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日本海の衛星海面高度偏差を用いた海面冷却駆動流の抽出
高増 厚司1)・磯田

豊2)・朝日啓二郎3)

(2019 年 2 月 22 日受付，2019 年 3 月 11 日受理)

Extraction of cooling-induced current from the satellite sea surface height anomaly in the Japan Sea
Atsushi Takamasu1), Yutaka Isoda2) and Keijiro Asahi3)

Abstract
To extract “Cooling-Induced Current (CIC)” component of the Tsushima Warm Current from the satellite sea surface height
anomaly (SSHA) data, harmonic analysis of SSHA in spring (February to April) is conducted for 8- and 5-year period, with
respect to similarities in the year-to-year variation of Asian Monsoon Index (MOI). In the long-term response of 8-year period,
north-eastward flow off shelf edge along the Japanese island is intensified just at the most severe cooling year, which is suggested
by the maximum MOI. Such intensified flow, i.e., CIC, gradually migrates offshore during 2 years, and then connects to inflow
in the Tsushima/Korean strait via the east coast of Korean peninsula with time lag of about 3 years.
Key words : Japan Sea, Satellite sea surface height anomaly (SSHA), Cooling-Induced Current (CIC), Monsoon Index (MOI),
harmonic analysis

緒

言

日本海は北太平洋中緯度の西端に位置する縁海の一つ
であり，水深 150 m 以浅の 3 つの海峡 (対馬/韓国海峡・津
軽海峡・宗谷海峡) を通して，その周辺海 (東中国海・北
太平洋・オホーツク海) と接続している。しかし，日本海
の平均水深は 1,000 m を超えているため，日本海の深層域
は周辺海から完全に孤立し，日本海固有水と呼ばれる 1°C
以下でほぼ均一な冷水で満たされている。一方，水深 200
m 以浅の表層では，南西部に位置する対馬/韓国海峡から
流入し，北東部に位置する津軽海峡及び宗谷海峡から流
出する対馬暖流水が支配的であるが，その北方への拡が
りは日本海中央部 (北緯 40 度付近) までに制限されている。
この暖流水の北限は極前線と呼ばれ，一年中安定して存
在する水温前線が形成されている。
対馬暖流の基本的な駆動力は南部と北部の海峡間で生
じている水位差，すなわち，海峡口における流入流出と
考えられている。この駆動力を力学的背景とした数値モ
デル研究には，過去 30 年以上に及ぶ歴史がある。対馬暖
流の力学過程に関して最初の鍵となる研究のみを列挙す
ると，北太平洋の風成循環西岸境界域に日本海を接続し
て流入流出過程を議論したのが Minato and Kimura (1980)
1)

2)

3)

であり，日本海内部の陸棚地形を考慮した流入流出強制
モデルを用いて，惑星ベータ及び地形性ベータに制御さ
れた対馬暖流の力学構造を議論したのが Yoon (1982a, b) と
Kawabe (1982) である。
上述の流入流出駆動に伴う日本海の運動量バランスに
加えて，熱バランスも考慮しなければならないことを主
張した研究が Isoda (1999) と磯田 (2003) である。その主張
の根拠となるのが，極前線の形成条件の考察にある。年
平均の海面熱収支において，もしも日本海が海面加熱さ
れていたなら，日本海は水平的にも (対馬/韓国海峡から
の暖水供給) 鉛直的にも (海面からの熱供給) 暖められてし
まい，極前線は決して形成されないだろう。実際に海面
熱収支計算を行うと (例えば，Hirose et al., 1996)，夏季の
海面加熱量よりも冬季の海面冷却量が常に過剰となり，
日本海は年平均において必ず海面冷却になっている。磯
田 (2003) では地理的に閉じた中深層域を経由する熱輸送
経路 (北部表層が中深層から常に加熱される経路) を考え
れば，海面冷却となる原因が大気側ではなく，日本海深
層域の加熱にあることを主張している。また，熱力学の
法則によると，熱を供給する熱源の温度と熱が捨てられ
る吸収源の温度の差から，自発的な仕事の発生が期待さ
れる。Isoda (1999) では熱源を南部にある対馬/韓国海峡を
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Fig. 1. Schematic figure of the CIC system in the upper ocean of the Japan Sea (after Fig. 2a in Isoda (1999)).

