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第 64 回東北海区海洋調査技術連絡会 開会の挨拶 
気象庁仙台管区気象台長  高瀨 邦夫 

 
仙台管区気象台長の高瀨でございます。 
連絡会の開催にあたりひとことご挨拶を申し上げます。 

 
本日は師走でご多忙のところ、遠路仙台にお集まりいただいたことに御礼申

し上げます。 
東北海区調査技術連絡会は、今回で 64 回、64 年目を数えます。仙台管区気

象台は、昨年、気象庁の組織改編に伴い、函館海洋気象台に代わって本連絡会

に加わることになりました。 
連絡会の長い歴史をひも解きますと、仙台管区気象台は、本連絡会が設置さ

れた 1951 年（昭和 26 年）から 1961 年まで会員であったと聞いております。 
今般、再び本連絡会に加わり、今回、初めて当台が幹事として、ここ仙台の

地で東北海区海洋調査技術連絡会を開催できますことは、大変うれしいことで

あり、また、今後、お役に立つべく決意を新たにしているところです。 
これからも、皆様方のお力添えをお願いいたしますと共に、より一層、気象

業務にご理解とご支援を賜りたいと存じます。 

 
また、この連絡会議には例年同様、今回も多くの機関からもオブザーバーと

してご参加をいただいております。参加各機関の行政目的はそれぞれ異なって

おりますが、活動舞台は日本の東の海域と共通です。 
この東北海区は、親潮と黒潮が出会い、さらに津軽暖流が流れ込んで非常に

複雑な状況を呈する海域です。この海域を活動舞台とする機関が一堂に会して、

海洋学的知見や観測の手法について情報交換しデータ解析の結果を検討するこ

とは、とても意義の深いことと考えております。 

 
本日と明日の会議におきましては、多くの貴重な情報を交換するとともに、

活発にご意見を出していただき、本連絡会が実り多いものとなることを期待し

ております。 

 
皆様の一層のご活躍と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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親潮第１分枝の経年変動について 
奥西武 *・筧茂穂 *・和川拓 *・長谷川大介 *・奥田邦明 *黒田寛 ** ・伊藤進一 *** 

（*東北区水産研究所 ,** 北海道区水産研究所 ,***東京大学  ）  
 

1. はじめに	 

	 親潮は千島列島に沿って流れている西岸境

界流であり、オホーツク海水と東カムチャッカ

海流水に起源を持つ。親潮は北海道、東北沿岸

を流れた後、東に向きを変えて蛇行しながら亜

寒帯寒流へと繋がっており、その蛇行の南への

張り出し（親潮前線）を沿岸から順番に、親潮

第1分枝、第2分枝と呼ばれる。親潮前線の位置

情報はサンマ等の漁場形成と密接な関係があ

るため、東北区水産研究所では前線位置の指標

値データを1960年代より整備してきた。本稿で

は2013年までデータから親潮第1分枝の経年変

動の特徴を報告する。	 

２.	 親潮第1分枝の長期変動	 

	 東北海区水温図から100m深5℃等温線を指標

として読み取った親潮第1分枝の南限緯度を月

別のデータを用いて、線形回帰分析によって月

別の長期トレンドを解析した。7〜1月は南限緯

度が南へ張り出す傾向、2月〜6月は北に張り出

す傾向があったが、統計的有意性は認められな

かった。一方、11〜1月の南限緯度の平均値の

長期トレンドは有意な(p<0.05)南下トレンド

が認められた（図1）。	 
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図1.親潮第1分枝南限緯度の11〜1月の平均値

の年変動	 

３.	 親潮第1分枝の近年の変動	 

	 Kuroda	 et	 al.(2015)は1993年から2011年の

親潮流量の解析を行い、その流路の流軸が近年

（2008-2011年）沖合に後退し、その勢力が弱

化していることを報告している。同一期間の親

潮第1分枝の南限緯度のトレンドを月別の線形

回帰分析で調べたところ、有意なトレンドでは

ないが、4月〜8月に北上トレンドが確認できた。

この春から夏の親潮前線の位置の北上は、親潮

流量の減少と関係していると考えらえる。	 

４.	 おわりに	 

	 親潮第1分枝南端緯度の経年変動を線形回帰

分析で調べたところ、秋季から冬季にかけて親

潮前線の南下する長期トレンドが確認できた。

また、近年（2008-2011年）の春季〜夏季の親

潮前線位置は、数十年スケールの気候変動の影

響を受けて北偏傾向にある。これらの長期的お

よび数十年スケールの変動により、近年は春か

ら秋の親潮前線位置の季節変動が小さくなっ

ていると考えられる。このような変動は浮魚類

の分布に影響を与える可能性があり、今後、水

産資源に与える影響について解析が必要であ

る。	 

参考文献	 

東北海区水温図:	 

http://tnfri.fra.affrc.go.jp/kaiyo/temp/temp.html	 

Kuroda	 H.,T.	 Wagawa,	 Y.	 Shimizu,S.	 Ito,S.	 Kakehi,T.	 

Okunishi,S.	 Ohno,	 A.	 Kusaka	 (2015)	 Interdecadal	 trend	 of	 

decreasing	 Oyashio	 transport	 on	 the	 continental	 slope	 off	 

the	 southeastern	 coast	 of	 Hokkaido,	 Japan,	 Journal	 of	 

Geophysical	 Research	 (Submitted)	 
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2014 年 2-3月下北半島冷水接岸時の津軽海峡の海況について 

渡邉 修一、佐々木 建一、脇田 昌英、田中 義幸、吉川 泰司、山本 秀樹 

津幡 圭介、柳谷 敏典 

（独立行政海洋研究開発機構むつ研究所） 

 

１．はじめに 

2014 年春季に津軽海峡下北半島側で 30 年ぶ

りに約 1月に渡って冷水が観測され、魚介類へ

の影響が報じられた。過去に数年程度の間隔で

春先に三陸・常磐海域の水温が例年と比べ著し

く低温化する現象は 1984 年までかなりの頻度

で観測されたため漁業への影響の観点から社会

的に高い関心をもたられ、多くの調査が行われ

てきた（奥田・武藤、1986）。しかし、異常冷水

の発生に関わる複雑な気象・海洋変動の仕組み

についてまだ十分な理解に達していない。 

海洋研究開発機構むつ研究所では 2002 年か

ら下北半島津軽海峡側にある関根浜港で水温の

測定を、また、2010年からは北海道大学水産科

学院との連携協定のもとで津軽海峡東口付近を

中心に津軽海峡域の環境変動を捉える海洋観測

を実施している。これらの観測から 2014年 2-3

月にかけて下北半島沿岸域に冷水が広がった時

の津軽海峡の海洋構造についていくつかの知見

を得たので報告する。 

 

