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第５８回東北海区海洋調査技術連絡会
開会の挨拶
大湊地方総監部幕僚長

矢野

一樹

私は、大湊地方総監部幕僚長の矢野でございます。
本日は、年末の大変お忙しい時期に、遠路はるばる多数の方々が下北
むつの地にお集まりいただき、誠にありがとうございます。
また、平素から海上自衛隊の任務に対し、ご理解とご支援をいただい
ておりますことに感謝申し上げるとともに、当地方総監部が当番官庁と
して第５８回東北区海洋調査技術連絡会を開催できますことは、ひとえ
に皆様方のご協力の賜と厚くお礼申し上げます。
この会は、昭和２６年に始まり会員の入れ替わりがあったものの現在、
活動目的の違う４機関が東北海区を共通の場として、調査研究されてい
る皆様が一同に会され研究発表、情報交換されている歴史ある会と聞い
ております。
私も、わが国の防衛、特に海上交通の保護という職責に携わるものの
一人として、わが国周辺海域の海洋環境については大きな関心を持って
まいりました。
また、近年の観測機器やＩＴ技術等の発達によって、海洋調査におけ
る研究開発も進化し、海洋資料は急速に整備されていると承知しており
ます。
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私どもの業務においても任務遂行上、海洋環境調査は重要で不可欠な
ものであり、そうした情報が得られるのも、ひとえに、ここにお集まり
の皆様の熱心な調査、研究により積み重ねられた貴重な資料であること
をよく認識し有効に活用しております。
本連絡会を通して、今後も各機関の横の連携をより一層密にしながら
専門分野において研究を進められ、それらの研究成果がそれぞれの業務
に反映されてゆくことを願っております。
今日、明日と二日間の連絡会の開催には、不慣れな点が多く不自由を
おかけすることと思いますが、ご容赦いただき、大いに意見を交換され
て本連絡会を実りあるものにしていただきたいと思います。
最後に、本連絡会の発展を祈念して開会の挨拶といたします。
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北海道南方の北緯 41 度 30 分線（PH 線）付近における親潮水の分布
函館海洋気象台・海洋課 小野越郎・川村知裕・○宮尾 孝
の概況と、当台が設定している観測定線（北緯

１．はじめに
気象庁は、海洋気象観測船や篤志観測船、各

41 度 30 分線、以下「PH 線」と略記する）の

種の観測衛星、海洋気象ブイロボット、中層フ

位置を第 1 図に示す。水塊としての親潮は、千

ロート等、さまざまな観測プラットフォームに

島列島沿いに南下する東カムチャッカ海流のも

よる観測データを基に、海況情報を提供してき

たらす「西部亜寒帯水（WSAGW）」と、その

た。提供する海況情報の内容は、観測手法の多

一部がオホーツク海に入って循環するうちに変

様化や数値同化モデルの進歩により、高度化の

質した「オホーツク海水（OSW）
」とが混合し

一途をたどってきた。しかし、情報の専門性が

て形成されると考えられており（大谷 1989）、

高すぎると、受け取る側の理解を妨げることが

ほぼ通年にわたって北海道南方から三陸沖にか

懸念される。気象庁および海洋気象台が提供し

けて分布する。
当台では、これまで「100m 深水温 5℃以下」

ている「海洋の健康診断表」は、海洋の状態を
分かりやすく解説することを目標としているの

という指標で親潮水を定義してきた。水温の情

で、情報の作成にあたっては特に留意する必要

報は、様々な観測要素の中でも入手できるデー

がある。

タ数が最も多く、海洋の諸現象について多くの

函館海洋気象台は、観測船・高風丸により海

専門知識を持たないユーザーも比較的容易に理

洋気象観測を実施しているが、主な観測海域は

解できることから、今日でも海況情報の中心的

北海道周辺・日本東方沖であり、これは「海洋

な地位にある。しかし、水温のほかにも、塩分、

の健康診断表」における担当海域にもなってい

海面高度、流向・流速などの情報提供も可能に

る。この海域に現れる代表的な水塊である親潮

なった今日、親潮水を従来とは異なった観点で

オホーツク海水
(OSW)
西部亜寒帯水
(WSAGW)

第 1 図 親潮域の概況と二つの親潮起源水（オホーツク海水、西部亜寒帯水）
北緯 41 度 30 分線（PH 線）の位置をあわせて示す
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定義し、多様なユーザーの多様な情報ニーズに
応え得る基盤を整える必要性が高まっていると
思われる。
今回は上述のことを踏まえ、従来の定義によ
る問題点を洗い出す前段として、高風丸による
水温および塩分の観測データを用いて、PH 線
における親潮水の分布の特徴を再確認した。ま
た、作業を進める中で、PH 線に現れる親潮水
が二つの起源水の特徴を残している証拠と考え
られる結果を得たので、あわせて紹介する。
２．使用したデータとその取り扱い
函館海洋気象台の主要な観測定線となってい
る PH 線は、北緯 41 度 30 分線に沿って東経
142～147 度までにわたり観測点が配置されて
いる。1972 年からこれまで、年 4 回または 5
回、おおむね季節ごとの海洋観測が実施されて
きた。1988 年春季までは、経度 1 度ごとの 6
測点でナンセン採水器・転倒温度計による各層
観測が、それらの間の経度 20 分ごとの測点で
BT 観測が行われたが、1988 年後半からは経度
20 分ごとの全測点で CTD 観測が実施されてい
る。
今回の調査では、100m 深および 200m 深の
水温と塩分の値が確実に取得されていることか
ら、1988 年後半以降の CTD 観測データのみを
使用した。水温・塩分のデータは、観測点の位
置、
観測年月日等のメタデータとともに整理し、
PH 線における経度・時間断面図および同一観
測点の時系列を作成した。
なお、100m 深および 200m 深に着目した理
由は、気象の短期変動や季節変化の影響を直接
受けることがないこと、また、津軽海峡の sill
depth がほぼ 200m であり、それよりも深い層
にまでは津軽暖流水の影響が及ばないと考えら

第 2 図 PH 線の 100m 深水温（上）と

れることによる。

200m 深水温（下）の経度・時間
断面図

３．水温からみた PH 線付近における親潮水

経度を右向きに、観測年を下向き

PH 線の 100m 深および 200m 深水温の経

にとってプロットしている。

度・時間断面図を第 2 図に示す。
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津軽暖流水は、例年夏季から秋季にかけて渦

して第 3 図に示す。プロットが重なっており多

モードとなって東に張り出すことが知られてお

少見づらい部分はあるが、東経 144 度点または

り（Conlon 1982）
、図においても東経 143 度付

その西隣の東経 143 度 40 分点でもっとも低温

近まで年の後半にしばしば高温な領域が現れて

になるケースが多いことが分かる。

いる。一方、東経 145 度以東に出現する高温の
４．塩分からみた PH 線付近における親潮水

領域は、季節とは無関係に存在しており、黒潮
続流域から北上した暖水塊と考えられる。低温

次に、PH 線の 100m 深および 200m 深塩分

領域の出現頻度がもっとも高いのは東経 144 度

の経度・時間断面図を第 4 図に示す。津軽暖流

付近で、これが親潮第 1 分枝の南下する海域に

水や暖水塊の影響は、塩分でも明瞭に現れてい

対応していると解釈できる。

る。すなわち、東経 143 度付近までは年の後半

ここで、南下する親潮第 1 分枝のもっとも低

にしばしば津軽暖流水による高塩分の領域が出

温な部分をより詳細にとらえる目的で、東経

現し、東経 145 度以東にも暖水塊の高温領域に

144 度付近の各観測点における 100m 深および

対応する高塩分域がみられる。さらに、もっと

200m 深の水温（短期変動を除去するため 5 季

も低塩分の水の出現頻度が高いのも、やはり東

節移動平均を施した）を時系列としてプロット

経 144 度付近である。
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第 3 図 東経 144 度付近における 100m 深（上）および 200m 深（下）の水温時系列
いずれも 5 季節移動平均を施した値を示している。
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ところが、第 2 図と第 4 図を詳細に比較する
と、PH 線において最低水温が現れる観測点と
最低塩分が現れる観測点は必ずしも一致してい
ないことが分かる。第 3 図と同様に作成した、
東経 144 度付近の各観測点における 100m 深お
よび 200m 深の塩分の時系列を第 5 図に示す。
もっとも低温になるのは、東経 144 度点または
その西隣の東経 143 度 40 分点であることが多
かったが、もっとも低塩分になるのは（特に
200m 深で顕著であるが）東経 143 度 40 分点
または東経 143 度 20 分点であることが多い。
すなわち、PH 線付近では、親潮のもっとも低
温な部分のやや西寄りにもっとも低塩分な部分
が出現している。
５．考察
親潮は西部亜寒帯水 WSAGW とオホーツク
海水 OSW を起源としている（大谷 1989）。
WSAGW は寒冷な中冷水をもち、OSW は陸水
の影響を強く受けて低塩分である。以前は、オ
ホーツク海から太平洋側へと流出する OSW は
千島列島中部の海峡周辺で WSAGW と混合し、
ほぼ一様な親潮水となって南下すると考えられ
てきた。しかし、実際には、北海道南方から三
陸沖にかけての海域でみられるオホーツク海起
源の水は、低い渦位で明瞭に特徴付けられる
(Shimizu et al. 2001)。すなわち、親潮として
認識されている水塊は、完全に一様な性質には
なっていない。
PH 線を横切って南下する親潮第 1 分枝の中
核部分は東経 144 度付近にみられるが、もっと
も低温になるのは東経 144 度点または東経 143
度 40 分点であり、もっとも低塩分になるのは
東経 143 度 40 分点または東経 143 度 20 分点
であることが多かった。水温の低い WSAGW

第 4 図 PH 線の 100m 深塩分（上）と

の特徴が強く現れる観測点に隣接した西側（北

200m 深塩分（下）の経度・時間
断面図

海道の沿岸寄り）に、低塩分の OSW の特徴が

経度を右向きに、観測年を下向き

みられることは、PH 線付近では親潮の二つの

にとってプロットしている。

起源水が完全には混合していないことをあらた
めて示唆するものと考えられる。
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第 5 図 東経 144 度付近における 100m 深（上）および 200m 深（下）の塩分時系列
いずれも 5 季節移動平均を施した値を示している。
(5) (3), (4) の結果は OSW と WSAGW が PH 線

６．まとめ
函館海洋気象台が観測定線としている北緯

付近で完全には混合していない可能性を示

41 度 30 分線（PH 線）の水温・塩分のデータ

唆している。

の解析した結果、
以下のようなことが分かった。
(1) 東経 143 度付近までは津軽暖流の影響が大

《参考文献》
Conlon D. M. (1982): On the Outflow of the

きい。
(2) 東経 145 度以東では暖水塊がしばしば通過、

Tsugaru Warm Current. La mer, 20,
60-64.

