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海面加熱で駆動される陸棚斜面湧昇流
堀尾 一樹1)・磯田

豊1)・小林 直人2)・千葉

彩2)

(2020 年 1 月 14 日受付，2020 年 1 月 30 日受理)

Shelf slope upwelling induced by sea surface heating
Kazuki Horio1), Yutaka Isoda1), Naoto Kobayashi2) and Aya Chiba2)

Abstract
If there is the coastal upwelling, it is common to think that the upward advection of cold deep water will make the coastal
side cooler than the oﬀshore side. Shelf slope upwelling (SSU) presented in this study, however, occurs only when the shallow
coastal side is rather warm due to a continuous sea surface heating in summer. The present study investigated the formation
process of such SSU using a numerical model driven by surface heating. From the results of examining unsteady state of heat
budget and dynamic balance, SSU was found to be a kind of compensation ﬂow, not the bottom Ekman ﬂow. That is, to satisfy
continuity in a vertical section, the oﬀshore ﬂow caused by the horizontal density/temperature gradient was supplemented by the
shoreward ﬂow strongly conﬁned to the sloping seabed. This SSU will probably be one of the important ﬂows contributing to
material transport, e.g., unused nutrients and anoxic water etc., from deep to near coast in summer, while it is diﬃcult to prove the
existence of SSU even indirectly from the observed water temperature.
Key words : Shelf slope upwelling (SSU), Numerical model, Sea surface heating, Compensation ﬂow

緒

言

本研究を始めた動機は，オホーツク海の宗谷暖流域で
実施した夏季の海洋観測 (飯田ら，2018) で投入した漂流
ブイの軌跡を解析した結果，サハリン島南部の Aniva 湾
表層に時計回りの水平流が示され (堀尾ら，2019)，その
形成要因を探るため，過去の海洋観測資料解析と数値モ
デルによる流況再現を行ったことによる。これらの詳細
は本論後半で記述するが，夏季の Aniva 湾内流の強さを
定量的に再現するためには，海氷期 (2〜4 月) の水温塩分
場を初期条件とした夏季の海面加熱強制に加え，水位差
駆動による宗谷暖流 (主に，日本海中層を起源とする重い
低温水に伴う流れ) との相互作用を考慮しなければならな
いことが示唆された。それゆえ，Aniva 湾内の流況再現に
関する力学的考察は，まだ不十分な段階にあり，本論で
は最終的な結論を得ることができなかった。実は，この
モデル再現の際，Aniva 湾表層の時計回り水平流は回転系
の密度流と判断したが，このとき，陸棚斜面上の底層一
帯には海面加熱が主要因と思われる湧昇流が駆動されて
いた。本研究では海面加熱強制で引き起こされる湧昇流
を「陸棚斜面湧昇流 : Shelf Slope Upwelling (以下，SSU と
略す)」と名付け，その形成過程を調べることを本論前半
1)

2)

の目的とした。
SSU の形成機構に焦点を当てた研究はまだないものの，
海面加熱強制に関する既往の数値モデル研究，言い換え
れば，地形性貯熱効果 (Topographic heat accumulation eﬀect)
に関する研究では，SSU が必ず再現されているようにみ
える。日本国内の研究例では，閉鎖性地形の湖 (琵琶湖が
Oonishi (1975) や Akitomo et al. (2004)， 宍 道 湖 が 中 村 ら
(2001)) や 半 閉 鎖 地 形 の 湾 や 海 盆 (黄 海 が Takahashi and
Yanagi (1995)，東京湾が Guo and Yanagi (1996)，噴火湾が小
林ら (2019)) において，夏季の海面加熱を想定した数値モ
デル実験が実施された。それぞれの地形条件は異なるが，
地形性貯熱効果 (Fig. 1 の模式図を参照) で再現された流動
場には共通した解釈が成されている。まず，海面から入
射した熱は，熱の鉛直拡散により下方へ拡がる。その熱
拡散の影響は浅い沿岸域ほど早く海底に達し，そこでの
水温を上昇させる (Fig. 1 (a) の Warm と Cold の印)。この
ように，沖合側よりも浅い沿岸側の水温上昇が大きく，
さらに，水柱の熱膨張によって沿岸側ほど海面水位 η が
高くなる。この岸沖方向の海面水位勾配と水温勾配の結
果，沿岸側の暖かい海水は沖向きに流れ始め，それを補
うように下層では岸向き流が生じると考えられている
(Fig. 1 (a) の矢印)。この下層流が本研究の SSU に相当する。

北海道大学大学院水産科学研究院海洋環境学分野
(Laboratory of Marine Environmental Science, Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University)
北海道大学水産学部
(Faculty of Fisheries, Hokkaido University)
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Fig. 1.

Schematic views of ﬂow ﬁeld by the topographic heat accumulation eﬀect in (a) vertical section and (b) horizontal distribution for Lake type. Blue and red arrows indicate the geostrophic ﬂow and the shelf slope upwelling (SSU), respectively.

そして十分な時間が経過すると，地球回転系 (北半球) で
は上層の沖向き流にコリオリ力が働いて右側に偏向し，
湖の場合ではほぼ地衡流バランスした反時計回りの循環
流が形成される (Fig. 1 の青矢印)。これら一連の流動場を
モデル再現し，地形性貯熱効果という言葉を初めて導入
した先駆的研究が Oonishi (1975) である。よって，本研究
の内容も Oonishi (1975) と類似したモデル設定や解析手法
となる。ただし，Oonishi (1975) では SSU に相当する海底
流を海底境界層内の海底エクマン流 (Ekman suction) と解
釈しているのに対し，本研究では海底摩擦を零とした計
算でも同じ SSU が再現されることから (後述)，基本的に
は補償流であるとした点が異なる。なお，海面加熱強制
はせずに，初期値として水平一様な水温成層を湖に設定
し，その後，鉛直拡散によって水温成層がドーム状を呈
するようになり，結果として同じ反時計回りの循環流が
形成されるという研究もある (例えば，Schwab et al., 1994)。
この場合も海底斜面上の断熱条件が働くために，地形性
貯熱効果と似た結果が得られるが，さらに時間が経過し
て拡散が進むと，循環流は次第に弱まっていくことに注
意が必要である。
Fig. 1 (a) において，陸棚斜面を登る方向の赤矢印で強調
した流れが SSU である。本論前半では，海面加熱強制の
鉛直 2 次元モデルを用いて，次の 3 点に注目して SSU の
基本的な特徴を明らかにする。(1) 沖向きに移流される上
層水を補うのが SSU であるが，その SSU の起源 (Origin)
はどこにあると解釈すべきか。(2) SSU は下層の冷たい海
水を上層へ移流して，暖かい上層水を冷却するセンスに
働く。しかし，上層水が冷却されて低温化すれば，地形
性貯熱効果が弱まってしまう。地形性貯熱効果を維持す
る熱収支 (Heat budget) はどのようになっているのか。(3)
また，力学バランスからみて，SSU を駆動し維持する物
理メカニズム (Dynamics) はどのように解釈すべきか。(4)

続いて，海面加熱強制は同じままで，鉛直 2 次元モデル
を湾や岬地形を想定した空間 3 次元モデルへ拡張し (Vertical 2D → 3D)，強さが異なる水平密度流の収束発散から新
たに生じる湧昇沈降流と SSU との関係を調べ，現実的な
問題へ繋げた。上述したように，鉛直 2 次元モデルから
推測される水平循環流 (北半球では浅瀬を右手にみた密度
流) は，必ず反時計回り流となる。ところが，本研究の動
機となった Aniva 湾の表層流は時計回りであり，これは 3
次元モデルへの拡張によって初めて再現される。そこで，
本論後半では，不十分な再現性ではあるものの，Aniva 湾
表層の時計回り流の話に戻る。これは現実的な問題の一
例と考えている。
鉛直 2 次元モデルの海面加熱実験
モデルの概要
本研究の理想地形を想定した数値モデルでは，熱収支
や力学バランスの計算がし易いことを理由に，鉛直 z 座
標系である MITgcm (Massachusetts Institute of Technology
general circulation model) を使用した。モデル断面地形は左
右非対称ではあるが，ホームベース型の直線的な陸棚斜
面をもつ海底地形 (幅 100 km，最大水深 100 m) を Fig. 2(b)
に示す。これは Aniva 湾の南開口部の海底地形 (Fig. 2(a)
に示した B-B’ 断面を理想化) を模したものである。モデ
ルの 1 格子の大きさは Dx＝1 km，Dz＝3.33 m とし，岸境
界の水深は 30 m，左側斜面の幅を 80 km，右側斜面の幅
を 20 km 幅に設定した。Fig. 2(b) の座標系は x 軸を右向き
に正，y 軸を紙面奥向きに正，z 軸を上向きに正とし，
∂ /∂ y = 0 を仮定した f 平面 (Aniva 湾付近の緯度である北緯
42.5 度のコリオリパラメータ f = 1.0×10−4 s−1) の鉛直 2 次
元モデルとした。すなわち，断面直交方向には循環 (cyclic)
条件を課している。よって，x，y 方向の水平流速を u，v，
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Fig. 2.