２．2014年 2-3月の津軽海峡の海況 

津軽海峡は中央付近に 200m 以深のくぼ地を

持つ。このくぼ地は尻屋崎から延びる尻屋開脚

と恵山岬の間を抜け太平洋の大陸斜面に繋がっ

ている。例年、津軽暖流はこのくぼ地に沿うよ

うに海峡の下北半島側を日本海から太平洋へ流

出し、津軽海峡東方へ暖水を輸送する。一方、

冬季に津軽海峡東口の北側には親潮系の水塊が

観測される。 

下北半島津軽海峡側に位置する関根浜港外で

2002 年から表面水温を観測している（図１）。

関根浜港外の表面水温は8月末に25度付近の極

大値となり、3 月初めに約 7 度の極小値をとる

季節変動を示している。2010年にむつ湾で異常

高温による漁業被害が出たときには 25 度以上

の水温が 9月以降に観測されている。2014年 2

月下旬から 3月下旬にかけては例年の極小値を

さらに約 4度下回る冷水が観測されている。こ

の異常な冷水は 4 回の極小値を持ちながら約 1

月間続き、3 月末に例年とほぼ同じ傾向に戻っ

ている。 

 
図 1．下北半島津軽海峡側に位置する関根浜港

外で 2002 年からの観測よって得た表面水温の

季節変動 

 

2014 年 2 月末に北海道大学水産学部練習船

「うしお丸」を用いて尻屋―恵山岬間（図 2）

で海洋観測を実施した。その結果を結果を図 3

に 2010 年、2012 年の 2 月とともに示す。2010

年、2012年は尻屋岬側に比較的高温で塩分の高

い津軽暖流（水温 8～9℃、塩分 33.8～34）が表

層から底層まで確認される。一方、恵山側表層

に低温・低塩（水温 3℃以下、塩分 33以下）の

沿岸親潮が見られる。しかし、2014年は表層低

温・低塩の沿岸親潮は恵山側から尻屋岬側まで

広がり、表面付近では津軽暖流系の水塊が見ら

れなかった。2014 年の尻屋岬側の 100m 以深は

2010年、2012年と異なり、比較的高塩であるが
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例年と比べて低温（水温 3-4℃、塩分、33.8～

34）の水塊が占めていた。 

 

図 2．北海道大学水産学部練習船「うしお丸」

で実施した尻屋―恵山岬間観測点及び関根浜

港外での表面水温測点位置 

 

 
図 3．尻屋―恵山岬間で北海道大学水産学部練

習船「うしお丸」よって得た温度・塩分の断

面分布 

上段（a､b､c）に温度、下段（d､e､f）に塩分

を、また、左から 2014年（a､d）、2012年（b､

e）、2010 年（c､f）の結果を示しました。各

図の右側が尻屋崎沖、左側が恵山岬沖の観測

となる。暖色系が高温、高塩を、寒色系が低

温、低塩を示している。  

 

３．尻屋岬側 100m以深に高塩・低温水の起源の

推定 

2014 年に尻屋沖合 100m 以深で観測された高

塩・低温水の起源を探るために津軽海峡内で得

られた温度・塩分を 2013年秋に啓風丸によって

実施された 1308航海観測結果及び 2011年冬期

に行われた A-line の結果と比較するために観

測値とともに図 4の TS図（図 4）に落とした。 

2014年の表層に広がった低温・低塩（水温 3℃

以下、塩分 33以下）の水塊は津軽海峡東口の観

測結果から 2010年、2012年に比較し塩分が約 2

少なく、密度が小さくなっている。 

 

図 4．2010年、2012年、2014年の冬季津軽海峡

の水塊構造 

2014年尻屋―恵山観測間の CTDで得た結果を

赤で、2012年を緑で、2010 年を青で示した。

なお、2014年の大間―函館間の結果を黄色で

追記した。日本海の観測結果として啓風丸に

よって行われた 2013年秋の 1308航海観測結

果（500m以浅、http://www.data.jma.go.jp/ 

gmd/kaiyou/db/vessel_obs/data-report/htm

l/ship/cruisedata.php?id=KS1308）及び北太

平洋の水塊を示すために 2011年に行われた

A-lineで観測結果（400m以浅、 http:// 

tnfri. fra.affrc.go.jp/seika/a-line/ 

a-line_data.html）をそれぞれ黒と紫で示し

た。 

 

2014 年尻屋沖合 100m 以深で観測された高

塩・低温水（水温 3-4℃、塩分、33.8～34）は

日本海での観測値の上にプロットされる。また、
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2014年 2月の大間―函館間で観測値ともほぼ一

致する。A-line の塩分観測値は塩分 34 付近で

は温度がかなり狭い範囲に分布し、津軽海峡内

での観測値とは十分な一致をしていない。この

比較から 2014年尻屋沖合 100m以深で観測され

た高塩・低温水の起源は日本海に求められ、日

本海固有水の特徴をもっていると思われる。 

 

４．冷水の下北半島側への流入要因 

奥田・武藤（1986）は 1984 年の異常冷水の

特徴と発生要因として沿岸親潮の勢力が強く、

津軽暖水の水温が低く、かつ流量が小さいこと

をあげている。 

津軽海峡を通過する水量については深浦―

函館の潮位差で推定される（西田他、2003）。2014

年 2-3月の深浦―函館の潮位差は例年と比べて

大きく変わらない。この結果からは津軽海峡を

通過する流量が例年より少ないとは推定し難い。 

2010 年、2012 年は日本海から流入する津軽

暖流が津軽海峡の内で見られる海水と大きく密

度が異ならないため下北半島側を表層から下層

まで占め、通過している。しかし、2014年の日

本海から津軽海峡へ流入する水の水温は例年よ

り低く、密度が大きいために深い層を通過して

いる。日本海ら太平洋へ輸送される水塊が表面

付近を占めることができないために北海道側に

見られる例年より無度が小さい沿岸親潮系水は

広がり易く、その結果として冷水が長期に渡っ

て関根浜港外でも観測されたと考えられる。こ

の状況を図 4に示す。 

なお、海洋短波レーダー（試験中）の観測結

果の結果によると関根浜港外で冷水温が観測さ

れなくなった時期と津軽暖流の流路が見え始め

た時と時期が一致しており、本稿の推論を指示

している。 
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図 4．2014年時と他の年の津軽海峡内の水の動

きの概念図（推定） 

 赤は対馬暖流を起源とする津軽暖水、紺は日

本海の亜表層（深い層）に見られる日本海固

有水と思われる水塊の流れ、淡青は低塩・低

温の水（沿岸親潮）の流れを示します。線の

太さは流量の大小を概念的に示している。 
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2014年のサンマ漁場と海面水温場との関係 

