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研究成果の概要（和文）：長江希釈水が励起する海面水温変動とそれに関連した大気応答を、海洋循環モデルと
領域大気モデルを用いて調べた。その結果、陸棚の広い範囲で、長江希釈水の存在に起因した夏季海面水温の低
下を確認することができた。また、領域大気モデルを用いた感度実験では、長江希釈水に起因した海面水温の低
下が水温フロント周辺の温度勾配を急峻にすることで暖水側の対流不安定を強化し、降水量の増加に寄与するこ
とが示された。長江希釈水が海面水温の変化に対し、プラスにもマイナスにも作用することから、その効果は直
上やフロント周辺への影響のみに留まらず、領域的な気象へも波及することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：This study investigated the effect of Changjiang River discharge (CRD) into 
the East China Sea (ECS) on sea surface temperature (SST) and related atmospheric changes using the 
ocean general circulation model and regional climate model. The model simulations, both with and 
without the CRD, revealed that CRD contributes significantly to sea surface temperature (SST) 
reduction in summer. This is because the cold-water mass formed along the Chinese coast in winter is
 advected into the ECS by the northeastward ocean current associated with the summer monsoon, which 
affects the reduction of SST in the ECS during the following season. The results of in this study 
suggested that the reduction of baroclinicity induced by the SST decrease related to the CRD affects
 the strength of extratropical cyclones.

研究分野： 海洋物理学
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１．研究開始当初の背景 
 世界屈指の大河川である長江からの淡水
流入（長江希釈水）は、東シナ海への総淡水
流入量の約 90%を占め、同海域における海洋
環境についての主要な決定因子となってい
る (Chang and Isobe, 2003)。例えば、長江
希釈水が東シナ海の海面塩分分布に与える
顕著な影響は、モデル研究 (Chang and Isobe, 
2003) からも、観測研究 (Kim et al., 2009) 
からも明白である。季節別に見れば、冬季に
は北寄りの季節風に起因して、長江希釈水は
中国沿岸に沿って南に流れ、台湾海峡まで達
する。一方、風向が南風に変わる 5月頃から
は、長江の流量も増加することにも関連し、
低塩分水が陸棚中央部まで大きく張り出す
(Chang and Isobem 2003)。このように淡水
が海洋に流入すると、それに起因して軽い水
の層 (混合層) が季節躍層の上部に形成さ
れる。この混合層は成層強度が非常に強いた
め、鉛直対流を抑制し、底層の冷水と暖かい
混合層水温の熱交換を妨げ、海面水温 (Sea 
surface Temperature; SST) を高いまま保つ
効果を持つ。またこの淡水流入に起因して、
混合層と等温層の間にバリアレイヤー 
(Barrier Layer; BL; Sprintall and Tomczak, 
1992) と呼ばれる層が形成されることで、混
合層と季節躍層以深との熱交換はさらに妨
げられる。実際、アマゾン川及びコンゴ川流
域では、淡水流入によってそれぞれ 0.25 C̊
及び 1.0 C̊ 程度の SST 上昇が確認されてい
る (Carton, 1991)。東シナ海における夏季
の塩分分布を考えれば 、SST に対する同様の
効果を広い範囲で期待できる。また、長江希
釈水の流入に起因して形成された薄い混合
層が、活発に熱を吸収することで海面水温分
布を変えるならば、海面過程を通して大気に
も影響を及ぼすだろう。しかしながら、長江
希釈水が東シナ海のSSTに与える影響につい
て定量的に調べた研究はほとんどなく、まし
てや長江希釈水が励起する大気応答などは
全く検討されてこなかった。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、長江希釈水が、東シナ海の海面
水温と大気に与える影響について、海洋循環
モデルと領域大気モデルを用いて明らかに
する。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究で使用した数値モデルは、九州
大学応用力学研究所によって開発された
DREAMS (Data assimilation Research of the 
East Asian Marine System; Hirose et al., 
2013) である。DREAMS の初期場は、1980 年 1
月 1日の DREAMS 北西太平洋版 (1/4 ×̊1/5 )̊ 
の結果を縁辺海版 (1/12 ×̊1/15 )̊ の格子
点に合わせて空間補間したものとし、気象庁
提供の Japan 25-year Reanalysis (1980 – 
2007 年) と Grid Point Value データ (2008
年以降) を外力データとして与えることで、