(a) Regional bottom topography around Aniva Bay adopted in the numerical model experiments. The water depth of the
region deeper than 200 m is set to be constantly 200 m. The northern and southern boundaries are artiﬁcially closed, and
the eastern and western boundaries are opened. Buﬀer area with large lateral friction is shaded. (b) Model geometry
adopted in the vertical 2D model experiments. This model shape is simpliﬁed a bottom topography on the B-B’ line shown
in (a).

鉛直流速を w，水平及び鉛直の渦動粘性係数を Ah，Av，圧
力を p，平均密度を ρ 0 とすると，運動方程式と連続式は
下記となる。
∂u + u ∂u + w ∂u − fv = − 1 ∂p + A ∂ 2u + A ∂ 2u
h
v
∂t
∂x
∂z
ρ0 ∂x
∂x 2
∂z 2
(1)
∂v + u ∂v + w ∂v + fu = 0 + A ∂ 2v + A ∂ 2v
h
v
∂t
∂x
∂z
∂x 2
∂z 2
∂u + ∂w = 0
∂x
∂z

(2)
(3)

密度場は海面加熱による水温上昇のみを考慮し，基本
ケースにおける塩分は一定値の S0 = 33 に固定した。よっ
て，水温を T，水平及び鉛直の渦動拡散係数を Kh，Kv と
したときの x-z 断面における移流拡散方程式は下記とな
る。
∂T + u ∂T + w ∂T = K ∂ 2T + K ∂ 2T
h
v
∂t
∂x
∂z
∂x 2
∂z 2

(4)

密度の状態方程式 ρ (T, S0) は UNESCO (1983) に従って計算
され，圧力場 p は下記の式を用いて，水面変位 η と上記
の密度場 ρ から計算される。
p ( x, z ) =  s g +

∫

z

0

 ( z ) gdz

(5)

初期条件は Aniva 湾における海氷融解後の 3〜4 月を想
定して，全水深で水温−1.5°C の一定値とし，計算時間間
隔は 120 秒で，積分時間は 5 カ月後の 8〜9 月までの 150
日間とした。モデルの強制力は海面加熱強制のみで，
Ohshima et al. (2002) によるオホーツク海の海面熱収支計算
結果を参考にして，正味の加熱量 150 Wm−2 の一定値を与
え続けた。計算パラメータは，Ah =Kh = 50 m2s−1，Av = 5×
10−4 m2s−1，Kv = 5×10−5 m2s−1，基本ケースでは海底摩擦

を考慮して，海底摩擦係数 Cd は 0.0025 とした。
モデル結果と熱収支
Fig. 3 (a) は左側から順に，計算開始後 150 日目の鉛直 2
次元断面における水温 T と海面変位 η ，断面に直交する
流速成分の v，断面に平行な流速ベクトル u・w と等値線
で描いた流量流線関数である。これら 3 種類の鉛直断面
図は，地形性貯熱効果の先駆的研究である Oonishi (1975)
の Figs. 7・8・9 にそれぞれ対応し，定性的な分布パター
ンはよく似ていることが確認される。海面水温 T は約
15°C まで昇温し，海底水温 T はまだ 0°C 以下という明瞭
な水温成層が形成されているが，地形性貯熱効果によっ
て浅い沿岸側の水温値が沖合側よりも高くなっている。
このような沿岸側の貯熱による熱膨張に従って，海面変
位は岸側で高くなる傾向があり，その水位上昇量は緩斜
面側 (左側) で相対的に大きい。u・w 流速ベクトルと流線
関数をみると，定性的には左右両斜面で同様に，暖かい
沿岸域から沖合向きの流れが駆動されている。ただし，
その積算流量は緩斜面側ほど大きい (左斜面上で約 0.6
cm2s−1，右斜面上で約 0.3 cm2s−1)。両流線関数は断面内で
閉じた 2 次循環流を示し，海底近傍では岸向きの上昇流
が形成されており，これが本研究の題目にある SSU であ
る。海面の v 成分流速は水面変位勾配に地衡流バランス
した流向を示した，いずれも浅瀬を右手にみる流れであ
り，極大値は緩斜面側 (左側) で岸から 25 km 沖の約−2
cm s−1，急斜面側 (右側) で岸から 10 km 沖の約 +0.6 cm s−1
にある。この v 成分流速は鉛直方向に減少し，海底付近
でほぼ零値となっている。これは付録 A において，海底
摩擦零の実験ケースとの比較で議論されるように，海底
摩擦の有無と温度風の関係によって説明される。本実験
ケースでは海底摩擦を考慮しているが，上述した SSU は
海底エクマン流ではないことに注意が必要である。SSU
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Fig. 3.

Vertical sections of model result after 150 days. In (a), the left, central and right panels, respectively, show water temperature T with sea level η , alongshore velocity of v, and stream function with meridional ﬂow vectors. SSU is emphasized by
red arrow. Three panels in (b) show the heat budget ∂ T/∂ t (time change term), Dif (diﬀusion term), and –Adv (advection
term) of Eq.(4).

は海底摩擦零のケース (Fig. A1 (a)) でも同様に，海底斜面
上で沈降流が海底面で収束し，沿岸向きの斜面上昇流が
海底近傍でのみ強化され，その結果，沿岸近傍が最強の
湧昇流になるという断面内の連続式を満たすことにより
発生した，一種の「補償流」と考える。
SSU は継続した海面加熱によって発達する非定常な流
れである。それゆえ，計算途中で強制的に海面加熱強制

Fig. 4.

を無くすと，後述する拡散項により成層が次第に弱まり，
それに伴って SSU も弱くなって最終的には消滅してしま
う (ここでは省略)。そのような水温場と流速場の時間発
達をみるために，Fig. 4 の (a) に水深 20 m の水温 T，(b) に
海面の流速成分 v，(c) に水深 20 m の鉛直流速 w の計算開
始後から 150 日目までの x-t (空間-時間) のイソプレット
図を示す。T・v・w のいずれの値も時間の経過とともに

Space-time plots of (a) water temperature T at 20 m depth, (b) alongshore surface velocity v, and (c) vertical velocity w at 20
m depth.
̶ 44 ̶
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大きくなっており，相対的に大きな値は貯熱量の大きな
緩斜面側 (左側) にある。SSU に伴う鉛直流速 w (Fig. 4 (c))
は岸境界側から強くなっていき，湧昇帯が沖側に徐々に
広がっている。この w は鉛直循環流の一部であるため，
この変化は鉛直循環流の強さの時間変化とも考えること
ができる。したがって，水温の水平勾配が大きくなるに
従って，鉛直循環流とその海底部分での流れである SSU
も強くなっていることがわかる。
水温の移流拡散方程式 (4) 式の拡散項 Dif (以下，Dif 項
と呼ぶ) は右辺に残したまま，左辺の移流項 Adv (以下，
Adv 項と呼ぶ) を右辺に移動させると，左辺に残った時間
変化項は ∂ T/∂ t = Dif−Adv と表わされる。Fig. 3 (b) は 150
日目の各項の断面分布図であり，これらは熱収支を示す。
なお，Dif 項には短波放射による海水内部の水温上昇量も
含めている。∂ T/∂ t 項は断面全体で正，当然，海面加熱さ
れる上層ほど大きく，熱が貯熱され易い緩斜面側で大き
い傾向がみられる。∂ T/∂ t 項に最も大きく寄与している項
は同符号の Dif 項であるが，断熱条件とした海底付近では
局所的な極大値が出現している。この底層 Dif 極大値は，
海底に沿って冷水を移流させる SSU の負の−Adv 項とバ
ランスしており，そのため，∂ T/∂ t 項では底層極大がみら
れない。このように，Dif 項により ∂ T/∂ t 項が主に決定さ
れているため，鉛直拡散係数 Kv の大小関係が水温成層や
SSU の強さを大きく変化させると考えられる (付録 A を
参照)。
力学バランス
断面に平行な流速成分である u の運動方程式 (1) を用い

Fig. 5.