矢吹 崇（一般社団法人 漁業情報サービスセンター） 
 

1. はじめに 

2013 年のサンマの水揚げは少なく、その原因と

して、北海道東方海域で低温であったことが指摘

されている。サンマ漁場は海況の変化に対応して

位置を変える。そのため、日々の水温を的確に捉

えることが必要とされる。 

漁業情報サービスセンター（以下、JAFIC）では、

日曜休日を除いて毎日水温情報を配信しており、

サンマ漁業にも活用されている。また、漁場位置

や市況なども独自に調査を行っており、総合的な

サンマの情報が集積されている。 

本発表では、2014 年の日々の海面水温場とサ

ンマ漁場位置のデータを用いて、本年の漁況の

特徴を海面水温場の変化とあわせて紹介する。 

 

2. データ 

海面水温場として、JAFIC 日報水温を用いる。

JAFIC 日報水温は NOAA 衛星赤外線水温、

AMSR2 マイクロ波水温等の衛星水温画像に加え

て、漁船等の船舶データやブイなどのデータをあ

わせたもので、JAFIC のスタッフが手作業で作成

している。漁場データとして、JAFIC 収集の QRY

情報（漁船間無線連絡資料）を用いる。  

 

3. 結果 

2014 年の開始時期は 8 月下旬と遅く、まとまっ

た漁場ができた場所が 46～48°N で平年よりも北

に位置していた（図 1a）。このときの海況は 46°N

以北でおおむね 14℃以下、45°N 以北で 15℃以

下であり、漁場での水温は 13～14℃であった。サ

ンマ漁場の指標となる15℃等温線が平年より北に

位置していたため、漁場位置も北に位置していた

と考えられる。漁場は 9 月上旬には 44～46°N に

南下したものの、依然漁場位置は北よりであっ

た。 

9 月中旬になると、漁場位置はおおむね 45°N

以南となり、9 月 16 日頃には根室半島の東方 80

～150 km 付近に漁場が形成されるようになった

（図 1b）。このとき水温は 45℃以南で親潮流軸付

近を除くとおおむね 16℃以上で、依然高温傾向

にあった。親潮流軸付近では降温が顕著で、親

潮第二分枝でも降温して 16℃以下の水温域が拡

大している。 

 

 

 

 

図 1. 海面水温（単位：℃）と漁場位置（＋）。(a) 

2014 年 8 月 22 日、(b) 2014 年 9 月 16 日、(c) 2014

年 9 月 23 日、(d) 2014 年 10 月 22 日、(e) 2014

年 11 月 17 日。 

6



 

図 1. 続き 

 

 

 

 

 

 

 

9 月下旬になると北海道南方で漁場が形成さ

れた（図 1c）。このとき道東沖の親潮は、おおむね

17℃以下で、襟裳岬南 100 km 付近までこの 17℃

以下の水温域が続いている。このときにおいても

北海道東方は高温傾向で、このことが親潮第一

分枝に漁場が形成されやすい原因となった。  

10 月には道東沖と東北沖に漁場が形成される

ようになった。10 月下旬には道東沖の漁場形成

が終了し、三陸海岸沖が漁場となった（図 1d）。こ

のときの海況は青森県沖と岩手県沖の 2 つの暖

水域が特徴で、その間の冷水域において漁場が

形成されている。 

11 月には岩手沖への冷水の流入が弱まり、宮

城沖と、岩手沖暖水域の北側や東側で漁が行わ

れ、11 月中旬以降は岩手県沖の暖水の東側で漁

場が形成されている（図 1e）。11 月中旬には親潮

第二分枝から宮城沖への冷水の経路ができたた

め、宮城沖へも魚群が入っている。 

 

4. まとめ 

2014 年は北海道東方海域で高温傾向が著し

かったため開始時期は遅く、開始期の漁場位置

が北に遠かったが、漁期を通じての漁獲は 225 千

トンで、昨年の 1.5 倍となりおおむね好況であった。

10 月に津軽暖水と岩手県東方の暖水の間でまと

まって漁場が形成されたことや、11 月に親潮第二

分枝から宮城沖への経路ができたことなどが好条

件になったと考えられる。 
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福島県海域の海況予測  

池川正人 (福島県水産試験場 )  

1.背景 

福島県海域の海洋観測は 1906 年に始まり、

太平洋戦争の際中止となったが、1948 年より再

開している。1963 年の異常冷水をきっかけに海

況の把握が求められ、国の補助により漁海況予

報事業が行われるようになり、その後、定点、

頻度等に変更を加えながら観測を継続していた。 

2011 年の東北地方太平洋沖地震の際発生し

た津波により、漁業調査指導船｢いわき丸｣が沈

没し観測を継続できない状況となったが、中央

区水産研究所漁業調査船｢蒼鷹丸｣、北海道区水

産研究所漁業調査船｢北光丸｣、北海道教育庁実

習船｢北鳳丸｣による支援を受け、その後、水産

総合研究センターから漁業調査船｢こたか丸｣を

借用し、定線の一部について観測体制を維持し

てきた。2014 年 10 月に代船となる｢いわき丸｣

が竣工したことで観測体制が復活し現在に至っ

ている。 

現在は東北ブロック水産試験研究機関で定

めた海洋調査指針に基づき、図 1 に示した定線

で観測を実施している。沿岸定線 (沿岸～

142-30E)については月 1 回、沖合定線(143-00E

～145-00E)については年 4 回を目途に実施し、

水温､塩分､chl.a､DO を記録し、魚介類の卵稚仔

についてのモニタリングも行っている。 

今回、福島県の海洋観測で得られた 100m 深

水温値を用いて行った水温予測手法について紹

介する。 

 

2.方法 

1980年 4月～2010年 12月に福島県が実施し

た海洋観測のうち、図 1 に示した定点のうち、

沿岸～142E(S3～S7､T4～T7､U4～T7)の100m深

の実測値を用いて係数を固定した自己回帰分析

のモデルを作成し、そこから 2012 年 1 月～2014

年 7 月の予測値を求めた(自己回帰モデル)。 

まず、月別定点別平年偏差を作成した。この

際 2 ヶ月以内の欠測については線形内挿により

補完した。平年偏差は実測値と月別平年値の差

として算出し、平年値は 1981 年 4 月～2010 年

12 月の実測値の月別平均から算出した。 

つぎに、各定点をグループ分けするため、ク

ラスター解析(ユークリッド距離を用いた最長

距離法)を行い、月別定点別平年偏差を各グルー

プ(クラスター)内で平均し、月別グループ別の

平年偏差を作成した。この操作により線形内挿

で補完できなかった欠測を補完した。 

自己回帰分析モデルでは、まず月別グループ

別平年偏差について分散共分散行列を用いて主

成分分析し、得られたスコア値を用いて自己回

帰分析を行い、赤池情報量基準を最小とする自

己回帰係数を求めた。つぎにこの係数を用いて

2012年1月～2014年7月について翌月の主成分

スコアを予測し、この予測値に固有ベクトルを

乗算することで、各グループの予測偏差を求め

た。予測偏差は予測値と月別平年値の差として

算出した。 

このモデルについて、予測精度の指標として

RMS（Root Mean Square:二乗平均平方根）を下

式により求め、精度の検証を行った。 

RMS = √
1

N
∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2
N

i=1

 