あるいは存在している。
(3) PH 線でもっとも低温になるのは、東経 144

大谷清隆（1989）：親潮水形成に関わるオホー

度点またはその西隣の東経 143 度 40 分点で

ツク海の役割．海と空，65, 63-83.
Shimizu, Y., I. Yasuda and S. Ito (2001):

あることが多い。
(4) PH 線でもっとも低塩分になるのは、東経

Distribution and Circulation of the

143 度 40 分点または東経 143 度 20 分点で

Coastal Oyashio Intrusion. J. of Phys.

あることが多い。

Oceanogr., 31, 1561-1578.
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二管区海洋速報に見る津軽暖流の変化について
蒲池 信弘 （第二管区海上保安本部）
１ はじめに
当庁においては、1987 年までの観測データ、各
機関発表の文献などから、「津軽暖流の南下と季
節変動について」（菱田 1987）で取りまとめている
が、その後の 20 年間の二管区海洋速報（以後、海
洋速報と言う）に焦点をあて、そこから見た津軽暖
流の変化について把握してみた。
２ 二管区海洋速報について
第二管区海上保安本部では、海洋利用者への

表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

図 1 二管区海洋速報

情報提供及び海難時の漂流予測などに対応する
ため、当庁及び各関係機関が観測し提供して頂い

３ 津軽暖流過去 20 年間の推移

たデータ等を基に、毎月隔週の金曜日の 2 回、二

津軽暖流は、直接的には海峡両端の水位差に

管区海洋速報（図 1）を発行し、インターネット等で

よって駆動されると考えられており、冬春季には下

情報提供している。
海洋速報の概要は、海洋の概況、海流図、表面

北半島から三陸沿岸に沿った南下する流れ、夏秋

水温及び 100ｍ層水温の各水平分布図から構成さ

季には、襟裳岬南西方約 35 海里まで達して南下

れる。

すると言われている。また、潮汐表によれば、津軽
海峡の潮流は年間を通して東流が卓越して流れ

今調査では、過去 20 年（西暦 1988 年）まで遡り

ており、流速は、約 0.3～1.9kn である。

海洋速報に見る津軽暖流の張り出しの変化等に

このような見地から、過去からの海洋速報を精査

ついて紹介する。

し、津軽海峡東口より下北半島東方の海域におい
て取りまとめた。
図 2 は、海流図の津軽暖流域の想定流線を四
半期で区切って過去 20 年分を表したものである。
この図から津軽暖流の流れを見ると、季節による
東方への張り出し方が顕著な時期と、そうではない
時期が見受けられることがわかる。
この結果を踏まえて、津軽暖流の東方への張り
出しの変化を、各季節の四半期ごとに分けて模式
化し 2008 年の表面及び 100ｍ層水温水平分布図
概要

と比較したものがそれぞれ図 3-1～6-2 である。

海流図
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12 月～2 月(冬季)

3 月～5 月(春季)

1988 年～1997 年

凡例（西暦）：－88、－89、－90、－91、－92、－93、－94、
－95、－96、－97、－98、－99、－00、－01、
－02、－03、－04、－05、－06、－07

1998 年～2007 年

図３-１ 津軽暖流の張り出し（冬季）

海流図
6 月～8 月(夏季)

9 月～11 月(冬季)

図２ 四半期ごとの津軽暖流の張り出し
（1988 年～2007 年）
３-１ 12 月～2 月（冬季）の張り出し（図 3-1、3-2）
一年を通じ比較的流れが弱く、発達する親潮の
張り出しによる影響を受け、津軽暖流の張り出しは
劣勢である。
東方への張り出し位置は過去 20 年間で最大は

表面水温水平分布図

東経 142 度 30 分までであるが、平均すると東経

100m 層水温水平分布図

図３-２ 海流図、表面及び

142 度付近で推移している。

100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 3 号）

沿岸部の流れは、尻屋埼から六ヶ所、八戸、久
慈に至る沿岸を南下する傾向が見受けられるが、

３-２ 3 月～5 月（春季）の張り出し（図 4-1、4-2）

本来の流れが弱いため 1988 年からの 10 年間をみ

12 月～2 月（冬季）の張り出し方と似ており、特

ると黒崎沖の北緯 40 度付近までと弱め（約 0.2kn）

に大きな変化は見ることができない。

の傾向であった。また、2008 年の表面水温水平分

東方への張り出し位置は 1988 年～2007 年で最

布図から、親潮系冷水が釜石付近まで南下してい

大東経 142 度 20 分であり、平均すると東経 142 度

る傾向が見受けられることから、最大で北緯 39 度

近辺で推移している。また、表面及び 100ｍ層水

付近までの南下が見られた。

温水平分布図から親潮の張り出しが若干弱まって
いる傾向が見受けられるが、依然として本来の流
れが弱いため張り出しは劣勢である。

11

全体的な流れは尻屋埼から六ヶ所、八戸、久慈

で暖水の影響を大きく受けている。また、100ｍ層

に至る沿岸を南下しているが、冬季ほど南下して

水温水平分布図による親潮系冷水の勢力も弱いこ

おらず最大でもトドヶ埼沖の北緯 39 度 30 分付近ま

とから、冬季及び春季とは対照的にその張り出し

でとなっている。

方が大きく変化している。
1988 年から 1997 年までを見ると、最大は東経
143 度 20 分まで張り出しており、平均して 142 度
20 分付近で反流後は六ヶ所付近から南下の傾向
である。
1998 年から 2007 年までを見ると、最大でも東経
143 度の張り出しであるが、過去 10 年間と比較して
も平均して東経 142 度 50 分付近で反流しており、
八戸付近から南下する傾向が多く見受けられた。

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図４-１ 津軽暖流の張り出し（春季）

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図５-１ 津軽暖流の張り出し（夏季）
海流図

海流図
表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

図４-２ 海流図、表面及び
100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 8 号）
３-３ 6 月～8 月（夏季）の張り出し（図 5-1、5-2）
表面水温分布図から津軽海峡からの流入する
暖水が襟裳岬沖まで広範囲に広がっていると思わ
れ、尻屋埼から六ヶ所、八戸、久慈に至る沖合ま

12

表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

海流図

図５-２ 海流図、表面及び
100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 14 号）
３-４ 9 月～11 月（秋季）の張り出し（図 6-1、6-2）
6 月～8 月（夏季）に比べて、さらに親潮系冷水
の勢力が弱まり南限位置も北上することから、全体
的に東方への張り出しもより優勢となり、襟裳岬沖
から反流し尻屋埼から八戸の沖合 30 海里付近に
おいて尻屋埼方に北上する流れと、釜石付近まで

表面水温水平分布図

100m 層水温水平分布図

図６-２ 海流図、表面及び

南下する流れの傾向が見受けられた。

100ｍ層水温水平分布図（2008 年第 21 号）

その尻屋埼に北上する流速は弱く、多くは八戸
沖合から釜石付近まで南下する流れであり、流速

４ まとめ

は強いと思われる。
東方への張り出し位置については、1988 年から

1988 年から 2007 年の 20 年間に及ぶ海洋速報

2007 年までの変化を見ても、東経 143 度 30 分から

から季節による津軽暖流の変化を把握することが

最大で東経 143 度 20 分付近で反流しており、夏季

できた。今後は、当庁及び各関係機関からの最新

よりさらに東方へ張り出していることがわかる。

の観測データを収集し、海洋速報に反映させ、ユ
ーザーの需要に即した情報提供を実施していきた

秋季が一年を通じ張り出しの勢力が一番顕著な

いと考える。

時期であり、次第に収束へ向かい尻屋埼から八戸
沖沿岸部に沿った流れへと変化していくと推測さ
れる。

1988 年～1997 年

1998 年～2007 年

図６-１ 津軽暖流の張り出し（秋季）
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2008 年東北海区の海況の特徴
伊藤進一・筧茂穂・清水勇吾・奥田邦明（東北水研）
した。1 月には鹿島灘沖に 2008A が認められたが、