て，u の時間変化項以外を右辺へ移動させ，粘性項を
③ の Vis (u ) (= Ah∂ 2u / ∂x 2 + Av∂ 2u / ∂z 2 ) 移 流 項 を ④ の
Adv (u ) (= u∂u / ∂x + w∂u / ∂z ) の各記号で代表させると
∂u = fv − 1 ∂p + Vis u − Adv u
( )
( )
∂t
ρ0 ∂x

①

②

③

(6)

④

となる。(6) 式の ① がコリオリ項，
② が圧力勾配項なので，
①＋② が地衡流バランスを示す。Fig. 5 (a) は各項を 10−7
オーダで描いたときの右辺 ①〜④ の鉛直断面分布であ
り，明らかに，①＋② の地衡流バランスが卓越している。
① と ② は逆符号でバランスしているようにみえるが，合
計しても完全には零にならず，地衡流バランスからの偏
差が存在する。そこで，
Fig. 5 (b) は 1 オーダ下げた 10−8 オー
ダで描いた ①＋② と ③・④ の鉛直断面分布であり，地
衡流バランスからの偏差 ①＋② が逆符号の粘性項 ③ と
ほぼバランスしていることがわかる。ところが，地衡流
バランスと粘性項のバランスである ①＋②＋③ も完全に
は零にならず，さらに 3 オーダも下げた 10−11 オーダで描
いた Fig. 5 (c) の ①＋②＋③ は，このオーダでやっと逆符
号の移流項 ④ とほぼバランスしている。その結果，この
10−11 オーダにおける ①＋②＋③＋④ の合計が ¶u / ¶t を
示しており，正の赤色領域で u が右向きに加速され，負
の青色領域で u が左向きに加速され (または右向きに減速
され) るので，確かに，Fig. 3 (a) でみた時計回りと反時計
回りの鉛直循環流 (すなわち，SSU) が次第に強化される
ことが理解される。なお，¶u / ¶t の大きさは地衡流バラ
ンスに比べて 4 オーダも小さいが，循環の方向を決める

Vertical sections of dynamical balance for x-component of Eq.(6) after 150 days. To emphasize the main balance, the order
of contour interval (C.I.) is changed as follows ; (a) 1×10−7, (b) 1×10−8, and (c) 1×10−11 m s−2, respectively.
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Fig. 6.

Vertical sections of dynamical balance for y-component of Eq.(7) after 150 days. For the same reason as Fig. 5, the order of
contour interval (C.I.) is changed as follows ; (a) 1×10−8, and (b) 1×10−11 m s−2, respectively.

符号は，地形性貯熱効果の大小関係から生じる ② の圧力
勾配項が支配的であることがわかる。
同様にして，断面に直交する流速成分である v の運動
方程式 (2) を用いると，y 方向の圧力勾配項がないので，
粘性項を ② の Vis (v ) (= Ah∂ 2v / ∂x 2 + Av∂ 2v / ∂z 2 ) 移流項
を ③ の Adv (v ) (= u∂v / ∂x + w∂v / ∂z ) の各記号で代表さ
せて右辺へ移動させると
∂v = −fu + Vis (v ) − Adv (v )
∂t

①

②

(7)

③

となる。Fig. 6 (a) は 10−8 オーダで描いたときの右辺 ①〜
③ の各鉛直断面分布であり，コリオリ項 ① と粘性項
② が逆符号でバランスしているようにみえるが，合計し
ても完全には零にならない。なお，① のコリオリ項−fu
は逆符号でオーダも異なるが，先にみた ¶u / ¶t の分布と
一致する。10−11 オーダで描いた Fig. 6 (b) をみると，③ の
移流項は十分に小さく，¶v / ¶t は ①＋② から生じる偏差
で説明されることがわかる。地衡流の強化を示す ¶v / ¶t
の符号は，① のコリオリ項とほぼ一致しており，これは
岸沖流 u がコリオリの偏向力によって曲げられ，地衡流 v
を加速していることを示す。
「湾」及び「岬」地形を模した 3 次元モデルの
海面加熱実験
モデルの概要
ここでは示さないが，陸棚斜面のない平坦地形の鉛直 2
次元モデルでは，いくら海面加熱しても水平一様な密度
(水温) 成層が強化されるだけで，SSU を含む密度流は全
く発生しない。よって，海面加熱実験では陸棚斜面の有
無が本質的であり，その斜面勾配の大きさが密度流の強
さを決定している。Fig. 3 でもみたように，左側の緩斜面
領域は右側の急斜面領域に比べて，鉛直 2 次循環流 (u・w

成分) も，岸に平行な水平密度流 (ほぼ地衡流 : v 成分) も，
いずれも強く，緩斜面領域ほど地形性貯熱効果が大きい
ことを示す。現実の海底地形は 3 次元の空間構造をもっ
ているため，例えば，Fig. 2 (a) の Aniva 湾のように，左右
非対称の陸棚斜面は湾奥で接続している。左右非対称の
陸棚斜面領域でそれぞれ発生した，強さが異なる水平密
度流は湾奥のどこかで接続しなければならず，そこでは
何らかの収束発散域が形成されるであろう。すなわち，
海面加熱は湾奥陸棚斜面域でも SSU を発生させるが，そ
れに加えて，水平密度流の収束・発散による新たな湧昇・
沈降流の発生が期待される。
そこで，本節のモデル実験では，水路部分の海底地形
は前節の鉛直 2 次元実験で用いた地形と同じ 2 種類の異
なる陸棚斜面勾配で構成し，
「湾」を想定した Bay タイプ
と「岬」を想定した Cape タイプの理想的な 3 次元地形を
考えた。北半球回転系の 3 次元モデルで励起される擾乱 (準
地衡流波動) の伝播方向は，岸または浅瀬を右手に見て伝
播する方向となる。考え得る波動としては，成層場にお
い て 沿 岸 に 捕 捉 さ れ た 内 部 ケ ル ビ ン 波 (Internal Kelvin
Wave)，陸棚斜面に捕捉された陸棚波 (Bottom-trapped Shelf
Wave)，そして両者の性質を合わせもつ Hybrid Wave があ
る。それゆえ，後述するように，地形断面の右側が左側
に比べて緩斜面，逆に急斜面かで異なるモデル結果が得
られる。そこで，Fig. 7 のモデル地形図に示すように，左
右非対称の陸棚斜面を入れ替えた Bay タイプを 2 種類 (以
下，Bay1, Bay2 と 呼 ぶ)，Cape タ イ プ も 2 種 類 (以 下，
Cape1, Cape2 と呼ぶ)，計 4 ケースの海面加熱実験を実施
した。観察すべき領域は横幅 100 km と縦幅 50 km で表現
した湾奥付近や岬先端付近であるが，計算領域内で生じ
た擾乱を開境界の Oranski 放射条件によってスムーズに抜
くことを目的に，150 km 長の水路部を接続させた。2 種
類の斜面勾配の大きさは両タイプともに同じであるが，
最深度は Bay タイプが 100 m，Cape タイプは 90 m である。
さらに，Cape タイプでは全域を開境界にすることが困難
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Fig. 7.

Model geometries for two types of “Bay” and two types of “Cape”. (a) Bay1 and (c) Cape1 have a steep slope on the right
side, while (b) Bay2 and (d) Cape2 have a steep slope on the left side.

Fig. 8.

Model results for Bay1 after 150 days. Horizontal distributions of (a) surface ﬂow vectors (u,v), (b) bottom ﬂow vectors (u,v),
(d) water temperature T at 20 m depth and (e) vertical velocity w at 20 m depth. Vertical sections of (c) alongshore velocity
v and (f) water temperature T along A-A’ line shown in (a) and (d). Blue and red arrows schematically show the surface
ﬂows estimated from 2D model result. Green arrow is the ﬂow expected to be excited by convergence or divergence of the
estimated surface ﬂows.
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Fig. 9. Same as Fig. 8 but for the model results of Bay2.

なため，岬の周りに閉じた人工的な鉛直壁を設定した。
なお，付録の Fig. A3 に示すように，2 種類の Bay タイプ
を組み合わせると湖 (Lake) を，2 種類の Cape タイプを組
み 合 わ せ る と 島 (Island) を 表 現 で き る。 こ れ ら Lake・
Island タイプは，Bay・Cape タイプの応用問題となるため，
それらのモデル結果は付録 B に示しておく。
本節の実験で用いた格子間隔 (Dx＝Dy と Dz)，初期値，
海面加熱量，各種パラメータは，前節の鉛直 2 次元モデ
ル実験と全く同じとし，3 次元モデルによる y 方向の圧力
勾配項や運動量と水温の移流拡散項が加わる点だけが異
なる。3 次元モデルの計算時間間隔は 2 次元モデルよりも
少し長くして 150 秒としたが，積分時間は同じ 150 日間
とした。Figs. 8・9 は Bay タイプ，Figs. 10・11 は Cape タ
イプ，付録に示した Fig. A4 と Fig. A5 はそれぞれ，Lake
と Island タイプのモデル結果 (150 日目) であり，図の表示
形式は全て同じとした。すなわち，各図の (a) は海面の
u-v 水平流速ベクトル，(b) は海底の u-v 水平流速ベクトル

の各水平分布 (等値線は等深線を示す)，(c) は (a) に示した
A-A’ 線における断面直交流速成分 v の鉛直断面分布，そ
して水深 20 m における水温水平分布を (d)，同水深の鉛
直流成分 w の水平分布を (e)，A-A’ 線における水温の鉛
直断面分布を (f) に示している。
Bay タイプのモデル結果
Fig. 8 は Bay1 タイプ (Fig. 7 (a)) のモデル結果である。ま
ず，SSU を確認すると，特に緩斜面側 (図の左側) の海底
流は等深線を横切る沿岸向きの傾向がみられ (Fig. 8 (b))，
空間的な強さの相違はあるものの，沿岸近傍一帯の湧昇
流が顕著である (Fig. 8 (e))。A-A’ 線の水温鉛直断面 (Fig. 8
(f)) をみると，2 次元モデルのそれ (Fig. 3 (a)) とよく似て
おり，海面水温は約 15°C まで昇温し，海底水温は 0°C 以
下という水温成層が形成され，地形性貯熱効果によって
浅い沿岸側の水温値が沖合側よりも高くなっている。た
だし，緩斜面側 (左側) の岸境界付近で等温線が岸に向かっ
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Fig. 10. Same as Fig. 8 but for the model results of Cape1.