ここで、x i は予測偏差、y i は実測平年偏差、

N はデータ数を示す。 

 

3.結果･考察 

グループ数が多くなるよう、かつ欠測が残ら

ないようにクラスター解析を行った結果、グル

ープは 3 つになり、沿岸域、相双海域の沖合、

いわき海域の沖合に分けられた(図 2､図 3)。 

主成分分析の結果得られた固有値及び累積

寄与率を図 4 に示す。累積寄与率は第一主成分

で 80.9％であり、第一主成分のみで海域全体の

変動をおおむね説明できると考えられ、モデル

には第一主成分のみを用いた。 

第一主成分の固有ベクトルは各グループで

正の値(0.30～0.72､図 5)であり、第一主成分は海

域全体の水温の上下を示していると考えられた。

第一主成分の固有ベクトルは各グループの水温
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変動の大きさを示していると考えられ、いわき

沖合、相双沖合、沿岸域の順に変動が大きいこ

とが窺えた。 

得られた自己回帰分析モデル全体の RMS は

1.98 であり、沿岸が 1.15、相双沖合が 2.07、い

わき沖合が 2.49 であった(表 1)。沿岸は比較的

精度が高く、沖合、特にいわきにおいて低かっ

た。 

今回得られた自己回帰式は、自己回帰係数

(a1～a5)のうち a1 が他と比較し大きな値となっ

ていた(表 2)。各主成分の予測水温は、 

平均水温+当該主成分の固有ベクトル×(a1

×1 ヶ月前のスコア値+a2×2 ヶ月前のスコア

値･･･) 

で計算されるため、直近の月の平年偏差が予

測値に大きく影響するものとなっている。この

ため、水温変動の激しい海域において冷水と暖

水が交互に波及する場合や冷水(暖水)が 1 ヶ月

おきに波及する場合は予測が外れやすいと考え

られる。 

2012年 4～6月の実測値は概ね平年並みで推

移したが 7 月に冷水が波及した。このため今回

のモデルでは 8 月について平年並み～低め基調

と予測したが、実際は暖水が波及したため大幅

に外れる結果となった。また、2013 年 8 月は概

ね平年並み～低め基調となり、9 月について平

年並みと予測したが、実際は低めとなった。10

月については低め基調と予測したが実際は高め

基調となり、それぞれ予測が大幅に外れる結果

となった。 

こうしたことから、今回の自己回帰分析モデ

ルを使用する場合、対象は水温変動の小さい沿

岸域とし、いわき沖合、相双沖合といった水温

変動の大きい海域を扱う場合は、予測精度の向

上のため、自己回帰式を改良(自己回帰係数のう

ち突出した値がないもの)するか、気象庁の北西

太平洋版新海洋データ同化システム(MOVE)な

どの海洋大循環モデルを併用する必要があると

思われる。 

 

参考文献 

石井勇，1975，福島県の沿岸海況-Ⅰ，福島水試

研報，3，11-21 

東北ブロック水産試験研究機関,2014,海洋観測

指針(東北ブロック) 
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図 1. 福島県海洋観測定線 

 

 
 

図 2. グループ分け結果(クラスター解析の樹形図) 図 3. グループ分け結果 

 

  

図 4. 固有値と累積寄与率 図 5. 第一主成分の固有ベクトル 
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表 1. RMS 及び月別グループ別平年偏差 

  

 
斜字: 月別グループ別平年偏差  

(月別グループ別平年偏差､平年差とも、-1～1は緑色、1以上は黄色～赤系統､-1以下は青系統で塗り分けた。) 

 

表 2. 自己回帰係数  

 

 

予測平年差(℃) 実測平年差(℃)

年月＼クラスター RMS 沿岸域 相双沖合 いわき沖合 沿岸域 相双沖合 いわき沖合 沿岸域 相双沖合 いわき沖合

RMS 1.98 1.15 2.07 2.49

2012/1 0.94 -0.65 -1.39 -0.56 -0.22 -0.46 -0.52 -0.86 -1.84 -1.07

2012/2 1.07 -1.78 -0.54 -0.13 -0.45 -0.95 -1.08 -2.23 -1.49 -1.21

2012/3 1.72 -0.43 2.08 2.08 -0.65 -1.36 -1.55 -1.08 0.72 0.53

2012/4 1.20 -0.95 1.84 -0.13 -0.04 -0.09 -0.10 -0.99 1.75 -0.23

2012/5 1.21 0.16 2.01 -0.57 -0.06 -0.12 -0.14 0.11 1.89 -0.71

2012/6 0.56 0.24 -0.78 -0.51 0.04 0.07 0.08 0.28 -0.71 -0.42

2012/7 1.84 -1.60 -2.14 -1.73 -0.08 -0.16 -0.18 -1.68 -2.30 -1.91

2012/8 3.19 1.56 3.35 4.10 -0.52 -1.08 -1.23 1.04 2.27 2.88

2012/9 1.37 0.58 -1.19 1.98 0.71 1.49 1.69 1.29 0.30 3.67

2012/10 2.37 0.27 4.10 0.03 0.52 1.09 1.24 0.79 5.20 1.27

2012/11 1.47 0.52 2.35 0.81 0.67 1.40 1.59 1.18 3.75 2.40

2012/12 1.45 -0.17 -0.06 -2.50 0.81 1.69 1.92 0.64 1.63 -0.58

2013/1 2.93 0.39 3.91 3.22 0.21 0.45 0.51 0.61 4.36 3.73

2013/2 0.82 -0.35 0.32 1.33 1.37 2.86 3.25 1.02 3.19 4.58

2013/3 2.35 3.06 -0.69 2.59 1.29 2.70 3.06 4.35 2.01 5.66

2013/4 3.42 -2.19 -1.77 -5.22 1.24 2.60 2.96 -0.95 0.83 -2.26

2013/5 0.93 -0.21 -0.87 -1.35 0.17 0.35 0.40 -0.04 -0.52 -0.95

2013/6 3.27 -1.35 -3.73 -4.03 0.04 0.08 0.09 -1.32 -3.65 -3.94

2013/7 1.57 -0.16 -1.89 -1.95 -0.53 -1.12 -1.27 -0.70 -3.01 -3.22

2013/8 0.74 0.98 0.81 -0.12 -0.57 -1.19 -1.35 0.42 -0.37 -1.47

2013/9 3.18 -1.10 -4.54 -2.91 -0.35 -0.73 -0.83 -1.45 -5.27 -3.74

2013/10 3.74 2.85 3.03 4.96 -1.63 -3.41 -3.87 1.22 -0.38 1.09

2013/11 2.81 -0.82 -1.35 4.61 -0.37 -0.78 -0.88 -1.19 -2.12 3.73

2013/12 1.20 0.61 0.67 1.87 -0.25 -0.53 -0.60 0.35 0.13 1.27

2014/1 0.65 -0.56 -0.33 -0.91 -0.12 -0.24 -0.28 -0.68 -0.58 -1.19

2014/2 0.52 -0.57 -0.60 0.35 -0.00 -0.01 -0.01 -0.58 -0.61 0.34

2014/3 1.44 1.11 -0.70 2.12 -0.10 -0.22 -0.25 1.01 -0.92 1.87

2014/4 1.55 -0.20 -1.94 -1.84 0.34 0.71 0.80 0.14 -1.23 -1.04

2014/5 2.48 -0.73 -1.53 -3.94 -0.00 -0.01 -0.01 -0.73 -1.54 -3.95

2014/6 1.40 0.32 -0.51 2.36 -0.61 -1.28 -1.45 -0.29 -1.79 0.91

2014/7 0.88 -0.39 -1.35 -0.59 -0.22 -0.46 -0.52 -0.61 -1.81 -1.11

実測-予測(℃)