関係各機関及び東北区水産研究所の海洋観測
結果を用いて作成した月毎の 100m,200m 深等の水

2 月には黒潮続流域に吸収された。5～7 月には三

温分布図、並びに NOAA 衛星の熱赤外画像、

陸沖に 2008B が停滞した。6 月に常磐沖に認めら

Jason-1・ENVISAT 衛星による海面高度観測結果に

れた 2008C は 7～10 月にかけて西進した。

基づき、2008 年の海況の経過を表１に示し、海況

○その他

の経過の特徴を以下に述べる。

(1) 冷水域が、
三陸～常磐近海にかけて存在した。
親潮域

会議発表時では、11 月および 12 月の一部デー
タが未収集であるため暫定値として発表したが、

○親潮第１分枝

その後補充されたデータも加えた結果を示す。

(1) 親潮第１分枝は、１～4 月は平年並で推移し
た。5～11 月はやや北偏～北偏で推移したが、12

１．2008 年の海況の経過（1～12 月まで）

月にはやや南偏に転じた。

表面水温

(2)第１分枝に連なる冷水が、4 月および 9～12

(1)北海道・東北沿岸では 6 月までは低めで推移

月に存在した。

し、7 月に平年並となった。8～11 月は高めで推

○親潮第２分枝

移したが、特に 9 月は海域全体が顕著に高温であ

(1) 親潮第２分枝の先端緯度は、1～2 月、5 月、

った。12 月は再び平年並となった。

8 月、10～11 月は平年並であり、6～7 月は北偏、

黒潮域

9 月はかなり南偏で推移した。なお、3、4、12 月

(1) 房総沖での黒潮離接岸は、4 月までは平年並

は不明であった。

であったが、5～6 月には接岸となった。7 月以降

(2)第２分枝に連なる冷水が、2、5、6、8、10 月

は、9 月の離岸を除き平年並で推移した。

に分布した。

(2)近海の黒潮の北限位置は、2 月の平年並、9 月

津軽暖流域

下北半島東方での張り出しは、5 月までは平

のやや北偏を除いては、極めて南偏～やや南偏で
推移した。

年並～やや弱勢で推移したが、6 月に弱勢とな

混合域

った。7～9 月はやや強勢～強勢で推移し、10

○黒潮系暖水

～11 月に平年並となったものの 12 月に再び強

(1) 近海の北限位置は 6 月までは南偏で推移し、

勢となった。

7～10 月には平年並となったが、11 月以降再び南

2008 年における海況の特徴

偏となった。沖合の北限位置は概ね平年並で推移

(1) 表面水温が低めから高めに転じた。

した。

(2)近海黒潮の北限位置の南偏傾向が継続した。

○暖水塊

(3)前々年および前年から持続していた暖水塊が

2006 年 9 月に釧路南東沖で確認された 2006E

1 つずつ存在し、新たに暖水塊が 3 つ発生した。

が、5 月まで同海域に停滞していた。2007 年 5 月

(4)親潮第１分枝は北偏傾向であった。

に常磐沖で確認された 2007B は、2008 年 1 月には

(5)津軽暖流の下北半島東方への張り出しが強勢

三陸沖にあったが、7 月以降 11 月まで徐々に北上

傾向であった。
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日本周辺海域の海面水温の上昇について
福田 正美（海上自衛隊 大湊地方総監部）
１

はじめに
平成１９年５月、気象庁は２００７
年までの過去１００年にわたる海域平
均海面水温（年平均）の上昇率を明ら
かにしました。
それによると、日本海北部、釧路沖
及び三陸沖では顕著な上昇はありませ
んでしたが、その他の日本周辺海域で
は０．７～１．７℃（℃／１００年）

図２ ２００７年１１月上旬

の上昇がありました。

海面水温（平年差）

また、日本周辺海域では海面水温の

グルクンの捕獲が多く報告された２

上昇に伴い南方系の魚等の北上が各地

００７年１１月の沖縄近海の海面水温

で確認されてきました。

は２７℃、玄界灘から山陰沖の海面水
温は２１～２２℃となっており、平年

２

各地の異変について

より１～１．５℃高くなっている。

（１） 山陰沖の「グルクン」

このように、海面水温の上昇に伴い

グルクンという魚を私は番組をみる

グルクンが北上してきたものと推察さ

まではわかりませんでしたが、沖縄の

れる。

県魚に指定されていて、唐揚げ等にす

（２） 陸奥湾で発見された「タイマイ」

るとたいへんおいしい魚であり、生息

平成１９年１１月２８日、青森県の

域は沖縄近海であります。しかし、近

陸奥湾内横浜沖で発見された「タイマ

年の海面水温の上昇に伴い玄界灘や山

イ（亀）」は、もともと青森県周辺には

陰沖で捕獲されたのが確認されました。

生息しておらず通常であれば生息域は
熱帯や亜熱帯の海域です。

図１

２００７年１１月上旬
海

面

水

温

図３

２００７年７月下旬
海
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面

水

温

図４

２００７年７月下旬

図５ 日本近海の海域平均海面水温

海面水温（平年差）

（年平均）の長期変化傾向（℃／１００年）

図３及び図４からその頃の海面水温は、
４

東シナ海では、２５℃以上、日本海中部

今後の研究課題

で２１～２３℃、津軽西口で２０℃とな

私の勤務する大湊地方総監部の周辺

っており、平年差は日本海では１～１．

海域は、日本海から対馬暖流が北上し

５℃程度高くなっていた。

て宗谷暖流となる流れと津軽海峡で分

「タイマイ」はこの７月頃に日本海を北

流し津軽暖流として太平洋へ流れ出る。

上し、陸奥湾に迷い込んだものと推察さ

一方、千島近海からは親潮が北海道
南東を三陸沖へ流れている。

れます。
なお、このタイマイは浅虫水族館で保

このように複雑な海流分布となって

護され、健康の回復を待って、今年生ま

いる海域の研究課題として以下の項目

れ故郷の沖縄周辺の海に放流されました。

をあげ、今後の海上自衛隊の任務遂行
に貢献したい。

３

日本周辺海域の海面水温の上昇につ
（１） 日本海南部及び日本海中部の冬季

いて

になぜ海面水温の上昇率が高くな
るのか。

気象庁が平成１９年５月に発表した
「日本周辺海域の海面水温の長期変化

（２） 海上防衛を主任務とする海上自衛

傾向について」からの資料をみれば、

隊の作戦環境に与える影響として

はじめに述べたとおり北日本周辺海域

「水温の上昇と音速の関係」
「海流の

での上昇は見られませんが、その他の

強さと音の屈折」

海域では顕著な上昇がみられ、図５の
☆

とおり特に日本海中部の上昇が著しく

資料は、気象庁のホームページから
引用しました。

なっています。
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２００８年の海況
函館海洋気象台
付近へ後退した。
8 月～10 月には再び 40˚N 以南

１．はじめに

に達した。3 月～7 月は平年より北に位置し、8

当台所属の観測船「高風丸」で実施した 1～3

月以降は平年並となった。

月、4～6 月、6～8 月、10～11 月の計 4 回の定
期海洋観測データおよび気象庁地球環境・海洋

親潮の面積の時系列図（第２図）によると、

部による表層水温客観解析値を参考にして、

親潮の面積（141˚E～148˚E、43˚N 以南における

2008 年の北海道南方および本州東方沖の海況

100m 深水温が 5℃以下の領域の面積）は、2007

をとりまとめた。

年 11 月には、親潮は北緯 42 度以北まで後退

なお、
便宜上 100ｍ深水温が 5℃以下の領域を

し、監視海域における面積はほとんど 0 とな

親潮域、15℃以上の領域を黒潮系暖水、親潮域

り、1997 年 12 月以来最小の規模となった。

と黒潮系暖水の間の領域を混合域と定義した。

2008 年 1 月に急速に増加し、下旬には平年より

平年値は、1971～2000 年の客観解析の平均値

大きくなった。2 月は月を通して増加したが、3
月中旬～6 月にかけては、平年並となった。9

を使用した。

月中旬に一時平年並になったが、7 月中旬～10
月にかけて平年より大きい状態となった。

２．海況

北緯 41 度 30 分線（PH 線）断面図（第３図）

【親潮域】

における 2℃以下の中冷水の断面積は、冬季(1

気象庁地球環境・海洋部の解析（最終解析値）
による月平均 100m 深水温分布図（第１図）でみ

月)は 0.3×106m2 で平年より小さく、春季(4

ると親潮の沿岸寄りの分枝の南限位置は、1 月

月)16.8×106m2、夏季(7 月)19.1×106m2、秋季(10

は 41˚N 以北にあったが、2 月になって南下し、

月)0.3×106m2 と、それぞれ平年並であった。

3 月には 39˚30'N 付近まで達した。その後、4

第２表 北緯 41 度 30 分線断面における 2℃以下の

月～8 月は 40˚N～41˚N の間に位置し、9 月以降

中冷水の断面積の平年並範囲（単位：106m2）

は 41˚N 以北に後退した。
1 月～10 月にかけては
平年より北に位置していた。

平年値

1.4

8.6

2.4

0.0

～

秋季
7.3
12.9

～

夏季
18.7
34.9

～

平年並
範囲

近にあった。2 月～4 月は 40˚N 付近にあり、5

春季
30.5
52.3

～

沖合の分枝の南限位置は、1 月は 40˚30'N 付

冬季
12.6
24.0

月・6 月には 40˚N 以南に達し、7 月には 40˚30'N
本年から PH 線における親潮の沿岸寄りの分

第１表 親潮の南限位置の平年並範囲
１月
41˚07'N

～

～

～

40˚11'N

39˚09'N

38˚20'N

38˚01'N

５月
39˚16'N

６月
39˚27'N

７月
39˚43'N

８月
39˚46'N

～

～

～

38˚18'N

38˚47'N

39˚02'N

39˚15'N

９月
39˚52'N

１０月
40˚12'N

１１月
41˚15'N

１２月
41˚49'N

～

～

～

～

平年並範囲

枝の南下流量の平年値を 1989～2008 年(20 年

４月
39˚10'N

～

平年並範囲

３月
39˚25'N

～

平年並範囲

２月
39˚58'N

39˚24'N

39˚39'N

40˚19'N

40˚46'N

間)の平均値に改正した。
PH 線における親潮の沿岸寄りの分枝の南下
流量は、冬季(1 月)は 6.1×106m3/s、春季(4 月)
は 2.5×106m3/s でどちらも平年より小さかった。
夏季(7 月)は 9.5×106m3/s、秋季(10 月)は 7.1
×106m3/s で、夏季・秋季ともに平年並であった。
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近で平年並、2 月～4 月は勢力が弱く、基準とし

