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平成25年12月2日(月)・3日(火)

塩釜港湾合同庁舎

2階大会議室

第63回東北海区海洋調査技術連絡会

第63回東北海区海洋調査技術連絡会開会の挨拶
大久保 安広・第二管区海上保安本部長
ただいま紹介頂きました大久保でございます。
第63回と長い歴史をもつ、本連絡会の開催にあたりひとことご挨拶を申し上げます。
今回は当管区本部が幹事ということで、遠路塩釜までお集まりいただきありがとうござい
ます。また、皆様方には平素から海上保安業務に深いご理解ご協力を賜り、この場で御礼申
し上げます。
この会は聞くところによると、６３回、昭和２６年から開始されていると言うことでまさ
に長い、皆様方あるいは諸先輩方の長い長い積み重ねの研究成果が非常に大きな成果をあげ
ているものと認識しております。私どもの海上保安業務にあっても、漂流船舶の捜索であり
ますとか、管内環境の把握、こういったものについては漂流予測、それら非常に大事な要素
でございますけれども、これらもひとえにここにお集まりの皆様方の熱心な調査研究の積み
重ねであると、いうふうに認識しております。改めて感謝申し上げる次第でございます。
更には東日本大震災以降、私どもの共通の現場、対象である海、これらについて震災以前、
さらに復興させようと東北地方の一員としてご尽力されていることに心から敬意を表する
ところでございます。
今回の連絡会では、観測技術や東北海区の海況、余効変動などの新しい話題、世間が注目
している放射線の状況などが発表させると聞いております。いずれにいたしましても、私ど
もの仕事は海に関するものであり、それぞれの機関でその目的・取り組みが異なるところが
ございますが、美しい日本の海を愛し、守り、豊かな海を育み、安全・安心な海上活動を支
えていくという命題には共通のものがあるというふうに思っております。本連絡会を通して
各機関が今後も横の連携を一層近密にし、それぞれの業務に反映され東北地方あるいは日本
の国民、社会にとってさらなる成果があげれることを期待しております。
本日、明日と二日間の連絡会議の開催におきましては、皆様庁舎に入られるときにお目に
されてるとおり、庁舎の耐震工事も行われており皆様方には不自由をおかけすることもあろ
うかとございますが何卒ご容赦いただき、活発な討論や発表を通じて本連絡会が実りあるも
のになることを期待いたして、期待しますとともに本連絡会の歴史が益々光り輝きますこと
を祈念して私の開会の挨拶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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2013 年の東北周辺海域の海況
仙台管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課 前田達也 金子秀毅
１.はじめに

沖にかけてみられた。

今年 10 月に気象庁で組織改編が行われ、函

親潮面積の旬別時系列図を図 3 に示す。親潮

館海洋気象台と舞鶴海洋気象台から東北地方

面積は 2～3・11 月は平年より大きく、1・4～5・

の海洋部門が仙台管区気象台に移管されたた

8～10・12 月は平年並、6～7 月は平年より小さ

め、気象庁から公開されている「海洋の健康診

かった。特に 6 月は平年よりかなり小さく、な

断表」の担当海域も「北海道周辺・日本東方海

かでも中旬が最も小さかった。

域」から「東北周辺海域」に変更された。今年

【津軽暖流】

度からは「東北周辺海域の海況」として公表し

2013 年 1～12 月の津軽暖流の張り出しの東

ているので、これを紹介する。

端位置の時系列図を図 4 に示す。

ここでは、北緯 43 度以南、東経 141 度～148

津軽暖流の張り出しの東端は、6～7・9 月に

度の範囲内で 100ｍ深水温が 5℃以下の領域を

平年より東、1・8・10～11 月は平年より西、2

親潮域、北緯 43 度以南、東経 142 度～147 度

～5・12 月は平年並の位置にあった。9 月が最

の範囲内で 100ｍ深水温が 15℃以上の領域を

も東に張り出していた。

黒潮系暖水と定義している。津軽暖流の張り出

【黒潮系暖水】
2013 年 1～12 月の黒潮系暖水の北限位置の

しの東端の指標は、
100m 深水温で 1～6 月が 6℃

時系列図を図 5 に示す。

以上、7～9 月が 8℃以上、10～12 月が 10℃以
上である。また、親潮の南限と親潮面積は 1985

黒潮系暖水の北限位置は、1～9 月が平年よ

～2010 年の気象庁海洋データ同化システムに

り北に位置し、10・12 月は平年並、11 月は平

よる解析データ、津軽暖流の東への張り出しと

年より南に位置した。2009～2013 年の 5 年間

黒潮系暖水の北限の平年値は、1971～2000 年

で 1～9 月まで平年より北に位置したのは今年

の表層水温の客観解析データから求めている。

の他はなかった。黒潮系暖水の北上が顕著だっ
たのが本年の特徴である。

２.海 流
３.海面水温

【親潮域】

2013 年 1～12 月の月平均の海面水温偏差図

2013 年 1～12 月の東北周辺海域 100ｍ深水温

を図 6 に示す。

図を図 1 に、親潮の沿岸寄りの分枝と沖合の分

本州東方の海面水温は、1～2 月は平年より

枝の南限位置の時系列図を図 2 に示す。
沿岸寄りの分枝の南限は 1 月は平年並、3 月

低く、3～4 月は平年より高い海域が広がった

は平年より南、2・4～8・11 月は平年より北に

が、5 月には東経 145 度の西側では平年より低

位置した。沖合の分枝の南限は 1～8 月の全月

くかった。6 月は金華山沖から福島県沖で平年

が平年より北、11 月は平年並に位置した。9～

より低いほかは平年より高くなった。7 月以降

10 月と 12 月は沿岸寄りの分枝が不明瞭になっ

は全般に平年より高くなり、この状態は 10 月

たため、沿岸寄りの分枝と沖合の分枝には分け

まで続いた。特に東経 145 度付近を中心に 3

ずに親潮の南限位置を判断した。9・12 月は平

月から 11 月まで平年より高い状態が続いたの

年並、10 月は平年より南に位置した。また、

が本年の特徴で、これは、黒潮系暖水の北上の

親潮系冷水が 4～10 月には三陸沖から福島県

影響と南よりの暖かい気流が入った影響や高気
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圧に覆われた日が多く日射量が平年より多くなっ

沿岸寄りの分枝の南限は、
1 月と 3 月の他は、

た影響と考えられる。

平年より北に位置した。

日本海の海面水温は、本州沿岸寄りの海域で

沖合の分枝の南限は 1～8 月の全月が平年よ

1～4 月はおおむね平年並で経過し、5 月は平年

り北に位置した。

並から平年より低くなった。6 月は平年より高

親潮の面積は、2～3 月は平年より大きく、6

くなり 11 月までこの高い状態が続いた。これ

～7 月は平年より小さく、他の月は平年並だっ

は 6～8 月にかけて、高気圧に覆われた日が多く

た。特に 6 月は平年よりかなり小さく、なかで

日射量が平年より多くなったことに加え、南よりの

も中旬が最も小さかった。

暖かい気流が入った影響と考えられる。

・津軽暖流の張り出しの東端位置
6～7・9 月に平年より東端に位置し、東に張

【臨時診断表発表(気象庁)】
「2013 年 8 月中旬

り出す時期の 8 月は平年より西に位置した。

の日本近海の高い海面水温について」

・黒潮系暖水の北限位置

日本近海の海域別旬平均海面水温（2013 年 8

1～9 月まで平年より北に位置した。黒潮系

月中旬）を表 1 に、2013 年 8 月中旬の旬平均

暖水の北上が顕著だった。

海面水温偏差図を図 7 に、海域の範囲を図 8

・海面水温

に示す。

本州東方の海面水温は、1～2 月は平年より

日本海（図 8 の海域 1、3）
、東シナ海（図 8

低く、3 月から平年より高い海域が広がり、6

の海域 5、8）
、四国・東海沖（図 8 の海域 6）

月はおおむね平年より高い状態になり、11 月

における 2013 年 8 月中旬の海面水温は、1985

まで高い状態が続いた。要因は、黒潮系暖水の

年以降、8 月中旬としては最も高くなった。

北上の影響と南よりの暖かい気流が入った影響

これらの海域では、8 月上旬から高気圧に覆わ

や高気圧に覆われた日が多く日射量が平年より

れ、日射量が平年より多かったことに加えて、

多くなった影響と考えられる。

日本海では南よりの暖かい気流が入った影響

日本海の海面水温は、1～4 月はおおむね平

を受けたため、また、東シナ海と四国・東海沖

年並で、5 月は平年並から平年より低くなった。

では風が平年より弱かったため、海面水温がか

6～12 月まで平年より高い状態が続いた。要因

なり高くなったと考えられる。

は、6～8 月にかけて高気圧に覆われた日が多く
日射量が平年より多くなったことに加え、南よりの

４.まとめ(1～12 月)
・親潮の南限位置

暖かい気流が入った影響のためと考えられる。

図１-１ 東北周辺海域の 100m 深水温図 (2013 年 1～3 月)

3

図１-２ 東北周辺海域の 100m 深水温図(2013 年 4～12 月)

°

月

図２ 親潮の南限位置（月平均 2013 年）

4

図３ 海洋データ同化システム(MOVE)による親潮面積の月別時系列図
図中の赤い線が実況を、黄色の線は 1985～2010 年の過去 26 年間の平均を示しています。 濃い青は 1985～2010 年
の 26 年間に出現した親潮の面積の上位 1/3 および下位 1/3 の事例を除いた範囲を示しています。 また、薄い青は
1985～2010 年の 26 年間に出現した上位 1/10 および下位 1/10 を除いた範囲を示しています。

月

図４ 津軽暖流の張り出しの東端位置
（月平均、2013 年）

月

図５ 黒潮系暖水の北限位置
（月平均、2013 年）

図６－１ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図 (2013 年 1～3 月)

5

図６－２ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図 (2013 年 4～12 月)

図８ 日本近海の海域区分

図７ 2013 年 8 月中旬の旬平均海面水温
偏差図

6

表 1 日本近海の海域別旬平均海面水温(2013 年 8 月中旬) ※1

統計範囲
※2

海面水温
(℃)

平年差
(℃)

8 月中旬として
の順位※3

海域

1

24.7

2.7

1

海域

2

19.5

1.0

6

海域

3

28.1

2.5

1

海域

4

25.7

0.7

9

海域

5

29.6

2.0

1

海域

6

29.7

1.6

1

海域

7

28.1

0.3

11

海域

8

30.2

1.4

1

海域

9

30.2

1.6

2

海域

10

30.5

1.3

2

※1

この表の値は、速報値です。後から入手した観測値によって値が
変更されることがあります
※2 図 8 の海域区分を示しています。
※3 1985 年以降の 29 年間の順位を示しています。
・黄色塗りは、仙台管区気象台が担当している海域です。
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尻屋沖東方海域の水温観測について
海上自衛隊大湊地方総監部
１

はじめに
海上自衛隊では、尻屋沖東方海域の
北緯４１度２５分、東経１４１度４０
分から東経１４６度００分までの東西
のラインの水温観測を民間観測船等に
より毎年実施しています。
今年は、諸般の事情により６月以降
の観測が実施できていないため、２月
から５月までの観測結果により水温断
面図を作成し、津軽暖流及び親潮の動
向について発表します。

２

観測結果

(1)
ア

２月１１日～２月１２日
暖 域
津軽暖流と思われる暖水域は、北
緯１４２度２０分付近まで流出し、
水深２００ｍ～３００ｍ付近まで沈
降している。
イ 寒 域
親潮第１分枝と思われる寒域が東
経１４２度２０分～１４５度付近ま
で流出し、東経１４３度付近～１４
４度付近では、水深４００ｍ～５０
０ｍ付近まで沈降している。
ウ 衛星等解析
津軽暖流の張り出しは弱く、襟裳
岬沖の東経１４３度３０分付近の潮
流が強く、水温についても３度以下
の水温域が南下している。
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斉藤靖夫

