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研究成果の概要（和文）：本研究は、北極海に流入する河川流出量と熱フラックス、及び海氷減少に及ぼすその
影響を評価することを目的とする。今まで海氷減少に影響する因子として河川流出量に関する視点がない。観測
データと数値モデルを統合して、流出量と熱フラックスの輸送量を定量的に評価し、流出量と海氷減少の関係を
調べた。北極河川の水温が上昇しており、北極海に流入する河川水の熱フラックスも増加傾向にあった。その熱
フラックスは、北極海の沿岸域において夏の海水温を1－5℃上昇させ、また海氷減少に対して10－20％の寄与率
を示した。特に、春季において海氷減少に対する河川水の熱フラックスの影響が顕著であった。

研究成果の概要（英文）：This study aims to evaluate quantitatively discharge and heat flux flowing 
from the Arctic terrestrial rivers to the Arctic Ocean and their influences on the declining Arctic 
sea ice. So far, studies dealt with the relationship between the declining sea ice and river 
discharge are rarely found. This study quantitatively evaluated changes in discharges and heat 
fluxes from the Arctic terrestrial rivers and also examined their influences on the retreating sea 
ice combining observational data and numerical model. The model simulated warming river temperature,
 resulting in increases in the river heat fluxes. The increased river heat fluxes did warm the 
surface water of the shelf sea to 1－5℃, which had a contribution rate of about 10－20% to the 
declining sea ice. The contribution was significant in the spring season that the spring peak 
discharge is appeared due to snow melted water.

研究分野： 北極環境学
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１．研究開始当初の背景 
（１）北極陸域には、100 以上の小・中・大
河川があり、北極海に河川水を供給している。
その流出量の約６割を主要大河川が占めて
いる。実際、流出量の観測データは大河川に
限られている。そのため、観測データが欠如
している小・中流域の流出量は、再解析デー
タ、または水文モデルを用いて推定される。
しかし、再解析データから流出量を直接推定
することは不可能である。大気水収支法から
求められる降水量と蒸発散量の差である正
味降水量を、流出量の代わりに使う傾向があ
る（Zhang et al. 2013）。一方、水文モデ
ルの適用の例も、ほとんどが大河川に限られ
ている（Su et al. 2006）。そのため、全北
方河川から北極海に流入する河川流出量が
定量的に評価されていない。特に、小・中流
域の流出量に関しては“不確定性”が大きい。
したがって、河川流出量の総量を知ることが
必要不可欠である。 
（２）気温上昇は河川水の水温に影響する。
実際、北極陸域の川の水温は上昇傾向を表し
ており（Park et al. 2017）、その結果、北
極海に流入する熱エネルギーも増加してい
る（Liu et al. 2005）。また、水温上昇は
河川氷の早期融解と結氷の遅延をもたらし
ている（Park et al. 2016）。現在、北極陸
域の気温は、春・秋期に著しく上昇している
（Bekryaev et al. 2010）。従って、水温上
昇、河川氷プロセスの変化、そして北極海に
流出する熱エネルギーの増加が考えられる。
しかし、河川水の水温の観測データは極めて
少ない。そのため、河川水を通して北極海に
流れて行く熱エネルギーについてはほとん
ど評価されていない。 
（３）北極海の海氷面積は、早いスピードで
減少し続けている。海氷面積の減少は、地球
気候システムに大きく影響するため、その重
要性に関する認識は高い。海氷面積の減少ト
レンドは明確な事実であるが、経年変化の中
での減少パターンは、地域によって大きく異
なってくる。また、結氷による回復パターン
においても地域による差がある。その違いは、
気候、海洋の物理・化学的環境、及び河川流
出量などの影響が考えられる。しかし、海氷
変動の地域的相違に河川流出量を結びつけ
て研究した例はほとんどない。 
 