絶対値1未満 1以上2未満 2以上3未満 3以上

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

0.51 0.02 0.08 0.11 0.02 0.15 -0.04 -0.12
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三陸沿岸において東京大学大気海洋研究所が展開中の海洋物理学研究 

田中潔、道田豊（東京大学 大気海洋研究所） 

1. はじめに 
日本最大規模のリアス海岸が広がる三陸沿

岸では、若布・昆布・牡蠣・帆立貝等の養殖

業が盛んである。東京大学大気海洋研究所で

は東日本大震災後、三陸沿岸海洋の物理・化

学環境と生物動態、海洋生態系の変動メカニ

ズムを解明し、震災後の漁場の設定や資源量

予測に資する科学的知見やデータを提供する

ことを目指している（文部科学省海洋生態系

研究開発拠点機能形成事業「東北マリンサイ

エンス拠点形成事業」）。 

その中で、筆者らは岩手県大槌町に立地す

る臨海研究施設（東京大学大気海洋研究所 

国際沿岸海洋研究センター）を拠点にして、

沿岸海洋物理の研究を推進している。三陸の

養殖は無給餌養殖を特徴とすることから、養

殖域に栄養分を運ぶ沿岸流の実態（経路・量・

組成など）を解明することは、海洋物理学の

みならず、水産学の視点からも極めて重要な

課題である。 

本報では、筆者らが進めてきたこれまでの

研究展開と進捗状況を紹介する。 

2. 観測研究 
現在は、大槌湾・釜石湾・広田湾の 3 湾と、

その沖合域（大陸棚から大陸棚斜面域）を重

点的に（図 1）、様々な観測を実施している。

各湾内では小型調査船や漁船を用いて、ADCP 

(acoustic Doppler current profiler) による流速

観測や、CTD (conductivity temperature depth) 

プロファイラーによる水温・塩分・深度観測

を中心とする観測を実施している。一方、沖

合では大型船（学術研究船）を利用して、大

規模な係留系の設置を行っている（図 2）。 

また、船舶観測と連携させて、大槌湾（東

西 8 km、南北 3 km）を中心に、モニタリン

グ観測も実施中である（図 3）。年間を通し

ての運用を目指し、多くはインターネット上

でデータを（準）リアルタイム配信している

（大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センタ

ーのウェブサイトにリンクを集約）。 

  

図 1. 観測研究を重点的に実施している海域：大

槌湾・釜石湾・広田湾とその沖合域。 

図 2. 学術研究船（淡青丸）を利用しての、大槌

湾沖での大型 ADCP 係留観測の様子。 
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これまでに得られた成果の一例として、大

槌湾で明らかになった夏季の循環構造を紹介

する。図 4 は 2014 年 8 月の流速分布（ADCP

測流）を示す。上層（10 m 深）では沖向きの

流れが拡がる一方（図 4a）、下層（海底 5-15 

m 上）では反対に岸向きの流れが拡がってい

る（図 4b）。すなわち、二重潮が形成されて

いる。また、このときは（順圧）潮位は上げ

潮期であり、上層は逆潮であった。 

また、図 5 は同時期の湾内を東西に縦断す

るライン上での、海水密度の鉛直プロファイ

ル（CTD 観測）を示す。湾外から湾内の下層

（底層）に、津軽暖流水が貫入し、海底斜面

に沿って上昇しながら湾内に進入していた。 

こうした特徴（二重潮・上げ潮・津軽暖流

水の貫入）は、Okazaki (1990) が唐丹湾等で

の観測から先駆的に推測・提示した循環像と

同じである。本研究では広域船舶 ADCP 観測

に加えて係留モニタリング観測も連携させて

実施することで、そうした循環構造が夏季を

中心とする成層期には、湾内のほぼ全域に組

図 3. 大槌湾で実施中のモニタリング観測。

図 4. 夏季の水平流速分布（船舶 ADCP）：

(a)上層（水深 10 m 面上）、(b)下層（海

底 5-15 m 面上）。 
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織的に形成されること、数～数十時間の周期

