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混合状態について

-2004年と2005年の観測報告一

長谷川(石黒)直子 ･大久保 賢治

はじめに

スイス西部に位置するレマン湖には融氷起源の

ローヌ川が流入する｡ ローヌ川の水は夏季でも水

温が低 く､濁度が非常に高い｡この河川水は河口

で流入すると大きな渦を生じて湖水 と混合 し (写

真 1に河川水流入直後の湖水 との混合状態を示

す)､大 きな粒径の砂は即座に沈降し､残った流

入水はやがて勢いを失って貫入すると考えられて

いる｡ この高濁度水は河口付近で二層に分岐する

ことが以前か ら指摘 されていたが (Giovanoli:

1990)､観測データに基づいて報告された例はな

く､詳細はあまりよくわかっていない｡

筆者らは湖が成層 し湖表層水 と河川水の水温差

が大きい夏季のローヌ河口域での混合状態につい

て詳 しく把握するために､2004年9月と2005年9

写真 1:ローヌ河口における湖水 (写真左側黒色の水)と

ローヌ河川水 (写真右側白濁の水)の混合部分

月に現地観測を行った｡本論文ではそれらの観測

から得られたいくつかの新 しい知見について考察

する｡

観測方法

観測は図1に示すローヌ川河口付近にあたる地

点で2004年9月6日と2005年9月13日に行った｡

写真 1に示 した部分の混合状態は常に激しく変動

している｡ 今回観測した河口観測地点は写真 1に

示す混合域から沖方向-100mほど進み､自濁し

た高濁水がすでに下方-沈み込み､表面からは見

えなくなっている地点にあたる｡

2004年9月6日の観測では､河口に自記水温計

(ホボ社製Tidbit)10個を水深15mから19.5mまで

0.5m間隔で取 り付け (以降この装置をサーミス

タチェーンと呼ぶ)､9 :30 (現地時間)か ら

15:50時まで30秒間隔で連続観測 した｡サーミ

スタチェーンの設置時 (9:20)と回収時 (15:

35)にはcTD (多項目水質計 :YsI-6600)を用

いて表層から深層の水温と濁度の分布を測定した｡

2005年9月13日の観測は同じく河口において

午前 10:20から同日18:14までの約8時間行わ

れた｡2004年の自記水温計による観測は15mか

らlワ.5m層 しか測定 していなかったため､2005年

は自記水温計32個を表層から深層32mまで1m間

隔で鉛直方向にロープで係留 した｡ また､2005

年は水温計のResponsetimeである2分間隔で連続

観測 した｡なお､6m藻に設置 した水温計が紛失

したため､解析においては5mと7mのデータで

6mの値を補間した｡水温計の設置時には､CTD

を用いて表層から深層までの水温と濁度プロファ

イルを測定した｡

潮流人前のローヌ川の流量や水温のデータは

oFEGによる自動計測データを使用 した｡観測地

点は図1に白丸で示す｡
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図1:河口観測地点 (黒点)とローヌ川計測地点 (白点)

結果 ･考察

2004年9月6日に河口に設置 したサーミスタチ

ェーンによって測定された水温の時間変化の一部

を図2に示す｡この結果によると､高温水と低温

水が縦方向に交互に現れるスパイク状変動が見ら

れた｡この観測結果から､このデータが測定され

た深度において活発な対流が存在 し､上層の高温

水の沈み込みと下層の低温水の上昇が起こってい

る可能性が考えられる｡ また別の可能性 として､

サーミスタチェーンや濁水流入部自体が水平方向

にゆれることで､同深度に存在するが水平方向に

異なる局所的な高温部 (例えば湖水と河川水との

混合した高温高濁な流入水)と低温部 (例えば比

較的低温な深層の湖水)を行 き来し､図のような

結果が得られたことも考えられる｡

2004年9月6日の水温計の設置時 (午前9:20)

と回収時 (午後15:35)にCTDを用いて観測した

水温の鉛直プロファイルを比較すると (図3)､

午前には23m以深の水温は約7℃で湖底まで等温

になっており､この層の水は湖水であると考えら

れる｡ 一方午後の観測では､25-30m深は午前

中と同じ7℃であるのに対 し､32mから湖底まで

は12-14℃で水温が上昇している｡ この解釈 と

しては､25-30m探はもともとの湖水であるの

に対 して､32mから湖底まではそれより暖かい河

川水が密度流となって流入してきていることが考

えられる｡ この午後の水温プロファイルと､同時

にCTDで計測された濁度の鉛直プロファイルを

比較すると (図4)､深層で水温が上昇 している

深度 (約32m)以深で濁度が急激に増加 している

ことがわかる｡ この濁度の鉛直プロファイルから､

午後にはローヌ川起源の濁水が表層と深層に分岐

して流入していることがわかった｡午前と午後で

このように濁水流入深度が変化した主因としては､

ローヌ川の水温と流量の変化が考えられる｡

図5に河口観測時の潮流人前のローヌ川の水温

と流量の時間変化を示す｡国中の太線に示すのが

河口において連続観測を行っていた時間帯である｡

水温変動で､黒点表示を大きくしデータを数値で

示しているのがCTDでプロファイルを観測 した

午前と午後に対応する時刻のローヌ川の水温であ

る｡ 同様に､流量も白抜きの枠で示している｡ こ

のデータによると､午前には水温が10.8℃であっ

たのが午後には水温が1.5℃低下したうえに､流

量は増加 した｡このときの流入水の濁度の観測値

はないが､流量と濁質量には正の相関があり (石
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図2:2004年9月6日にローヌ川河口で観測された水温の変動 (上段 :午前､下段 :午後)
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図3:2004年9月6日の午前と午後にローヌ河口でCTDにより観測された水温の比較
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図4:2004年9月6日午後CTDによって観測された水温と濁度の鉛直プロファイル
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図5:2004年9月6日観測時のローヌ川の流量と水温の時間変化 (河口観測期間を横線で示す)