（２）４月２８日～４月２９日
ア 暖 域
津軽暖流と思われる暖水域は、東
経１４２度４５分付近、水深１００
ｍ付近に一部にあるほか、１４１度
４５分以西にあり、水深３５０ｍ付
近まで沈降している。
（３）５月３日～５月４日
イ 寒 域
ア 暖 域
東経１４３度付近から１４４度付、
津軽暖流と思われる暖域は、東
水深５００ｍ付近まで沈降し、東経
経１４２度以西の、水深３００ｍ
１４２度付近の水深２００ｍ付近～
付近まで沈降している。
４００ｍ付近にも一部存在している。
イ 寒 域
ウ 衛星等解析
東経１４３度２０分～１４４度
２月に比べ、津軽暖流の張り出し
付近に見られ、水深４５０ｍ付近
に大きな差は無いものの、襟裳沖の
まで沈降している。また、東経１
潮流はやや弱まり、水温も２度程度
４２度～１４３度の水深２００ｍ
と高くなっている。
～４００ｍ付近にも一部寒域が見
られる
ウ 衛生等解析
潮流は、４月とほぼ同じであり、
表面水温はやや高い。

9

３

まとめ
津軽暖流は、２月から５月にかけて
水深１５０ｍ以浅で東側への張り出し
が強まった。親潮と思われる寒域は２
月から５月にかけて、東経１４３度３
０分付近を中心に、東経１４２度付近
から１４５度、水深２００ｍ～３００
ｍ付近で分散する形で広がった。
水温偏差から見る襟裳沖から岩手沖
の水温は、－３度の閉じた不偏差域と
なっており、２月に尻屋東方海上にあ
た冷水域が５月には岩手県沖に南下し
ていることから、冷水塊が形成された
可能性がある。
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2013 年東北海区の海況の特徴
伊藤進一・筧茂穂・奥西武・和川拓・奥田邦明（東北水研）
○暖水塊

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

2010 年 8 月に常磐沖で認められた 2010G は、2013

温分布図、並びに NOAA 衛星の熱赤外画像、

年 1 月には色丹島南東沖にあったが、そのまま停

Jason-2・Envisat 衛星による海面高度観測結果に

滞した。2010 年 8 月に金華山沖に認められた

基づいた海況の経過の特徴を以下に述べる。会議

2011B は、2013 年 1 月に三陸沖にあったが、北上

では品質管理が終了している 10 月までのデータ

後、4 月に消滅した。2013 年 2 月に新たな暖水塊

のみで経過について発表したが、本報告では 12

2013A が三陸はるか沖で発生し、西進後、北上し、

月までの情報を加えてある。

襟裳岬南東沖に達した。12 月に 2013B が金華山沖
に発生した。

なお、昨年の同会議にて、近海の北限位置の統
計値を 1954～2011 年のデータを用いて再計算し

○その他

平年並み等を再定義した。同様に、親潮第１分枝

(1)冷水域が、三陸沖から常磐沖にかけて断続的

先端緯度についても 1960～2011 年までのデータ

に存在した。

を用いて統計値を再計算し、平年並み等を再定義

親潮域

した。

○親潮第１分枝

１．2013 年の海況の経過（1～12 月まで）

(1)親潮第１分枝は、１月と 3 月、11～12 月のや

表面水温

や北偏を除いて、平年並みから南偏で推移した。

(1)北海道沿岸では 5 月までは低めで推移し、6

(2)第１分枝に連なる冷水が、8～10 月に三陸沖か

月以降高めで推移した。東北沿岸では、黒潮続流

ら常磐沖に存在した。

や暖水波及の影響を受けた海域は高めで推移し

○親潮第２分枝

たが、他の海域は北海道沿岸と同様の推移をした。

(1)親潮第２分枝の先端緯度は、4 月に北偏、8 月

黒潮域

に極めて北偏、10 月に南偏した以外は、平年並で

(1)房総沖での黒潮離接岸は、1～2 月は平年並み、

推移した。

3 月以降は 8,11 月の離岸を除くとやや接岸から

(2)第２分枝に連なる冷水は、確認されなかった。

接岸であった。

津軽暖流域

(2)近海の黒潮の北限位置は、3 月のやや南偏、5

下北半島東方での張り出しは、2, 5, 11 月のや

月の南偏を除いて、平年並みからやや北偏で推移

や弱勢、10 月の弱勢以外は、平年並みから強勢

した。

で推移した。

混合水域

2013 年における海況の特徴

○黒潮系暖水

(1)表面水温は、5 月までは低め基調、6 月以降高

(1)近海の北限位置は、1～3 月は平年並み、4～6

め基調となった。

月はやや南偏から極めて南偏で推移したが，7 以

(2)暖水塊 2010G が 3 年以上に維持されている。

降はやや北偏から極めて北偏に転じた。

(3)近海黒潮の張り出しが強い傾向が継続した。
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表．海況の経過①
2013年1月
房総半島
離岸距離

40海里
平年並み

2013年2月
50海里
平年並み

2013年3月

2013年4月

2013年5月

2013年6月

20海里
接岸

10海里
接岸

20海里
接岸

10海里
接岸

144ﾟEで37ﾟ30'N 144ﾟ40'Eで37ﾟ
やや北偏
30'N
やや北偏

141ﾟ40'Eで35ﾟ
40'N以北
やや南偏

143ﾟ30'Eで37ﾟ
20'N以北
やや北偏

142ﾟ30'Eで35ﾟ
30'N
南偏

143ﾟEで36ﾟ40'N
以北
平年並み

不明

不明

不明

不明

149ﾟ40'Eで37ﾟ
30'N

不明

142ﾟEで
38ﾟ30'N

141ﾟ30'Eで
37ﾟ30'N

143ﾟ40'Eで
37ﾟ30'N以北

142ﾟ30'Eで
36ﾟN

142ﾟ30'Eで
37ﾟN以北

不明

不明

不明

149ﾟEで
38ﾟ50'N以北

不明

黒

近海の
潮 北限

域

沖合の
北限

黒潮系暖水 146ﾟEで
近海の北限 38ﾟ40'N

黒潮系暖水 146ﾟ40'Eで
混 沖合の北限 38ﾟN以北
暖水塊
中心位置
合 (T１００ＭＡＸ)

41ﾟ30'N,146ﾟ
40'E（6℃）
39ﾟ50'N,144ﾟE
（10℃）

41ﾟ30'N,147ﾟ
41ﾟ30'N,147ﾟ
30'E*
30'E*
40ﾟN,144ﾟE（6℃）40ﾟ30'N,144ﾟ
39ﾟ20'N,149ﾟ
20'E（5℃）
30'E*
39ﾟN,149ﾟE*

41ﾟN,147ﾟ30'E* 41ﾟ50'N,147ﾟ
39ﾟ30'N,149ﾟE* 30'E（7℃）
39ﾟN,146ﾟ50'E
（11℃）

41ﾟ30'N,147ﾟE*
39ﾟ30'N,147ﾟ
20'E*

暖水域中心 無し
水 位置
(T１００ＭＡＸ)

無し

無し

38ﾟ50'N,142ﾟ
30'E（10℃）

無し

無し

暖水舌
域 (T１００ＭＡＸ)

無し

無し

無し

無し

無し

39ﾟN,143ﾟE（6℃）38ﾟ10'N,143ﾟ
50'E（5℃）

無し

37ﾟ50'N,142ﾟ
20'E（4℃）

36ﾟ40'N,142ﾟ
10'E（6℃）

37ﾟ40'N,142ﾟ
30'E（4℃）

144ﾟ10’Eで
41ﾟ30'N
（やや北偏）

143ﾟ20'Eで
38ﾟ50'N
（平年並み）

142ﾟ40'Eで
37ﾟ30'N以南
（やや南偏）

144ﾟEで
39ﾟ40'N以南
（やや北偏）

143ﾟ10'Eで
38ﾟ10'N
（やや南偏）

143ﾟ50'Eで
39ﾟ50'N
（平年並み）

第１分枝に 無し
潮 連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)

無し

不明

不明

不明

無し

親潮
域 第２分枝
先端緯度

144ﾟ40'Eで
39ﾟ40'N以南

不明

147ﾟ20'Eで40ﾟ
20'N

147ﾟ30'Eで
39ﾟ30'N以南

不明

不明

不明

不明

無し

不明

冷水域
中心位置
(T１００ＭＩＮ)

親潮
第１分枝
親 先端緯度

無し

146ﾟEで
39ﾟ50'N

第２分枝に 無し
連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)

津
軽 下北半島東 不明
142ﾟE（6℃）
暖 方での張り
流 出し
(T１００ＭＡＸ)
*表面水温・人工衛星情報による．

142ﾟ10'E（7℃） 142ﾟ20'E（7℃） 142ﾟ20'E（9℃） 142ﾟ50'E（10℃）
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表．海況の経過②
2013年7月
房総半島
離岸距離

2013年8月

2013年9月

2013年10月
30海里
やや接岸

2013年11月
80海里
離岸

2013年12月

20海里
接岸

100海里
離岸

20海里
接岸

30海里
やや接岸

144ﾟ10'Eで37ﾟ
10'N
やや北偏

145ﾟ30'Eで37ﾟ
30'N以北
やや北偏

146ﾟEで36ﾟ30'N* 142ﾟ30’Eで37ﾟN* 143ﾟEで36ﾟ50'N 143ﾟEで37ﾟN以北
平年並み
やや北偏
やや北偏
やや北偏

不明

不明

不明

不明

不明

不明

145ﾟ30'Eで
40ﾟ20'N

144ﾟ30'Eで
40ﾟ30'N以北

144ﾟ20'Eで
41ﾟ10'N

143ﾟ20'Eで
41ﾟ20'N

144ﾟ40'Eで
41ﾟN

不明

147ﾟEで
38ﾟ20'N以北

147ﾟ40'Eで
38ﾟ20'N以北

不明

148ﾟEで
40ﾟN以北

42ﾟN,148ﾟE*
39ﾟN,144ﾟE
（17℃）

42ﾟN,148ﾟE*
40ﾟ10'N,144ﾟ
50'E（13℃）
38ﾟN,143ﾟE
（16℃）

黒

近海の
潮 北限

域

沖合の
北限

黒潮系暖水 145ﾟ30'Eで
近海の北限 39ﾟ40'N
黒潮系暖水 147ﾟEで
混 沖合の北限 39ﾟ20'N
暖水塊
中心位置
合 (T１００ＭＡＸ)

42ﾟN,146ﾟ30'E* 42ﾟN,146ﾟ30'E* 42ﾟN,146ﾟ30'E* 42ﾟN,147ﾟE*
38ﾟ40'N,145ﾟE 39ﾟ40'N,145ﾟE
40ﾟ40'N,145ﾟ
（11℃）
（12℃）
20'E（14℃）

暖水域中心 無し
水 位置
(T１００ＭＡＸ)

38ﾟN,144ﾟE
（15℃）

38ﾟ50'N,145ﾟ10’39ﾟ20'N,144ﾟ20’無し
E（12℃）
E（16℃）

暖水舌
域 (T１００ＭＡＸ)

無し

無し

無し

無し

35ﾟ50'N,140ﾟ40’無し
E（17℃）

37ﾟ40'N,142ﾟ
10'E（5℃）
37ﾟN,141ﾟ40'E
（5℃）

無し

無し

無し

37ﾟ30'N,142ﾟ
30'E（10℃）
39ﾟ20'N,142ﾟ
20'E（11℃）

39ﾟ50'N,142ﾟ
40'E（9℃）

142ﾟ50'Eで
39ﾟN
（平年並み）

142ﾟ50'Eで
38ﾟ20’N
（南偏）

143ﾟ30'Eで
40ﾟ40’N
（平年並み）

142ﾟ50'Eで
40ﾟ40’N
（平年並み）

145ﾟEで
41ﾟ40’N以南
（やや北偏）

145ﾟ50'Eで
41ﾟ50’N
（やや北偏）

第１分枝に 無し
潮 連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)

37ﾟ20'N,142ﾟ
20'E（7℃）

39ﾟ40'N,142ﾟ
50'E（4℃）
39ﾟN,142ﾟ40'E
38ﾟ'N,142ﾟ40'E （7℃）
（4℃）

不明

無し

親潮
域 第２分枝
先端緯度

146ﾟ20’Eで
40ﾟ10'N以南

146ﾟEで
39ﾟ40'N以南

146ﾟEで
38ﾟ30'N

不明

147ﾟEで
40ﾟ10'N以南

不明

不明

不明

不明

不明

冷水域
中心位置
(T１００ＭＩＮ)

親潮
第１分枝
親 先端緯度

147ﾟEで
39ﾟ40'N以南

第２分枝に 不明
連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)
津
軽 下北半島東 143ﾟE（11℃）
暖 方での張り
流 出し
(T１００ＭＡＸ)