通して東中国海から供給される暖水，最終的な吸収源を
日本海の海面冷却と考えれば，対馬暖流が流入流出駆動
流の成分をもつことに加え，自発的な仕事として海面冷
却駆動流 (Cooling-Induced Current : 以下，CIC と略す) の成
分も内在している可能性を提案している。
Fig. 1 は CIC の説明として Isoda (1999) で提示された思
考実験的な模式図である。日本海の南西部には熱源 (対馬
/韓国海峡からの暖水供給) があるため，年平均の海面冷
却では北部海域の水温が相対的に低下する。この南北水
温勾配の大きさに比例して，惑星ベータ面では東向きの
傾圧地衡流が励起される。このとき発生する擾乱は，西
向き伝播の傾圧惑星ロスビー波 (赤字 ① の矢印で表示) が
推測され，それが西岸の韓半島まで達したとき，北上流
を伴う沿岸捕捉波 (赤字 ② の矢印で表示した内部ケルビ
ン波が主に想定) が励起される。北半球における沿岸捕捉
波は岸または浅瀬を右手にみて伝播するので，この擾乱
は南下して対馬/韓国海峡内へ到達する。その結果，海峡
内では東中国海の暖水を引き込む向きの擾乱が新たに発
生し，これは日本列島に沿って東方伝播する沿岸捕捉波
(赤字 ③ で表示した陸棚波が主に想定) となる。そして，
CIC の定常状態は青矢印で表示した北向き熱輸送と海面
冷却との熱バランスで決定される。ただし，定常場を支
配する北向き水平熱拡散時間のオーダは 10 年スケールと
見積もられており，短周期 (数年スケール) の海面冷却変
動に対する CIC 変動は現われ難いことも指摘している。
このように，流入流出駆動流が日本海へ暖水を強制的に
押し込むのに対し，CIC は日本海が外部の暖水を引き込
むメカニズムを提案していることになる。
Isoda (1999) では日本海表層を極前線を境界とした南北
2 つの単純な Box モデルで表現し，南北水温差に比例し
て強弱する CIC 成分を取り入れた熱収支計算によって，
観測された表層水温場の特徴的な経年変化 (南部に比べて
北部における十年スケールの海面水温変動が卓越) が再現
されることを示した。しかし，流入流出駆動流に重なっ
て存在している CIC が上述の思考実験のような波動伝播
を通して実際に駆動されているのか，その直接的な証拠
はまだない。それゆえ，現在でも CIC の力学過程に関す
る研究はなく，CIC はまだ推測の範囲に留まっている。