第３表 北緯 41 度 30 分線断面における親潮南下

ている水温の海域が、監視海域内ではみられな

流量の平年並範囲（単位：106m3/s）

かった。4 月下旬から勢力が強まり 5 月は 143˚

平年値

6.8

3.2

3.3

3.1

E 付近に達し、平年より東であった。6 月、8 月、
9 月は 142˚E～143˚E に達し、いずれも平年より

～

秋季
8.0
12.9

～

夏季
8.7
14.1

～

春季
10.1
17.1

～

平年並
範囲

冬季
12.9
19.1

西であった。7 月、10 月は 143˚E 付近で平年並
だった。

釧路南東線(KSE 線)断面図（第４図）におけ

PH 線（第３図）より、津軽暖流の東への張り

る 2℃以下の中冷水は、冬季(1 月)には 42˚30'N

出しは、冬季(1 月)は 142˚06'E 付近、春季(4

以北の 0～220ｍ深付近、
春季(5 月)には 41˚20'N

月)は 141˚48'E 付近、夏季(7 月)は 142˚42'E 付

～42˚30'N の 150～360ｍ深付近および 40˚N～40

近、秋季(10 月)は 143˚20'E 付近で観測され、

˚30'N の 100～360ｍ深付近に散在しているのが

いずれも平年並であった。

みられた。夏季(7 月)には 41˚N 以北の 50～320

第４表 北緯 41 度 30 分線断面における津

ｍ深付近、秋季(10 月)には 42˚30'N の 100ｍ深

軽暖流域の張り出しの平年並範囲

付近にみられた。

～

～

あった暖水域は、5 月に 39˚N・144˚E 付近で暖

～

平年並
範囲

第１図でみると、1 月は 38˚N・144˚E 付近に

～

【混合域】

冬季
春季
夏季
秋季
141°48'E 141°41'E 142°21'E 142°39'E
142°44'E 142°31'E 143°15'E 143°35'E

【黒潮系暖水】

水渦に変わり、7 月中頃に不明瞭となった。6
月に 37˚N・145˚E 付近にみられた暖水渦は、9

第１図でみると、黒潮続流は房総半島沖を東

月に黒潮続流に吸収され不明瞭となった。8 月

に流れ、4 月～6 月、8 月～10 月には大きく蛇行

に 39˚30'N･143˚30'E 付近にみられた暖水域は、

していた。
142˚E～147˚E における黒潮系暖水
（水温 15℃

9 月に 40˚N･144˚E 付近で暖水渦となった。

以上）の北限位置は、1 月～4 月は 36˚30'N ～

1 月～2 月は 42˚N･147˚30'E 付近に 5℃以上の

37˚N に位置し、5 月に一時 37˚30'N 付近まで北

暖水域がみられた。
冬季(1 月)に観測した PH 線（第３図）の 146

上した。6 月には暖水渦となって黒潮続流から

˚40'E 付近と KSE 線（第４図）の 41˚40'N 付近

切離したため、6 月～7 月は 36˚N～36˚30'N、8

には、暖水域がみられ、水温 5℃以上の水が 200

月以降は 37˚N～38˚N に位置していた。

ｍ深付近まで達していた。
３．2008 年の海況の特徴

北緯 37 度線断面図（第５図）より、冬季(2
月)の 145˚15'E～146˚35'E の 0～220ｍ深付近に

親潮の沿岸寄りの分枝の南限位置は、1 月～

は水温 15℃以上の暖水域が観測され、夏季(7

10 月にかけて平年より北に位置しており、沖合

月)には 144˚40'E 付近を中心に暖水域がみられ、

の分枝の南限位置は、3 月～7 月にかけて平年よ

水温 15℃以上の水が 200ｍ深付近まで達してい

り北にあった。しかし、親潮の面積は 1 月中旬

た。
秋季(11 月)の 145˚E 付近には水温 24℃以上

以降、平年並か平年より大きかった。
PH 線断面図における 2℃以下の中冷水の断面

の暖水域が観測された。

積は、冬季が小さかった他は平年並であった。

【津軽暖流】
第１図でみると、津軽暖流(100m 深水温:1～6

津軽暖流の東への張り出しは、1 月、7 月、10

月は 6℃以上、7～9 月は 8℃以上、10～12 月は

月は平年並で、他の月は勢力が弱く、平年より

10℃以上)の東への張り出しは、1 月は 143˚E 付

西であった。
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黒潮系暖水の北限位置は、6 月～7 月は 36˚N
～36˚30'N に、それ以外の月は 36˚30'N～38˚N
に位置していた。

第１図 気象庁地球環境・海洋気象部の解析（最終解析値）による月平均 100m 深水温分布図

19

第２図 表層水温客観解析（半旬ごと）による親潮面積の時系列図

春季（4 月 29 日～5 月 4 日）

冬季（1 月 25 日～29 日）

秋季（10 月 22 日～27 日）

夏季（6 月 25 日～28 日）

第３図 観測船によって観測された北緯 41 度 30 分線（PH 線）水温断面図（℃）

20

冬季（1 月 29 日～30 日）

春季（5 月 4 日、12 日～18 日）

夏季（6 月 29 日、7 月 8 日～12 日）

秋季（10 月 27～29 日、11 月 5 日～10 日）

第４図 観測船によって観測された釧路南東線（KSE 線）水温断面図（℃）
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冬季（2 月 10 日～18 日）

春季（5 月 17 日～18 日）

夏季（7 月 12 日～15 日）

秋季（11 月 7 日～13 日）

第５図 観測船によって観測された北緯 37 度線水温断面図（℃）
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参考図 海洋観測主要定線
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ライブカメラを用いた海水面の観測システムの紹介
海上保安庁海洋情報部環境調査課 尾形 淳

海上保安庁では，船舶の航行安全等の観点か

本システムの概念は図１のとおりであり，デ

ら流れの観測を実施している．現在，沿岸域に

ジタルビデオカメラから海面を撮影し，その画

おいては海洋短波レーダーによるリアルタイム

像処理により流れを求めるものである．

な観測がなされているが，運用において高コス

流れの演算にあっては，粒子画像流速測定法

トであり，また広範囲（約 10km 四方）を時間

（PIV：Praticle Image Velocimetry）により，

平均するものであり狭水道のような局所的な強

隣接するコマの類似している画像が移動した画

い流れを計ることは困難である．

素数（距離）を用い，相関値を計算し一番高い
相関に対する移動量を流れとしている．

そこで，現状の技術背景を考慮し，低コスト
且つ既存システムと同等の結果が得られる等を

また，併せて 2007 年 7 月に関門海峡で実施

前提として，2007 年から当庁と株式会社イメー

した測量船搭載の ADCP との比較測定試験の

ジワンとの間で，市販のデジタルビデオカメラ

結果を紹介する．

を用いた流れの測定技術の検討を行ってきた．

なお，
比較測定試験で ADCP により得られた

今回，本技術連絡会において本システムの紹

流速は 4knot であり，画像処理の実施により得
られた流速は，3.5～4.0knot 程度であった．

介を行うものである．

図１：システム概念
図２：画像解析【例】
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東北ブロック沿岸水温速報の開設
横内克巳（東北水研）・鈴木亮（青森水総研セ）・山口正希（岩手水技セ）・
白石一成（宮城水技総セ）・上野山大輔（福島水試）・小日向寿夫（茨城水試）
こととしている。