無し

143ﾟ20'E（16℃）143ﾟ10'E（16℃）142ﾟ50'E（18℃）142ﾟ50'E（15℃）143ﾟE（14℃）
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図 1．混合水域の模式図。

図 2．
2013 年の 100 m 深水温
（東北海区水温図http://tnfri.fra.affrc.go.jp/kaiyo/temp/temp.html）
。

14

図 3．近海黒潮の北限緯度における階級区分（1954～2011 年のデータを使用）
。

15

図 4．親潮第 1 分枝の南限緯度における階級区分（1960～2011 年のデータを使用）
。

16

図 5．近海黒潮北限緯度(東北海区)。a)1954 年からの時系列。細い実線：各月における黒潮北限緯度、
太い実線：13 ヶ月移動平均、破線：1954 年～2012 年の平均緯度。b)月変動。白丸：各月の年平均緯度、
黒丸：2013 年の先端緯度。

17

図 6．近海の黒潮系暖水の北限緯度(東北海区)。上図：1975 年からの時系列。細い実線：各月における
黒潮系暖水北限緯度、太い赤線：13 ヶ月移動平均。下図：月変動。白丸：各月の年平均緯度、橙丸：
2013 年の先端緯度。

18

図 7．暖水塊の軌跡。上図：2000 年以降に存在した暖水塊の発生からの軌跡。下図：2013 年に存在し
た暖水塊の発生からの軌跡。
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図 8．親潮の経年変動。a) 親潮第 1 分枝先端緯度、b) 親潮第 2 分枝先端緯度、c) 親潮第 1 分枝出現水
域における 100m 深 5℃の先端緯度、d) 親潮第 2 分枝出現水域における 100m 深 5℃の先端緯度。細
い実線：各月における先端緯度、太い実線：13 ヶ月移動平均、破線：1960 年～2012 年の平均緯度。

20

図 9．親潮の月変動。a) 親潮第 1 分枝先端緯度、b) 親潮第 2 分枝先端緯度、c) 親潮第 1 分枝出現水域
における 100m 深 5℃の先端緯度、d) 親潮第 2 分枝出現水域における 100m 深 5℃の先端緯度。黒丸：
2013 年の各月における先端緯度、白丸：1960 年～2012 年の平均緯度。
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図 10．津軽暖流の下北半島東方への張り出し。上図：1981 年からの時系列。細い実線：各月における
津軽暖流の下北半島東方における東端経度、太い赤線：13 ヶ月移動平均。下図：月変動。白丸：各月
の年平均経度、赤丸：2013 年の東端経度。
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2013 年海洋調査実施概要について
～気仙沼湾における潮流観測～
井田

壮太（第二管区海上保安本部）
また、海上保安庁では、昨年度に引き続き東

１．はじめに

海上保安庁では、船舶が安全に航海を行うた

日本大震災において被災した主要港湾における

め、船舶通航量の多い海峡、水道、港湾等にお

水路測量を進めており、今年度は 4 月から 8 月

いて潮流観測を実施している。

にかけ、3 回の本庁海洋情報部の中型測量船の

その成果は、海図への潮流矢符の記載、潮汐表

派遣をうけ、気仙沼湾の水路測量を実施した。

や潮流図等、海上保安庁の刊行物に活用されて

この気仙沼湾はこれまで潮流観測を実施し

いるほか、東京湾や来島海峡等にある海上交通

た実績が無かったことから、今回の水路測量に

情報センターや海上保安庁ホームページによる

伴う測量船派遣の機会を活用し、気仙沼湾にお

潮流推算情報の提供等にも活用されている。

いて潮流観測を実施したのでその概要を報告す

東北海区においても、各地において数多くの潮

る。

流観測を実施しており（図１）
、特に潮流が卓越
している津軽海峡や陸奥湾、仙台湾等において

２．気仙沼湾潮流観測の概要

多くの観測が実施されている。

潮流観測の実施は超音波流速計を用いて実
施するが、流速計の設置方法として、海底に設
置し海面方向に音波を発信し観測する方法と、
流速計を専用の浮標などに取付け、海面付近か
ら海底方向に音波を発信し観測する方法がある。
今回は当部で保有している専用の浮標を用いた。
また、流速計を浮標に取り付ける方法の場合、
浮標に取り付けたアンカーを沈める単独の係留
系を用いる方法や、海上に設置されている灯浮
標などの施設に係留する方法が用いられる。
今回観測を実施した気仙沼湾は、漁船を始め
とする多くの船舶が湾内を頻繁に航行し、さら
に湾内には多くの漁具が設置されており、観測

気仙沼湾

機器が流出した場合の影響が大きいと考えられ
たことから、流出の可能性を可能な限り少なく
するため、単独での設置でなく海上保安庁で管
理している灯浮標に係留して観測を実施するこ
ととした（図２）
。
気仙沼湾は間に大島をはさみ、西湾、東湾と
分かれており、そのうち灯浮標は西湾にのみ設
置されている。

図１ 東北海区周辺における潮流観測点

今回は西湾の中央付近にある気仙沼西湾第 5
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号灯浮標に流速計を取り付けた浮標を係留して、
6 月 22 日から 7 月 30 日までの 39 日間の観測
を実施した（図２）
。

図４ 臨時潮汐観測概要図
４．観測結果
図２ 潮流観測概要図

流速計にて観測された、2、5m 層における流
向、流速及び水温と、臨時潮汐観測における潮

設置は本庁海洋情報部所属の中型測量船の

位観測値、気象庁アメダスによる気仙沼の風観

搭載艇を使い、流速計を設置した浮標につない

測値について、時間を横軸として描画した時系

だワイヤーを灯浮標に乗り移った作業員に渡し、

列図を図５、観測期間中の流速、流向の分布図

灯浮標のリング 2 カ所に取り付ける手順にて実

を図６に示す。

施した（図３）
。

図３ 流速計取付状況
３．気仙沼湾臨時潮汐観測の概要
水路測量を実施する際には、潮汐により測深
する時間によって得られる水深値が変わってし
まうことから、測量期間中は潮汐観測を実施す
る必要がある。
付近に常設の験潮所が存在する場合には、そ
の験潮所の観測値を使用することができるが、
気仙沼湾内には常設の験潮所が存在しないこと
から、水圧式の簡易験潮器を測量期間中である
4 月から 8 月まで、気仙沼湾奥にある大島行の
図５ 時系列図

フェリー発着所北側の護岸に設置して、臨時潮
汐観測を実施した（図４）
。
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に北方向の流れが多く、全体的に見ても北方向
の流れが多い結果となった。
５．まとめ
本観測は現在観測結果の解析を進めている
ところであるが、観測結果を見る限り、潮流と
思われる南北方向の流れは観測されたものの、
その流れは非常に弱いものであり、本観測地点
付近の潮流成分は弱いものであると考えられる。
しかし、気仙沼湾内には、大島の北側にある
狭水道である大島瀬戸など比較的強い潮流が存
在すると考えられることから、航行船舶や周辺
漁業施設等への影響等を考慮し、観測方法を十
分検討する必要はあるが、機会があれば、湾内
の他の地点での観測を検討したいと考えている。

図６ 流速、流向分布図
観測地点の水深は 10m 弱ほどであり、2ｍ層
から１m 間隔にて観測を実施したが、6ｍより
深い層では取得したビームのエラーの割合が多
かったため、データの安定していた層のうち、
上層の 2m と下層の 5ｍを使用した。
潮位観測値と比較すると、潮位は期間を通じ
て一日二回潮となっているが、流れは期間の後
半等で潮汐と同様に一日二回流向流速が変動す
る日があるものの、潮流が卓越している海域の
ような明確な流向流速の変動は見られなかった。
気象庁アメダスにより観測された、気仙沼の
風データと比較したところ、どちらの層とも明
確な相関関係は見受けられなかった。
流速はどちらの層とも約 80％が 0.1 ノット未
満となっており、特に 5m 層は 0.05 ノット未満
が 50％以上と、全体的に弱い流れとなっている。
流向は湾の形状と同様に南北方向の流れが
大多数を占め、東西方向の流れはほとんどみら
れなかった。
また、南北方向の中でも 5m 層については特
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ライブカメラ映像を用いた潮流観測
浅原悠里・西村一星（海上保安庁海洋情報部）
１. はじめに

似している画像が移動した画素数（距離）の相

潮汐の大きい海域の狭水道は、可航幅も狭い

関値を計算することにより、一番高い相関値に

うえに強潮流のため、船舶交通の難所となって

対して流れの速度を算出することができる。

いる。中でも、瀬戸内海の東西を結ぶ来島海峡

ビデオカメラから撮影された動画は、灯台に

の航路は、
大きく屈曲して見通しが悪く、
また、

設置された地方局装置によりリアルタイムで解

潮流の向きに応じて航行する水路が変わる世界

析され、随時海上保安庁海洋情報部の本局装置

でも類のない「順中逆西」航法が定められてお

に転送される。本局装置では、リモートアクセ

り、海難の多発海域になっている。

スにより、地方局の管理を行う。

これらの背景を踏まえ、来島海峡では船舶交
通の安全確保を目的に、平成 22 年に海上交通

３. 観測方法

安全法が改正された。以後、潮流の向きが変わ

ライブカメラを設置するための事前観測は、

る転流の前後に航行する船舶に対して、個別に

平成 25 年 9 月 13 日、図 1 にある馬島の小浦埼

航法を指示し、潮流の速力を超えて 4kt 以上の

灯台及びナガセ鼻灯台にハンディカムの簡易的

速力を確保できない船舶は航路外待機指示がな

なビデオカメラを三脚に固定して行った。1 分

されるようになった。加えて、平成 22 年に国

間の潮流観測を複数回実施し、サンプルデータ

内の主な内航船運航会社、水先人に潮流情報の

を取得した。小浦埼灯台では西水道、ナガセ鼻

アンケート調査によると、海域全域にわたり、

灯台では中水道における潮流の強流域点を観測

正確かつ詳細な潮流情報が求められていること

した。

がわかった。
そこで海上保安庁では、これまで流速計を設
置しての観測が困難であった来島海峡の強流域
N0.2

N0.4

N0.5

にライブカメラを設置して潮流観測を行うとと
大島

もに、数値計算による潮流シミュレーションを

N0.7

ナガセ鼻灯台

実施し、シミュレーション結果をリアルタイム
小島

で公開する。本稿では、潮流観測の概要及びラ

小浦埼灯台
今治市

たサンプルデータの解析結果を紹介する。

西
水
道

道
水
中

イブカメラを設置するための事前観測で取得し

馬島

N0.9

観測計画場所
最強地点

２. 概要

N0.10

図 1 観測場所

高精度のビデオカメラを灯台に設置し、ビデ
オカメラからの撮影距離、撮影高度及び角度を
４. 結果

調整して海面を撮影する。
撮影した動画を PIV 法（粒子画像流速測定

事前観測の結果においては、西水道では、平

法）により解析する。原理は、1 回の動画を 30

均流速が 1.0kt 前後、流向は一定せず、顕著な

秒間撮影し、1/30 秒ごと 900 枚のコマ画像を求

流れは確認されなかった。中水道では、平均流

める。画像を加工した後、隣接するコマ間の類

速が 5.8～6.5kt に達し強い流れが出現してい
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ることが認められた（表 1）
。流向は、南流が卓

の平均流速との差は約 1.0kt であった。

越していた。
観測した時刻は、西水道の転流時刻である 10

５. おわりに

時 35 分とほぼ重なっていることから、流速が

平成 25 年 12 月現在、小浦埼灯台及びナガセ

弱く流向が一定しない現象は転流時の影響によ

鼻灯台にライブカメラの設置作業並びに解析結

るものと考えられた。

果を含む動画等の伝送試験が完了した。

一方、中水道は、最強流時刻である 13 時 48

今回、サンプルデータの解析結果からは、ラ

分を挟んで観測していた。このことから、特徴

イブカメラ映像を用いた潮流観測の有効性が示

的な強い南流の流れは、最強流を捉えているこ

唆されたが、今後、潮位や波浪等の影響、適切

とが考えられた。さらに、中水道において、推

な解析範囲、光の影響等を加味した検証を行う

算値と観測結果の流速を比較すると、最強流時

余地がある。なお、平成 26 年２月には船舶に

刻での推算値は 5.40kt であり(表 2)、観測結果

よる検証観測を予定している。

表1
計測日時

データ 計測点

2013/9/13 11:04
西水道①
2013/9/13 11:06
西水道②
2013/9/13 13:38
中水道①
2013/9/13 13:40
中水道②
2013/9/13 13:42
中水道③