そこで本研究では，人工衛星による海面高度偏差 (Sea
Surface Height Anomaly : 以下，SSHA と略す) データの中
から，東アジア周辺における冬季海面冷却の指標である
モンスーン指数 (MOnsoon Index : 以下，MOI と略す) の経
年変化に同期した周期成分を調和解析することにより，
流入流出駆動流に埋もれている CIC の変動成分を抽出す
ることを考えた。そして，抽出された CIC 成分の時空間
変化と Isoda (1999) の思考実験との整合性の議論をもとに，
今後の力学研究へ繋がる新しい知見を提示する。
解 析 資 料
MOI 及び SSHA データの解析期間は，ともに 1993 年か
ら 2011 年の 19 年間とした。MOI はロシアのイルクーツ
クと日本の根室における前年 12 月から当年 2 月の 3 カ月
平均の海面気圧差で定義されており，気象庁のウエッブ
サイト (http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/obs/knowledge/
stmw/moi.html) で公開されている値を用いた。SSHA デー
タ は AVISO の ウ エ ッ ブ サ イ ト (http://www.aviso.oceanobs.
com/) で公開されている AVISO Reference Series の値を用い
た。AVISO Reference Series のデータは約 10 日周期 (TOPEX/
POSEIDON・Jason-1・Jason-2) と 35 日 周 期 (ERS-1・
ERS-2・Envisat) の 海 面 高 度 計 搭 載 衛 星 に よ っ て 得 た
SSHA を組み合わせ，さらに SSALTO/DUACS システムに
より衛星軌道の誤差補正や潮汐補正などの各種補正処理
を行って，7 日間隔で水平間隔 1/4° に格子化した資料で
ある (AVISO, 2010)。SSHA の解析対象範囲は日本海全域
を含む東経 126°E～143°E，北緯 33°N～49°N の矩形領域と
した。なお，このデータはヨーロッパ中期予報センター
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) の海面
気圧データにより気圧補正されている。
MOI と SSHA の偏差データが示す経年的な変動特性
MOI データの周期性
Fig. 2 の (a) は解析期間 (1993 年～2011 年) を含む 1990
年～2015 年における MOI の時系列である。19 年平均値
からの MOI 偏差値でみると，19 年の解析期間に正の極大
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Fig. 2.

(a) Time series of MOI from 1990 to 2015 in winter. The blue and red sinusoidal curves represent harmonic components of
MOI with the period of 5-year and 8-year, respectively. (b) Amplitude of MOI as a function of period (2.5 to 15 years).

偏差を示す厳冬年が 4 回，負の極大偏差を示す暖冬年が 3
回あったことがわかる。それゆえ，大雑把にみると，海
面冷却の経年変化には 4 年～6 年の周期性がみられる。た
だし，厳冬年でも暖冬年でも MOI 偏差の極値には 3 hPa
以上の大きな差があり，さらに長周期の MOI 変動の存在
が推測される。しかし，わずか 19 年のデータでは統計的
に有意な周期性の議論は難しい。
そこで本解析では，短いデータ長のために時間分解能
は劣るものの，調和解析法により極大振幅を示すときの
変動周期を求めることにした。具体的には，2.5 年から 15
年までの間で 0.5 年刻みの周期を設定した個々の正弦関数
を 19 年 (個) の MOI 偏差データに最小二乗法でフィット
させて，各周期に対する振幅と位相 (基準は 1993 年) を計
算した。Fig. 2 の (b) が各周期に対する振幅分布の結果で

ある。これをみると，極大振幅は 5 年付近と 8 年付近に
あり，MOI 変動にはこれら二つの周期性が卓越している。
そこで，
調和解析による 5 年と 8 年の振幅と位相を用いて，
Fig. 2(a) の MOI 偏差時系列に重ねて，青実線で 5 年周期，
赤実線で 8 年周期の正弦曲線を示した。大振幅の 5 年周
期変動とその半分程度の振幅をもった 8 年周期変動を重
ね合わせれば，厳冬年及び暖冬年の MOI 偏差値の差異が
ほぼ説明できることがわかる。なお，縦波線で示したそ
れぞれの MOImax の位相は，後述される SSHA の位相との
議論に用いられる。
SSHA の春季と秋季のデータ分離
本研究の先行研究である朝日ら (2016) は，同じ解析期
間の SSHA データを用いて 19 年平均の月別 SSHA 時系列

Fig. 3. Month of (a) minimum and (b) maximum M-SSHA (19-year mean seasonal data of Asahi et al. (2016)).
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Fig. 4.

Time series of Sp (spring) and Au (autumn) SSHA data at
the grid［38oN, 134oE］
.

