 に対する強い依存性
を、散逸係数の R∗

0 に対する依存性から確かめると
ともに、波形減衰が液相粘性と液相圧縮性のどち
らが主として寄与しているのかを考察する。

Fig. 4に式 (4)の第 1項、第 2項、総和としての
散逸係数の大きさを示す。α0 と R∗

0 の両依存性に
共通する点として、圧縮性よりも粘性の効果の寄
与が大きい点がある。α0 依存性に関して、α0 が大
きいほど散逸係数は小さくなるが、α0 = O(10−3)
の場合には散逸係数はほとんど変化しない。Fig. 2
において α0 を小さくしても減衰度合いが変わらな
かった理由もここにある。一方、R∗

0 依存性に関し
て、圧縮性の大きさは α0 を変化させた場合とほと
んど同じオーダで変化していくのに対し、粘性の
大きさは R∗

0 を小さくすると急激に増加する。すな
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Fig. 4 Dissipation coefficient Π2 in Eq. (4), the
first term (liquid viscosity) of Π2 and the
second term (liquid compressibility) of
Π2 are represented by black, blue, and
red curves, respectively: (a) Dependence
of α0 for R∗

0 = 5 µm and (b) dependence
of R∗

0 for α0 = 0.1.
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Fig. 5 Dispersion coefficient Π3 in Eq. (5): (a)
Dependence of α0 for R∗

0 = 5 µm and (b)
dependence of R∗

0 for α0 = 0.1.

わち、Fig. 3において R∗
0 が小さいほど波形の減衰

が強まる要因は、粘性の急激な増加にある。
3.5 波形分裂の原因

Fig. 2と Fig. 3より、分散性は R∗
0 よりも α0 に

対する依存性が強いことが予想された。分散係数
Π3 に対する α0 と R∗

0 の依存性を比較することによ
り、分散性が波形に与える影響を考察する。

Fig. 5 に Π3 の α0 依存性と R∗
0 依存性を示す。

Π3 の変化は、R∗
0 依存性については 0.35から 0.37

の範囲に留まっているのに対し、α0 依存性につい
ては 0.2 から 0.5 の広範囲に渡る。R∗

0 を変化させ
ても、Π3 の変化が非常に小さく、分散性の強さが
ほとんど変わらず、波形の崩れ方に差が認められ
ないと考えられる。一方で、α0が 10−1オーダのと
きには Π3 の変化が激しくなるため、波形の崩れ方
の違いが顕著となる。また、α0 が 10−2 から 10−3

オーダの場合には Π3 の変化が小さくなり、最終的
に 0.5へと漸近する。Fig. 2において、α0 が 10−2

オーダの場合には変化があまり認められず、α0 が
10−1 程度になると波形の差が顕著になるという傾
向があった。これは、α0 が大きくなるほど Π3 の
変化が激しくなることが原因である。

4. 結 言

多数の球形微細気泡を一様に含む初期静止水中
における平面圧力波の弱非線形発展を記述する
KdVB方程式 (3)を数値的に解いた。式 (3)の係数
としては、著者らが最近二流体モデルから導いた
関数形 [11]を用いた。非線形項、散逸項、分散項
の時空間発展を求め、各項が波形に与える影響と
波形の初期ボイド率と初期気泡半径に対する依存
性を調べた。主要な結果を以下に要約する:
(a) 波形の時間発展の進行の特徴は、(i)非線形性
による波形の急峻化、(ii)散逸性と分散性の増
大による急峻化の停止、(iii) 分散性による波
形の分裂、(iv) 非線形性と分散性のつりあい
による孤立波の形成、とまとめられる。

(b) パルス波は振幅が大きいほど速く伝播し、パ
ルス波同士が衝突した場合にすり抜けるよう
な挙動を示す。以上の性質から、形成された
パルス波はソリトン [3]であると考えられる。

(c) 散逸性には、初期ボイド率よりも初期気泡半
径の方が強く依存することが、波形減衰の程
度から予想された。散逸係数の両依存性を調
べた結果、この予想の正当性が確認でき、液
相圧縮性よりも液相粘性の方が大きく寄与す
ることも判明した。

(d) 分散性には、初期気泡半径よりも初期ボイド
率の方が強く依存することが、波形分裂の様
相と形成されたパルス波の特徴から予想され
た。分散係数の両依存性を調べた結果、この
予想の正当性が確認できた。
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f : perturbation of bubble radius
i : imaginary unit
k : wavenumber
m : wavenumber of weight function
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N : number of basis function
R∗