１．はじめに
IPCC(2007)は、20 世紀半ば以降に観測された

３．東北ブロック沿岸水温速報

世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の
温室効果ガスの観測された増加によってもたら

ネットワークの原型となる東北ブロック沿岸

された可能性が非常に高く、昇温は陸域とほと

水温速報が、平成２０年１０月３１日から開始

んどの北半球高緯度で最大となると予測した。

され、東北沿岸域における水温情報をインター

気象庁によると、日本の平均気温は上昇してい

ネットで公開している（図１）
。本事業で設置す

るが、東北地方の海面水温は日本海海域では上

るブイ５カ所に加えて、水産関係試験研究機関

昇傾向にあり、太平洋海域では明らかな上昇傾

が情報公開している定地水温及び自動観測シス

向は認められない。

テムの情報を掲載している。トップページには
直近の水温情報を一覧表として示している。さ
らに、グラフボタンから、指定した日時を起点

２．水産庁委託事業の開始
水産庁は「平成２０年度地球温暖化による沿

として、２４時間、１ヶ月間、1 年間の時系列

岸漁場環境への影響評価・適応策検討調査委託

図により過去の情報を確認することができる。

事業」のなかで、沿岸・内湾域として代表的な

また、パソコンからの閲覧に加えて、漁業者等

海域をモデルとして、各海域に自動観測ブイを

が利用しやすいように携帯電話から直近の各層

設置することによるリアルタイムでの沿岸漁場

水温が閲覧できるように設計されている

環境モニタリングにより、地球温暖化の特性を

http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/。

捉えるとともに地球温暖化の養殖業や磯根資源

今後、既存データの収集と観測データの蓄積

等に及ぼす影響を的確に評価する手法を開発す

を続けるとともに、漁業者や試験研究機関から

ることを目的として、
「自動観測ブイを用いたリ

の意見や要望を踏まえながら、内容の一層の充

アルタイム沿岸漁場環境モニタリングによる地

実を図っていきたい。

球温暖化影響評価手法の開発」
を実施している。
本事業の一環として、東北ブロックでは、東

４．東北沿岸域の水温の長期変動

北水研とブロック全県が連携して、温暖化の影

東北地方の沿岸域における水温情報の提供

響評価のための三陸常磐ネットワークの確立に

を開始するに当たり、水温の 100 年程度の変動

向けた取り組みに着手した。東北ブロックにお

を広域的に概観した。

ける本事業の目的は、温暖化が三陸常磐沿岸域

用いた資料は、１）航路標識事務所・灯台観

の定置網、磯根資源、養殖業の対象となる沿岸

測報告書１）のうち明治時代末から数十年間にわ

域の漁場環境に及ぼす影響を的確に評価するた

たり東北地方において測定された灯台水温資

めに、定地観測ブイと調査船観測等を組み合わ

料、２）青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨

せたモニタリング手法の開発と即時情報発信体

城県が 1960 年代から継続している沿岸定線観

制「温暖化の影響評価のための三陸常磐ネット

測結果のうち太平洋海域の陸岸寄り測点におけ

ワーク」を構築・運用し、三陸・常磐海域の沿

る海面水温、３）宮城県、福島県、茨城県が長

岸漁場生産に及ぼす影響の評価手法を開発する

期間測定を続けている地先の定地水温である
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（図２）。観測された全期間の月平均値から各
月の偏差を求め、さらに 3 年移動平均値を求め
た（図３）。観測頻度が月 1 回以下の測点では、
1 月１日から起算した日数を変数とする季節変
動関数に最適化させ、それからの偏差とした。
解析の結果、灯台水温資料、沿岸定線観測結
果、定地水温ともに、ほとんどの測点において
10 年規模の周期変動を示した（図３）
。山形県・
秋田県の日本海では 1920〜1930 年代に低温と
なり、
その後変動しながら上昇傾向にあった
（図
３）
。
津軽暖流域の季節別 50m 深平均水温偏差の
時系列２）によれば、日本海北部では 1960〜1980
年代には周期変動が認められたが、1980 年代末
以降は平年よりも低めになることが少なくなっ
た。太平洋では、とどが埼、江島、塩屋崎にお
ける長期変動傾向をみると、1940 年代以前は周
期変動があるが 1940 年代にいったん低温とな
った後、1950 年代に高温状態が持続した（図３）
。
1960 年代以降、沿岸定線と地先定点における水

図１．東北ブロック沿岸水温速報トップページ

温の変動はよく一致し、1960〜1980 年代に周期
変動が再び大きくなり、1980 年代半ばに大きく
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低下した後、1990 年代に高温傾向で推移してい
たが、2000 年代に低下した。1980 年代半ばから

41

2000 年代初めにかけての昇温傾向は解消され

汐首岬
D線1
尻屋埼

白神岬

ている（図３）
。このような沿岸域における水温
入道崎

40

の長期変動は、親潮第１分枝の南限位置の変動
２）

Latitude (N)

と関連性が認められる。40 年以上の沿岸定線

観測の結果解析によると３）、東北地方の太平洋
海域において沖合の下層水温はむしろ低下傾向
にあり、地球温暖化の影響がどのように現れる
か、今後も監視を継続していく必要がある。

飛島

39
38
37

１）
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go.jp/kaiyodb_pub/

とどが埼 TD00
OZ00

TS00
6
江島定地
田代島
松川浦 U1
大熊 T1
塩屋埼
S1
小名浜
江島灯台

参考文献
：水産海洋データベース http://jfodb.dc.affrc.

KR00

那珂湊 O-2
銚子

２）

：我が国周辺水域における海況の特徴と長期

35
139 140 141 142 143
Longitude (E)

変動 http://abchan.job.affrc.go.jp/pr/ kaikyo_
pamphlet_2008.pdf
３）

：平成 19 年度東北ブロック水産海洋連絡会
報第 38 号

図２．長期変動を解析した測点位置
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図３．東北地方における沿岸水温の月平均偏差（℃）の長期変動（３年移動平均）
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道南〜三陸沿岸の詳細な海況日報の紹介と当海域で見られた短期変動について
社団法人漁業情報サービスセンター 中園博雄
を細かくするためには、それに必要な観測デー
１．はじめに
社団法人漁業情報サービスセンターでは、設 タの空間密度の高さも要求される。
立当初から沖合で操業する漁船漁業者を対とし （２）海況図の水温分解能の変更
て海況情報の提供を実施してきました。さらに、 これまで１℃間隔だった等水温線分布図を０．
２００４年からは海況日報の提供の実施を行い、５℃間隔に変更することにより、1℃以下の水温
現在では多くの漁船漁業者により活用されてお 前線を表現することが可能となる。これまで、
表現できなったより多くの水温前線の表現が可
ります。
今年度からは、本発表で紹介する道南海域〜 能となると考えられる。
津軽沿岸域〜三陸沿岸域を対象として詳細な水
温分布図（図１参照）の作成の試行を開始しま ４．船舶観測データの収集体制の強化
した。現在、主に沿岸域を主漁場とする漁船漁
衛星に搭載された赤外線センサーによる海面
業や定置網を対象に、情報の提供を行い、情報
水温観測では、雲下の海域では、海面水温デー
の評価と課題について調査している段階であり、
タが得られない。それを補うために、船舶によ
いまのところは好評を得ております。
る水温観測データが非常に重要となってくる。
現在、従来からの漁業無線局や水産試験研究機
２．試行の背景
関からのオフラインによる水温観測データに加
（１）漁場形成海域としての重要性
道南〜三陸沿岸海域は、イカ釣り、サンマ棒 えて（一部メールにより送信していただいてい
受網、マグロ・カジキ延縄及び大目流し網、イ る。）、漁船に既存の GPS、水温計及びインター
ワシ・サバ類等まき網、カツオ・マグロ一本釣、 ネットに接続可能なパソコンを活用して、リア
オキアミ漁、イカナゴ漁等の漁船漁業をはじめ、 ルタイムの水温データ自動配信システムが徐々
定置網漁業や養殖業にとって、きわめて重要な に漁船に普及しはじめており、船舶水温観測デ
ータ収集がさらに強化されつつあり、詳細かつ
海域となっている。
高精度な水温分布図の作成に貢献している。
（２）水温データの観測密度の高さ
調査船による沿岸定線による水温観測の実施、
フェリーによる水温観測、漁場〜港間における ５．詳細な海況日報により見られた短期変動
詳細な海況日報により見られた短期変動の
漁船による水温観測、観測ブイ等、沖合域に比
具体例として、図２では、２００８年９月４〜
較して水温観測密度が高い。
９日にかけて津軽暖水の東方への張り出し強
（３）燃油高騰や魚価安対策
ここ５〜６年の間に燃油が２倍程度まで高騰 化に伴う、道南沿岸への暖水波及が鮮明に描か
し、さらに追い討ちをかけるように魚価安傾向 れていますので、ご報告いたします。同じく図
が続いている。その対応策の一つとして、好漁 ３では、２００８年１２月４〜１３日にかけて
場の探索時間を短縮することにより燃油消費量 津軽暖流の渦モードの移動変形に伴い、水温前
を最小限に抑え操業の省エネ化を計ることが重 線が日々刻々と南下する様子が描かれており
ましたのでご報告申し上げます（比較として昨
要である。
年同時期のものも載せてあります。２００８年
の変化が昨年のものに比べて急であることが
３．詳細な水温図について
わかります）
。
（１）データのグリッド間隔の変更
等値線図を作成するためのデータの格子間隔
を細かく変更することにより、より小規模な水
温分布の表現も可能となる。ただし、格子間隔
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試行における目的
左図のような詳細な海況情
報の有効性についての調
査

県の水産試験場のHPにリ
ンクをはっていただき漁業
関係者の方に広く閲覧し
ていただくとともに
様々な漁業者の方にモニ
ターを依頼中

図１ 道南〜三陸沿岸の詳細な海況情報の試行
（平成２０年２月〜現在）

９月４日

９月５日

９月８日

９月９日

図２

９月６日

２００８年９月４〜９日に見られた津軽暖水東方への張り出し強化
に伴う道南沿岸への暖水波及現象

図３ 津軽沖暖水渦の南下に伴う水温前線の変化
（左：２００８年１２月４〜１３日 右： ２００６年１２月４〜１３日）
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Excel VBA を用いた海洋データ処理ライブラリの整備
筧 茂穂（水研セ東北水研）
するライブラリの整備・公開に加え，プログラ