データを作成し，日本海の SSHA の季節変化について議
論している。その結果，海流の極弱による SSHA 変動よ
りも，季節的な海面加熱及び冷却による海水伸縮 (steric
height) に伴う SSHA 変動の大きいことが示された。すな
わち，SSHA データには，年毎に異なる海面加熱 (冷却)
により海水が膨張 (収縮) した経年変化のあることが期待
される。ところが，日本海の海面加熱と海面冷却の両経
年変化の相関関係については，まだ明らかにされていな
い。本研究は海面冷却による SSHA 変動の抽出が目的で
あるため，少なくとも，海水が最も収縮した季節におけ
る経年変化の情報が必要である。
ここでは朝日ら (2016) で作成された 19 年平均月別デー
タの再解析を行い，Fig. 3 の (a) と (b) それぞれに，SSHA

Fig. 5.

が極小及び極大となる月の水平分布を示した。両図に示
した海域区分は月の数字と色別けで行っている。SSHA の
極小月 (Fig. 3(a)) は海面冷却から海面加熱へ変化する 2 月
～4 月の春季にあり，極大月 (Fig. 3(b)) は逆に海面加熱か
ら海面冷却へ変化する 9 月～11 月の秋季にあることがわ
かる。よって，海面冷却による SSHA の経年変化は，各
1/4° 格子毎に，
各年の 2 月～4 月で 3 カ月平均した SSHA (各
格子 19 個) データを用いて解析を行い，
このデータを以下，
Sp (Spring : 春季) データと呼ぶ。この Sp データとの相違
を調べることを目的に，同様にして，9 月～11 月で 3 カ
月平均した SSHA (各格子 19 個) データを作成し，これを
Au (Autumn : 秋季) データと呼ぶ。
作成した Sp と Au データの一例として，対馬暖流域に
ある格子 (中心が北緯 38 度，東経 134 度) の値を抽出し，
両時系列を Fig. 4 に示す。図中の横破線がそれぞれの平均
─ と Au
─) であり，以下の経年変動に関する解析ではこ
値 (Sp
の平均値からの偏差データを用いている。Sp と Au の経
─) に匹敵す
─－Sp
年変化はともに，平均的な季節変動幅 (Au
る大きさの変動を示しており，図の右側に表示した標準
偏差 S.D.(Standard Deviation) では 10 cm 近い値となる。
19 年間の平均季節変動幅と Sp 及び Au データの標準偏差
Fig. 5 の (a) は季節変動幅を表現した両季節平均 SSHA
─) を 2 で割った値の水平分布であり，この分
─－Sp
の差 (Au
布パターンは朝日ら (2016) の Fig. 4(a) に示された 19 年平
均の SSHA を一年周期で調和解析した振幅分布とほぼ一
致している。Fig. 5 の (b) は朝日ら (2016) の Fig. 4(a) から
引用した 19 年平均の地衡流偏差ベクトル (一年周期の調
和解析による長軸方向) の月別位相分布である。はじめに，

(a) Amplitude in cm of SSHA variations calculated by (Au-Sp)/2. (b) Phase shown by color of current vector toward mainaxis of current ellipse during six months from July to December (referred from Fig. 6b of Asahi et al. (2016)). Symbols of
E1 to E4 denote local eddy anomalies. Symbols of K, O and N indicate the stable existence areas of eddies in the Tsushima
Warm Current region.
̶ 22 ̶
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Fig. 6. Standard deviation of (a) Sp and (b) Au data.