1980 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで
の 31 年間駆動した。DREAMS の精度評価は、
ジェット推進研究所から提供されている人
工衛星 SST データセットである Multi-scale 
Ultra-high Resolution Sea Surface 
Temperature (MURSST) と 、 Japan 
Oceanographic Data Center (JODC) より提
供されている全ての現場観測海面塩分場デ
ータを用いて行った。本研究では、便宜上、
DREAMS という名称を用いるが、カルマンフィ
ルター等のデータ同化手法は使用していな
いことに注意されたい。本研究では、夏季の
SST に対する長江希釈水のインパクトを定量
的に調べるため、長江からの流入がある場合 
(control run) と、ない場合 (non-river 
run) の双子実験を行った。 
（２）上記の双子実験から得られた SST を領
域大気モデルである Weather Research and 
Forecast (WRF) ver. 3.7 の下部境界条件と
して与えることで、夏季の大気場に対する長
江希釈水のインパクトを定量的に調べた。こ
の双子実験では、米海洋大気局により提供さ
れ て い る NCEP FNL operational global 
analysis dataを大気境界条件として使用し、
2000 – 2010 年における各年の 4 月 1 日から
8月 31 日までの期間の計算を行った。WRF の
精度評価は、Kako et al. (2011) によって
Advanced scatterometer (ASCAT)を用いて構
築された人工衛星海上風データセット、気象
庁 か ら 提 供 さ れ て い る Automated 
Meteorological Data Acquisition System 
(AMeDAS) による海面気圧等の現場観測デー
タ、さらには Remote sensing systems から
提 供 さ れ て い る Tropical Rainfall 
Measuring Mission (TRMM) Microwave Imager 
(TMI) によって観測された人工衛星降雨量
データを用いて行った。 
 
４．研究成果 
（１）一年目は、海洋循環モデルを用いた再
現実験と感度実験を行った。図には示さない
が、DREAMS から得られた海面塩分の空間パタ
ーンは、JODC データから作成した海面塩分の
それと定性的によく一致し、モデル SST の季
節変動とその空間パターンも、MURSST のそれ
らと整合的であった。また同様に、WRF から
得られた海面気圧、海上風、降水量の時空間
変動も、AMeDAS から得られたそれらと定性的
に良く一致した。 
 図 1は、2つのモデル計算から得られた SST
の 5月における気候学的月平均値の差を示す。
ここでは control run の SST が、陸棚の広い
範囲で、non-river run のそれよりも低い（最
大で 1°C 程度）ことに注目したい（正の値
は、control run の SST が、non-river run
のそれと比べて高いことを示す。以下、全て
の物理量の比較において同様である）。夏季
の東シナ海では、短波放射による海洋への熱
流入が潜熱等の熱放出と比べて非常に大き
いため、上述した鉛直一次元過程のみでこの



表層の低温化が起こるとは考え難い。つまり、
SST の局所的な低温化に対しては、他の海域
からの冷水塊の流入が必要である。 

 そこで次に、control run に見られた低温
水の起源を調べるため、逆方向の粒子追跡実
験を行った。ここでは、陸棚中央部に粒子を
それぞれ千個ずつ置き、control run の流速
(気候学的日平均値を使用)の方向を逆にす
ることでその起源を辿った。7月 15 日を実験
のスタート日とすると、ほぼ全ての粒子が 1
月には中国沿岸域に達した（図 2）。粒子が
多く集まった海域は、冬季の長江希釈水の存
在海域と良く一致しており、二つのモデル
SST 差を調べると、やはり control run の方
が平均で 3°C程度 SST が低い（図無し）。図
3は、1月の中国沿岸域 (28°N, 122°E) に
おける両モデルから得られた水温・塩分の鉛
直構造を示す。この図から、non-river run の
水温・塩分が鉛直一様であるのに対し、
control run では、SST と 50m 深の水温の差
が 2.5 C̊ にも達しており、水温逆転層が形
成されていることが分かる。この水温逆転層
にて形成された低水温塊が、夏季の季節風に
伴い陸棚方向に流入することで、SST の決定
に季節を越えて寄与する。 
 以上の結果から、長江希釈水は次のような
メカニズムで夏季東シナ海陸棚域のSST低下
に寄与していると結論付けられる。1. 冬季
の中国沿岸では、長江希釈水の影響で成層強
度の強い混合層が形成され、鉛直対流が抑制
される。2. 表層の薄い混合層のみからの熱
放出が活発となり、混合層の低温化が促進さ
れる。3. 低水温による高密度化は低塩分水
により相殺され、鉛直対流は励起されず、水
温逆転層が形成される。4. この低温・低塩
分水が翌夏の南風に伴って陸棚中央部まで
東進する。5. その結果、季節を超えて夏季
の水温分布の決定に寄与する。これに加え、
長江の河口付近では長江希釈水による高温