はじめに
大量のデジタルデータを処理・図化する際に

ミング初心者を対象とした講習会の開催を通し

はプログラミングを用いるのが有効であるが，

て，プログラムユーザーの拡大・普及を図る．

その習得には，プログラミングの基本的な命令

本報では VBA について概説するとともに，ラ

文や構造を学習するだけでなく，複雑な計算や

イブラリの内容や活動について報告する．

図化に関する特殊かつ難解な命令文についても
Excel VBA

理解する必要がある．そのため，これまで海洋
分野におけるプログラミングの使用は一部の研

VBA （ Visual Basic for Applications ） は

究者（主として物理系）に限られてきた．しか

Microsoft Office に実装されているプログラミ

しながら，近年，衛星データや海況予測モデル・

ング機能であり，Excel VBA は文字通り Excel

生態系モデルによる計算結果などがインターネ

に実装された VBA のことである．Excel はさま

ット上に流通するようになってきているととも

ざまな分野・業務において日常的に利用される

に，環境，地球温暖化，生態系といったさまざ

ソフトであり，多くのパソコンにインストール

まな事象がからまった問題を解明するためのプ

されている．
そのため，
導入にかかるコストは，

ロジェクト研究などを通じて大量のデータ処理

ハードウェアはもちろんのこと，ソフトウェア

の必要に迫られ，プログラミングの導入を考え

についても不要となる．
VBA は，今のところ Excel のバージョンによ

る研究者も増えてきた．

らず 1998 年にリリースされた Visual Basic 6.0

現在，プログラミング言語は，代表的な C，
インターネットの世界で幅広く普及している

をベースとしている．Visual Basic（以下 VB）

Java ， 地 球 物 理 分 野 で の ユ ー ザ ー が 多 い

は Microsoft 社が Windows 向けに開発したプ

FORTRAN などさまざまな言語が利用可能で

ログラミング言語の一つであり，多数のプログ

ある．プログラミング言語を選択する上で，必

ラミング言語の中でも簡単かつ親切な言語とし

要十分な機能・性能が備わっていることは不可

て知られる．VB の優れた点の詳細は Microsoft

欠ではあるが，海洋関連のデータ処理・図化で

社の広報や他の書籍に譲るが，他の言語に比べ

あればほとんどのプログラミング言語で可能な

ると，おまじない的な手続きが非常に少なく，

内容である．初めてプログラミングを学ぶ人に

エラーメッセージもわかりやすい．この利点に

とっては機能・性能よりもむしろプログラミン

より，初めてプログラミングを習得する方には

グの習得にかかる難易度や開発環境の整備にか

もちろんのこと，ハイレベルなプログラマーに

かる金銭的な問題などが重要となってくる．

とっても扱いやすい開発環境が提供される．ハ
イレベルな他言語のプログラマー達の一部には，

このような背景のもと，プログラミングによ
って低コストかつ簡便にデータ処理を行えるよ

VB の持つ利便性を非難的に見て「敷居の低い

うライブラリを整備する必要性を強く感じ，そ

言語」と称すこともあり，その普及は，Windows

の実現に向けて東北区水産研究所の所内研究費

ベースでしか動作しない，他の言語に比べ処理

「平成 20 年度研究開発基盤強化費」
に応募し，

速度が劣る等の理由もあってそれほど大きいと

採択された．本課題では，Excel VBA 上で動作

はいえない．しかしながら，Windows だけで仕
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事が完結するユーザーも多く，コンピューター
の処理速度も一昔前に比べると格段に早くなっ
ており，大規模かつ高速処理が必要な計算，OS
の根幹の操作，多機能のソフト開発等を除けば
VB で目的を達成できない事例は少ない．VB は，
簡単な構文や構造で記述できるとともに，コー
ディングやデバッギングをサポートする強力な
インタープリタ機能を有しており，習熟にかか
る時間的コストが削減されるため，
「プログラミ
ングを本業とはしないけれども，少しはプログ
ラミングができるようになりたい」というユー
Fig. 1 MSSP のソースコードの一部．海水の状態方程

ザーには最適のプログラミング言語である．

式が関数化されている．

ライブラリ「MSSP」
VBA を用いて簡単にプログラミングができ
るとはいえ，複雑な計算や処理を実現するため
にはライブラリが必要となってくる．例えば海

例えば，海水の状態方程式はもちろん，地衡

洋学では海水の密度を計算することが頻繁にあ

流計算に必要な力学高度の算出，塩分や溶存酸

る．密度は測器に付属の処理ソフトを用いてテ

素濃度の計算などを簡単に行うことができる．

キスト形式で出力されることも多いが，塩分補

一部の計算については，Excel のシート上でも

正後の密度を得るためには計算する必要が生じ

計算できるように function 化した．例えばσθ

る．海洋観測指針（気象庁，1999）には密度（σ

の計算は，結果を出力するセルを選び，sum や

t やσθ）や温位等の状態方程式が記載されてい

average を計算するのと同様に
“＝sigma_theta

るので，これを参考にしてサブルーチンを作成

（Sal_PSU,Temp_ITS90,Pressure_db）”とす

することは可能であるが，プログラム初心者に

ればよい（Fig. 2）
．ここで引数となる Sal_PSU，

は非常に難易度が高い．本研究では，海洋物理

Temp_ITS90，Pressure_db はそれぞれ塩分，

関係の計算ライブラリとして MSSP（Marine

水温（ITS90）
，圧力（db）である．

Science Subroutine Package）を整備・公開し，
より簡単に計算や処理が行えるようにした．
MSSP は著者の出身研究室である京都大学
農学研究科応用生物科学専攻海洋生物環境学分
野 藤原建紀教授により開発された計算ライブ
ラリで，潮汐計算など主に沿岸の海洋物理デー
タ解析で用いるサブルーチンが収められていた．
著者が東北水研に赴任し，外洋のデータも扱う
ようになったため，外洋データ処理に関連する
サブルーチンを追加し，今では 60 以上のサブ
Fig. 2 Excel のシート上でのσθの計算．ユーザー定義

ルーチンが含まれ，海洋物理分野における主要
な計算をカバーしている（Fig. 1）
．

の組み込み関数として使用できる．
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（Fig. 3）．プログラミングの基礎は飛ばして，

また，データ解析の過程で必要不可欠なさま
ざまな計算についてもサブルーチン化されてお

あらかじめ用意しておいたサンプルプログラム

り，多変量解析や行列計算（逆ベクトル，固有

を少しずつ改良しながら処理プログラムを完成

ベクトル）などが可能である．また，インター

させるという講習内容であったため，プログラ

ネットを経由したファイルのダウンロードやフ

ミングの習得はほとんど期待できないが，プロ

ァイルリスト作成などの機能を持つサブルーチ

グラミングの利便性を体感してもらうことがで

ンも含まれており，データの処理の際に非常に

きた．
．

活躍する．
リリース等の今後の予定
本課題では計算ライブラリのみならずグラフ

プログラミング講習会の開催
Excel を使ったことはあってもプログラムを

ィックライブラリについても開発を行っている．

作成したことが無いケースが多いため，ライブ

このライブラリは VBxyplot と名付けており，

ラリの配布だけではユーザーは拡大しない．そ

折れ線，散布図，等値線図等の平面図を描画す

こで，本課題の宣伝を兼ねて，プログラミング

ることができる．VBxyplot には，座標軸描画，

の普及を目的とした講習会を 11 月 21 日に東北

線や各種シンボルの描画，文字の記入，塗りつ

水研で開催した．講習会には，東北ブロックの

ぶし等を行うサブルーチンがあり，比較的簡単

海況担当者と東北水研の研究者，併せて 13 名

にフルカラー，TrueType フォント埋め込みの

の参加があった．

PostScript 形式のファイルを出力することがで
きる．
これらのライブラリは，H20 年度内に HP 上
に公開する．そのアドレスについては未定では
あるが，少なくとも下記のアドレスからアクセ
スできるようにしておく（Fig. 4）
．
http://cse.fra.affrc.go.jp/kakehi/VB/index.html

Fig. 3 SBE 社製 CTD の hdr ファイルから緯度経度，
観測時刻を取り出すプログラム．

講習会では，海況担当者が頻繁に使用する
SBE 社の CTD データの処理を中心に行った．
具体的には asc データからのデータ読み込み，

Fig. 4 MSSP，VBxyplot のページ案．H20 年度末以

hdr データからの時刻・緯度経度の切り出し，

降には，ここあるいはここからのリンク先から

両者をマージして出力するという作業である

ライブラリをダウンロードできる．
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このページには，2009 年 1 月末の段階では
ライブラリのダウンロードはできないものの，
サブルーチンの内容や開発の経緯などが記され
ている．
このページは今後も存続し，
更新情報，
サンプルプログラムなどのアップロード，FAQ
などをしてゆく予定である．
なお，ライブラリの著作権ついては水研セン
ターに譲渡するが，商業目的でない限りはフリ
ーであり，研究・教育活動等の非営利目的での
利用には一切の制限はない．なお，このご時世
がら，本プログラムを用いて作図した図を論文
等に掲載する際には、謝辞に一言「一部の図は
VBxyplot を用いて作成した」等を入れていた
だけると感謝甚大である．デバッグ等は当面著
者が行うことになるので，バグや要望などは直
接当方にお知らせ頂けると幸いである．
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むつ研究所の業務紹介
渡 邉 修 一
独立行政法人 海洋研究開発機構 むつ研究所
海洋に関する基盤的研究開発等の業務を通し
て、海洋科学技術や学術研究に資することを目
的とする独立行政法人海洋研究開発機構に属す

2-1. 北太平洋時系列観測研究から
北太平洋亜寒帯域定点で行われてきた時系列
観測データを整理し、次の 2 点を見出した。

るむつ研究所は、原子力船「むつ」を改造した

海水中を沈降する粒子を捉えるセジメントト

海洋地球観測船「みらい」の母港として観測を

ラップに捕集された粒子の組成のうち、生物を

支援するとともに「北太平洋時系列観測研究」

起源とするオパールと炭酸カルシウムの組成比

を実施している。また、
「みらい」によって得ら

が年々減少している傾向が見られた。

れた研究結果の公表等を通して地域社会に向け、

また、表層付近の全二酸化炭素濃度にも増加

海洋学一般知識の普及及び機構が得た最近の知

がみられ、冬季の二酸化炭素放出量（北太平亜

見の紹介等の活動を行っている。その活動一つ

寒帯域の冬季は大気より表層海水の二酸化炭素

として平成 19 年度から下北地域での温度計測

分圧が高い）が年々減少し、2025 年ごろに大気

を開始し、関係者に結果の配信している。

と平衡に達し、二酸化炭素を放出しなくなる可

1. 「みらい」に関わる業務

能性を示した。

1-1. 「みらい」の母港としての運航支援

2-2. 機器開発

平成 20 年度は、
むつ市関根浜港に 3 度の出入

文部科学省に受託研究により使いやすい低価

港を行い、燃料価格の高騰の影響を受け、長期

格な漂流型二酸化炭素測定装置を開発している。

滞在となった。その間に一般への海洋学の普及

昨年度から種々の海域における実証試験が始ま

のための活動を行っている。

り、評価のための海域データの取得が行われて

今年度「みらい」が行った航海の中で多くの
人の注目を浴びたのは、北極海における観測航

いる。
3. 普及活動

海であろう。耐氷構造を有する「みらい」は多

FM ローカル局、シンポジウム、施設一般公開

少の海氷のある海洋の航行は可能であるため、

を通してむつ研究所の成果や海洋研究の基本的

これまでも北極海の氷の少ない海域で観測を行

知見をむつ・下北地域に発信を継続している。

ってきた。これまでの到達最北点は、北緯 76

この活動に加え、
平成 19 年度から下北半島津

度 34 分であったが、今年度は、北緯 78 度 53.8

軽海峡に面した東通村野牛漁協ホタテ地撒き地

分まで達し、北極海における海氷の減少が進ん

域で温度測定を開始した。得られた表層・底層

でいることを具体的に示した（参考：

における温度データは海洋環境モニター報告会

http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/arctic_rep

を通して地域へ発信することを開始した。

ort/index.html）。

4. 将来へ向けて

1-2. 「みらい」観測支援

東北・北海道地域には多くの海洋、海洋資源

「みらい」観測支援としてむつ研究所では、

に関わる研究所がたくさんある。それらの連携

大型機器の整備、分析補助、積み込み、積み卸

がより密になり効果的な各種モニター事業、研

し時の種々の支援を行っている。

究が行われることを望み、むつ研究所もその一

2. むつ研究所における研究活動

角を担えるように努力したいと考えている。
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自動昇降装置を用いたモード水形成過程の直接観測の試み
伊 藤 進 一・清 水 勇 吾・筧 茂 穂（ 東 北 水 研 ）・植 原 量 行（ 東 海 大 ）・中 野 俊 也
（ 気 象 庁 ）・ 蒲 地 政 文 （ 気 象 研 ）・ 志 藤 文 武 ・ 奥 西 武 （ 東 北 水 研 ）
塊の形成過程を考える上では、位置を固定した