サンプルデータの観測結果
x 軸 ※ 流速(kt)

距離(m)

高度(m) 角度

1

289.58

20.20

86

0.46

2

289.58

20.20

86

0.60

3

289.58

20.20

86

0.67

1

289.58

20.20

86

1.21

2

289.58

20.20

86

1.23

3

289.58

20.20

86

1.25

1

254.7

31.04

83

5.53

2

254.7

31.04

83

5.66

3

254.7

31.04

83

6.05

1

254.7

31.04

83

6.40

2

254.7

31.04

83

6.43

3

254.7

31.04

83

6.41

1

254.7

31.04

83

6.35

2

254.7

31.04

83

6.58

3

254.7

31.04

83

6.61

平均流速(kt)
0.58

1.23

5.75

6.41

6.51

※流速は約 1 分間の平均値を用いている。

表2

推算値

比較データ

流速(kt)

2013/9/13 10:35

転流時刻

2013/9/13 13:48

最強流時刻
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5.40

親潮の面積と東北地方太平洋側の気温との関係について
○金子秀毅、前田達也（仙台管区気象台

地球環境･海洋課）

1. はじめに
仙台管区気象台では、2013 年 4 月より東北周
辺海域の海面水温や海流に関する情報（海洋の
健康診断表）の発表を開始した。海洋と天候は
相互に関わりがあると考えられており、その関
係を詳細に把握・理解することは、これら情報
の充実や改善につながる。本稿では、海洋の健
康診断表で記述している親潮の面積と東北地方
太平洋沿岸の気温との関係を調査した。
2. 利用したデータ
2.1 親潮の面積
気象庁海洋気象情報室では、親潮の面積を東
経 141 度～148 度、北緯 43 度以南における、深
第1図

さ 100m の水温が 5 ﾟ C 以下の領域の面積と定義

親潮の面積の算出範囲（赤枠線内）
。

している（第 1 図）
。調査には、1985 年から 2010
年までの深さ 100m の水温の月平均図より算出
したデータを用いた。
2.2 気温
東北地方太平洋側にある気象台・特別地域気
象観測所（八戸、宮古、大船渡、石巻、仙台、
小名浜）の 1985 年から 2010 年までの月平均気
温を用いた。
3. 親潮の面積と気温との関係

第2図

3.1 親潮の面積の特徴

右軸）の季節変化。

親潮の面積（赤線、左軸）と仙台の気温（青線、

第 2 図は親潮の面積の月ごと平均値を表した
ものである。親潮の面積は、1 月から 2 月にか
けて急激に拡大し、3 月に最大となる。その後、
7 月までは緩やかに縮小し、
8 月から急速に縮小
して 12 月に最小となる。
仙台を例に気温の経過
と比べると、親潮の面積の最大は気温の最低の
2 か月後、最小は気温の最高の 4 か月後に現れ
ている。気温の季節変化はほぼ対称であるのに
対し、親潮の面積は拡大が急で縮小が緩やかな
非対称の季節変化をしているのが特徴である。

第3図

親潮の面積（赤線）と仙台の気温（青線）の前

月の値と当月の値との相関係数。
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第 3 図は親潮の面積の前月の値と当月の値と
の相関係数を表したもので、すべての月で 0.6
以上、特に 4 月、11 月、12 月は 0.8 以上となっ
ている。つまり、前月が平均値より大きければ
（小さければ）、当月も平均値より大きくなる
（小さくなる）傾向があるといえる。同じく仙
台を例に気温の相関係数は 0.4 前後で、すべて
の月で親潮の面積の相関係数より小さくなって
いる。親潮の面積は、気温の経過に比べ持続性
第4図

が高いことも特徴のひとつである。

各月における親潮の面積と東北地方太平洋側各

地の気温との相関係数。

3.2 親潮の面積と気温との関係
第 4 図は各月の親潮の面積と、東北地方太平
洋側各地点の気温との相関係数を表した図であ
る。相関係数は 2 月～10 月までは負の値となっ
ており、親潮の面積が平均値より大きい時は気
温は平均値より低めという合理的な傾向を示し
ている。年では 5 月が最も値が小さく、親潮の
勢力と宮古の春に負の相関が高いという岩尾
（1993）の調査とも合致している。一方、11 月
～1 月はほぼゼロで、気温との相関はほとんど
ないといえる。

第5図

気温の最低（1 月）の 2 か月後に親潮の最大

各月における親潮の面積と東北地方太平洋側各

地の 2 か月前の気温との相関係数。

（3 月）が現れることに着目し、親潮の面積と 2
か月前の気温との相関係数を求めた（第 5 図）
。
各地とも 3 月と 10 月で負の相関係数が大きく、
1 月と 8 月の気温との相関が大きいことを意味

海洋の状態を表す指標のひとつである親潮の
面積と東北地方太平洋側の気温との関係は、当
月の気温と相関がいいとみられる月（5 月など）、
2 か月前の気温と相関がいいとみられる月（3

している。
3 月と 10 月は気温の持続性が高い（第

月など）
、ほとんど相関がない月（1 月など）と、

3 図）ことと関連していると思われる。また、3

月毎のばらつきが大きく、季節的な特徴はみら

月、7 月、10 月の親潮の面積は、当月の気温よ

れなかった。また、東北地方は南北に長い地形

りも 2 か月前の気温との（負の）相関が大きく

であるが、親潮の面積との関係では南北の傾向

なっており、2 か月前の気温の状態をもとに当

の差はあまりないこともわかった。

月の親潮の面積の状態を示唆することができる

本稿では親潮の面積と気温との関係について

といえる。

調べたが、日照時間・霧日数などの他の気象要

親潮の面積と東北地方太平洋側の 6 地点との

素との関係や、親潮の南限位置と気象との関係

関係を調べたが、第 4 図・第 5 図より 6 地点と

も調査を行っていきたい。

もほぼ同じ傾向を示しており、地点による違い
はほとんどみられなかった。

参考文献
岩尾尊徳（1993）
：親潮と北日本の天候について．

4. まとめ

札幌管区気象研究会誌，97-98．
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準定常ジェットの係留系流速計による実測
伊藤進一・筧 茂穂・和川 拓・大野創介（水研セ・東北水研）
倉賀野連（気象研）・奥西 武（水研セ・東北水研）
植原量行（東海大）・蒲地政文（気象研）
submitted）
。そこで、2010 年 9 月に、準定常

１．はじめに

北太平洋で最も深い混合層が、40-42N，

ジェットの流路が安定している海域に 4 基の係

152-160E の領域に形成されており
（Suga et al.,

留系を設置し、2011 年 9 月の回収、再設置を経

2004 ）、 Transition Region Mode Water

て、2 年間に渡る流速観測を実施した。本報告

(TRMW)の形成域になっていることが Saito et

では、そのうち前半の 1 年間の観測結果の概要

al. (2007)によって指摘された。Isoguchi et al.

を報告する。

(2006)は、衛星海面高度から求めた海面流速な
２．方法

どを用いて、準定常的なジェット流（以下準定
常ジェット）によって、黒潮続流域から高温・

2010 年 9 月に、Jason-2 軌道上に沿って、4

高塩分水が当該領域に供給されていることを示

基の係留系を設置した（図１，表１）
。すべての

唆した。この塩分付加が、深い混合層の形成に

系の 300, 500, 1000 m 層に直上式流速計（FSI

寄与している可能性がある。さらには、深い混

社製 3D-ACM）を設置し、M04 の 250 m 層に

合層形成に伴い、大気へ大量の熱放出を行って

は多層式音響ドップラー流速計（RDI 社製

いることが指摘されている（Tomita et al,

。
Workhorse 300kHz）を設置した（図２）

2011）。また、準定常ジェットに沿って小型浮

すべての流速計は 1 時間毎に 1 分間のバース

魚類の仔稚魚が策餌回遊を行う可能性

トデータを取得する設定とした。2011 年 9 月に

（Kawabata et al., 2008）や、準定常ジェット

4 基の係留系を回収し、取得後のデータは

下流域に秋季クロロフィル極大域が形成され、

Godin filter にて潮汐成分を除去した後、1 日毎

小型浮魚類の好適な成育環境が整っていること

のサブサンプルデータを作成し、
解析に用いた。

などが指摘されており（Okunishi et al. 2012）
、
沖合域の生物的 hot spot が形成されている可能

３．結果

性がある（伊藤, 2010）
。このように、多面的に

M01 では全層において南西流が卓越し、2 回

重要な役割を果たしている準定常ジェットであ

に渡り、渦の通過が確認された。M02 では 300

るが、その詳細な水平・鉛直構造の季節変動や

m 層で北東流が 1 月まで卓越し、深い層では南

その定常性については、知見が限られている。

東流が卓越していた。水温が低いことから亜寒

水産総合研究センター東北区水産研究所で

帯海流に相当する流れを観測していたと推測さ

は、準定常ジェットの広域観測を 2009, 2010

れた（図３）
。一方、M03 では全層で北東流が

年の 9 月に実施し、黒潮続流から分岐した準定

卓越しており、300 m 層では 30 cm/sec を超え

常ジェットが、下流域では亜寒帯海流と並走し

る流れが観測された（図４）
。M04 の 300 m 層

ていること、準定常ジェットの南側に TRMW

のデータが異常値を示したものの、500 m と

が存在することを示してきた。また、亜寒帯海

1000 m 層では安定した北東流が観測された。

流と並走している海域では流路が比較的安定し

また、M04 の 250 m 層に設置した多層式ドッ

て い る こ と が 示 さ れ た （ Wagawa et al.,

プラー流速計から、表層全層で北東流が通年に
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渡り卓越していることがわかった。M03, M04

動が夏季から秋季に卓越していること（多層式

では水温が高いため、M03 および M04 付近に

ドップラー流速計の Godin filter 除去前のデー

準定常ジェットの流軸があったことが推測され

タから）が示された。
今後は、2 年目のデータもあわせ、季節変動

た。

について、より詳しく調べる必要がある。
４．まとめ
謝辞

各層での東西流速成分、南北流速成分、水温
の平均値と標準偏差を調べる（表２）と M02

本研究は、
科学研究補助金新学術領域研究
「気

では 300 および 500 m 層で一部流れが安定し

候系の hot spot：熱帯と寒帯が近接するモンス

ているのに対し、M03 および M04 では平均値

ーンアジアの大気海洋結合変動」のもと推進し

が標準偏差を上回っており、安定した流れがあ

ている。また、調査船若鷹丸の乗組員一同に計

ったことがわかった。水温のデータともあわせ

画段階からの助言を頂いている。

て考えると、準定常ジェットの流軸は、M03 付
近にあると判断される。
M03 の 300 m 深では、
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表１．係留系設置地点。
mooring

latitude

longitude

bottom depth

M01

42º30.68'N

152º01.05'E

5060 m

M02

42º17.28 N

152º11.97'E

5180 m

M03

42º03.21 N

152º22.74'E

5190 m

M04

41º50.96 N

152º33.83'E

5060 m

表２．各点、各層における流速の平均値と標準偏差。
layer depth

component

M01

M02

M03

M04

300 m

east vel.

0.38±6.29

10.43±7.75 *

16.29±5.27 *

－

north vel.

－4.61±6.42

1.33±4.42

6.37±3.92 *

－

temp.

3.23±0.13

3.14±0.20

3.45±0.46

－

east vel.

－1.00±6.41

7.27±6.93 *

12.32±4.02 *

9.40±3.50 *

north vel.

－3.65±4.56

－1.93±3.96

5.07±3.82 *

5.99±2.66 *

temp.

3.19±0.10

3.32±0.12

3.50±0.28

3.72±0.35

east vel.

－2.27±3.72

1.39±3.16

7.03±3.02 *

4.14±3.40 *

north vel.

－3.26±2.64

－1.59±1.96

3.03±2.54 *

5.02±2.33 *

temp.