で繰り返し生じていることなどを初めて明ら

かにすることが出来た。 

3. 数値シミュレーション 
観測と同時に、東京大学大気海洋研究所 気

候システム研究系開発の海洋循環モデルを基

に数値モデリングも実施している（図 6）。 

これまでにあまり例の無い多重度での連結

階層化（ネスティング）や、天体の位置関係

から起潮力（平衡潮汐）を計算して潮流を再

現するなどの点に特徴を有する。また、上述

の非常に密度の高い観測データとの相互比較

検証が可能な点も大きな特徴である。 

一例として、図 7 に、最小水平解像度が約

20 m の最内側モデル（大槌湾モデル）でシ

ミュレーションされた冬季（1 月）の平均表

層場（水深 1 m）を示す。湾外から高塩な外

洋水が進入する過程と、湾奥で河川水が拡散

する過程が再現されている。両過程とも地球

自転の影響を受け、低気圧性（反時計回り）

の流れが形成され易い傾向にある。 

4. 地域社会との連携 
養殖施設や定置網など水産施設が多数敷設

されている三陸沿岸では、地元の漁業協同組

合やその組合員（漁師）の協力なくして観測

は出来ない。一方、水産業の現場においては、

基礎科学からのアプローチでしか解決できな

い問題が多く見られる。例えば、冒頭で述べ

たように、無給餌養殖域に栄養分を運ぶ沿岸

流の実態（経路・量・組成など）を解明する

ためには、海洋物理学からのアプローチが不

可欠である。 

そこで、筆者らは、学術的な課題と社会的

な問題を同時に且つ相乗的に解決する方法を、

地域社会とともに検討している。例えば、漁

業協同組合（員）や岩手県水産技術センター

（旧水産試験場）及び岩手県水産部などと定

期的に情報交換をしたり（図 8 上）、共同で

観測計画を策定したりして（図 8 下）、相乗

図 5. σt （海水密度）の鉛直プロファイ

ル。L1（右端）は湾内東端の湾口、L6

（左端）は湾内西端の湾奥点を表す。縦

軸は深度。赤色破線は、津軽暖流水（TW）

と沿岸水（SW）の境界面を示す。 

図7. シミュレーションされた冬季（1月）

の平均表層場（水深 1 m）。暖色は高塩、

寒色は低塩、矢印は流速を表す。 

図 6. 数値モデル計算領域。（上）多重連

結の外洋モデルと、（下）湾モデルを更

に連結。 
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的な研究を推進している。さらに、筆者らが

大槌湾で取得中の海洋環境モニタリングデー

タを、インターネット上で（準）リアルタイ

ム配信するとともに、そうした試みを広く地

元市民に紹介するリーフレットの作成なども

行っている（図 9）。 

参考文献 
Okazaki, M. (1990): Internal tidal waves and 

internal long period waves in the Sanriku coastal 

seas, eastern coast of northern Japan. La mer, 28, 

5-29. 
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困難が多い海洋観測は、東京大学大気海洋

研究所 国際沿岸海洋研究センターの黒澤正

隆船長や平野昌明船長をはじめとする現地ス

タッフの尽力によって実現出来ました。新お

おつち漁業協同組合・釜石東部漁業協同組

合・広田湾漁業協同組合・釜石湾漁業協同組

合、岩手県水産技術センター・岩手県水産部

からも多くの支援を頂きました。本研究は、

文部科学省海洋生態系研究開発拠点機能形

成事業「東北マリンサイエンス拠点形成事業」

の支援を受けて実施しました。 

図 8. 広田湾漁業協同組合における（上）

研究成果公表・情報交換会と、（下）岩

手県水産部・水産技術センターとも連携

しての観測計画打ち合わせ。 

図 9. 大槌湾の海洋環境モニタリングデータをリアルタイム中継するウェブサイトを紹介す

るリーフレット。 
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海洋短波レーダーによる津軽海峡東口表面流観測 

佐々木建一、渡邉修一、脇田昌英、田中義幸、山本秀樹、津幡圭介、吉川泰司 
（独立行政海洋研究開発機構むつ研究所） 

 

１． はじめに 

津軽海峡は、日本海と北太平洋を結ぶ主要な

水路の一つであり、航路（国際海峡）として、

および漁場として極めて重要な海域である。さ

らに、津軽暖流水を北西部北太平洋に供給する

経路として、とりわけ東北地方の太平洋沿岸域

の海洋環境に与える影響が大きいと考えられる。

独立行政法人海洋研究開発機構（以後

JAMSTEC）むつ研究所は、津軽海峡および周

辺海域の海洋環境変動研究に資することを主目

的として、海峡東部に海洋短波レーダーを設置

し、準リアルタイムで海洋表面の流向流速計測

を平成 26 年度より開始した。 

 

２． 津軽海峡海洋短波レーダーの概要 

津軽海峡海洋短波レーダーの概要を表１に

示す。海洋短波レーダーは、沿岸に設置した電

波発信局（地方局）から海洋表面に電波を照射

し、受信した後方散乱のドップラーシフトを利

用して視線方向の流速を求め、別の局で同時に

観測された視線方向流速とベクトル合成するこ

とで流向流速を得るものである。米国 CODAR

社製のレーダーを採用した津軽海峡海洋短波レ

ーダーシステムは、電波を送受信する地方局 3

局（①北海道函館市大澗町、②青森県むつ市大

畑町、③青森県下北郡東通村岩屋地区）とデー

タを集約してベクトル合成を行う中央局 1 局

（当研究所内）からなる（図 1）。各地方局から

60km 程度までの範囲を約 3km の空間解像度

で観測することが可能で、30 分毎に流向流速デ

ータを得る設定で計測している。瞬間値ではな

く、前後 37.5 分（合計 75 分間）の計測値を用

表１．津軽海峡海洋短波レーダーの概要 
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図１．津軽海峡海洋短波レーダーシス

テムについて。(A)：本システムの各局

の位置と取得される津軽海峡東部の

表面流ベクトルマップの例。(B)：むつ

市大畑町に設置された大畑局の写真。

いて平滑化されている。  

 

 

 

 

 

３． データ公開について 

本システムで得られるデータは、当研究所に

おける陸域周辺海域海洋環境変動研究を遂行す

る上での基礎データではあるが、JAMSTEC 内

外のその他のグループによる研究活動はもとよ

り、近隣海域における水産業、海難事故への対

応などにとっても貴重なデータとなり得るため、

下記の基準の下にデータをインターネット上で

即時公開するための準備を行っている。 

 

① 流速ベクトルマップについて 

得られたデータを地図上に矢印標記した流

速ベクトルマップ（図 1(A)に参考図）について

は、アクセス制限なしでインターネット環境を

持っていれば誰でも閲覧できる環境とする。こ

れは主に水産業者による利用を念頭に置いたも

ので、スマートフォンおよびフィーチャーフォ

ンでの表示も可能なシステム構築を検討してい

る。 

 

② 数値データについて 

合成ベクトルの数値データおよびその合成

に用いられる各地方局の視線方向流速数値につ

いては、官公庁や研究者をはじめとする登録ユ

ーザー向けとして、パスワード管理での公開と

する。 

 

③ 生（に近い）データについて 

各地方局で取得されている時間間隔がより

短いデータ（生データに近いデータ）について

は、即時公開システムによる公開の予定はない

が、別途申請して頂くことで、主に研究者向け

に提供する。 

 

４． データの品質管理について 

研究機関としてデータを公開する上では、そ

のデータの精度、確度などの品質を管理するこ

とが求められる。流向のパターンについては、

平成 26年 2―3月に観測された異常低水温現象

と整合的であるとみられ（渡邉ら 2014）、津軽

暖流の流軸の季節変化が数値モデル結果と似て

いるとの基礎的解析結果もある（石川ら 2014）。

一方で、数値モデル計算値などと比較して流速

が有意に小さく観測される傾向があるとの指摘

があり（石川ら 2014）、早い段階でのデータの

定量的な検証が望まれる。当面の間は、CODAR

社デフォルトのシステムで得られる（ある程度

の異常値処理や平滑化処理が行われている）デ

（A）

（B）

えさん局 

大畑局 
岩屋局 

中央局 

アンテナ 

局舎 

17



ータをそのまま公開するが、同時進行でデータ

の品質管理手法を検討し、将来的にはより実質

的な品質管理が行われた状態のデータを（も）

公開する必要があろう。現時点で計画している

品質管理手法は、以下のとおりである。 

 

① 地方局 2 局間ベースライン上の視線方向流

速の比較 

任意の2局の地方局の間（ベースライン上）

の点における視線方向流速は、それぞれの地方

局から見れば符号が逆で大きさが等しくなる。

これを準リアルタイムで監視、比較すれば、視

線方向流速が一定の精度内で計測されているか

を判断する材料になるだろう。このアルゴリズ

ムは、データ公開システムにデータ品質管理支

援機能として盛り込むことにしている。どの程

度の差を閾値として「疑わしいデータ」とする

かは、このデータ公開システムをある程度の期

間運用した上で今後慎重に検討する。 

 