1. はじめに
北太平洋で最も深い混合層が、40-42ºN，

連続観測が必要とされる。今回、冬季の TRMW

152-160ºE の領域に形成されている
（Suga et al,

領域における混合層の形成過程を連続的に追う

2004）
。この海域における夏季の直接観測から、

ために、混合層係留システムと水中グライダー

Saito et al. (2007)は 26.5-26.7σθにおける渦

を組み合わせた観測を計画したので、その実施

位極小層（水温 5-7 ℃，塩分 33.7-33.9 psu）

状況をここに報告する。

の存在を示し、Transition Region Mode Water
2. 観測計画

(TRMW)と名付けた。この渦位極小層は、中央
モ ー ド 水 （ Central Mode Water: CMW,

これまで実施してきた照洋丸（2003，2004

Nakamura 1996, Suga et al. 1997）の典型的

年）の観測では、42ºN，155ºE 付近に最も深い

な特性である 26.0-26.5σθ，8-13℃，34.0-34.5

混合層が存在していたため、この海域に、係留

psu よりも重く，低温・低塩な特性を持つ。

系を設置した（2007 年 9 月、42-12.4ºN，

Isoguchi et al. (2006)によって、準定常的な流

155-07.9ºE）。係留系の最上部にあたる水深

れによって、黒潮続流域から高温・高塩分水が

300m には自動昇降装置（日油技研社製）が取

当該領域に供給されていることが示された。こ

り付けられ、そこから CTD 計測ブイが海面付

の塩分付加が、深い混合層の形成に寄与してい

近まで 10 日に一度上下し、鉛直プロファイル

る可能性がある。しかしながら、混合層の形成

を計測する計画を立てた（図 1）
。水深 350m に

時期である冬季は荒天のため、当該領域での観

は 75kHz の ADCP（RD 社製）が設置されてお

測は限られており、Oka and Suga (2005)が解

り、混合層内の水平流速も計測できるように設

析に用いた気象庁 165ºE 観測線も当該領域から

計した。また、500m，1000m，2000m にも流

は東に逸れている。

速計を設置した。

一方、国際 ARGO 計画によって、2000m ま

1 年後の 2008 年９月にこの係留系の回収を

での海洋物理構造を把握する全球海洋即時観測

行った。係留系は全部無事回収できたが、自動

システムの構築（The Argo Science Team,

昇降装置は正常には動作しておらず、1-3 回目、

2001）が進められており、2007 年 11 月に当初

5-6 回目、16-17 回目のみしか上下していなか

の目標であった 3000 台の ARGO フロートの配

った。自動昇降装置には、繰り出しの際にロー

備ができ、平均 300km 四方の海域に 10 日ごと

プが緩んだ状態で繰り出さないようテンショナ

に海洋データプロファイルが得られることにな

ーマグネットセンサーが取り付けられているが、

っている。この新たな観測網によって、これま

計測ブイの浮力不足によってロープ張力が低下

で実施が困難であった冬季などの海況条件が厳

し、このテンショナーが作動してしまい、上下

しい期間でもデータを得ることができるように

動が正常に行われなかったようである。ADCP

なり、Uehara et al. (2003)や Oka and Suga

においては 6 月までの、流速計においては１年

(2003)等では、亜熱帯モード水の形成過程につ

間のデータが良好に取得された。

いて、従来の結果より詳細な過程を示すことに

2008 年 9 月の回収後、データを吸い上げ、

成功した。
しかしその一方で、
広範囲とは言え、

係留系を整備し、再設置を行った。その際に、

形成領域が限定されている TRMW のような水

周りを囲むように 4 系の係留系を設置し、係留
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系アレイを組み立てた。これら係留系アレイの

は、日油技研工業の北澤氏、浜田氏を初め多く

データを元に、混合層形成に寄与している水平

の方々に協力してもらった。

移流成分を観測しようと試みている。
参考文献
3. 観測結果
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図１．自動昇降装置の構造。
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図 2．2008 年 9 月の若鷹丸による Jason-2 軌道 110 直下の観測断面における水温、塩分、密度、
溶存酸素、地衡流の分布。

図 3．自動昇降装置、係留系アレイ、水中グライダーを組み合わせた観測。
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GPS 波浪計付近の海流データについて
蒲池 信弘 （第二管区海上保安本部）
１．はじめに
第二管区海上保安本部が実施した海洋観測に
ついて、本州東方海流観測として、「東北地方整
備局所管 GPS 波浪計併設流速計との比較観測」
を 6 月及び 7 月の 2 回、本庁測量船により実施し
た。また、沿岸域流況調査として、「仙台湾流況調
査」を 8 月、10 月及び 11 月の 3 回、用船により実
施した。
本会議では、7 月に実施した GPS 波浪計併設
流速計との比較観測について観測結果を報告す
る。
２．観測結果
（概要）
東北地方整備局により津波監視のための”GPS
波浪計”が運用されており、当該波浪計には流速
計が設置されている。
第二管区海上保安本部海洋情報部では、今後、
当該流速計の観測データの提供を受けて、海難
による漂流予測等の業務に有効活用する方針で
ある。その前提として、同観測データによる有効な
海域範囲を確認するため、測量船の搭載 ADCP
による海流観測を実施した。
なお、今回の観測について同時期の流速計観
測データは今後提供を受ける予定であり、データ
内容の比較検証を行っていないことから、海流観
測データの結果について述べる。
観測期間は 2008 年 7 月 15 日、実施船舶は海
上保安庁（本庁）海洋情報部所属の測量船「天
洋」（総トン数約 430 トン）である。
観測項目は表面水温及び海面下約 10、50、
100m の流向・流速（ADCP）である。
九管区での作業終了後、日本海北部海流観測
を実施し、東京へ帰投する際の回航時に実施し
た。
測線については、GPS 波浪計設置位置を取り
囲むように東西南北約 3 海里程度の測線を設定
した。GPS 波浪計の設置位置及び測線を（図 1）に
示す。
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（流向・流速）
○八戸沖
この地点は水深が 100ｍ以浅であることから、海
面下約 10m および 50ｍ層の測流結果を（図 2）に
示す。八戸沖（北緯 39 度 38 分、東経 141 度 45
分）での GPS 波浪計周辺では、表層においては
南東方から南南東方へ向かう 1.0～1.9kn の卓越
した流れが観測された。また、50m 層においても
同様に、南東方から南南東方へ向かう 1.0～1.9kn
の流れが観測されたが、北緯 43 度 35 分以南から
は表層と異なり南東方へ向かう流れとなっていた。
この八戸沖の強い流れは津軽暖流の南下に伴い
観測されたものと思われる。
○宮古沖
海面下約 10m および 100ｍ層の測流結果を（図
3）に示す。宮古沖（北緯 39 度 37.6 分、東経 142
度 11.2 分）での GPS 波浪計周辺では、表層は南
東方から南方へ向かう 0.6～0.9kn の流れが見ら
れるが、100ｍ層においては、宮古沖の流れは、
八戸沖から南下する津軽暖流が弱まって、南東
方へ向かう流れとなっている。
○気仙沼沖
海面下約 10m および 100ｍ層の測流結果を（図
4）に示す。気仙沼沖（北緯 38 度 51.5 分、東経
141 度 53.7 分）での GPS 波浪計周辺では、表層
においては南東方へ向かう 0.3～0.9kn の流れが
観測された。また、100m 層においても同様に、南
東方へ向かう 0.6～0.9kn の流れが観測された。気
仙沼沖の流れは、親潮系冷水からの冷水域が気
仙沼沿岸部にまで流入している影響を受けたもの
と思われ、岸線に沿った流れであり、宮古沖よりも
強い傾向にあった。

③八戸沖

GPS 波浪計

②宮古沖

①気仙沼沖

GPS 波浪計設置位置
GPS 波浪計

測線

緯度

経度

水深

気仙沼沖

Ｋ

N38-51-28

E141-53-40

173m

宮古沖

Ｍ

N39-37-38

E142-11-12

200m

八戸沖

Ｈ

N40-38-00

E141-45-00

87m

図 1 GPS 波浪計設置位置及び測線図

波浪計●

波浪計●

八戸

八戸

表層

50ｍ層

図 2 流向・流速図（八戸沖）
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宮古

波浪計●

宮古

表層

波浪計●

100ｍ層

図 3 流向・流速図（宮古沖）

気仙沼

気仙沼
波浪計●

波浪計●

表層

100ｍ層

図 4 流向・流速図（気仙沼沖）
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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
登内茂樹・熊谷美登里（海上自衛隊海洋業務群）
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)

測器

海上

XCTD

自衛隊

北海道・

CTD

東北水研

観測

観測位置

時期

2002 ～ 4125N,
2008 年
2001 年

14140～14600E
A-line の
北方 4 点

(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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密度層