て少し上がっていることから，2 次元モデルよりも強く低
温水が湧昇しており，弱い冷水域になっている (Fig. 8 (d))
点が異なる。先に議論した 2 次元モデルから推測される
海面流 (または水平密度流) の方向と強さは，Fig. 8 の (a)
と (c) の赤青矢印で模式的に示したように，いずれも岸を
右手にみる方向で，緩斜面側 (左側) が急斜面側 (右側) よ
りも大きい，と予測される。本モデル結果でもその傾向
が認められるが，緩斜面側には緑矢印で模式的に示した，
岸を左手にみる相対的に強い沿岸流が新たに形成されて
いる点が異なる。
このような 2 次元モデル結果との相違は，地形性貯熱
効果による SSU に加えて，
湾奥で生じる水平密度流の「発
散」による新たな「湧昇流」の発生で説明される。同じ
地形性貯熱効果によって緩斜面側 (左側) の湾外へ流出す
る方向の流量が急斜面側 (右側) の湾内へ流入する方向の
流量よりも大きくなり，必然的に湾内では発散域が形成
され，この流量差の不足分を補う水の湧昇 (Fig. 8 (a) の緑

色の湧昇印) が生じる。確かに，湾内緩斜面側の鉛直流速
w (+20×10−5 cm s−1) は急斜面側よりも約 7 倍も大きく，
SSU との区別はつかないものの，沿岸湧昇流の空間的な
非対称性が顕著である (Fig. 8 (e))。この湧昇に伴う擾乱の
岸を右手にみる伝播によって，緑矢印で示した湾奥向き
の沿岸流が形成され (Fig. 8 (a))，この沿岸流に伴い湾奥の
冷水域が緩斜面側の沿岸に入り込んでいる (Fig. 8 (d))。
Fig. 9 は Bay2 タイプ (Fig. 7 (b)) のモデル結果であるが，
Bay1 タイプとは左右非対称な地形であるため，結果及び
解釈も基本的には逆転するだけである。よって，Bay2 タ
イプではその解釈と図の対応のみを示し，記述は簡略化
する。Bay1 と同様な地形性貯熱効果による SSU の発生に
加え (Fig. 9 (b)(f))，右側緩斜面の湾内向き流が左側急斜面
の湾外向き流よりも大きいために，このタイプでは水平
密度流の「収束」(Fig. 9 (a)(c)) が湾奥で顕著な「沈降流」
を促し (Fig. 9 (e))，それによる湾外向き沿岸流の岸を右手
にみる擾乱伝播によって，岸を右手にみる反時計回り流
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Fig. 11. Same as Fig. 8 but for the model results of Cape2.

が強化される，という結果を示す (Fig. 9 (a)(d))。
Cape タイプのモデル結果
Fig. 10 と Fig. 11 はそれぞれ，Cape1 タイプ (Fig. 7 (c)) と
Cape2 タイプ (Fig. 7 (d)) のモデル結果である。前述した
Bay タイプと同様の解釈に従えば，地形性貯熱効果によ
る SSU に加えて，水平密度流 (各図に模式的に示した赤
青矢印) が岬先端付近で「発散」して「湧昇流」が生じる
のが Cape1 タイプ，
「収束」して「沈降流」が生じるのが
Cape2 タイプと予測される。
湧昇流を励起した Bay1 タイプからも推測されるよう
に，Cape1 タイプの岬先端で生じた湧昇擾乱は，岬先端向
きの流れを伴いながら，岬の左側沿岸を右手にみながら
伝播している (Fig. 10 (a)(c) の緑矢印)。それゆえ，湧昇流
は岬の右側よりも左側の沿岸域で強く (Fig. 10 (e)(f))，そこ
では冷水域とそれに伴う密度流が海底近傍まで達してい
る (Fig. 10 (b)(d))。一方，沈降流を励起した Bay2 タイプか

ら推測されるように，Cape2 タイプの岬先端では SSU を
抑えて発達した強い沈降流が形成されている (Fig. 11 (a)
(e))。ただし，
予測では沈降擾乱の伝播によって，
岬左側 (急
斜面域) に岬先端方向とは逆向きの強い流れを形成するは
ずであった。本計算では岬先端の沈降擾乱が人工的に設
定した壁境界を感じてしまい，残念ながら予測とは異な
り，矩形の人工壁に沿って反時計回りに (壁を右手にみて)
伝播してしまっている (Fig. 11 (a)(c) の緑矢印)。
夏季の Aniva 湾表層における時計回り水平流
緒言でも述べたように，本研究を始めた動機は Fig. 2 (a)
の地形図に示した夏季の Aniva 湾の流動場にあり，それ
ゆえ，SSU に関するモデル実験の地形も Aniva 湾の湾口
を模した東西非対称の海底地形 (Fig. 2 (b)) とした。Fig. 12
は堀尾ら (2019) から引用した 3 つの水平分布図であり，(a)
は 2016 年夏季に宗谷暖流の沖合域の投入した 2 つの漂流
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Fig. 12. Horizontal distributions of (a) hourly trajectories of two drifters, (b) daily mean ﬂow vectors estimated from these drifter trajectories after removing the eﬀects of wind forcing, and (c) satellite infrared image on 6 August 2016 (after Fig. 7(a),(c) and
Fig. 8 of Horio et al., 2019). SWC and BWB are abbreviations for Soya Warm Current and Cold Water Belt, respectively.
Arrows in (b) and (c) schematically show the ﬂow pattern inferred from these analysis.

ブイの軌跡，(b) はその漂流ブイのラグランジェ流速から
潮流，慣性振動流，エクマン吹送流，風圧流の各流速成
分を推定して削除した日平均流速ベクトル分布，(c) は漂
流ブイ観測中の人工衛星海面熱赤外画像である。その結
果，完全な円形形状ではなかったものの，Aniva 湾内の表
層には時計回り流の存在が示唆され，その水平流に伴う
表層流速値は 20〜30 cm s−1 程度であった。人工衛星熱赤
外画像から，Aniva 湾内は周囲海域よりも常に高温に保た
れており，湾内の水平流外縁では時計回り流を示唆する
ように，CWB(Cold Water Belt) を起源とする冷水北上，湾
東端を起源とする冷水南下の様子が映し出されている。
論文数は少ないものの，Aniva 湾の時計回り水平流の存
在を示唆する他の既往研究がある。Budaeva et al. (2004) は
2001〜2003 年に実施された 12 回の CTD データが示す密
度場を解析し，Aniva 湾内における渦流の季節変化を記述
している。晩秋から冬季，海面冷却による混合層の発達
とサハリン島東岸を南下する東サハリン海流 (ESC : East
Sakhalin Current) の湾内流入を原因として，密度躍層が湾
中部で最も深く，その空間形状は湾全体を覆う一つの同
心円となる。一方，春季から夏季は海面加熱による浅い
密度躍層の形成に従って，湾内では複数のパッチ状の渦
流が示唆されるようになる。そして晩夏には一つの渦流
が顕著となり，彼らは湾周辺の河川や降水による淡水の
流入が原因となって，沿岸域に時計回りジェット流を伴
う渦流が形成されると推測している。阿部ら (2009) は断
片的に観測された宗谷暖流の沖合反流を再現する過程で
得られたモデル結果をもとに，夏季の Aniva 湾内表層に
残留した ESC 由来の海水が時計回りの傾圧循環流を形成
する可能性を指摘している。彼女らの推測では，冬季の
北風〜北西風に強化された ESC が Aniva 湾にオホーツク
海水を流入させた後，春季に ESC が弱まると海底斜面を
感じる順圧成分が Aniva 湾を抜け，表層に ESC 水が残留
することで時計回りの傾圧循環流が存在する可能性を示
唆している。Oguma et al. (2010) は南部オホーツク海へ移