これらの分布図と朝日ら (2016) の解析結果から，Sp と Au
に季節区分された各偏差データが，季節的に卓越するど
のような物理現象の経年変化を代表しているかを記述し
ておく。冬季季節風で励起される吹送流は，大きな水平
循環流の強弱としては現れず，むしろ，日本海北西部の
局所的な海域で卓越した時計回り渦流 (E1 と E2 の記号で
示した二カ所) の 1 月 (7 月の逆位相の月) 強化として現れ
る。北海道西岸沖では 8 月～10 月に時計回り渦流 (E4 の
記号) が強化される。K (韓半島沖)・O (隠岐島沖)・N (能
登半島沖) の記号で示した三カ所で極大振幅をもつ対馬暖
流の蛇行は，9 月から 12 月の間に，西方から東方に向かっ
て次第に強化される。
Fig. 6 の (a) は Sp，(b) は Au の各偏差データを用いて計
算した標準偏差 S.D. の水平分布であり，これらは各季節
区分における経年変動の卓越海域を示している。Sp 変動
の極大海域は冬季に卓越する時計回り渦流 E1 と E2 の二
カ所と対馬暖流域の K・O・N で示した三カ所にある。一
方，Au 変動の極大海域は夏季に卓越する渦流 E4 にみら
れるものの，Sp と比べて日本海全域で変動が大きく，対
馬暖流域内の K・O・N の区別は不明瞭になっている。こ
の結果から，Au データの季節は対馬暖流が強化される時
期であるものの，海面加熱による steric height の経年変動
が対馬暖流の経年変動をマスクしている可能性が推測さ
れる。よって，対馬暖流が弱化される時期にある Sp デー
タの方が，主に三カ所 (K・O・N) の強弱によって対馬暖
流の経年変動がより良く表現されているものと考える。
Sp と Au の偏差データが示す周期性

め，それぞれ，Fig. 7 の上段と下段に示した。このとき，
Fig. 6 に東西破線で示した境界を設定し，(b) Region-2 (北
緯 36 度～41 度) を変動の大きな対馬暖流域，
その北側を (a)
Region-1 (北緯 41 度以北)，その南側を (c) Region-3 (北緯
36 度以南) とした 3 海域に区分した。図の表示は，各格子
の振幅分布を重ねて黒線で示し，各季節，各海域区分の
アンサンブル平均を赤線で強調した。
3 つの海域区分の振幅値には大きな相違があるものの，
各季節に共通した周期性がみられる。Sp の極大振幅は 5
年～5.5 年付近と 8.5 年付近にあり，これら二つの周期性
は先にみた MOI の周期性 (Fig. 2(b)) とほぼ一致しおり，
冬季海面冷却の強弱による経年的な SSHA 応答が Sp デー
タには表現されているものと考える。ただし，MOI が示
す強制変動では短周期側の 5 年周期変動が 8 年周期変動
よりも卓越していたのに対し，Sp の応答変動では逆に長
周期側の 8.5 年周期変動の方が卓越する傾向がみられる。
一方，Au の極大振幅は 3.5 年～4 年付近，6 年～6.5 年付近，
10.5 年～11 年付近にあり，これらは MOI の周期性に一致
していない。なお，Au 変動が示す三つの周期性の要因が
海面加熱の経年変化にあるか否かは本研究では確認して
おらず，今後の課題としたい。少なくとも，日本海の
SSHA は季節的に異なる周期性を示すことから，ローパス
の数値フィルター (例えば，一年の移動平均) を用いた経
年変化の議論は危険であることがわかる。よって，Sp と
Au のデータは分離したまま，以下の解析では MOI と同
じ周期性をもつ Sp データのみを用いて，対馬暖流の経年
変動に内在する CIC 成分の抽出を行う。

Sp 及び Au の偏差データが示す周期性を調べるために，
MOI の周期解析と同様に，2.5 年～15 年周期の間を 0.5 年
間隔の調和解析を行ない，各周期に対する振幅分布を求
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Fig. 7.

Amplitude of Sp (upper) and Au (lower) data as a function of period (2.5 to 15 years) in the (a) Region-1 north of 41°N, (b)
Region-2 of the Tsushima Warm Current area and (c) Region-3 south of 36°N.