2003 年 6 月
観測データ無し

混合比 2002年7月
140

密度層

100

25.7‐25.8

80

25.8‐25.9

60

25.9‐26.0

40

26.0‐26.1

20

14600E

‐40

14400E

‐20

密度層

26.1‐26.2

0

14040E

混合比(%)

120

26.2‐26.3
26.3‐26.4

観測経度（緯度4125N）

密度層

2002 年 8 月
観測データ無し

密度層

密度層

密度層

密度層

図４－１ 混合比計算結果(2002～2003 年)
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密度層

密度層

密度層

2005 年 7 月
観測データ無し

密度層

密度層

密度層

2004 年 10 月
観測データ無し

密度層

密度層

図４－２ 混合比計算結果(2004～2005 年)
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密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

密度層

図４－３ 混合比計算結果 (2006～2007 年)
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図４－４ 混合比計算結果(2008 年)
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（１）

仙台湾の高解像度海洋環境観測とその物理的解釈

（２）

衛星観測と数値モデルによる陸奥湾の海況
川村宏

１．はじめに

（東北大学大学院・理学研究科）
び、SST フロント情報により、仙台湾

－話題の構成

の海洋変動現象を良く捕らえることが

温暖化に代表される地球環境問題が深刻化

できる。

する中、沿岸域の脆弱性が改めて深く認識され
るようになった。世界中の沿岸陸域には、多く

(2) 衛星赤外観測 SST(1km,1997-2006)によ

の人口が集中する。温暖化の影響は沿岸海域の

る客観的な気候値(1km、365 日）は仙

様々な変動を引き起こし、それらが沿岸域に住

台湾の高解像度変動現象解析にとって

む人々に大きなインパクトを与える。このよう

大変有効である。

な状況を踏まえつつ、沿岸域の観測システム構

(3) 河川水の影響を受けた暖水塊が、夏季

築が進められるべきである。この講演では、東

仙台湾広く覆い、湾内流動、物質循環、

北地方の代表的な湾である仙台湾と陸奥湾に

生物活動に大きな影響を及ぼす。図１

関し、話題提供を行った。

は、季節の進行とともに徐々に暖水塊
が形成される様子を示す。

２． 仙台湾の高解像度海洋環境観測とその物
理的解釈
昨年度の第５７回東北海区海洋調査技術連
絡会では、沿岸域海洋観測に関わる最新の科学
技術開発、特に高解像度衛星観測の海洋を紹介
し、それを組み込んだ新しい沿岸域海洋観測シ
ステムの重要性について論じた（講演題目は、
「東北地方沿岸海域の衛星海洋リモートセン
シング」）。その際、仙台湾を対象とした研究と
その方向性について述べた。今回の報告では、
それ以来約１年で進展した高解像度衛星観測
を用いた仙台湾の研究について紹介した。
AVHRR センサーから得られる海面水温は、1km
の解像度を有する。それを十分に活用した仙台
湾の研究は、これまであまり行われてこなかっ
た。われわれの研究により、以下のようなこと
図１ 2008 年 5-6 月にかけて、仙台湾に暖水塊

が判った。
(1) 高解像度赤外海面水温（1km 格子)、及

が徐々に形成されていく様子。
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３． 衛星観測と数値モデルによる陸奥湾の海

渦度が加えられる。数値海洋モデルを用いた実

況

験により、この地形にゆがめられた海上風が陸
奥湾の循環を作り出すと考えられた。

陸奥湾に関する、私たちのグループの研究歴
は長い。講演では、これまでの研究をたどり、

参考文献

その概要を紹介した。
東北大学において、1988 年に NOAA 衛星観測
データの直接受信を開始してすぐ、我々は陸奥

川村宏(1992):陸奥湾における昇温期の大気海

湾に特徴的に起こる海面水温短期変動に気が

洋相互作用について.月刊海洋、24(6)、

ついた（川村、1992）。夏季の晴天時に、陸奥

385-388.

湾の東湾のみが大きな日昇温を示す。Kawai et

Kawai, Y., K. Otsuka and H. Kawamura (2006):

al.(2006)は、この現象が陸奥湾周辺の海陸配

Study on diurnal sea surface warming and

置によって引き起こされる固有の現象である

a local atmospheric circulation over

ことを、局地大気モデルと海洋極表層モデルを

Mutsu Bay, J. Meteorol. Soc.Japan, 84(4),

組み合わせた数値実験により、突き止めた。

725-744.
Yamaguchi, S. and H. Kawamura (2005):

ヤマセの海上風は、三本木原の平地を吹き抜
け、陸奥湾に流入する。Yamaguchi et al.(2005)

Influence

of

orographically

steered

は、合成開口レーダーの画像に陸奥湾上で周辺

winds on Mutsu Bay surface currents, J.

地形（夏泊半島など）にゆがめられた海上風場

Geophys. Res., 110(9):Art. No. C09010.

を発見した（図２）。陸奥湾の西湾に海上風シ
ェア－が生じ、海洋には海上風ストレスにより

図２

1998 年 7 月

13 日、合成開口レ
ーダーによって映
像化された陸奥湾
内の海上風分布。
明るいほど風が強
い。AMeDAS と湾内
ブイによって得ら
れた地表風を矢印
で示した。
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平成２１年度海洋気象観測計画案
函館海洋気象台
観測目的：定期海洋観測
気候変動に関連する年々～数十年規模の海洋変動の実態把握と機構解明
廃油・重金属などによる海洋汚染の実態把握
中層フロートの展開
その他の観測等
宮城県沖における海底地震計設置・回収
漂流型海洋気象ブイロボットの展開
観測種目：海洋観測
海潮流観測
各層観測（水温、水質〔塩分、溶在酸素量、リン酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、
水素イオン濃度〕、プランクトン〔クロロフィルａ、フェオフィチン〕）
海洋バックグランド汚染観測（水質〔重金属、海面油分〕、
海面の油塊、海面の油膜及び浮遊物）
海上気象観測 定時観測・通報及び自動観測・通報
高層気象観測 定時観測・通報(必要に応じて臨時観測・通報を行う)

春季：4月下旬～6月上旬

夏季：6月下旬～8月上旬

秋季：10月中旬～11月下旬

冬季：1月中旬～2月下旬
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東北区水産研究所平成 21 年度海洋観測調査計画
東北区水産研究所
2009 年度 A-Line 観測計画
期間

船名

05/07-05/14
07/10-07/23
10/07-10/17
01/21-02/04
03/02-03/15

北光丸（38N まで）調整中
若鷹丸（38N＋係留系）
北光丸（38N まで）調整中
北光丸 調整中
若鷹丸（38N まで）

2009 年度若鷹丸調査計画
調査名

海域

日数

日程

生物大発生調査

黒潮続流域

16

05/12-05/27

魚探調査

親潮域

11

06/01-06/11

カレイ・マダラ調査

東北沿岸

20

06/17-07/06

A-line 観測・係留系回収・設置調査

Ａライン

14

07/10-07/23

ヒラメ卵・仔稚魚分布調査

仙台湾

12

07/28-08/08

混合層変動調査

北西太平洋

30

09/01-09/30

底魚類資源量調査

東北沿岸

48

10/06-11/26

A-line 観測

Ａライン

14

03/02-03/15
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第５８回東北海区海洋調査技術連絡会事務打ち合わせ
１

平成２１年度海洋調査計画について
函館海洋気象台、第二管区海上保安本部、海上自衛隊大湊地方総監部、東北区水産研究所
の４機関から別紙の通り、調査計画について報告があった。

２

平成２１年度当番官庁について
順番により第二管区海上保安本部が受け持つことで了承された。

３ その他
（１） 議事録について
昨年同様の作成方法により作成し平成２１年１月３０日までに海上自衛隊大湊地方
総監部に送付してもらい誤字等を訂正したのち、東北区水産研究へ送付する。
（２） 海上自衛隊大湊地方総監部は昨年、抜会等の意思表示を示しましたが今後とも継続して
いくことで関係機関に了承された。
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第５８回東北海区海洋調査技術連絡会
閉会の挨拶
大湊地方総監部防衛部長

宇野博之

昨日、今日と多数の皆様にお集まりいただき、調査研究の発表、或いは、
東北海区の海況についての熱心な討議など大変ご苦労様でした。
このように海洋関連機関が一同に会し、情報の交換や調査、研究発表
を行うことは、新たな研究への方向性や発展性に繋がるという意味で非
常に有意義なことであり、今後、更に充実させてゆくことが必要である
と考えます。
大湊地方総監部としても関係各位の皆様との連携を密にして、今後と
も努力していきたいと思います。
最後に、本会の開催にあたりまして、当番官庁として至らない点があ
ったことと思いますがお許しいただき、今後、本連絡会の益々の発展と
皆様のご活躍を祈念して第５８回東北区海洋調査技術連絡会の閉会のあ
いさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
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東北海区海洋調査技術連絡会規約
第１条

本会は、これを東北海区海洋調査技術連絡会と称する。

第２条

本会の会員は、東北海区に調査船を出動させて調査研究を行う下記４機関
の関係主務職員をもって構成する。
（１）第二管区海上保安本部
（２）函館海洋気象台
（３）東北区水産研究所
（４）大湊地方総監部

第３条

本会は、上記４機関で実施する海洋調査に関して相互に技術的情報を交換
し、特に東北海区の海洋の実態を認識し、その変化を予知するための研究
発表及び討論を行う。

第４条

本会は、前条の目的を達するため年１回会合を開く。また、必要に応じて
臨時会を開くことができる。

第５条

本会は、連絡事項を掌るため上記４機関に幹事をおく。

第６条

本会の世話役は１年交代とする。

附則

1951年8月21日制定
1961年10月19日一部改正

参考
1961年10月19日気象庁海洋気象部及び仙台管区気象台が脱会し、大湊地方
総監部が会員に加入して規約の一部が改正された。