流される低塩分水の起源がアムール川だけでなく，近く
の Aniva 湾にもあることを示した。同時に，古い海洋観
測資料の解析ではあるが，夏季の Aniva 湾に時計回り渦
流の存在を指摘し，低塩分水の輸送に対するこの渦流の
寄与について考察している。彼女らは，その渦流を Aniva
Bay Eddy (ABE) と名付け，Aniva 岬 (湾東側) 周辺の陸棚上
で湧昇した冷たい海水が ABE によって西方へ移流され，
さらに，宗谷暖流沖合の CWB と合流して，今度は南東方
向へ輸送されることを推測している。
紹介した既往の研究は少ないが，夏季の Aniva 湾に時
計回り水平流が安定して形成されていることは間違いな
いように思われる。残された問題はその形成要因であり，
上述したように，河川水や降水による淡水供給，融氷水
の残留，冷水の湧昇などの関与が示唆されているものの，
力学的な研究はまだない。そこで，本節では過去に蓄積
された海洋観測資料の解析を行い，まず，気候学的な視
点から宗谷暖流を含めた Aniva 湾周辺の水温塩分場の季
節変化を再整理する。次に，冬季の水温塩分場を初期値
とした数値モデル実験を行い，水位差による宗谷暖流の
再現と海面加熱強制による SSU の再現によって，比較的
強い時計回りの水平流が Aniva 湾内に形成される可能性
を示唆する。
解析資料
本論で解析した海洋観測資料は，日本海洋データセン
ター (Japan Oceanographic Data Center) の Web サイト (http://
www.jodc.go.jp/jodcweb/index_j.html) から入手した。解析範
囲は Aniva 湾を中心とした日本海を含む東経 140°〜146
°E，北緯 44°〜47° N の矩形範囲，解析期間は 1926〜2015
年の 90 年間であるが，観測点の記入ミス (例えば，陸上
の緯度経度を示す点など) と疑われるデータは削除した。
Fig. 13 は資料の違いにより 2 種類に分け，左側が水温と
塩分の両者が揃う観測資料，右側が水温のみの観測資料
であり，上段が観測点の空間分布 (日本海を白丸，オホー
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ツク海を黒丸)，下段が解析範囲内で総計したデータ数の
月別頻度分布 (日本海を白棒線，オホーツク海を黒棒線)
である。
水温と塩分が揃う観測点は日本の領海内にほぼ限られ，
Aniva 湾内では数点のみである。一方，水温のみの観測点
数は前者の約 10 倍も増え，Aniva 湾の水温分布を描ける
程度にはデータが増えている。ただし，データ数には季
節的な偏りがあり，海氷期である 2〜4 月 (FMA) が特に少
なく，気候学的な平均場を作成する際には，どうしても
大きな格子間隔を必要とする。そこで，空間構造がある
程度は把握でき，欠測格子をできるたけ少なくすること
を検討した結果，本解析では緯度経度 2.5°×2.5° の空間格
子を採用した。さらに，その空間格子でも月別平均する
にはデータ数が少なく，
1 年を 4 期の季節区分とした。デー
タ数の少ない 2〜4 月 (FMA) の 3 カ月を冬季後半として，
冬季前半を 11〜1 月 (NDJ)，夏季前半を 5〜7 月 (MJJ)，夏
季後半を 8〜10 月 (ASO) とした。気候学的平均の水平分
布図を作成する際には，各季節の各格子内において，平
均値と標準偏差 (σ ) を計算した後，2σ を超える外れ値は
削除し，このような外れ値がなくなるまで同じ操作を繰
り返す。そして，残ったデータ数が 5 個以上となる格子
に限って平均値 (気候値) を求める，それ以外は欠測格子，
という品質管理を行った。

Aniva 湾周辺海域における水温場の季節変化
Fig. 13 の観測点の空間分布図でみたように，Aniva 湾周
辺海域の季節変化を記述できる資料は水温しかない。そ
こで，基準層の中から水深 20 m，50 m，100 m の 3 層を選
択した季節別の水温水平分布を Fig. 14 の上段，そして
Fig. 13 右図に示した A 格子 (Aniva 湾から宗谷暖流域を南
北に横断する 9 格子で構成) に沿った季節別の水温断面分
布図を Fig. 14 の下段に示した。水温は上段に示した凡例
に従い，
低温域を特に強調して 0°C 以下を黒色 (Intermediate
Cold Water : ICW と呼ばれる)，0〜13°C を 1°C 間隔で寒色
系の青色から暖色系の赤色で表示した。図中に ESC を付
した矢印は東サハリン海流，SWC (Soya Warm Current) を
付した矢印は宗谷暖流を模式的に示している。
海氷期である 2〜4 月 (FMA) は，水温が一年の中で最も
低い季節であり，0°C 以下の ICW がオホーツク海側陸棚
上の海面から海底まで支配的である。後述するように，
この時期の SWC は弱いながらも流入しており，北海道側
には約 3°C の比較的暖かい海水が存在している。海氷期
の前の季節である 11〜1 月 (NDJ) は，低温低塩の ESC が
サハリン島の東側から北海道沿岸へ流入することが知ら
れている。冷たい ESC であるものの，その水温は 0°C 以
上で，ICW よりも暖かいことがわかる。海氷期後，夏季
(MJJ・ASO) に向かって，海面加熱により表層 20 m の水
温は次第に上昇する一方，水深 100 m は勿論のこと，水
深 50 m でも 0°C 以下の ICW が長らく残留している。夏
季の水温断面図ではその様子を顕著に示し，北海道側は

Fig. 13. Horizontal distribution map of ocean observation points (upper panel) and monthly histogram of the number of data (under
panel) for two types of data, i.e., left side panels show set of temperature and salinity, and right side panels show data of only
temperature.
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Fig. 14. Climatological mean ﬁled of temperature at 20 m, 50 m and 100 m depth, and vertical section of temperature on the A-grid
line shown in Fig. 13 by four seasons. The East Sakhalin Current (ESC), Soya Warm Current (SWC), Intermediate Cold
Water (ICW), and Cold Water Belt (CWB) are denoted.

SWC の流入により水温が次第に上昇しているが，Aniva
湾側の底層付近では ICW が残留して 0°C 以下の低温水が
維持されている。一方で，海面加熱により Aniva 湾表層
の水温は上昇し，鉛直方向の水温成層は他の海域に比べ
て非常に強化された状態になっている。すなわち，ICW
が残留している夏季の Aniva 湾では，少なくとも，他水
塊の移流の影響はほとんどなく，本論前半で考察した地
形性貯熱効果の理想的な状態 (海面加熱が唯一の強制力と
考えられる海況状態) にあると思われる。その湾内の強い
成層の鉛直分布には明らかに下凸構造 (図中の白抜き矢印)
がみられ，水深 20 m の水温水平分布からは湾内中央の高
温化 (または湾沿岸の低温化) がみられることから，湾内
には閉じた時計回りの傾圧渦流の存在が示唆される。こ
のように，気候学的な平均場からも，Aniva 湾表層の時計
回り水平流の存在を示唆することができる。
TS ダイヤグラムの季節変化
Fig. 14 でみた水温場の季節変化から，Aniva 湾を含むオ
ホーツク海側の陸棚域底層付近には 0°C 以下の低温水
(ICW) が夏季まで残留していることがわかった。よって，
少なくとも夏季における Aniva 湾内の海洋構造は，陸棚
域としては繋がっている宗谷暖流沖合の陸棚域とほぼ同
じと考えることができる。そこで，Fig. 13 に示した海域
のポテンシャル水温 (T) と塩分 (S) のデータを全て用いて，
季節毎の TS ダイヤグラムを Fig. 15 に示した。TS 値で区
分される水塊の定義は，
基本的には Takizawa (1982) に従い，

各ダイヤグラム図には太破線で表示した。東サハリン海
流 水 (East Sakhalin Current Water : ESCW) は T < 5°C で S <
32，先に述べた中冷水 (ICW) は T < 0°C で 32 < S < 33.6，
宗谷暖流水 (Soya warm Current Water : SCW) は 33.6 < S で
σθ < 26.75，宗谷暖流前駆水 (Forerunner Soya warm Current
Water : FSCW) はオホーツク海中層にある中暖水と区別す
るために T > 1.8°C の指標を新たに設け，33.6 < S で 26.75
< σθ < 27.1 とした。オホーツク海側の TS 関係は全て青丸
で示し，SCW の起源となる日本海側の TS 関係は，流入
口である宗谷海峡の水深 50 m を基準として，それ以浅を
緑丸，それ以深を赤丸で示した。
海氷期である 2〜4 月 (FMA) の TS 関係からみていくと，
オホーツク海側 (青丸) では 0°C 前後の ICW が支配的であ
る。このとき，日本海側の 50 m 以浅の海水 (緑丸) では，
オホーツク海では FSCW と定義される重い水塊が支配的
となり，オホーツク海では FSCW と ICW の混合水の存在
が示唆される。すなわち，日本海からオホーツク海へ流
入する宗谷暖流は重い FSCW として，浅い宗谷海峡を容
易に通過していることが推測される。その後，夏季 (MJJ・
ASO) になると，海面加熱により水温 (T) が上昇している
が，SCW 側の高塩水と ICW 側の低塩水に分かれた U 字
型の TS 分布 (青丸) となっている。U 字型にみえるのは，
夏季でも塩分 33 を中心に ICW が残存しているためであ
る。そして，冬季前半 (NDJ) に入ると，0°C 以下まで低温
にはならないが，この時期に限って，より低塩 (青丸) な
ESCW が出現していることがわかる。
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Fig. 15. Seasonal change in T-S (Temperature-Salinity) diagrams. TS data in the Okhotsk Sea is displayed by blue. TS date in the
Japan Sea shallower than 50 m is displayed by green and deeper than 50 m is displayed by red. Contours denote the isopycnal lines with 0.25 σθ intervals. Four water masses of ESC, ICW, SWC and FSCW were deﬁned, and their TS boundaries
were indicated by the dashed lines.