Sp データの調和解析結果
19 年データを用いた HAB 法による周波数応答関数
先の周期性の解析により，Sp データには MOI とほぼ同
じ周期性をもつ 5 年と 8 年の二つの周期変動が卓越し，
混在している。本解析では MOI の両周期変動に対する Sp
データの両応答の相違を調べるために，バンドパスの数
値フィルターを用いた両周期変動の分離を行う。本解析
で用いたフィルターは黒田ら (2003) が提案した HAB 法
(Harmonic Analysis Band-pass method : 調和解析バンドパス
法) である。HAB 法の基本的な考え方は，解析期間より
も短い任意の期間で，ある特定の周期変動を調和解析に
より抽出し，それを解析期間内で少しずつずらしながら
繰り返す方法である。それゆえ，本論のように全解析期
間で HAB 法を適応すれば，通常の調和解析そのものとな
る。
ここでは，19 年という解析期間で 5 年と 8 年の両周期
変動がどの程度の精度で分離されるのかを周波数 (周期)
応答関数を用いて示しておく (応答関数の求め方の詳細は
黒田ら (2003) を参照)。Fig. 8 に 8 年周期 (赤線) と 5 年周
期 (青線) の両応答関数 (2 年～15 年周期の範囲) を重ねて
表示した。まず，HAB 法は注目する 5 年と 8 年の周期変
動の振幅が全く減じられずに抽出される，という特異な
ファイルター特性をもつ。ただし，抽出される周期変動
はある有限の周期幅をもつため，両周期近傍にある周期
変動の影響を受けてしまう，という問題点は他のバンド
パスフィルターと同じである。ところが，本解析の HAB
法の場合，解析期間 (19 年) が 8 年周期の約 2 倍，5 年周
期の約 4 倍もあることで，抽出周期に影響する周期幅を

Fig. 8.

Frequency response functions of the HAB method used
for 8-year (blue) and 5-year (red) periodic variation.

比較的小さくすることができる。具体的には，8 年周期変
動の抽出に対する5年周期変動の影響は約25%以下，
逆に，
5 年周期変動の抽出に対する 8 年周期変動の影響は約 20%
以下である。よって，Sp データに HAB 法を適用すれば，
両周期変動の分離及び抽出が十分に可能であると判断し
た。
8 年及び 5 年周期変動の調和定数の水平分布
本論では，Sp データの全解析期間 (19 年) に対して
HAB 法を適応したので，調和解析と同じとなり，Fig. 9 の
(a) に 8 年周期，(b) に 5 年周期における調和定数の水平分
布を示した。それぞれ，左側が cm 単位の振幅分布，右側
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Fig. 9.

Amplitude in cm and phase indicated by the year based on the maximum MOI (MOImax) for (a) 8-year and (b) 5-year periodic variation of Sp data.

が Fig. 2(a) に示した各周期における MOImax の逆位相時を
基準とした年単位の位相分布である。すなわち，位相 0
年とは MOI 極大時にちょうど Sp 値が極小となり，これ
を steric height として解釈すれば，冬季海面冷却が極大と
なる年に最も海水が縮んでいることを意味する。同様に，
位相＋n 年は MOI 極大時から n 年後に Sp 値が極小になる
こと，位相－n 年は MOI 極大時よりも n 年前に Sp 値が極
小になっていたことを示す。
8 年周期と 5 年周期の振幅分布を比較すると，明らかに
8 年周期変動の方が卓越しており，その極大域の分布は
Fig. 6(a) の標準偏差の分布にもよく似ていて，時計回り渦
流 E1 と E2 の二カ所と対馬暖流域の K・O・N で示した
三カ所にある。これと比べると，5 年周期変動の極大域の
値は小さく，対馬暖流域の西方側へ偏る傾向がみられる。
振幅値が比較的大きな対馬暖流域の位相に注目すると，8
年周期変動は +1 年～－2 年の範囲，5 年周期変動は＋2 年
～0 年の範囲でばらついており，そのばらつき具合は両者
とも数百 km スケールのパッチ状である。
海面冷却極大年から 4 年間の Sp 分布の経年変化
Fig. 9 に示した調和定数の水平分布，特にパッチ状の位