0 : initial bubble radius [mm]
V : nondimensional constant for speed

Greek letters
α0 : initial void fraction
∆ : nondimensional constant for length
∆ : difference interval
Ω : nondimensional constant for time
Π : constant coefficient
τ : time of wave
ξ : space coordinate of wave
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付 録
著者らが導出した KdVB 方程式の非線形項 Π1
は次のように表される [11]:

Π1 =
1
6

[
k1 − k2

α0
+
(1 − α0 + β1)k3
β1(1 − α0)

+
k4

α0(1 − α0)
−

2R∗
0

2ω∗B
2k5

α0U∗2ϵ

]
(25)

ここに、

k1 = 6(2 − s1) + 2s2(3 − s1), k2 = −2α0s1s3,

k5 = 1 +
3γ(3γ − 1)pG0U∗2ϵ

2R∗
0

2ω∗B
2 ,

k̂ = (β1 + β2)(s2 − s3)s1 − β1(s2
2 − s2

3),
k3 = k̂ + 3γpG0(s1 − 3γ − 1),

k4 = −α0 k̂ + α0s1s4 − 2(1 − α0)s2
3 − 2α0s1s3,

s4 = −
R∗

0
2ω∗B

2

U∗2ϵ
,

s1 =
(1 − α0)[3β1α0 − (1 − α0)s4]

α0(1 − α0 + β1)
,

s2 = s1 − 3, s3 = − α0s1
1 − α0

(26)

であり、pG0 は初期気相圧力、β1 は付加質量係数、
γ はポリトロープ指数である。

圧縮性気泡流中を水中音速超で高速伝播する
2種類の高周波圧力波に対する弱非線形理論∗

Weakly Nonlinear Theory on Two Types of High-Speed and High-Frequency Pressure Waves

in Compressible Liquids Containing Many Microbubbles

圷 亮 輔 ∗∗ 慶 本 天 謹 金 川 哲 也 ∗∗∗ 内 山 祐 介
AKUTSU Ryosuke YOSHIMOTO Takanori KANAGAWA Tetsuya UCHIYAMA Yusuke

Abstract Two types of weakly nonlinear propagations of plane progressive pressure waves in
an initially quiescent compressible liquid uniformly containing many spherical gas bubbles are
theoretically investigated. The treatment of two types of propagations corresponds to an extension
of our previous result (Yoshimoto & Kanagawa, Jpn. J. Multiphase Flow, 33 (2019), 77) to a generic
form. The main assumptions are as follows: (i) The incident wave frequency is much larger than
an eigenfrequency of single bubble oscillations; (ii) The compressibility of the liquid phase, which
has long been neglected and induces the high speed propagation mode, is considered; (iii) The wave
propagates with a large phase velocity exceeding the speed of sound in pure water. From the method
of multiple scales with two types of appropriate choices of three nondimensional parameters, we
can systematically derive two types of nonlinear Schrödinger (NLS) equations with some correction
terms in a unified way. These two equations can describe high-speed propagation of pressure waves
in compressible bubbly liquids.

Keywords: Bubbly liquid, Weakly nonlinear wave, Nonlinear Schrödinger equation

1. 緒 言

多数の気泡を含む水 (気泡流)中において、圧力
波の伝播は分散性 [1, 2] を伴うことは周知の事実
ともいえるが [3–5]、これに水の圧縮性はいかなる
影響を与えるのか。Fig. 1 に、多数の気泡を含む
圧縮性の静止水中を伝わる圧力波の線形分散関係
の概念図を示す [5–9]。気泡流中圧力波の位相速
度が、単相水音速 (1,500 m/s)よりも常に小さくな
る Slow mode、および、常に大きくなる Fast mode
の 2種類が存在する。Slow modeは水の圧縮性の
有無によらず現れるモードであることに対して、
Fast mode は水の圧縮性の効果が生み出すモード
である。非線形波動研究の歴史を眺めると、Slow
mode は理論と実験の両面から相当数の研究が存
在する一方で [3, 4, 10–20]、Fast modeの理論研究
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Fig. 1 Conceptual diagram of linear
dispersion relation for pressure
waves in bubbly liquids [5–9].
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