宗谷暖流を横切る岸沖断面構造の季節変化
前節の TS ダイヤグラムの解析から，夏季の Aniva 湾に
残留している海底付近の水塊は，塩分 33 を中心とした
ICW，もしくは ICW と重い FSCW との混合水と推測され
る。そこで，宗谷暖流域を横断する方向の断面図 (Fig. 13
に示した B 線) を作成して，宗谷暖流の沖合域ではあるも
のの，Aniva 湾にできるだけ近いと思われる水塊の鉛直構
造及び密度分布から推測される表層密度流について調べ
た。この B 線を構成する 9 つの測点は平均化した格子点
ではなく，過去 1983 年から 2008 年の間で不定期に実施
された CTD 観測点である。観測年は省略するが，海氷期
(FMA) が 3 回，夏季の MJJ と ASO がそれぞれ 2 回と 8 回，
冬季前半 (NDJ) が 3 回の観測が実施され，それらを季節
別に平均した水温 (T) と塩分 (S) の断面図をそれぞれ Fig.
16 の (a) と (b) に示した。さらに，この TS データを用い
て計算した密度の鉛直断面図を Fig. 17 の (b) に示し，同
図には TS 関係から判断した 4 つの水塊分布を 4 種類の色
分けで重ねて表示した。
加えて，この密度分布を用いれば，B 線上の力学的海
面高度 (Dynamic depth anomaly : 以下， DD と略す) を計算
することができ，cm 単位として，その岸沖分布を Fig. 17

上段の (a) に示した。任意の観測点における DD の計算方
法は気象庁 (1999) の海洋観測指針に従い，海底から海面
まで比容 α (密度の逆数) を積分し，基準水柱高 (水温 0°C，

塩分 35，水圧値または水深 p の水柱) からの偏差値 DD
として求められる。隣同士の観測点間における DD の関
係は Itoh and Ohshima (2000) に従い，次のように仮定した。
まず，最も沖合の深い観測点 (水深 200 m) で DD を計算
する。隣接する岸側測点はその沖合測点よりも浅いため，
岸側測点には沖合測点にはあった海底付近の値が存在し
ない。そこで，岸側測点で存在しない海底付近の値を沖
合測点の値と同じと仮定し，その仮定した海底の値から
海面までを積分して DD を計算する。これと同じ仮定を
沿岸測点まで繰り返して DD を計算し，それらの DD を
岸沖方向に繋げたものが Fig. 17 の (a) となる。この仮定の
物理的意味は，斜面を横切る方向の流れが全くなく，陸
棚斜面上の海底近傍を常に無流面とした傾圧地衡流を想
定していることになる。それゆえ，計算された DD の岸
沖勾配を圧力勾配とみなし，地衡流バランスを仮定すれ
ば表層密度流の方向と大きさを推測することができる。
図中の黒丸印は季節毎の平均 DD 値であり，エラーバー
がその標準偏差，破線は年平均の DD 値を示す。
まず，冬季前半 (NDJ) の時期は ESCW の低塩水がほぼ
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Fig. 16. Seasonal change in vertical sections of (a) temperature and (b) salinity on the B-line shown in Fig. 13.

Fig. 17. Seasonal change in vertical sections of (b) density and distribution of four water masses (ESC, ICW, SWC, FSCW) on the
B-line shown in Fig. 13. (a) shows the distributions of dynamic depth anomaly ( DD) with standard deviation along B-line,
which were calculated using the density data in (b).

断面全体 (特に表層付近) で支配的である。この時期の D
D は一年の中で最も高く，これには水温よりも低塩化の
影響が大きい。ところが，海氷期 (FMA) に入ると，この
ESCW は消滅し，北海道側の陸棚上には高塩水で特徴付
けられる FSCW，その沖合一帯では 0°C 以下の ICW の 2
水塊が突然出現している。この時期は DD が一年の中で
最も低く，特に，FSCW の高塩化による DD 低下が顕著
である。この DD が示す海面水位分布から，地衡流平衡
を仮定した表層密度流を推測すると，FSCW と ICW の境
界域付近では強い北西向き流 (宗谷暖流の流向とは逆向き)
の存在が示唆される。夏季 (MJJ・ASO) の北海道沿岸側で
は宗谷暖流に伴う SCW が支配的となっているが，重く高

塩な FSCW は底層付近に残留もしくは，まだ流入してお
り (飯田ら，2019)，先にもみたが，沖合には 0°C 以下の
ICW も残留している。暖かい宗谷暖流の流入によって，
北海道沿岸側の DD は顕著に上昇する一方，FSCW や
ICW が残留している沖合域の DD 上昇はほとんどみられ
ない。それゆえ，夏季においても，宗谷暖流の沖合側で
は逆向き流となる北西向きの表層密度流が継続して推測
される。宗谷暖流に対しては反流となる沖合側の北西流
の存在は，漂流ブイ観測の解析結果 (Fig. 12 (b) を参照) か
らも示唆されている。このように，Aniva 湾と類似した海
洋構造をもつと考えられる宗谷暖流沖合域には，その南
側から北側の Aniva 湾へ向かう表層密度流の存在が推測

̶ 55 ̶

北 大 水 産 彙 報 70(1), 2020.

される。
水位差駆動の宗谷暖流を考慮した海面加熱実験
前節までの資料解析の結果から，夏季の Aniva 湾の海
底付近には冷たい ICW が残留している一方，表層付近に
は湾内中央の高温化 (または湾沿岸の低温化) がみられ，
湾内には閉じた時計回り水平流が示唆された。さらに，
Aniva 湾の南側を南下する宗谷暖流の沖合域には，その反
流となる Aniva 湾へ向かう表層密度流が推測された。前
者の時計回り水平流の形成については，本論前半で議論
した Bay1 タイプ (Aniva 湾を想定) の海面加熱実験により
定性的に説明できる現象と考える。ところが，後者の宗
谷暖流の沖合反流による Aniva 湾内流への影響について
は，別途の考察が必要である。そこで，最後に，Aniva 湾
周辺の現実的な地形 (Fig. 2 (a)) を用いて，夏季の海面加熱
強制に加え，水位差によって宗谷暖流を同時に駆動し，
Aniva 湾の時計回り水平流の再現を試みた。後述するよう
に，再現性はまだ不十分であり，残念ながら予備的実験
段階に留まっている。それゆえ，将来的には計算条件を
変えた実験ケースをもっと増やす必要があり，本予備的
実験の計算条件の詳細は付録 C にまとめ，以下に，本モ
デル結果について考察しておく。
海面加熱強制及び水位差強制を始めた後 175 日目のモ
デル結果を Fig. 18 に示した。(a) は水深 20 m，50 m，100 m
の水温水平分布図であり，これらは Fig. 14 に示した基準
層における夏季 (ASO) の水温分布図に対応する。(b) は
Aniva 湾付近を拡大表示した海面 (Surface) と海底面 (Bottom) の流速ベクトル分布図である。まず，我々が不満足

