津軽暖水・親潮混合比からみる近年の三陸沖海洋上層構造
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差から津軽暖水・親潮混合比(以下「混合比」と

１．はじめに

する。)を見積もった。

三陸沖海域は津軽暖流と親潮が流れ込み、複
雑に混合する海域である。また、主に黒潮流域

(1)使用データ

から分離・北上した暖水渦が多くこの海域まで

使用データは表１に示すとおり。北海道・東

達し、その後は北海道南東沖を北東進していく

北水研による A-line データは親潮水基準値(後

傾向にある。

述する θo , so)の算出のみに用いた。今回、計算

津軽海峡東口では津軽暖流は季節によって流

を実施するにあたって 2002～2008 年の A-line

れが変わることが知られている。暖候期(6 月頃

データが入手できなかったため 2001 年のデー

～10 月頃)には津軽海峡東口から沖合いへ張り

タを使用した。

出す渦モードを形成し、
寒候期(11 月頃～翌年 5

表１ 計算に使用したデータ

月頃)には三陸沿岸に沿って南下する沿岸モー

観測者

ドを形成するといわれているが、その詳細な変
動までは必ずしも明らかではない(図１)
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(2)計算方法
観測点(海自観測点)ごと、計算対象密度層
25.7～26.4σθ に関して 0.1σθ 刻みに区切った 7
つの層に対し、次の定義式により混合比 rθ、rt、
r を求める。

rθ (%) = 100 ×

図１ 津軽海峡東口の海況
熊谷(2004)はこの海域における 2002～2003

rs (%) = 100 ×

年にかけての津軽暖水・親潮混合比を算出し、
水塊の分布状況を分析している。本発表では熊

r (%) =

谷(2004)と同じ方法を用いて、最近の観測デー
タをもとに近年の津軽海峡東口での津軽暖水・

rθ + rs
2

θ − θt
θo − θt
s − st
so − st

ただし、式中の文字については、

親潮混合比を算出した結果を報告する。

θ：平均ポテンシャル水温
s：平均塩分濃度

２．混合比の計算

θt，st：津軽暖水基準値(海上自衛隊観測デー

当該海域における津軽暖流と親潮の混合に関

タから算出)

して、中立面に沿った過程が卓越すると仮定の

θo、so：親潮水基準値(A-line データから算出)

下、中立面を等ポテンシャル密度面で近似し、

を意味するものとする。

津軽暖水と親潮水のポテンシャル水温、塩分の
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なお、津軽暖水基準値 θt、st、親潮水基準値 θo、
so に関しては Hanawa and Mitsudera(1987)の分
類(図 2)によりそれぞれ津軽暖流水系、親潮水
系に属するかどうか吟味した。

観測線

１：津軽暖流水系
２：親潮水系
３：黒潮水系
４：冷下層水系

密度層

５：表層水系
６：沿岸親潮水系

図２ 水体系の T-S 図
(Hanawa and Mitsudera,1987)
このような手順で計算した混合比 r は津軽暖

図３ NOAA 衛星による海面水温(上)と混合比

水基準値に近い水温・塩分をもつ水塊に対して

計算結果(下)との比較(2004 年 8 月)。

は 0 に近い値をとり、親潮水基準値に近い水

4-1～4-4 に示す通り。

温・塩分をもつ水塊に対しては 100 に近い値を

6～8 月にかけてはグラフの形状は明確に「西

とる。

低東高」となっており、西と東でそれぞれ 0、
100 に近い値をとっている場合が多い。

３．結果

10～11 月に関しても 6～8 月同様「西低東高」

現時点では、得られた結果の詳細な解析に至

となっている場合が多いが、グラフの上下が激

っていないため、本発表では得られた計算結果

しく形状が複雑になる傾向がある。また、観測

について簡単に述べるにとどめる。得られた結

線西端で混合比がほぼ0である区間は6～8月と

果をもとに、今後、より詳細な解析を行う予定

比較し狭くなっている。

である。

図 4-1～4-4 に示した幾つかのグラフにおい

(1)NOAA 衛星観測データとの比較

ては、観測線の東側で、混合比はほぼ一定値を

混合比計算結果と NOAA 衛星による海面水温

とるものの、値が 100 に達していないものがあ

観測結果との比較の一例を図 3 に示す。NOAA 衛

る(例：図4-3 2006年11月のグラフ)。
これは、

星画像によると、津軽海峡東口において暖かい

今回の計算に使用した A-line データが 2001 年

水が渦状となり、襟裳岬の南(観測線上 143°

のものであることが原因と考えられる。このた

00′E の位置)まで張り出している。一方、混合

め、A-line データを用いて算出した親潮水基準

比は観測線西端ではほぼ 0 だが、襟裳岬南

値に関しては 2001 年における親潮水の状態を

(143°00′E)を境にほぼ 100 となっている。

反映したものであって、当該年月における実際

このように、発達した渦モード、沿岸モード

の親潮水の状態を反映したものにはなっていな

の様子が混合比のグラフにも現れており、今回

い。これに関しては、当該年月の親潮観測デー

計算した混合比が、北緯 41°25′線における津

タの入手を模索したい。

軽暖水と親潮の混合の様子を表す指標として有
効であることが確認できた。
(2)混合比グラフの特徴
2002～2008 年までの全ての計算結果は図
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図４－１ 混合比計算結果(2002～2003 年)
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図４－２ 混合比計算結果(2004～2005 年)
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図４－３ 混合比計算結果 (2006～2007 年)
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