相分布から，海面冷却の強弱に応答した対馬暖流域の Sp
変動を推測することは難しい。そこで，各周期の調和定
数 (振幅と位相) を用いて，各周期に対応した MOImax の位
相 (Fig. 2(a) に示した海面冷却極大時) を基準 (0 年) とした
3 年後まで，1 年毎の Sp 偏差の空間分布図を作成した。
Fig. 10 は 8 年周期変動，Fig. 11 は 5 年周期変動の結果で
あり，各図の上段は 4 年間の Sp 偏差分布，下段はその Sp
偏差の圧力 (水位) 勾配から地衡流平衡を仮定して見積
もった表層流速ベクトルである。
表示した表層流は流速0.2
cm s－1 以上の比較的強い流れのみとし，対馬暖流の平均
流向である北東流を強調するため，北東 (南西) 向き流速
ベクトルを赤 (青) 色とした。Fig. 10 と Fig. 11 に示された
両周期変動とも，パッチ状の位相分布 (Fig. 9) からも示唆
されるように，対馬暖流域には局所的な渦流偏差がいく
つも点在していることがわかる。ところが，Sp 偏差が局
所的に大きな負の領域を繋げた南側境界域もしくは負と
正の境界域を繋げると，蛇行しつつも北東向きに対馬暖
流が強化される流路を描くことができ，それを各図に太
線矢印で強調した。以下の記述では，これを北東向き強
化流路と呼ぶ。
まず，8 年周期変動の海面冷却の極大年 (0 年) をみると，
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 early variations of 8-year periodic component during 4 years after the year with MOImax. Upper and Lower panels are
Fig. 10. Y
SSHA and current vectors, respectively.

Fig. 11. Same as Fig. 10, except for 5-year periodic component.

ほぼ全域で負の Sp 偏差 (海面冷却による steric height の減
少) を示す一方，日本列島に沿った陸棚域のすぐ沖合に北
東向き強化流路が出現している。この強化流路は，時間

の経過と伴に沖合もしくは北向きに移動し，2 年後の韓半
島沖には局所的な正の Sp 偏差が出現し始めている。3 年
後，対馬暖流域から対馬/韓国海峡に至る広い海域は正の
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Fig. 12. ( a) Time series of VT (subsampled volume transport which is calculated by Morie et al. (2015)) from 1993 to 2010 in G-line
shown in Figs. 10 and 11. (b) Amplitude of VT data as a function of period (2.5 to 15 years).

Sp 偏差が支配的となり，北東向き強化流路は韓半島沖か
ら海峡内へ繋がっている。Isoda (1999) による CIC の思考
実験では，北東向き強化流路の北向き移動は予測してい
ないが，日本海内部から出現する北東向き強化流路が韓
半島に接続して海峡へ繋がる様子は，CIC による暖水の
引き込みを支持する証拠と考える。なお，日本海北西海
域にある時計回り渦流 E1 と E2 (正の Sp 偏差) は，海面冷
却極大年の 2 年～3 年後に強化されている。
5 年周期変動は振幅が比較的大きかった対馬暖流域の能
登半島以西に偏って，上述の 8 年周期変動とよく似た経
年変化を示している。すなわち，5 年周期変動の海面冷却
の極大年 (0 年) は日本側陸棚に沿った北東向き強化流路
が出現し，その後，この強化流路は次第に北上し，3 年後
の対馬暖流西部海域は正の Sp 偏差となっている。このよ
うに，8 年と 5 年では変動周期は異なっていても，海面冷
却に対する応答時間はいずれも 3 年程度であることを示
す。これは CIC の物理現象に現れる擾乱伝播過程が同じ
時間スケールをもっていることを示唆している。