２．研究の目的 
（１）北極河川の流出は、淡水、熱、栄養物
質及び土砂堆積物を同時に運んで、北極海の
物理的・生化学的環境に強く影響する。過去
数十年間、河川流出量は、増加傾向にあり
（Park et al. 2017）、大気中の水蒸気量の
増加による降水量の増加（Zhang et al. 2013）、
永久凍土の融解（Yang et al. 2002）などが
その原因とされてきた。北極河川の流出量は、
融雪水が流出する春期にピークに達し、その
後、急激に減少し続ける他地域の流出パター
ンと大きく異なる。年間流出量の約６割を占

める融雪水は、海氷が融解する前に流出し、
沿岸域の海氷の表面に水と土砂堆積物など
を運ぶ。流出水の高い熱量と土砂堆積物の高
い日射吸収は、海氷の融解に大きく影響する
（Dean et al. 1994）。秋期の河川流出量は、
沿岸域の水温を暖めて海氷の結氷に影響す
る。一方、海氷が海岸から後退する夏期には、
海氷と河川流出量の関係が、春・秋期に比べ
て強くない。しかし、海氷減少に対する河川
流出量の影響を評価した研究はほとんどな
い。特に、河川水の熱フラックスに関する情
報・理解は乏しい。気候モデルにおいても、
海氷変動に対する河川流出量の影響を考慮
していない場合が多い。そのため、河川水の
熱フラックスが計算できるモデルを開発し
た。 
（２）本研究は、観測データセットと数値モ
デルを用いて、衛星観測データが有効である
1979−2013 年の期間について、環北極スケー
ルにおいて河川から北極海に流入する流出
量と熱フラックスを定量化し、海氷変動に対
する流出量の影響を明らかにすることを目
的とした。北極河川は、バレンツ海からボー
フォート海まで連なって分布し、異なる環境
条件下にある。そのため、流出量の地域的相
違が発生する。この違いは、北極海の淡水・
熱収支に影響を与え、海氷変動の地域的相違
をもたらす。特に、多量の流出水が発生する
春期において、その地域的違いはより著しく
なる。その理解の向上のために、北極河川を
４つの領域に区分し（図 1）、各領域におけ
る流出量と熱フラックスの長期及び季節の
トレンドを解析し、海氷変動に対するその影
響を評価するほか、その地域的特性を明らか
にすることを目指した。 
 
３．研究の方法 
（１）流出量の計算には、水、熱、CO2のシミ
ュレーションが可能な陸面過程モデル
（CHANGE、Park et al. 2016）を使用する。
当モデルは、分布型水文モデル、植生動態モ
デル、積雪及び凍土プロセスを装着している
ため、気候の変化と、人為的影響による地表
面状態の変化が、流出量に及ぼす影響の評価
ができる。また、分布型水文モデルの中には、
河川水の水温予測のアルゴリズムを装着し
たことで、河川氷の季節変化と河川水の熱フ
ラックスの算出が可能になった。モデルの入
力気象データとして、緯度・経度０.５度の
空間スケールを持つ WATCH データセット 
(http://www.eu-watch.org)を利用した。 
（２）融雪水の流出は、海氷の融解開始より
若干早くスタートする。その時間の差は、流
出量が海氷プロセスに直接影響する期間で
あり、河川流出量と海氷との相互関係におい
て非常に重要なポイントである。海氷変動に
対する流出量の影響は地域的に異なる。その
ため、北極海域を４つの領域に分割して（図
1）、各領域において海氷面積と海水面の表
面温度の月別変化量を、NOAA が提供する衛星



データを用いて算出する。海氷に対する河川
流出量の影響が相対的に大きい春期を対象
にして集中的に解析した。 
 
４．研究成果 
（１）河川の流出量と水温の変動を計算する
陸面過程モデル CHANGE を環北極河川に適用
して、1979—2013 年の間における北極海に流
入する流出量と水温の計算を行った。河川流
出量と水温の計算結果は、主要大河川の出口
での観測データと比較を行い、モデルがそれ
らの季節及び経年変化を良く計算したこと
を確認した（Park et al. 2016, 2017）。北
極河川の水温は、河川流出量のトータルに対
する各河川の流出量の重み付けで年平均値
を求めた。モデルの計算結果は、河川の水温
が明確に上昇傾向（0.16℃/dec）にあること、
その上昇は気温上昇が顕著であった 2000 年
以降明らかであることを示す（図 1）。また、
同期間において河川流出量も明らかに増加
していた。その増加は、北米よりユラーシア
河川において顕著であった。水温上昇と流出
量の増加の結果、北極海に流入する河川水の
熱フラックスも増加していた（図 1）。河川水
の熱フラックスの平均値 2.2TW は、バローキ
ャノンから北極海に流入する熱フラックス
（2.0TW）に相当する量であり、決して少量
のエネルギーではないことを示す。 