2.48±0.04

2.60±0.06

2.63±0.12

2.78±0.14

500 m

1000 m

32

図 1．2011 年 8 月 23 日から 9 月 11 日の若鷹丸調査航海における CTD および XBT 観測点と
係留系設置点。黒四角は JKEO ブイを示し、赤線は Isoguchi et al. (2006)の平均海面流速場で
示された準定常ジェットの位置を示す。

図 2．2010 年 9 月から 2011 年 8 月に設置した係留系の構成図。
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図 3．M01 から M04 の 300 m 層の流速計に設定された水温計で測定された水温。

図 4．2010 年 9 月から 2011 年 8 月にかけて M03 の各層において観測された流速ベクトル（短
周期成分除去後）。上向きが北向きを示す。

34

海上自衛隊の海況予報システムについて
平山敏弥（海上自衛隊海洋業務群司令部）
１．はじめに
海上自衛隊では、部隊運用に資するため、海
況システムを運用し、海洋循環モデルを用いた
海況予報を行っている。発表では、本年改修し
た新しい海上自衛隊の海況予報システムにおけ
る海洋循環モデルについて発表する。
２．海況予報システム
海上自衛隊海洋業務群では、海況予報を行う
ために、海洋の物理過程をシミュレーションす
る海洋循環モデルを整備している。海洋循環モ
デルでは、外力データ（海上風や熱フラックス
等データ）を元に、海洋で生ずる物理過程をシ
ミュレーションし、流れ場や水温・塩分場の予
報を行っている。また、モデルの精度向上を図

旧モデル出力例
表層流速場（m/s）

るため、海洋観測データをモデルに同化してい
る。
海洋循環モデルで海況予報を行うためには、
限られた時間内で大量の数値計算を行う必要が
ある。また、海洋循環モデルを駆動し、精度の
高い予報を行うためには、大量の外力データや
同化データを遅延なく入手し、処理する必要が
ある。そのため、海洋業務群では、高性能計算
機や大規模な通信・処理系を整備している。
３．新海況モデルについて
本年改修した新海況予報システムで使用して
いるモデルの構成、特徴、使用パラメータ並び
に出力例の比較による旧システムとの相違、海
上自衛隊での活用状況の概要を発表する。

新モデル（北西太平洋）出力例
表層流速場（m/s）
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XBT の測定精度に関する最近の話題
木津昭一（東北大院理）
時間間隔で計測される水温値を各推定深度にお

１．はじめに

XBT（投下式水温水深計）は、航行中の船舶

ける水温として記録する方法が採られる。この

等において簡易に海洋上層の水温鉛直分布を計

とき用いられる時間－深度変換式を、Fall-Rate

測することを目的に開発された測器である。

Equation（FRE）とか降下速度式などと呼ぶ。

1960 年代初めに米国で生まれ、その利便性故に、

FRE は、一般に切片が 0 で２つの経験的定数

1970 年代から 1990 年代にかけて世界的に重用

a, b （ともに正）を含む、時間に関して二次の

された。2000 年代以降は観測手段の多様化、と

関数形：

りわけアルゴフロート観測網の整備に伴い、

z (t )  at  bt 2

徐々に使用数が減ってきているが、今でも毎年
およそ 2 万本の水温プロファイルデータが

をとり、この式により着水 t 秒後の深度 z[ m] が

XBT によるものとして報告されており、過去半

求まる。 a と b （以下、FRE 係数とも）は各々

世紀に取得された上層水温データの約 3 割は

[m/s] と [ m/s2 ] の単位を持ち（本稿では省略）、

XBT によるものとされている。近年では、主に
SOOP の高密度 XBT 測線（HDX または HRX

より正確な測器との比較等に基づきプローブの

と略称される）における主要観測手段としての

種類（表 1）毎に予め与えられている。
本稿の時点における XBT の公式のメーカー

利用が目立っている。
このように歴史的水温観測資料の中でも大き

は、本測器の開発者の流れを汲む米国の

な比重を占める XBT のデータは、近年益々重

Lockheed Martin Sippican 社（以下、Sippican

要視されている海洋の長期変動を定量評価する

と略）と、日本の（株）鶴見精機（以下、TSK

基礎資料としても広く利用されている。しかし

と略）である。この 2 社が、企業間のライセン

ながら、元々XBT はいわゆる「気候研究品質」

ス契約と販売協定にしたがって、各々、表 1 に

の測器として開発された訳ではなく、実際、そ

示す種類のプローブを製造・販売している。

れによる観測データには無視できないバイアス
表 1. 日米の 2 社が販売している XBT の種類、

が含まれることが改めて認識されている。
本連絡会において筆者は、現在もなお研究や

および対応最大船速（kt）と公称深度レンジ（m）
。

議論が続く「XBT の深度・水温バイアス問題」

Sippican

について、最近の国際的な情勢をお伝えするこ

種類

とを目的に、発表の機会をいただいた。本稿で

T4

30

460

は、その要点をまとめる。

T5

6

1830

FD

20

1000

T6

15

２．
「XBT バイアス」問題

TSK

船速

深度

種類

船速

深度

T5

6

1830

460

T6

15

460

T7

15

760

T7

15

760

XBT は、水温水深計と言いつつ圧力センサを

DB

20

760

T7 20kt

20

760

持たない。このため、船舶等から投下されたこ

T10

10

200

T10

10

300

の測器（プローブと呼ばれる）が水面に突入し

T11

6

460

た瞬間からの経過時間を深度に換算し、一定の
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いくつかの種類のプローブは 2 社から同じ名前

バイアスがあるという認識が一般的である。さ

で出ているが、日米の製品は完全に同じではな

らに、どちらのバイアスも年代によって変化し

い（Kizu et al. 2005, Kizu et al., 2011）
。また、

ていると言われており（例えば Cowley et al.

両社の XBT は国や用途別に売り分けられてい

2013）、また、長く同じと考えられてきた日米

て、日本国内で通常入手できるのは TSK 製の

の同名プローブ種の間にも、近年は系統差があ

XBT のみであるのに対し、欧米や豪州など多く

ることが分かっている（Kizu et al. 2011）
。

の国では Sippican 製が使われている。
表 1 のプローブ種のうち、過去に最も多く使
われてきたのは 460m 用の T4、T6 と 760m 用
の T7、Deep Blue である。これらのプローブ
種（以下、必要に応じ「T6/T7 型」と総称する）
については、水中での降下速度がほぼ同じであ
るとの認識の下に、これまではずっと共通の
FRE 係数が使われてきた。
この T6/T7 型用の FRE 係数については、過
去に多くの議論があった。当初メーカーが発表
した係数（ a  6.472 、 b  0.00216 ）は深度
を系統的に過小評価すると早くから指摘されて
い て （ 例 え ば Fliehl and Robinson 1977,
Singer 1990 など）
、その後 CTD などとの比較
実験が色々な海域で実施され、それらの結果を
もとに新しい係数（ a  6.691 、 b  0.00225 ）
が提唱された（Hanawa et al. 1995）
。H95 の
係数（以下、H95 と略）がその後、コミュニテ
ィ内で認知され、現在では事実上、公式の FRE
係数として用いられている。
図 1. IPCC の最終成果報告書における全球

しかしながら、それから十年以上後、歴史的
水温プロファイルデータの測器別解析から、

上層海洋（0-700m）貯熱量の経年変化。上段

XBT の水温プロファイルデータに正の系統誤

が第 4 次報告書（Bindoff et al. 2007）
、下段

差（warm bias）が含まれていることが指摘さ

が第 5 次報告書（Rhein et al. 2013）
。

れた（Gouretski and Koltermann 2007；以下
GK07）
。この結果は大きな衝撃をもって受け止

この「XBT バイアス問題」のインパクトの大

められ、その後、多くの研究者によって様々な

き さ を 最 も 端 的 に 表 し て い る の が 、 IPCC

方法による検証が進められた。当初、この水温

（ Intergovernmental

バイアスは専ら H95 の FRE 係数にバイアスが

Change）の第 4 次、第 5 次報告書における、

あるためと認識されていたが、その後、深度バ

全球的上層海洋貯熱量（GOHC）の変化の評価

イアス由来ではない純粋な水温バイアス（pure

に見られる差異である（図 1）
。GK07 以降の研

temperature bias とも呼ばれる）も別に存在す

究成果がまだ認知されていなかった頃の共通認

るという指摘がなされ（例えば Gouretski and

識に基づく第 4 次最終報告書では、GOHC は顕

Reseghetti 2010）
、今では深度と水温の双方に

著な上昇トレンドを示しつつ十年～二十年程度
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Panel

on

Climate

で大きく変動もしているとされていたが（図 1

で、もう一つは大規模データベースにおけるメ

上段）
、最近の研究による「バイアス補正」
（必

タ情報の不備である。

ずしも XBT に限らない）が施された後の資料

前述の通り、今では多くの研究者によって年

を採用した第 5 次報告書
（本稿の時点では Final

ごとやプローブ種ごとの「バイアス補正」の方

Draft）では様相が全く異なる（図 1 下段）
。特

法が提案されている。しかし、その多くは大規

に、前者では明瞭に存在した 1970 年代の

模 デ ー タ ベ ー ス （ 例 え ば World Ocean

GOHC の山が、後者ではほとんど無くなってい

Database 等）に含まれる歴史的水温資料の統

る。さらに後者は、最近でも依然として GOHC

計解析から導かれたもので、バイアスの原因を

の見積に大きなバラツキがあることを示してい

明らかにした上で測器問題としての解決を果た

る。これは、XBT 他の測器バイアスに関する評

した訳ではない。実際、論文によってもまだ相

価や「補正」の方法が研究者によって異なるた

当なバラツキがあることを前述した。かつての

めで、現在もまだ収束していない。

H95 のような XBT 対 CTD 等の直接比較観測も

ちなみに、2 つの最終報告書の GHOC の差を

依然行われているが（最近の例では Kizu et al.

1023J と見積り、これを全球海洋の上層 700m

2011）、それ自体が変動する海において十分な

に均等に配分すると、この層の各深度の水温値

質・量の比較データを集めることは容易でなく、

に約 0.1℃の正のバイアスがある計算になる。

また特に古い時代のプローブについてはそのよ

これに対して、XBT の公称精度は水温について

うな比較実績自体がほとんどないこともあって、

±0.2℃、深度については 5m 又は 2%（両者の

これらの直接比較のみによって過去の時系列に

うちの大きい方）とされている。バイアスと精

補正を施すことはできていない。

度の違いはあれど、GOHC の正確な見積のため

一方、大規模なデータベースにおける XBT

に求められる水温の誤差水準が、XBT の測器と

観測データのメタ情報には致命的な不備がある。

しての信頼性に比して大変高いことが分かる。

通常、XBT による水温プロファイルデータには、

GK07 に端を発したこの XBT バイアス問題

観測の日時や場所等の一般的な観測情報に加え、

については、これまでに少なくとも 4 回の国際

用いた XBT のプローブ種やメーカー、深度計

会議（XBT Fall Rate Workshop @マイアミ

算で使われた FRE 係数などの固有のメタ情報

2008 年 3 月 、 XBT Bias and Fall-Rate

が付随する。しかしながら、これらについては

Workshop @ハンブルク 2010 年 8 月、The

誤登録が少なくないことが知られ、またそもそ

First XBT Science Workshop @メルボルン

もプローブ種や FRE 係数が記録されるように

2011 年 7 月、CLIVAR-GSOP Coordinated

なったのが 1990 年代半ば以降のため、それよ

Quality-Control of Global Subsurface Ocean

り前のデータについては基本的に情報が乏しい。

Climate Observations @ホバート 2013 年 6

さらに、仮に製造年代によって XBT の特性が

月）
が開かれ、
そのたび議論が重ねられてきた。

異なる場合、これをプロファイル毎に補正しよ

会議名の変遷にも現れているように、回を追っ

うとすると個々の観測で使用されたプローブの

て問題認識の変化や共通化が起こるとともに、

シリアル番号（プローブのラベルに印刷してあ

コミュニティの関心は次第に XBT 以外の測器

る）が必要だが、現在の大規模データベースに

を含めた歴史的水温プロファイルデータ全般の

おいてこれを備えるものは無い。また、ある種

品質向上に広がってきている。

のバイアスはプローブでなく記録系に由来する

XBT バイアス問題の解決の難しさは、大きく

と言われているが、それらのメタ情報も不足し

二つの要素に由来する。一つは測器自体の特性

ていて補正は容易でない。これらのメタ情報の

やその変化がまだ十分に解明されていないこと

不完全さが、現状における「バイアス補正」の
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バラツキの一因でもある。したがって、XBT バ

この研究の特徴は、それまでの統計解析の主

イアスの実態を今以上の確度で解明し、これに

流であった緯度経度格子毎といった大雑把な比

対して適正な補正をかけるためには、XBT プロ

較ではなく、埋もれていたクルーズレポート等

ーブや観測システムの特性の履歴の解明と、大

の発掘などを経てプロファイル毎の XBT と

規模データベースに含まれるメタ情報の品質の

CTD やボトル採水との同時性の高い直接比較

向上とを同時に進める必要があるのである。

を実現し、より信頼性の高い測器間較正を試み
た点にある。この結果によれば、これらの種類
の XBT の降下速度のバイアスはすべての年代

３．近年の研究から

を通してほぼ±2%のメーカー公称精度の範囲
ここでは、すでに公表されている近年の研究

内にあり、それまでの多くの論文の結果に比べ

成果の中からいくつかをご紹介して、現状の理

て補正の程度はかなり抑制的である。加えて、

解の助けとさせていただきたい。

これまでずっと同じとされてきた T4/T6
（460m

まず、現時点で最も新しい「バイアス補正」

用）と T7/DeepBlue（760m 用）の降下速度が、

のスキームである Cowley et al (2013)から、

このレベルでは年代によってかなり異なること

Sippican 製の T6/T7 型 XBT の降下速度に見込

を示した。さらに、それ以前の研究の主張と同

まれるバイアスと純粋な水温バイアスの経年変

様に、深度バイアスは全般に正で、水温に warm

化の見積を、それぞれ図 2 と図 3 に示す。

bias を生むセンスであったことが分かる。

図 2. Sippican 製 XBT の降下速度に見込まれ

図 3. Sippican 製 XBT の水温プロファイルに

るバイアスの経年変化の見積（H95 基準）
。

含まれる純粋な（深度誤差由来でない）水温

上段が T4/T6、下段が T7/DB。Cowley et al.