- 24-



10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 1日:00 19:00
time

図6:水温の時系列変動 (2005年9月13日)

黒:2005)､流量が増えれば濁度も増加しているこ

とが推測される｡ つまり､午後のほうが流入河川

水は低温 ･高濁となり午前より流入水塊密度が高

くなっていると推察されることから､密度の大き

な一部の水塊が深層へ沈み込んだと考えられる｡

いっぼう､2層分岐の状態はどの程度定常的に

存在するのかは不明である｡ 河口付近での流入水

が同じ方向に貫入するかどうかもわかっていない

ため､午前中でも観測場所が少 しずれれば2層分

岐 (深層-の沈み込み)が存在する可能性もある｡

午後の観測時､表層から約20m深までの水温は

ほぼ等温となっており､この層では鉛直方向の混

合がおこっていることがわかる｡ 深層水温は12

-14℃で変化 してお り､流入するローヌ川の水

過 (このとき9.3℃)より高 くなっているが､こ

れはローヌ河川水が湖内に流入したときに湖表層

の水と混合しその結果水温が上昇したためと考え

られる｡ 図3によると､サーミスタチェーンを係

留 した深度である15-19.5mの水温は､午前中

のCTD観測時には大 きな水温勾配を持っている

が､午後には表層からほぼ等温となっていた｡こ

のような鉛直方向の対流が起こる深度は､流入水

の水温と流量､濁度に大きく左右されると考えら

れる｡ 図2で考察した短いスパンのスパイク状の

水温変動は､写真1に示したような激 しい混合の

ため水塊が揺らぎ､サーミスタチェーン自体が横

揺れしたり濁水の流入域が変動 している可能性も

考えられる｡ が､それに対 して9時台と15時台で

の対極的な水温の変化 (これは図3に示すcTDの

結果でも示されている)は､ローヌ川の湖内での

混合 ･流入状態自体が変化したことによると解釈

できる｡

2005年9月13日の観測では､自記水温計を1m

間隔で係留 し表層から深層まで仝層にわたって水

温の時間変化を観測した｡その結果を図6に示す｡

この日の結果によると､表層0-7mはほぼ等温

になっており､その直下約7-15m保で水温勾配

の大きな躍層が現れている｡ また､cTDによっ

て計測された濁度の鉛直プロファイル (図7)を

見ると､ローヌ川起源と考えられる高濁度水は躍

層直下の14-16mに流入していることがわかっ

た｡ 観測期間 (10-18時)を通 して､長周期の

水温の大幅な変動はなかった｡この期間に流入河

川水自体の流量の変化は60m3/S増加 しているの

に対 して､水温は0.5℃程度の振幅で変動してお

り (図8)､2004年の観測 と比較すると大きな水
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図7:2005年9月13日の自記水温計設置時にCTDで観測 した水温と濁度の鉛直プロファイル
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図8:2005年9月13日観測前後のローヌ川の流量 ･水温の時間変化
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温の変動はなかったことから､ローヌ河川水の流

入深度の大きな変化がなかったことが推測される｡

まとめ

夏季のレマン湖へ流入する融氷起源河川水 (ロ

ーヌ川)の河口での湖水との混合と流入の状態を

把握するため､2004,2005年9月にレマン湖で定

点観測を行った｡その結果､一日の中でもローヌ

起源の高濁度水は流入深度を変え､一層 (表層)

に流入したり二層 (表層と底層)に分岐して流入

することがあることがわかった｡このような日内

変化の大きな要因として､流入するローヌ川自体

の水温が一一日の中で大きく変化 (今回の2004年

観測結果の場合1.5℃)変化 していたことが考え

られる｡ 一万､2005年の観測時には､ローヌ川

の水温は0.5℃程度の変動をしており､長周期の

大きな水温変動は観測されなかった｡

本論文で示した2回の観測では､河口の定点に

おいて日内でも大きな流入深度の変化が起こるこ

とが捉えられた｡が､2004年9月6日午前のプロ

ファイルでは上層のみにローヌ起源河川水が流入

していたが､水平流入方向の変動の結果､別の地

点では二層に分岐して流入していた可能性も考え

られる｡2004年の濁度 (約40mg/1)と2005年の

濁度 (約15mg/1)に差が見られたとも考えられる｡

今回は水平方向に流入方向が変化するかどうかを

捉える観測までは行うことができなかった｡今後

はこのような空間方向の広がりが時間を追って変

化するのかどうかを捉えられる観測を行うことが

課題であろう｡
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MixingprocessofRh6neinterflowandLake'swaterintheLakeGenevainsummer
2004and2005
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MglangedeseauxduRh6nedansleLgmanen6tg(campagnes2004et2005)
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Pourconna壬treendetaillapenetrationdel'eauduRhらnedanslelac,nousavonsrealisedeuxcampagnesason
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