化が確認できるので（図 2）、実際にはこれら
2 つの効果が相まって、東シナ海の夏季 SST
の形成に寄与していると考えられる。 

（２）二年目は、領域大気モデルを用いた再
現実験と感度実験を行った。ここでの目的は、
長江希釈水の流入に起因して高温/低温化し
た SST が、海面過程を通して、どのように夏
季東シナ海上の大気に影響を与えるのかを
解明することにある。図 4 には、5 月におけ
る (a) 海上風、(b) 海面気圧、(c) 925 hPa
面における相当温位 (Equivalent Potential 
Temperature; EPT)それぞれのモデル間の月
平均差を示す。この図からわかるように、各
物理量差の空間パターンは、図 2 に示す SST
差のそれと非常によく一致し、SST が大気場
の決定に対してインパクトを持つことを示
している。例えば、SST の低下に起因し直上
の鉛直対流が抑制されれば、海面気圧は高く
なり海上風は弱化する。これに加えて SST の
低下は、海洋から大気への熱放出量も減少さ
せるので、大気の対流不安定の度合い示す指
標である EPT も低下する。一方、SST が高温
化すれば、直上の鉛直対流が強化されること

図１ Control-run と no-river run から得ら
れた海面水温の 5 月における気候学的月平
均値の差。90%の信頼限界で二つの差が有意
である海域のみを等値線で示している。 

図 3 1 月の中国沿岸域（28 N̊, 122 E̊)におけ
る control-run と non-river run の水温・塩
分の鉛直分布。水平の点線は、control-run
における混合層の底を示す。 

図 2 逆方向の粒子追跡実験の結果。赤色は
粒子の初期位置（7月 15日)を示し、青色は
1月 15 日における粒子の位置を示す。 



により、上空の強風が海上風を強化する
（Wallance et al., 1989）。 
 このような SST の低温/高温化に関連した
大気応答のメカニズムをより詳細に調べる
ために、5 月における 2 つのモデル EPT の尖
鋭度差に注目した。図 5 は、EPT の尖鋭度差
の高度・緯度断面図（図 4c グレーライン）
を示す。この図からわかるように、二つの尖
鋭度差はSSTフロントよりも南側で顕著であ
り、その影響は地表面から 850hPa 程度（大
気境界層よりも上空）まで及んでいる。つま
りこの結果は、長江希釈水が、SST フロント
周辺の勾配を急峻にすることで、その周辺や
暖水上の対流不安定の活発化に影響するこ
とを示している。 実際、二つのモデル降
水量を比較すると、長江希釈水は SST フロ
ント南側における降水量の増大に寄与して
いる。 

（３）以上の結果をまとめる。本研究では、
夏季の東シナ海において、海洋上層の成層構
造の決定に対する長江希釈水のインパクト
を海洋循環モデルを用いて調べた。その結果、
陸棚の広い範囲で、長江希釈水の存在に起因
した夏季SSTの低下を確認することができた。
これは、冬季に中国沿岸において、長江希釈
水の流入に起因して形成された水温逆転層
内の低水温塊が、夏季の北東向きのモンスー
ンによって輸送された結果である。これら一
連の成果は、これまでにない全く新しい知見
であり、アメリカ気象学会の Journal of 
Physical Oceanography に詳細な内容が掲載

されている (Kako et al., 2016)。また、領
域大気モデルを用いた感度実験からは、長江
希釈水に起因したSSTの低下がフロント周辺
の温度勾配をより急峻にすることで暖水側
の対流不安定を強化し、降水量の増加に寄与
することが示唆された。上述したように、長
江希釈水がSSTの変化に対してプラスにもマ
イナスにも作用することを考慮すれば、その
大気への作用は複雑なものとなり、直上やフ
ロント周辺への影響のみに留まらず、領域的
な気象への波及効果も期待することができ
る。 
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