バイアスの経年変化の見積。上段が T4/T6 で

2013 より。

下段が T7/DB。Cowley et al. 2013 より。
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とでは約 2 倍違う。降下速度の水温依存性は恐

一方、図 3 に引用した「純粋な水温バイアス」
の傾向は、1980 年代を境に前後で様子が大きく

らくこのような海水の粘性の水温依存性を反映

異なっていて、アナログ式のレコーダ（いわゆ

していて、同様の傾向は T7 型の XBT について

るペンレコ）が使用されていた古い年代の XBT

も検出されている（Kizu and Hanawa 2014）
。

データに、より顕著な正の水温バイアスが乗っ
ていることを示している。この「純粋な水温バ
イアス」の原因は未だ解明されていない。
次に、図 4 は、近年の製品に見られる日米の
T7 型 XBT の降下速度の違いを示している
（Kizu et al. 2011）
。日米のメーカーは、前述
のような企業間のライセンス契約と共通の基本
仕様に基づき、それぞれがほぼ独立に XBT を
生産している。サーミスタ以外の部品は個別に
調達されていて、プローブの重量や構造には
種々の差異がある。実際、それらを反映して、
近年の T7 同士で比較すると降下速度には 3-4%
の系統差がある。このような差は H65 では検出
されておらず、両社の製品の違いもまた経年的
に変化していることになる。筆者らの実験によ
り、XBT の降下速度の違いや変化には重量とプ
ローブ構造の両方が影響しているらしいことが
分かっている（Kizu and Hanawa 2014）
。
さらに近年の研究は、船の大型化などに伴う
投下点の高さの変化が XBT の深度バイアスに
寄与している可能性を示唆している。
NOAA/AOML が行った水槽実験の結果によれ
ば、投下点が低い（海面に近い）時は着水後す
ぐに降下速度の増加（加速）が、投下点が高い
（海面から遠い）時は逆に減速が起こり、この
初期のバイアスが深度誤差に乗る（Bringas et
al. 2013）
。実験の性格上、船の航走や波の影響
などは考慮されていないものの、このような投
下点の高度差の影響は少なくとも数 m の深度
バイアスを生むと考えられており、高確度の水
温プロファイルの推定にとっては無視できない
可能性がある。
Kizu et al.(2005)は、T5 型 XBT の降下速度

図 4. 近年の T7 型 XBT の降下速度に見られ

が水温に依存し、高い水温の時に降下速度がよ

る日米製品の違い。縦軸が深度で横軸が深度

り大きくなることを示した。海水の粘性は水温

誤差
（単位はともに m）
。
上段が Sippican 製、

に依存し、分子粘性係数で比べると 0℃と 25℃

下段が TSK 製。Kizu et al. 2011 より。
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また、
Cowley et al.(2013)が Sippican 製 XBT

構築を目指して、国際的なコミュニティでは最

について示したような降下速度の経年変化は、

近、IQuOD（International Quality-Controlled

TSK 製 XBT についても存在したことが分かっ

Ocean Database）と呼ばれる試みが始まった。

ている（Kizu 2014）
。ただし、その変化傾向は

これは、水温プロファイルの観測のためにこれ

Sippican 製のそれとは異なっていて、個々のメ

まで使われてきた種々の測器のそれぞれについ

ーカーについて履歴を明らかにすることの重要

て、バイアスの有無やその実態を解明し、それ

性を示している。

とともに品質管理のスキームを見直して、より

最後に、NOAA と Sippican が目下共同で進

信頼性の高い水温観測資料の構築を目指すもの

めている「圧力スイッチ付 XBT」の開発につい

である。XBT バイアス問題への対応は、その中

て紹介する。前述の通り、元々XBT には水圧を

でも大きな位置を占めている。日本国内でも、

検知する仕組みがなく、これが深度バイアスを

同様の問題意識から、XBT-Japan なる有志のプ

巡る長年の混乱の原因でもあった。Goes et

ロジェクトが進行しつつある。データベースの

al.(2013)は、プローブが水中を降下している間

品質向上は、地味な仕事ながら、科学的研究の

の幾つかの深度で水温プロファイルに目印を入

基礎となる重要なインフラを提供する。その実

れられるような小型の圧力センサをプローブに

現のためには、観測者（データの発信者）とデ

仕込むことによって、深度の誤差を劇的に軽減

ータベース運用者の継続的な努力が不可欠で、

できることを実証した。このアイディアの優れ

皆様にもぜひご協力をお願い致したい。

ている点は現状の XBT プローブの構造に大き
な変更を加えることなく深度補正を実現できる
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海洋の健康診断表
諸岡

総合診断表第 2 版について

浩子（仙台管区気象台気象防災部）
(1)世界の海面水温・表層水温

１．はじめに

世界の年平均海面水温は、100 年あたり

地球温暖化や数か月～数年スケールの気候
には、
海洋が密接に関係している。
気象庁では、

0.51℃上昇していた（図 1）
。これは陸上気温の

このような地球環境と海洋の関係について総合

上昇率
（100 年あたり 0.83℃）
より小さかった。

的、体系的に理解を深めていただくため、海洋

また、半球別に海面水温の長期変化傾向をみる

の状態が長期的にどのように変化しているかを、

と、北半球(100 年あたり 0.55℃)のほうが南半

最新の観測成果や研究の成果を踏まえて「海洋

球（100 年あたり 0.48℃）より上昇率が大きか

の健康診断表 総合診断表」として 2006 年に

った。世界の年平均表層水温（海面から深さ

第１版を公表するとともに、随時気象庁ホーム

700m までの平均水温）は 1950 年から 2012 年

ページで更新している。このたび、海洋の二酸

の 63 年間に 10 年あたり 0.021℃上昇していた。

化炭素に関する情報をより一層充実させるとと

これらの事実は、気候モデルと呼ばれる数値モ

もに、第１版以降に蓄積された観測や解析成果

デルで地球温暖化について計算した結果と符合

を追加して、
「総合診断表第２版」として冊子お

している。海面水温の長期的な上昇傾向には、

よびホームページ

地球温暖化の影響が現れている可能性が高い。

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/
sougou/index.html

(2)日本周辺の海面水温

で 2013 年 12 月に公表した。

日本は東シナ海、日本海やオホーツク海など

「総合診断表」は、次の 3 章から構成されて

縁辺海に囲まれている。また日本が面している

いる。

太平洋も、亜熱帯循環域や亜寒帯循環域に大き

第１章 地球温暖化に関わる海洋の長期変化

く分けられる。よって日本周辺の海面水温の上

第２章 気候に関連する海洋の変動

昇は一様ではない。そこで、海面水温の変動傾

第３章 北西太平洋の海洋汚染の状況

向が類似している海域を抽出することにより、

本稿では総合診断表第 2 版に掲載された内容

日本近海を 13 海域に分け、それぞれの平均海

のうち、海水温および海洋の温室効果ガスの
長期変化、親潮の変動に絞って報告する。
２．海水温の長期変化
世界の年平均気温（陸域における地表付近
の気温と海面水温の平均）は、100 年あたり
0.68℃の割合で上昇しており、その大部分は
地球温暖化によるものとみられている。地球
表面の 7 割を占め、大気の約 1000 倍もの熱
容量をもつ海洋は、地球温暖化の影響を緩和
する働きを担うと考えられる。
図１ 世界の年平均海面水温平年差の経年変化（1891
～2012 年） 平年値は 1981～2010 年の 30 年平均値
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面水温の 100 年間にわたる長期変化傾向を診断

省略）
、
釧路沖の冬季の海面水温は上昇しており、

した（図 2）
。

釧路沖の春季、三陸沖の冬季および秋季では、

13 海域の平均海面水温を加重平均した全海

上昇傾向が明瞭に現れている。

域平均海面水温（年平均）の上昇率は+1.08℃
/100 年で、世界全体で平均した海面水温の上昇

３．海洋の温室効果ガス

率（+0.51℃/100 年）よりも大きな値である。

二酸化炭素は、地球温暖化への影響が最も大

海域別にみると、黄海、東シナ海、日本海南部、

きい温室効果ガスである。地球の表面積の 7 割

四国・東海沖北部では日本の気温の上昇率

を占める海洋は、人間活動により大気中に放出

（+1.15℃/100 年）と同程度となっている。日

された二酸化炭素を吸収する役割を担っている。

本海北東部では、海域平均海面水温（年平均）
に統計的に有意な長期変化傾向は見出せない。
北海道周辺・日本東方海域の海面水温（年平
均）は、太平洋十年規模振動（PDO）の影響を
受けて十年から数十年程度の時間規模の変動が
大きいものの、釧路沖では明瞭な上昇傾向が現
れ（＋0.98℃/100 年）
、三陸沖で上昇傾向が現
れている（＋0.63℃/100 年）
。季節別では（図

図 3 北西太平洋（東経 137 度線上の北緯 7～33 度；
図 2 日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期