② 現場観測流向流速データとの比較 

現場観測データとの比較は、国内でもこれま

でにいくつかの手法が検討されている（たとえ

ば木下ら 2004；吉川ら 2004，2005）。当研究

所では、観測船などの航路上で取得される船底

ADCP データ、流速計係留による定点観測デー

タ、および GPS ブイ漂流による漂流軌跡観測

などの手法を計画している。当研究所と北海道

大学水産科学研究院との間に締結されている連

携協定のもとで行われる北大練習船による観測

航海がそれを行う主要な手段となっており、そ

の一部の観測はすでに行われている（図 2）。 

未だ十分に比較検討が可能なデータが取得

されていないので、品質管理の試行については

今後の課題とする。また、同様に連携協定を結

んでいる青森県地方独立行政法人産業技術セン

ターの水産総合研究所およびその他の機関によ

って取得されたデータのうち利用可能なものに

ついては可能な限り収集し、本目的のために利

用したい。 

 

５． おわりに 

津軽海峡東口における海洋短波レーダーに

よる表面流向流速の計測が開始されて 1 年程に

なる。当研究所は、このデータを最大限に生か

して、津軽海峡およびその周辺海域の海洋環境

変動を捉え、地球規模の環境変動との関わりを

解析するための研究を進めようとしている。一

方で、当研究所単独でこの研究を十分に推し進

（A）

図 2．北海道大学練習船「うしお丸」による観

測について。(A)：航跡の典型例。図中の赤丸

の点で流速計の係留観測を計画している。

(B)：平成 26 年度に試験を行った電磁流速計

と小型 CTD の係留系図。 

（B）
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めることが困難であるのも事実である。東北海

区の関係機関には、本海洋短波レーダーのデー

タ利用を促進していただくとともに、当研究所

の研究にもご理解を賜り、データ共有や議論の

場等を通してご協力いただければ幸甚である。 
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仙台－苫小牧間フェリー航路上での水温塩分観測 

公益財団法人日本海洋科学振興財団  中山 智治・島 茂樹 

 

１．はじめに 

 

青森県太平洋沿岸では、図 1 に示すように、

太平洋側の親潮系水の上に津軽海峡から津軽暖

流が流れ込み、夏から秋に暖水渦（渦モード）、

冬から春に下北半島沿岸に沿った南下流（沿岸

モード）が形成されることが知られている（例

えば、Conlon 1982）。渦モードについては、こ

れまでに多くの観測・研究がなされており、例

えば暖水渦の変動には、津軽暖流の流量変動や

津軽暖水と親潮系水の密度差が影響しているこ

とが明らかになっている（安田ら 1988、杉本・

川崎 1988 など）。しかしながら、沿岸モード時

の海洋構造を示す詳細な観測例は少ない。また、

2014年は沿岸親潮の勢力が強く（函館水産試験

場 2014）、2 月～4 月に下北半島沿岸域が沿岸

親潮と思われる低温水に継続して覆われた。沿

岸親潮は、低温・低塩分の特徴を持ち、北海道

沿岸に沿って日高湾から噴火湾に至ることはわ

かっているが（大谷 1971、清水・磯田 1999、

Shimizu et al. 2001）、津軽暖水との関係はよく

わかっていない。公益財団法人日本海洋科学振

興財団では、青森県から委託された「六ヶ所村

沖合海洋放射能等調査」の中で、青森県太平洋

沿岸において、2006 年～2014 年に、仙台－苫

小牧間フェリーによる水温塩分観測を実施して

きた。本発表では津軽暖流が沿岸モードを形成

する冬季～春季に津軽暖水・沿岸親潮に注目し

て、観測結果を紹介する。 

 

２．観測の概要 

 

  仙台－苫小牧間フェリー航路が津軽暖流を横

切ることから、図 1に示すように航路上に観測

点（9 点）を設定し、2006 年～2014 年に月 1

回程度、乗船して XCTDによる水温塩分観測を

実施した。図 2は、観測に利用した仙台－苫小

牧間を航行する「太平洋フェリー きたかみ」で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 青森県太平洋沿岸の流れの模式図と観測

点 

 

 

 

 

 

 

図 2 観測に利用した「太平洋フェリー きたか

み」 

 

３．観測結果 

 

(1)水塊区分 

観測結果について、津軽暖水・沿岸親潮など

水塊別に検討するため、図 3 に Hanawa and 

Mitsudera（1988）による三陸沖の水塊区分を

示す。図 4の T-S図は、青森県太平洋沿岸水温

塩分観測で実施した観測を全てプロットしたも

20



32.5 33 33.5 34 34.5

0

5

10

15

20

1

2
3

4

5

水
温
（
℃
）

塩分（psu）

津軽暖水
（TWW）

沿岸親潮
（COW）

親潮系水
（OW）

表層水

下層水

のであるが、図 3の水塊区分では収まりきらな

い部分もあり、ここでは図 4の赤点線で示す水

塊区分を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 Hanawa and Mitsudera（1988）T-S図に

よる水塊区分  1 下層水（亜寒帯循環系）、2 親

潮系水、3津軽暖水、4 沿岸親潮、5 表層水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 青森県太平洋沿岸水温塩分観測 T-S図 

 

 

 

(2)2013年 12月～2014年 5の観測結果 

2013 年 12 月～2014 年 5 月の鉛直断面（水

温、塩分、密度）を図 5～図 8 に示す。鉛直断

面内の赤点線は高温高塩分である津軽暖水、青

点線は低温低塩分である沿岸親潮に相当する範

囲を示している。 

12 月の観測では本州側に広く津軽暖水がみ

られるが、2 月になると津軽暖水の分布域が狭

くなり、沿岸モードに移行したことが推測され

る（図 5、図 6）。また、2月の表層では st.7よ

り北側に沿岸親潮が分布し、その下に津軽暖水

がみられる（図 6）。4月になると、沿岸親潮の

分布域はさらに南に広がって、津軽暖水とみら

れる高温高塩分の海水は海面ではみられなくな

り、沿岸親潮よりも下にパッチ状に分布するよ

うになる（図 7）。5月の観測では、津軽暖水の

分布域が広くなり、暖水渦が形成されつつある

ことが推測される（図 9）。下北半島太平洋沿岸

で水温の低下が観測された 2014 年 2 月～4 月

に、本観測でも沿岸親潮が南下するようすが観

測された。このような沿岸親潮の南下が毎年起

こっているかをみるために、図 9 に 2006 年～

2014 年の 4 月の塩分の鉛直断面を示す。2007

年、2013年は、津軽暖水に相当する高塩分域の

占める範囲が広く、沿岸親潮とみられる低塩分

水はほとんどみられない。2008 年、2010 年、

2012 年、2014 年は、分布範囲に違いはみられ

るものの沿岸親潮に相当する低塩分水が厚さ

100 m程度で南に広がっていた。表層に沿岸親

潮が広がっている場合は、沿岸親潮の下に密度

の大きな津軽暖水が分布する様子が観測された。

これまでの研究では、海峡から流出する津軽暖

水が相対的に密度の小さいものとして、渦の発

達・衰退のメカニズムが説明されており、密度

の大きな津軽暖水がどのように沿岸モードを形

成するかについて、あまり議論されていない。

密度の大きな津軽暖水が、どのような挙動を示

すか、観測・解析を進める必要がある。 
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図 5  2013年 12月 17日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6  2014年 2月 7日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度） 
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図 7  2014年 4月 17日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8  2014年 5月 9日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度） 
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図 9  4月（2006年～2014年）の青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の塩分鉛直断面 