に感じる再現性の不十分さは，オホーツク海側における
水深 20 m の水温値にある。海面加熱による水温上昇が明
らかに小さく，表層付近における湾内中央の高温化も非
常に弱い。一方で，陸棚上の水深 50 m と水深 100 m の水
温は 0°C 前後であり，ICW が残留している状態について
は再現されている。おそらく，水深 20 m と水深 50 m の
間に形成される季節的な水温躍層の再現性が悪いこと (海
面加熱に比べて下層の冷水側の影響が強すぎ，弱い水温
躍層が形成) が原因と思われる。しかし，Bay1 タイプにみ
られた湾奥の湧昇による低温化，もしくは Cape1 タイプ
にみられた岬先端の湧昇による低温化は再現されており，
これは実際に観測された湾沿岸域一帯の低温化傾向と定
性的には一致している。Aniva 湾内の表層流は，堀尾ら
(2019) でも観測されたように (Fig. 12 (b)) 流速 20 cm s−1 前
後の時計回り流を示し，海底流は深い中央部から浅い沿
岸域へ向かう数 cm s−1 オーダの SSU も再現されている。
北海道沿岸に沿って再現された宗谷暖流の表層流速は，
現実的な値の約 1 m s−1 の南下流となり，その沖合側には
DD の計算から推測されたように，流速 20 cm s−1 を超え
る沖合反流も再現された。宗谷暖流域と沖合反流域の間
には冷水が湧昇した CWB が形成されている。モデル再現
された CWB はサハリン島西側沿岸域を起源とし，実際の
衛星画像 (Fig. 12 (c)) によく似た分布形状を示している。
この CWB は沖合反流の南側境界にあたり，この北向きの
強い反流が Aniva 湾内の時計回り流に接続しているよう
にみえる。なお，海底流は宗谷暖流域も反流域も海底エ
クマン流を示唆する沖向き流成分が卓越しているが，
Aniva 湾の SSU とは繋がっていないようにみえる。この

Fig. 18. Model results after 175 days. Horizontal distributions of (a) temperature at 20 m, 50 m and 100 m depth, and (b) surface (left
side) and bottom (right side) ﬂow vectors. Both of clockwise ﬂow and SSU are emphasized by red arrows.
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ように，海面加熱に加えて宗谷暖流も考慮すると，CWB
を伴う強い沖合反流が形成され，それが Aniva 湾内の時
計回り流と接続しているのかもしれない。その結果，海
面加熱のみのモデル結果 (Bay1 や Cape1) に比べて，密度
流の値が 1 オーダも大きくなった可能性が示唆される。
Aniva 湾の時計回り循環流を定量的に議論するために
は，理想的な海面加熱により生じる SSU，湾や岬の地形
条件により生じる湧昇，それらに日本海中層の冷水湧昇
により生じる CWB を新たに加え，これら 3 つの要因によ
る湧昇流の相互作用を議論する必要があると思われる。
ま

と

め

本研究の前半では夏季の海面加熱による地形性貯熱効
果で励起される流動場を回転系鉛直 2 次元多層の数値モ
デルで再現し，浅い沿岸側ほど高温化する水温場からは
推測し難い湧昇流に SSU(陸棚斜面湧昇流) という新たな
名前を付け，その存在を指摘した。一般に，沿岸域に湧
昇流があれば，冷水の鉛直移流によって，沿岸側は沖合
側よりも低温化すると考えるのが普通である。しかし，
この SSU は沿岸側が高温だからこそ生じる湧昇流である。
よって，通常の水温塩分観測では湧昇状態と判断されな
い場合でも，沖合底層にある未利用の栄養塩や貧酸素水
は，SSU によって沿岸近傍まで常に輸送されている可能
性がある。SSU の発生条件である夏季の海面加熱強制と
浅い沿岸域という海底地形は，決して特殊なものではな
く，どこでも成立する一般的なものである。それゆえ，
SSU は沿岸域のどこでも励起されているはずであるが，
容易にはみつけられないために，これまでその存在が指
摘されてこなかったと思われる。そのような SSU を考慮
する，という新たな視点で沿岸環境を眺めれば，過去の
未解決問題 (例えば，噴火湾における養殖ホタテ貝の原因
不明のへい死など) にも解決の糸口がみつかるかもしれな
い。今はそう思っているだけで，現実的な問題の解決へ
のアプローチは今後の課題である。
SSU の本質的な駆動力は地形性貯熱効果で生じる水平
密度 (水温) 勾配であり，この勾配は継続的な海面加熱に
伴い強化される一方なので，そのような非定常な状態で
のみ，SSU は存在し得る。そこで，非定常状態の熱収支
と力学バランスを検討した結果，SSU は水平密度勾配に
よる沖向き流が海底斜面近傍の岸向き流 (必然的に湧昇流)
で補われる，という一種の補償流であることがわかった。
このように，SSU は補償流なので，その強さは海底摩擦
の有無には関係せず，海底近傍に形成されるものの，海
底境界層内の流れ (少なくとも，海底エクマン流) でもな
い。上述した SSU の基本的な性質は，鉛直 2 次元モデル
でも十分に記述することができる。しかし，現実的な空
間 3 次元の地形を用いた海面加熱実験では，
SSU に加えて，
ほぼ地衡流バランスした表層密度流の収束発散で生じる
湧昇流または沈降流が重ね合わさることがわかった。本

研究で検討したモデル地形は「湾」と「岬」
，二つの湾を
組み合わせた「湖」
，二つの岬を組み合わせた「島」であ
るが，2 次元モデルの結果を拡張した解釈を行うために，
円形や半円形 (線形の水深変化) を組み合わせた理想的な
海底地形を用いている。
本論後半では本研究を行う動機となった，夏季の Aniva
湾表層に形成される時計回り水平流のモデル再現を試み
た。まず，モデル条件を設定するために，Aniva 湾周辺海
域における水温塩分場の気候学的な季節変化を調べた。
その結果，夏季の Aniva 湾をモデル化するためには，海
氷期 (2〜4 月) の水温塩分場を初期条件とした海面加熱強
制に加え，水位差駆動による宗谷暖流の再現が必要とさ
れた。残念ながら，再現性はまだ不十分であるものの，
海面加熱により生じた SSU，表層密度流が湾奥や岬先端
で発散して生じた沿岸近傍の湧昇，水位差駆動で日本海
中層の冷水が湧昇して生じた CWB，これら 3 つの要因に
よる湧昇流の相互作用を議論する必要があると判断され
た。ただし，本論では示めさなかったが，理想的な地形
を用いた実験と同様に，水平や鉛直の渦動粘性係数と拡
散係数を定数とした実験では時計回り水平流がうまく再
現されなかった。これらの係数が時空間的に変化するこ
とも時計回り水平流の形成に影響していると思われ，
Aniva 湾の流動場の解明にはまだ多くの課題が残ってい
る。
付録 A 鉛直 2 次元モデルの追加実験
本文中で記述した鉛直 2 次元モデル実験を基本ケース
とし，本付録では同じ鉛直 2 次元モデルのまま，4 種類の
実験条件を変えた計算結果を追加して考察を深める。Fig.
A1 に示した 4 ケースは同じ海面加熱強制後の 150 日目の
結果であり，図の表示形式は基本ケースの Fig. 3 (a) と同
じである。基本ケースを基準として，海底摩擦無しとし
た Fig. A1 の (a) は海底境界層が削除されたケース，初期
塩分場の設定した (b) は現実的な状況 (Aniva 湾を想定) を
再現したケース，鉛直拡散係数を大きくした (c) は鉛直混
合の影響を強調したケース，相似地形のまま空間スケー
ルを 1/4 に縮小した (d) は沿岸域を想定したケース (先駆
的研究の Oonishi (1975) に近い空間ケース) である。以下
の各ケースの記述は，基本ケース (Fig. 3 (a)) との比較で行
う。
海底境界層を削除しても (Fig. A1 (a))，水温 T 場は全く
変化せず，SSU 含む鉛直循環流の大きさも同じである。
異なる点は，断面直交流速成分 v 値が海面側で小さく，
海底近傍で逆符号の v 値が大きくなることであるが，v 値
の鉛直シアーはほぼ同じ (基本ケースと同じ温度風の関係)
である。すなわち，SSU は海底近傍に形成されるものの，
海底境界層とは全く関係のない補償流であることが理解
される。Aniva 湾の現実的な初期場 (冬季) を想定し，海面
の塩分 32 から線形に塩分を増加させて，水深 100 m で塩
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Fig. A1. Model results after 150 days for 4 cases, displayed in the same format as Fig. 3 (a). Based on the basic case in the text,
case (a) has no bottom friction, case (b) adds salinity stratiﬁcation initially, case (c) has Kv value with one order larger, and
case (d) reduces the overall size by a quarter. In (b), the vertical section of salinity after 150 days is also shown.