図 1．研究対象になった四つの北極海域、及
び CHANGE モデルにより計算された全北極河
川の水温の年平均の偏差値と熱フラックス
の経年変化。 
 
（２）北極域の気温は上昇し続けている。特
に、融雪が発生する春季においてその上昇が
顕著である。春季の気温上昇の結果、早期の
融雪及び河川氷の融解が進んでいる（Park et 
al. 2016）。これらの変化は、北極河川の特
有の現象である春季のピーク流量のタイミ
ングを早めることに影響した。また、冬季の
積雪量の増加（Park et al. 2015）によって
そのピーク流量も増加していた。春季の気温

上昇及び早期の河川氷の融解は、河川水への
熱伝導を高めて水温上昇に寄与する。実際、
CHANGE モデルは春季の北極河川水の水温が
上昇していたことを予測した（Park et al. 
2017）。水温上昇と河川流出量の増加の結果、
北極海に流出する河川水の熱フラックスが
増加し、北極海沿岸域の海氷融解に対してそ
の影響が考えられる。 
（３）海氷融解に対する河川水の熱フラック
スの影響を調べるために、四つの領域におい
て 5 月の海氷密接度（SICEC）と海水表面温
度（SST）との関係を比較した（図 2）。気温
上昇及び流出量の増加による河川水の熱フ
ラックスの増加は、海水温の上昇をもたらし、
海氷融解に寄与する。実際、四つの領域にお
いて河川水の熱フラックスは海氷密接度の
減少率及び海水の表面温度と高い相関を示
した。北極の海氷の融解は、陸域と接してい
る沿岸域から始まる。その時期、日射量は少
なく、気温も低いため、海氷融解に対する大
気からの熱エネルギーの影響は相対的に低
い。その時、河川から流入する多量の熱フラ
ックスが海洋を温め、海氷の融解に及ぼすそ
の寄与率が相対的に高くなる。図 2が示す相
関はある特定の領域に限らず全領域におい
て高い。それは、春季の北極海の熱収支及び
海氷融解に及ぼす河川水の熱フラックスの
影響が重要であることを強調する。 
 

図 2．四つの研究領域において CHANGE モデル
により計算された5月の河川水の熱フラック
スに対する海氷密接度（SICEC）の減少率と
海水表面温度（SST）との関係。 
 
（４）北極海の熱収支及び海氷融解の時・空
間変動に対する河川水の熱フラックスの影
響を調べるために、CHANGE モデルにより計算
された河川流出量と水温を海洋領域モデル
に入力値として与えて、モデル実験を行った。
流出量と水温を与えた実験と両者を与えな
い両実験の差で、海氷融解及び海水温に対す
る河川水の熱フラックスの影響を評価した。
河川水の熱フラックスは、河川の出口から
200km の海域内の海氷融解に影響しており、
その影響が年平気 10−20％に達していた。ま
た、河川水の熱フラックスは同領域において
8 月の海洋の表層水の水温を 1−5℃上昇させ
たことが明らかになった。これらの結果は、
従来言及された海氷に対する河川水の影響
を定量化したものであり、その影響の実体を
明らかにした重要な知見であると言える。 
（５）研究期間中に河川水の流出量、水温及



び河川氷の変動を計算するモデルを開発し
たことにより、北極海に流入する河川流出量
と熱フラックスを計算することができ、海氷
減少に対する河川水の熱フラックスの影響
を評価することができた。さらに、CHANGE モ
デルを海洋領域モデルと結合して、海氷減少
に対する河川水の熱フラックスの影響を
時・空間的に評価できたことは、当初予定し
ていた研究計画を超えた成果であると言え
る。 
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