上図の赤線）における大気中および表面水温中の冬

変化傾向（℃/100 年） 図中の無印の上昇率は統計的

季の二酸化炭素濃度の経年変化（1984～2013 年）

に 99%有意な値を、
『＊』及び『＊＊』を付加した値は

細い直線は、表面海水中及び大気中の二酸化炭素濃

それぞれ 95％、90％有意な値を示す。

度の回帰直線である。括弧内の数値は、回帰直線の

上昇率が『
［＃］』とあるものは、統計的に有意な長期

傾きと 95%信頼区間を示す。2010 年冬季の二酸化炭

変化傾向が見出せないことを示す。統計期間は 1900 年

素濃度は、観測装置の不具合によってデータが取得

から 2012 年。

できなかった。
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(1)海洋の温室効果ガス濃度の長期変化

二酸化炭素を吸収する機能をもっており、大気

図 3 のとおり、北西太平洋（東経 137 度線上

－海洋間の二酸化炭素交換量は、大気中の二酸

の北緯 7～33 度平均）における冬季の二酸化炭

化炭素濃度の変化に関係する。

素濃度は、1984 年以降、表面海水中では約

太平洋における 1985～2011 年の大気－海洋

1.6ppm/年、大気中では約 1.8ppm/年の割合で

間の二酸化炭素交換量を見積もった（図 4）
。太

増加している。

平洋全体では、夏季を除いて二酸化炭素を吸収

この海域における二酸化炭素濃度は、全般に

しており、吸収量は平年で 1 年あたり 7.1 億ト

表面海水中よりも大気中の方が高く、全ての海

ン炭素であった。全海洋で見積もられた 1990

域で表面海水が大気中の二酸化炭素を吸収して

年代の年平均吸収量の 22 億トン炭素/年に対し、

いることを表している。表面海水中の二酸化炭

太平洋は約 3 割を吸収していることになる。太

素濃度は、増減を繰り返しながら徐々に増加す

平洋の二酸化炭素の吸収量は、2003 年以降、平

る傾向にある。

年よりも多くなっている。大西洋の二酸化炭素
の吸収量には、1990 年代後半までは減少傾向が、

なお、海洋の二酸化炭素濃度は、水温の変化

1990 年代後半からは増加傾向が見られる。

や海水の鉛直混合などの比較的短い期間の変化
に影響されやすく、時間的・空間的に変動が大

４．親潮の変動

きい。これからもその変化の様子を長期にわた

日本東方海域の親潮は同海域の海水温分布を

って引続き注意深く監視する必要がある。

大きく左右する要因の一つであり、その変動は
(2)大気－海洋間の二酸化炭素交換量

漁場の形成にも関係する。
深さ 100m の水温が 5℃以下の領域を親潮と

海洋は、人間活動により大気中に放出された

図 4 太平洋(右図）における大気－海洋間の二酸化炭素交換量の月ごと及び年間の積算値（1985～2011 年）
二酸化炭素交換量の積算値の正の値は海洋から大気へ二酸化炭素が放出されていることを、負の値は大気中の
二酸化炭素が海洋に吸収されていることを示す。単位は、二酸化炭素交換量を炭素の重量に換算した値、「億
トン炭素」で表す。 上図は、月積算値を示したもので、桃色及び水色の陰影は、それぞれエルニーニョ現象
及びラニーニャ現象の発生期間を表す。エルニーニョ（ラニーニャ）現象時には、湧昇が弱（強）まり、二酸
化炭素の放出が少なく（多く）なる。下図は、年積算値を示したもので、図中の点線は、平年値（1985～2010
年の平均：7.1 億トン炭素/年を表す。
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定義して、日本東方海域（北緯 43 度以南、東

データや診断結果は、
「海洋の健康診断表」定期

経 148 度以西；図 5 下図の網掛部分）における

診断表

春季（3～5 月）平均した親潮の占有面積及び親

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/

潮の南限緯度を示す（図 5）
。1981 年から 1986

に掲載しているので、
併せてご覧いただきたい。

年にかけて、1992 年から 1994 年にかけて、及
び 2003 年から 2005 年にかけて、春季に親潮の

＜注＞

沿岸寄りの分枝が北緯 37 度を超えて南下する

海面水温などの統計量にみられる経年変化傾向の

現象が断続的にみられた。1980 年代にしばしば

有意性の評価については、信頼度水準 99％、95%、

発生した親潮の顕著な南下は、1986 年を最後に

90%で検定した結果を判断基準として、以下のと

発生していない。

おり記述している。
99%以上で有意：上昇（下降）している
95%以上で有意：上昇（下降）傾向が明瞭に現れ

５．おわりに
総合診断表では、地球温暖化や気候に関連す

ている。

る海洋の様々な現象の変化および北西太平洋に

90%以上で有意：上昇（下降）傾向が現れている

おける海洋汚染の状況を解説している。最新の

上記以外：変化傾向は見られない

図5

日本東方海域（北緯 43 度以南、東経 148 度以西；下

図）における春季(3～5 月)平均した親潮の占有面積(青線)
及び沿岸寄りの分枝の南限緯度 (赤線)の経年変動（1971
～2012 年）
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日本近海における放射能調査
～仙台湾～
大友

裕之（第二管区海上保安本部 ）

１．はじめに

ちに塩酸（各 20mℓ）を加えた。海底土は、スミ

海上保安庁では、海洋汚染の防止及び海洋

ス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採取し、
表層部の約 2 ㎝を分取した（図２）
。

環境保全のための科学的調査の一環として、
海洋における放射能調査を海水については
S34 年から、海底土については、S48 年から
継続実施している。
本調査は、国の原子力行政の一元化の方針
に基づき、原子力委員会による業務調整の下
に、原子力規制委員会で一括計上される放射
能調査研究費によって実施しているもので、
「日本近海における海水及び海底土の放射
能調査」、「深海域（日本海・オホーツク海・
太平洋）における海水及び海底土の放射能調
査」、「原子力艦寄港地における海水及び海

図２ 試料採取

底土の放射能調査」である（図１）。
その成果は、海上保安庁海洋情報部または原

測定核種は次のとおりである。（原発事故の

子力規制委員会ホームページに掲載している。

影響により 134Cs が検出されたため 2011 年より
測定項目（海水・海底土）に追加している）
ストロンチウム-90
セシウム-134
海 水

セシウム-137
コバルト-60
ルテニウム-106
ストロンチウム- 90

海底土

セシウム-134
セシウム-137
コバルト- 60

図１ 放射能調査海域
３．放射能測定
90

Sr については、放射平衡にある 90Y について

２．日本近海における放射能調査の概要
試料の採取は、海上保安庁海洋情報部所属の

放射化学分析を行い、β線計測を行った。化学

測量船及び管区海上保安本部所属の巡視船・測

収率の補正は、海水中の 90Sr では Y 担体添加法

量船で行い。海水は、ポリエチレン製のバケツ

による回収重量から、海底土の 90Sr では標準添

を用いて表面海水約 20Ｌ（2 個）を採取し、直

加法を用いる原子吸光光度法及び Y 担体添加
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法により求めた。その他の核種については、機
器分析によるγ線計測を行った。
(1)放射化学分析
①海水
［90Sr］試料（約 20L）に水酸化ナトリウム溶
液を加え、マグネシウム等を水酸化物として沈
殿させ、ろ別した。得られた上澄み液・ろ液を
酸性とした後､Y 担体を加え 2 週間以上放置した。
これに水酸化ナトリウム溶液を加え、90Sr と放
射平衡にある 90Y を水酸化物として沈殿させ、
ろ別した｡ 沈殿物を塩酸で溶解し、りん酸水素

図４

90

Sr 海底土計測試料

ビス（2-エチルヘキシル）抽出法の後、陽イオ
ン交換樹脂カラム（Dowex50WX8）に通して

90

Y

(2)機器分析

を分離精製し、これをしゅう酸塩として沈殿さ

①海水

せ、ろ別、乾燥して計測試料とした（図３）
。

［134Cs･137Cs･60Co･106Ru］試料（約 20L）を用
いて、りんモリブデン酸アンモニウム－二酸化
マンガン吸着捕集法により放射性物質を捕集し、
径 47mm、孔径 0.45μm のメンブレンフィルター
でろ過し、U-9 容器に移して計測試料とした。
この場合、化学収率の補正は行っていない。
②海底土
［134Cs･137Cs･60Co］乾土約 100ｇを、U-8 容器
に高さ 50mm まで入れて計測試料とした
（図５）
。

図３

90

Sr 海水計測試料

②海底土
分析に先立ち、採取試料を乾燥、粉砕し、目
開き 2 ㎜のふるいを通過した部分を試料とした。
［90Sr］乾土 300g を用い、470℃で有機物を
熱分解した後、熱 8M 塩酸で浸出し、浸出液を陰
イオン交換樹脂カラム（Amberlite CG-400）に
通し、流出液・洗液をアンモニア水で中和して

図５ 機器分析計測試料

アルミニウム等を水酸化物として沈殿させ、ろ
別した。ろ液に炭酸アンモニウムを加え 90Sr を

(3)放射線計測機器
測定核種と放射線計測機器を(図６)に示す。

沈殿させ、ろ別した。沈殿物は硝酸で溶解し、
その溶液を煮沸して炭酸ガスを除いた後、Y 担
体を加え 2 週間以上放置する。以後の処理は海
水と同様である（図４）
。
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また、当庁で行っている放射性物質以外の海
底土の項目を(図８)に示す。事故前とくらべる
と粒度組成が大きくかわっており、例年と比較
しているベースとなる海底土とは違うことがわ
かった。また、放射性セシウムは比表面積の大
きい細かな粒子に吸着しやすいといわれており、
例年と比較する際には若干の粒度組成による影
響はでていると思われる。

図６ 放射線計測機器
４.仙台湾測定結果
［海水］137Cs は福島原発事故前から 2011 年
で 1225mBq/L と約 700 倍に、2012 年の濃度は精
査中ですが事故前の約 10 倍程度まで減少した。
134

Cs においても同じような変動がみられた。

90

Sr は、2011 年で事故前の 20 倍、2012 年は事
図８ 仙台湾海底土(放射性物質以外)

故前の 2 倍程度となっており、変動は少ないも
のの 137Cs･134Cs と同じような傾向がみられた。

５.まとめ

[海底土］137Cs は事故前から 2011 年で

事故前と事故後の比較で 134Cs･137Cs･90Sr の放

12.7Bq/kg とで約 7 倍に、2012 年の濃度は精査

射濃度の変化等から福島原発事故の影響が残っ

中ですが事故前の約 150 倍程度まで増加した。

ているのは、
（図９）の赤●でしめした仙台湾、

134

Cs においても同じような変動がみられた。

東京湾、小樽沖、新潟沖であった。今後の放射

90

Sr においては 2011 年から 2012 年にかけて僅

能濃度の変動に注意し、引き続きモニタリング

かに上がっている。

していく事が重要である。

なお、海水の 106Ru、60Co 及び海底土の 60Co は
検出下限値未満であった。

図９ 福島原発事故の影響
図７ 仙台湾放射能濃度
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平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震後の余効変動と潮位観測
髙佐重夫（仙台管区気象台地球環境・海洋課）
1．はじめに
国土の位置の基準のひとつである水準点の
標高値は、明治以降 8 回にわたって全国的な
改定が行われている（国見ほか 2001）ほか、
地震や火山活動による顕著な地盤変動が生じ
た場合に地域を限定して改定されている。平
成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（以
下、「地震」という。）では、東北地方の太平
洋側で大きく沈下するなど顕著な地盤変動が
生じたため、国土地理院は 2011 年 10 月に広
範囲の水準点の標高値を改定し、「測地成果
2011」として公表した。ただ、東北地方の太

日別解析値（2011 年 1 月～2013 年 8 月）を使

平洋側沿岸では、地震後の余効変動による地

用した。地点を第 1 表に示す。

盤上昇が現在も継続している。
3．地盤変動の状況

潮位は、検潮所に固定された観測基準面（DL、
「球分体下 X.XXXm」と定義される。）上の高

国土地理院（2013）によると、地震により

さとして観測される。検潮所は設置された地

電子基準点「牡鹿」で約 1.1m 沈降するなど、

盤と一体的に昇降するため、地盤上昇すると

GEONET において北海道から近畿地方にかけ

潮位に変化がなくても観測値は低くなる。高

ての広い範囲で地盤変動が観測された。地震

潮の監視には、観測された DL 上の潮位を陸域

直後から余効変動が生じており、地震時に大

の高さの基準である標高値に換算するため、

きく沈降した宮城県沿岸では地震後の 2 年間

DL の標高を最寄りの水準点との定期的な水

で約 20cm 隆起している。余効変動の時間変化

準測量によって決定しているが、余効変動が

は対数関数で近似され、地震直後に比べて変

続いている状況では、潮位観測資料を利用す

動量は次第に減衰している。国土地理院は地

る上で留意すべき点が多い。地盤変動の状況

震直後の 3 月 14 日に基準点測量成果の公表を

及び潮位観測への影響についてまとめた。

停止した。基準点測量成果は、復旧事業のた
め早期に必要とされる一方、大きな余効変動
によって公表を再停止する事態を避けること

2．使用データ

が考慮され、余効変動が減衰する 2011 年 10

地震後の余効変動が大きい東北太平洋側と、

月に改定された。

比較のため地盤変動の小さい日本海側の検潮

第 1 図に電子基準点の比高の日別解析値時

所で 2011 年 4 月以降に観測された潮位を解析

系列を示す。地震直後に比べて余効変動が減

した。
地盤変動量をみるために、検潮所近傍の

衰しているものの、宮城県沿岸では 2011 年

GEONET（国土地理院が運用する電子基準点の

10 月以降、10cm 以上上昇している。岩手県沿

GPS 連続観測システム）観測点の楕円体高の

岸南部や福島県沿岸でも地盤上昇が続いてい
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る。一方、岩手県北部や日本海側では変動は
小さく、5cm 以内である。水準点の標高値は、
改定後も続く余効変動によって真値と差が生
じていると推定されるが、上述の事情を勘案
すると、成果が早期に再改定される可能性は
低いと考えられる。
4．潮位観測への影響
4．1 潮位
満干や高潮などによる潮位の変動量に対し、
余効変動量は一桁以上小さい。地盤上昇によ
る観測潮位の変化を明瞭にするために、観測
潮位に以下の処理をする。
（1）日々の満干の振幅や季節変動を除去する
ために、観測潮位から天文潮位を差し引く。
ただし、天文潮位を潮位表基準面上の値か
ら DL 上の値に換算する際に使用する平均
潮位（MSL）は、一定とする（通常は、過
去の観測に基づいて暦年単位で更新され
る）。
（2）海況変動の影響による潮位変動を除去す
るため、（1）を月平均する。
に起因して生じる。