分 33 となる塩分成層を与えた (Fig. A1 (b))。ただし，海面
加熱強制はあるが，塩分に関する強制は全くない。その
ため，水温 T 場は変化せず，塩分場の拡散が加わるために，
基本ケースに比べて密度場 (ここでは省略) の水平勾配が
大きくなっている。よって，温度風の関係から v 値の鉛
直シアーが大きくなり，SSU 含む鉛直循環流の大きさも
わずかに大きくなる。基本ケースの鉛直拡散係数 Kv を 1
オーダ上げて Kv = 5×10−4 m2s−1 とした場合 (Fig. A1 (c)) に
は，顕著な変化が生じる。水温 T 場は鉛直方向の均一化
が進むため，海面加熱があるものの表層は低温化，底層

は逆に高温化して密度 (水温) の水平勾配が大きくなる。
それゆえ，温度風の関係から v 値の鉛直シアーが大きく
なり，鉛直循環流も断面全体に大きく拡がり，特に急斜
面側の SSU が顕著に強くなっている。本研究のような単
純なモデル計算では鉛直拡散係数の大きさとして表現さ
れるが，現場の鉛直混合は種々の要因 (気象擾乱の通過や
潮汐混合など) によって時空間的にも大きく変化している
だろう。このケースの結果より，海底斜面で異なる地形
性貯熱効果と鉛直拡散との複雑な関係が，SSU の強さに
大きな影響を与える可能性が示唆される。空間スケール
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を単純に 1/4 にすると，水路幅 25 km，最大水深 25 m，緩
斜面幅 20 km，急斜面幅 5 km となり (計算時間間隔は 8 秒
に変更)，
瀬戸内海や琵琶湖を想定した海底地形となる (Fig.
A1 (d))。鉛直拡散係数を変えないまま，水深が浅くなっ
たために水温上昇量が大きく，海面水温は 30°C，海底水
温は 27°C にまで達している。このように水温上昇しても
地形性貯熱効果は働き，空間スケールが小さいにもかか
わらず，鉛直循環流の総流量及び SSU の強さは基本ケー
スの 2 倍になっている。以上の 4 ケースの結果より，SSU
を強めるセンスは，空間スケールが小さく (沿岸域)，鉛
直混合が大きく，海面加熱と同様な塩分強制が加わった
場合と考えられる。
付録 B Lake タイプと Island タイプの海面加熱実験
Fig. A2 の左側に示すように，Lake タイプの上側地形は
Bay1 の湾奥部，下側地形は Bay2 の湾奥部を切り取った
ものを円形地形として接続させて Lake 地形を作成した。
よって，直径 100 km の円形海岸線をもつが，最深部が右
側に偏った湖地形が表現されている。同様な方法により，
Island タイプの上側地形は Cape2 の岬先端部，下側地形は
Cape1 の岬先端部を切り取ったものを円形地形として接続
させて Island 地形を作成した (Fig. A2 の右側)。このよう
にして表現された島は直径約 15 km の小さな島地形であ
り，右側の陸棚地形は狭くて急斜面，左側は広くて緩斜
面となっている。なお，Fig. A2 には示していないが，四
方を人工壁で囲んだ 160 km×160 km の箱形領域の中央に
この島地形を配置している。計算条件などは，本文中の
Bay タイプや Cape タイプと全く同じとし，海面加熱強制
後 150 日目のモデル結果をそれぞれ，Fig. A3 (Lake タイプ)
と Fig. A4 (Island タイプ) に示した。両モデル結果の解釈も，
各図の表層流ベクトル (a) に模式的な赤青矢印で表示した
水平密度流の大小関係 (緩斜面側で強く，急斜面側で弱い
がいずれも岸を右手にみる流れ) を用いて説明することが

できる。
Lake タイプの場合 (Fig. A3 (a))，地形性貯熱効果による
SSU に加えて，
上側地形では水平密度流が「発散」して「湧
昇流」が生じる Bay1 タイプ，下側地形では逆に「収束」
して「沈降流」が生じる Bay2 タイプが推測され，それぞ
れの擾乱伝播によって湧昇・沈降に接続する緑色矢印の
流れの形成が推測される。そのような岸を右手にみる擾
乱伝播により，鉛直流速 w の水平分布 (Fig. A3 (e)) は，上
側地形側の湧昇域が SSU に重なってより強化されて左側
領域へ偏って拡がり，下側地形側では SSU を抑えて発達
した沈降域が右側領域に偏って拡がっていることを示す。
この Lake タイプの計算は「緒言」で紹介した湖の一例で
あり，大雑把にみれば，確かに反時計回りの表層水平循
環流が卓越している (Fig. A3 (a)(c))。しかし，上述したよ
うに，海底地形の非対称性により生じる湧昇流や沈降流
の擾乱伝播は，より複雑な鉛直循環流 (Fig. A3 (e)) 及び緑
矢印で示した 2 次的な水平循環流 (Fig. A3 (c)) も生じさせ
る。現場の海底地形はさらに複雑な状況にあり，我々の
粗い測点間隔の観測では捉えきれないような局所的な湧
昇沈降が現実の海洋では励起され，そして伝播している
のかもしれない，という示唆に富む結果と考える。
Island タイプのモデル結果 (Fig. A4) が示す時計回りの表
層水平循環流の定性的な解釈は，上述した Lake タイプと
同様にして行うことができる (または，Cape1 と Cape2 の
組み合わせの解釈)。ここでは Lake タイプとの相違を強調
すると，Island タイプでは水平密度流の収束発散により生
じる湧昇沈降の擾乱の伝播距離 (すなわち，島の円周) が
短いため，逆符号をもつ両擾乱の打ち消しが生じ易くなっ
ている。よって，
そのような擾乱伝播 (Fig. A4 (a) の緑矢印)
は，推測通りの鉛直流速 w (Fig. A4 (e)) として定性的には
再現されているが，島近傍の水平流速が特に小さくなっ
てしまい，島周りの湧昇・沈降流は不明瞭で，その大き
さも小さい傾向にある。

Fig. A2. Model geometries for “Lake” combining Bay1 and Bay2 and “Island” combining Cape1 and Cape2.
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Fig. A3. Same as Fig. 8 but for the model results of Lake.

付録 C 現実的な Aniva 湾モデルの計算条件
海面加熱も宗谷暖流の強化も，2〜4 月 (FMA) の海氷期
後から始まる。そこで，Fig. 2 (a) に示した現実的なモデル
地形を用いて，海氷期後の TS 場を初期値とした後，まず
日本海とオホーツク海の水位差で宗谷暖流を駆動し，そ
の後，海面加熱強制を課して Aniva 湾の時計回り循環流
の再現を試みた。用いた数値モデルは σ 座標 (鉛直等間隔
の 30 層 レ ベ ル) の Princeton Ocean Model (POM : Blumberg
and Mellor, 1987) であり，コリオリパラメータは緯度の関
数とした可変の f =2ωsinφ (ω は地球の自転角速度，φ は緯
度で 44°〜47°N) とし，惑星 β 効果を考慮した。モデルの
1 格子の大きさは Dx＝2.6 km， Dy＝3.7 km，計算領域は
東西方向 468 km，南北方向 333 km である。本実験では
Aniva 湾を含む陸棚上の流動場に注目するため，200 m 以

深の海域は水深 200 m 一定のモデル地形とした。また，
岸境界近傍の浅瀬地形における数値的発散を防ぐため，
特に，Aniva 岬の北東部や北海道沖の陸棚斜面上の不自然
な擾乱を抑えるために，30 m 以浅の沿岸域は水深 30 m 一
定とした。南北境界は人工的な壁条件，東西の開境界付
近には 26 km 幅で水平粘性を大きくしたスポンジ領域を
設定し，さらに POM で設定されている放射条件を課した。
計算時間ステップは外部モード 7.5 秒，内部モード 75 秒
とし，積分時間は 4 月から 8 月頃までの半年間を想定し
て 175 日間とした。水平の渦動粘性及び渦動拡散係数は
Smagorinsky の式 (Horcon 定数 = 0.2) を使用し，鉛直の渦
動粘性及び渦動拡散係数は POM に標準設定されている
Turbulent closure model Level 2.5 を使用し(Mellor and Yamada,
1982)，海底摩擦係数は 0.0025 とした。
モデルの初期 TS 場は，Fig. 15 の 2〜4 月 (FMA) の TS
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Fig. A4. Same as Fig. 8 but for the model results of Island.

ダイヤグラムを参考にした。宗谷海峡を境界として，日
本海側全域の海面から海底まで水温 T = 4°C，塩分 S = 34
の均一な FSCW を設定，オホーツク海側全域では ICW を
想定して，水温は均一の T = −1.5°C，塩分は海面の S =
32 から水深 200 m の S = 33 まで線形に増加させる塩分成
層を設定した。強制した水位差は宗谷海峡付近で流速 1
m s−1 の宗谷暖流が再現されように，日本海の西側開境界
の空間平均水位が常に +25 cm，オホーツク海の東側開境
界の空間平均水位が常に 0 cm になるように常時調節を
行った。すなわち，モデル内部で発生した擾乱を開境界
の放射条件によって抜きつつも，その開境界の水位差が
維持できるように工夫した。この水位差強制は計算初期
から最後の 175 日まで継続させた。海面加熱 (+150 Wm−2)
は安定した宗谷暖流の再現が確認された 25 日目から強制
を開始したので，実際の海面加熱期間は 150 日となる。
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