VT 変動で卓越した周期性を調べるために，MOI の周期
解析と同じ調和解析法を用いて，各周期に対する振幅分
布を Fig. 12 の (b) に示した。明瞭な極大振幅を示す周期
は 3.5 年と 7.5 年付近にあり，5.5 年付近にもわずかな極
大がみられるが，その値は小さい。少なくとも，我々が
Sp 変動として注目した 8 年と 5 年の周期変動は，VT 変
動にも存在しており，正味の流入量があった可能性を示
唆している。ただし，VT が推定された G 線付近の海域は，
5 年周期の Sp 変動の振幅がもともと小さく (Fig. 9(b))，そ
れゆえ，VT 変動も小さくなったのかもしれない。ここで
は，振幅値の大きな 8 年周期変動に関してのみ，その振
幅と位相を用いて計算した正弦関数を Fig. 12(a) の時系列
に 重 ね て， 赤 色 の 正 弦 曲 線 で 表 示 し た。 こ の 図 に は
Fig. 2(a) で示した 8 年周期の MOImax の位相を再表示して
おり，それと VT が極大となる位相 VTmax との位相差は約
1.28 年となる。すなわち，海面冷却の 8 年周期変動は，
その極大冷却年から 1～2 年遅れて，対馬暖流の東向き流
量が極大となる関係を示している。

対馬暖流の東向き流量の経年変化
抽出した 8 年周期と 5 年周期の Sp 変動が CIC であれば，
対馬/韓国海峡から日本海への正味の流入量が期待される
はずである。それを確かめるために，Fig. 10 と Fig. 11 に
表示した対馬暖流東部の G 観測線 (緑太線) において，森
江ら (2015) が推定した対馬暖流の東向き流量データを用
いた。なお，G 線断面を横切る流量は，年 4～5 回の海洋
観測による地衡流流量と SSHA 変動 (1993 年～2010 年の 7
日間隔データ) の中立線形回帰をもとにして推定されてい
る。彼らの Fig. 8(b) に示された時系列をみると，一年周
期の季節変化は不明瞭であり，経年変化が非常に卓越し
ていることがわかる。そこで，彼らが作成した一年の移
動平均データから 3 月の値をサブ・サンプリングした東
向き偏差流量 (Volume Transport : 以下，VT と略す) 時系列
を Fig. 12 の (a) に示し，それを本解析に使用した。

ま

と

め

本研究では冬季の海面冷却後に極小 SSHA となる季節
の Sp データ (19 年間) を作成し，この Sp データから，冬
季海面冷却の指標である MOI の経年変化に同期した周期
成分を調和解析することにより CIC の変動成分を抽出し
た。MOI 変動と Sp 変動で共通した周期性は 5 年と 8 年の
二つあり，海面冷却強制の MOI では 8 年よりも 5 年の周
期変動が卓越し，海洋応答の Sp 値では逆に，5 年よりも
8 年周期変動が卓越していた。Box モデルを用いた Isoda
(1999) の CIC 応答計算では，長周期変動ほど CIC の力学
過程が働くことを示唆しており，海洋応答において 8 年
の長周期変動の方が卓越していることに矛盾しない。明
瞭な振幅変化を示した 8 年周期の海洋応答の場合，海面
冷却の極大年には日本列島に沿った陸棚沖合に北東向き
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の流路がまず強化され，その後，1 年～2 年かけてこの強
化流路は次第に北上し，このとき，正味の東向き対馬暖
流流量 (東部海域の G 線上の推定流量) が極大となる。そ
して，対馬暖流域から韓半島沖を経由して対馬/韓国海峡
へ繋がる流路の形成には，約 3 年が必要であった。
このような流路形成の様子は，CIC の存在を予測した
Isoda (1999) の思考実験とも整合的である。また，上述し
た 3 年程度の応答時間とその間に流路が北上していると
いう新しい知見は，今後の力学研究で明らかにすべき課
題である。さらに，本解析では正味の東向き対馬暖流流
量の経年変化の原因が CIC を駆動する海面冷却にある可
能性も示唆した。既往の研究に従って，対馬暖流の流入
流出駆動流だけを想定すれば，その流量の経年変化は日
本海外部の水位差の経年変化により決定されるはずであ
る。それゆえ，対馬暖流流量の経年変化に寄与する流入
流出駆動流の成分と CIC の成分の大きさを検討できるよ
うな資料解析も今後の課題と考える。
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