（3）気象の影響による潮位変動を除去するた

天文潮位は潮位表基準面上の値として算出

めに、
（2）を検潮所付近の地上気象観測所

される。観測潮位と基準面を合わせるため、

の月平均海面気圧の平年差+1hPa あたり

DL 上の MSL およびその地点の主要四分潮和

-1cm 気圧補正をする。

（平均潮位と大潮の平均的な干潮面）を用い

これにより得られた値を「月平均潮位の偏

て換算する。気象庁では原則として最近５か

差」とし、GEONET 観測値と比較する。

年平均潮位を MSL として採用し、暦年単位で

GEONET 観測と月平均潮位の偏差の時系列

更新している。

を第 1 図に示す。潮位は、ばらつきが大きい

暦年内は同一 MSL を使用するので、天文潮

が地盤上昇に対応して低くなっており、変化

位には地盤上昇の影響は反映されないため、

量もおおむね一致する。水準点の標高値は、

気象や海況の条件が同じ場合、年初に比べて

地震に伴う改定後は固定のため、期間中の DL

年後半になるに従い、地盤上昇量によって観

の標高は一定で、潮位を標高表示した場合も

測潮位が下がるのに対応して、潮位偏差は負

同様に、地盤上昇に対応して次第に低く表示

側に偏り、高潮モデルで計算される潮位偏差

されることになる。

に対して負バイアスを持つ。また、海況変動

4．2 潮位偏差

による潮位偏差のように、ある程度の広がり

潮位偏差は、観測潮位と天文潮位の差で、

を持った潮位偏差分布とはならず、地盤変動

気象や海況変動の影響によるほか、観測技術
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の地域差に対応した地域差が現れる。
5．まとめ
太平洋側では地震による地盤沈下を踏まえ、
大潮時期に高潮注意報が発表されるよう、天
文潮位をもとに高潮注意報の暫定基準が設定
された。しかし、地震後の余効変動で観測さ
れる潮位は次第に低くなっている。それに伴
って潮位偏差も負側に偏っている。高潮監視
では、この状況を考慮し、観測潮位そのもの
にとらわれないことが必要である。また、今
後蓄積される観測資料と災害との関連から高
潮警報・注意報基準を設定する場合には、観
測値の取り扱いに留意が必要である。
参考文献
国土地理院（2013）
：特集・平成 23 年（2011 年）
東北地方太平洋沖地震から２年（平成 25 年 3
月 8 日発表資料）
．
（http://mekira.gsi.go.jp
/JAPANESE/h23touhoku_2years.html、2013 年
10 月 21 日参照）
国見ほか（2001）
：水準測量データから求めた日
本列島 100 年間の近く上下変動．国土地理院
時報，96，23-37．
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余効変動に対する海図の対応について
山野寛之（第二管区海上保安本部 ）
港ごとに決められ海上保安庁の告示により

１．はじめに

東北太平洋沖地震に伴い東北太平洋沿岸

公開されている。

において1m前後の急激な地盤沈下が確認

また、これらの基準面は海図だけではな

されている。その後、ゆっくりとした地盤

く、港湾工事の基準面（浚渫の深さや防波

の変動（余効変動）が確認されており２年

堤の高さ等）や領海の基点などにも使われ

以上経過した現在でも牡鹿半島を中心とす

ている。

る広い地域で隆起が続いている。震災後直
ちに各地の最低水面及び海図の主要航路等

３．東北太平洋沖地震への対応
(1)地震直後の対応

の水深を更新した海上保安庁においての対
応について紹介する。

一刻も早く救援物資や石油などを輸送
できるように、主要航路などの地震や津

２．海図と潮汐観測について

波により大きく変動した海底や津波によ

海図に記載されている情報のほとんどが

り流出した海底障害物を調査した。また、

位置情報を持った高さに関する情報である。

験潮所や基本水準標の崩壊等のため被災
港湾の告示の最低水面等を削除した。
(2)その後の対応
各機関の潮汐観測の協力もあり多くの
港湾で告示の最低水面等を再掲載。その
最低水面等を使って管内の主要 10 港湾
の航路泊地を再測量し関連海図 11 図(図
2 の海域名)の部分的な更新を行った。

図１海図例
その高さの基準は、橋梁や送電線の高さ
など船のマスト等が当たらない様に記載さ
れている高さの基準の最高水面、山や灯台
などの高さなど航海者が海面から対象物ま
での高度角を測ることで自船の位置を把握
する時に使用する高さの基準の平均水面、
水深・等深線・干出の高さなど船が安全に
航行するために記載されている深さの基準
図2

の最低水面の 3 種類があり、各地の験潮所
や臨時観測等で得られた長年の潮汐観測に
より平均水面と干満の略最大値が算出され
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測量箇所と余効変動

(3)最近の対応
海図 11 図のまだ測量を行っていない
海域の調査を実施し順次海図の全面的な
改版を行っている。なお、図 2 の黄色の
海域において余効変動による水深の減少
が問題となり、再開した験潮所や臨時の
潮汐観測のデータを監視し、震災後に決
定した基準面から 10cm 以上変動した海
域においては、告示掲載の値を更新する
とともに、震災後に測量した海図水深の
一律改正を行っている。

図3

余効変動の例
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４．第 63 回東北海区海洋調査技術連絡会事務打合せ
（１）平成 26 年度海洋調査計画について
仙台管区気象台・大湊地方総監部・東北海区水産研究所・第二管区海上保安本部から別
紙のとおり、調査計画について報告があった。
（２）平成 26 年度当番官庁について
順番により仙台管区気象台が受け持つことで承認された。
（３）その他
気象庁の組織改編に伴い、函館海洋気象台に替わり仙台管区気象台が会員となり、規約
の一部が改正される事について承認された。
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平成 26 年度 海洋気象観測計画
気 象 庁
観測目的(案)
海洋気象観測及び二酸化炭素関連物質の観測
・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
・海洋における温室効果ガスの実況監視と循環機構の解明
・廃油・重金属などによる海洋汚染の実態把握
・西部太平洋熱帯域及び北西太平洋における同化実験結果の検証
・海洋気象観測船搭載 GPS による海洋水蒸気観測とデータ同化実験
・海洋の CO2 変動と酸性化メカニズムの解明に関する調査
・二酸化炭素交換量及び海洋酸性化の推定手法の精度向上と高度化
・北西太平洋域の二酸化炭素蓄積量変動の把握
・北西太平洋域の海面～深･底層における気候変動シグナルの把握
・北海道南方及び三陸沖における親潮の観測
観測機器の設置・回収
・本州東方海域における自己浮上式海底地震計による地震観測
・漂流型海洋気象ブイロボットの展開
・中層(アルゴ)フロートの展開
・ブイ式海底津波計海上ブイの点検
観測種目(案)
観測種目
海洋観測
・海潮流観測
・表層水温観測
・各層観測（水温、水質（塩分、溶存酸素量、リン酸塩、ケイ酸塩、
硝酸塩、亜硝酸塩、pH）
、プランクトン（クロロフィル a、
フェオフィチン）
）
・海洋バックグラウンド汚染観測（水質（二酸化炭素、全炭酸、
アルカリ度、メタン、フロン、重金属（カドミウム、水銀）
）
、
海面の油分、海面の油塊、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(凌風丸のみ)
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・凌風丸

・啓風丸
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海上自衛隊２６年度民活ＢＴ観測予定

東北区水産研究所平成 26 年度海洋観測調査計画
東北区水産研究所

2014 年度 A-Line 観測計画（案）
期間

船名

05/09-05/22
07/15-07/28
10/01-10/10
01/16-01/29
02/28-03/16

若鷹丸（38N
若鷹丸（38N
北光丸（38N
北光丸
若鷹丸（38N

まで）
まで）
まで）
まで）

2014 年度若鷹丸調査計画（案）
調査名

海域

日数

日程

マダラ・スケトウダラ調査

東北沿岸

12

04/14~04/25

A-line

東北・北海道

14

05/09~05/22

底魚類共同資源調査

東北・北海道

19

06/05~06/23

阿武隈川周辺放射能影響調査

仙台湾

6

06/27~07/02

仙台湾重要魚類の摂餌生態解明調査

仙台湾

6

07/06~07/11

A-line

東北・北海道

14

07/15~07/28

阿武隈川周辺放射能影響調査

仙台湾

8

08/01~08/08

混合層変動調査・混合域漁場環境調査

東北沖合

15

08/27~09/10

底魚類資源量調査

東北沿岸
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10/02~11/21

阿武隈川周辺放射能影響調査

仙台湾

7

11/26~12/02

A-line，仙台湾

東北・北海道

17

02/28~03/16
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２

１

３

最低水面

臨時潮汐観測イメージ

Z0

基本
水準標

験潮

本州東方海流観測

四倉港臨時潮汐観測

女川港臨時潮汐観測

釜石港潮汐観測

大槌港臨時潮汐観測

第二管区海上保安本部

平成２６年度海洋観測実施区域

―

―

巡視船
測量船

ADCP観測
XBT観測

験潮

実施船舶

調査項目

簡易
験潮器

副標

通年

潮汐観測

釜石港

32昼夜
もしくは
15昼夜

大槌港
女川港
四倉港

潮汐観測

適宜

本州東方

海流観測

実施時期

観測海域

観測種別

平成2６年度
東北海区海洋観測実施計画

平均水面
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第 63 回東北海区海洋調査技術連絡会閉会の挨拶
木下 秀樹・第二管区海上保安本部海洋情報部長
昨日から二日間にわたりまして、東北海区における海洋調査あるいは調査技術に関す
る研究発表、また、活発なご質疑、ご討論、お疲れ様でございました。
東北地方に所在し、この海域を主要な活動の場としている各調査機関が、一年に一回、
一堂に会して情報交換を行う大変貴重な機会でございましたけれども、本年も実のあ
る討議が行われたのではないかと考えております。
東日本大震災から２年９ヶ月が経過しようとしているところでございますけれども、
今回の発表にもあったように、余効変動によります船舶運行にも影響を与えかねない
沿岸部の地盤の隆起はいまだ収束の気配が見えず、引き続き監視が必要という状況が
ございます。また、福島第一原発から海洋に放出された放射性物質の影響はどうなの
か、津波によって影響を受けた沿岸の生態系は今後どうなっていくのか、世間からの
高い関心に応えていくためにも、東北海区の海況を把握する調査は、長期的な視点を
持って継続していく必要があると考えます。
他方、今年４月に改定された海洋基本計画では、海洋資源の開発・利用の中で「海洋
再生可能エネルギーの利用促進」ということが新たに大きな施策として盛り込まれて
います。東北地方では、福島で洋上風力発電のプロジェクトが開始されましたし、そ
の他にも海洋再生可能エネルギー実証フィールドの設置に名乗りを上げようと準備
している地域が多数あると聞いています。ますます海洋の調査と情報の充実が求めら
れているところです。
今後も引き続き、ここにお集まりの機関それぞれの分野で持てる能力を存分に活用し
ながら海洋の調査研究を継続し、この連絡会等の場で海洋情報の交換、共有を進めま
して、国民に向けて正確な情報を発信していくことが、東北復興への貢献になるので
はないかと考えます。
来年度は仙台管区気象台が当番官庁ということが決まりまして、また、更に進んだ情
報交換が行えることを期待したいと思います。
以上、閉会の挨拶とさせて頂きます。
会議の円滑な運営へのご協力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）仙台管区気象台
（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
2013 年 12 月 2 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。
2013 年 12 月 2 日気象庁の組織改編に伴い、函館海洋気象台に替わり仙台管区気
象台が会員となり、規約の一部が改正された。