 

 

 

 

(3)津軽暖水と沿岸親潮 

  津軽暖水の沈み込みや沿岸親潮の南下につ

いて、経年的な違いを検討するために、図 4

に示す水塊区分を用いて、津軽暖水、沿岸親潮

の特徴を検討する。 

図 10に、2013年 12月の水塊区分を示すT-S

図（津軽暖水：赤、沿岸親潮：青、親潮系水：

緑）と、その水塊区分に対応した色でプロット

した鉛直断面を示す。T-S図上で津軽暖水と親

潮系水を比較すると、親潮系水に比べて津軽暖

水は高温で密度が小さい。鉛直断面でみても、

親潮系水の上に津軽暖水が分布しており、密度

の小さい津軽暖水が密度の大きい親潮系水の

上に広がる構造となっている。沿岸親潮はみら

れない。同様に 2014年 4月の観測結果につい

て、図 11 に示す。T-S 図をみると、津軽暖水

と親潮系水の密度は同程度であり、平均値では

津軽暖水の密度が大きくなっている。沿岸親潮

は津軽暖水、親潮系水に比べて密度が小さく、

最も表層に分布していたと考えられる。鉛直断

面でも、沿岸親潮が表層 100 m に分布し、そ

の下に親潮系水、津軽暖水が分布する構造とな

っている。 
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図 10 2013年 12月 17日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度）、T-S

図（T-S図内の大きな○印は各水塊の平均） 
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図 11 2014 年 4 月 17 日青森県太平洋沿岸部水温塩分観測の鉛直断面（水温、塩分、密度）、T-S

図（T-S図内の大きな○印は各水塊の平均） 

 

 

  以上のような津軽暖水、親潮系水、沿岸親潮

の関係について、おおまかな経年的な違いをみ

るために、2006 年～2014 年の 12 月～4 月の

観測における各水塊の平均水温・塩分を T-S

図に示した（図 12）。沿岸親潮の南下が顕著で

あった 2014 年は、2 月の観測で沿岸親潮より

も津軽暖水の密度が大きいが、4月ではそれら

の密度差が大きくなって、沿岸親潮はさらに広

がったようである。また、津軽暖水は親潮系水

に対しても密度が大きくなっており、先に述べ

たように、沿岸親潮、親潮系水の下に分布する

結果となった。さらに、2014 年は他の年に比

べて沿岸親潮の塩分が低く、密度が小さかった

ようで、下北半島沿岸に沿岸親潮が接岸した一

因になっていると考えられる。2008年、2010

年、2012 年についても、津軽暖水の温度が下

がって密度が最も大きくなったときに、沿岸親

潮よりも大きな密度になっていることがわか

る。一方、沿岸親潮の南下がほとんどみられな

い 2007年は 2月、4月とも、沿岸親潮、親潮
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系水に比べて津軽暖水の密度が小さい。2013

年も 2007年程ではないものの津軽暖水が軽い

傾向にあり、図 7（2007年、2013年）のよう

に津軽暖水の分布域が広かったと考えられる。 

以上のように、密度が最も大きくなる冬期～

春季においては、津軽暖水は、沿岸親潮や親潮

系水より密度が大きく、下層にみられる年も多

かった。津軽暖流の冬季～春季の構造を議論す

る際には、渦モード時のように、密度の小さな

津軽暖水が流入し表層に分布する構造では不

十分であることが推察される。 

 

４．まとめ 

2014 年 2 月、4 月に低温低塩分である沿岸

親潮の下に津軽暖水が観測された。2008 年、

2010年、2012年についても、津軽暖水に比べ

て沿岸親潮の方が軽く、沿岸親潮が下北半島太

平洋沿岸の沖合に広がっていたようである。ま

た、毎年 3月～4月に、津軽暖水と親潮系水が

同程度の密度になっており、2014 年のように

親潮系水の下に津軽暖水が分布する年もあっ

た。今後は、密度の大きな津軽暖水がどのよう

な構造をとるのか、観測・解析を続ける必要が

ある。 
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図 12  2007年～2014年冬季における沿岸親潮（COW）、津軽暖水（TWW）、親潮系水（OW）

の観測毎の水塊の平均水温、塩分（T-S図） 
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仙台湾におけるセイシュの特性について 

筧 茂穂（東北水研）・伊藤進一（東大大海研）・和川 拓（東北水研） 

 

 セイシュとは、一般的には潮汐以外の周期で

起きる水面の振動現象を指し、主振動である潮

汐に対して副振動とも呼ばれる。セイシュは潮

汐で予報される値とは異なる周期や波高の水位

変動をもたらす。振幅の大きなセイシュは船舶、

港湾施設、沿岸の建造物あるいは定置網や養殖

施設等の漁具に被害をもたらすことがあること

から、古くから研究が行われている。本研究で

は、仙台湾で取得した水位データを解析し、セ

イシュの特性（周期・波高・継続回数）につい

て明らかにするとともに、セイシュの発生機構

についても解析を行った。 

 用いた水位のデータは、2010年 6月から 2011

年 3月にかけて仙台湾に面する宮城県宮城郡七

ヶ浜町花淵崎小浜港の岸壁に設置した波高計で

取得したものである。10分ごとの水位データに

対して仙台管区気象台の海面気圧を用いて気圧

補正を行い、解析に使用した。 

 気圧補正済み水位データについてスペクトル

解析を行った。主要四分潮（M2、S2、K1、O1）

のパワースペクトル密度が顕著に大きくなって

おり、潮汐による水位変動が卓越していること

を示している。潮汐周期成分以外では、2.88 

hourに顕著なピークが見られた。湾セイシュの

固有振動周期（式 1）を L = 50 km、h = 40 m

で計算すると 2.81 hourとなり、スペクトルの

ピークとよく一致する。周期約 3時間の変動は

セイシュによって発生していると考えられる。 

 セイシュはほぼ毎日観測され、その波高は、

概ね 10 cm程度であるが、30 cm以上となると

きもあった。波高の大きなセイシュは 9～12月

に頻繁に観測された。セイシュの波高の階級別

発生頻度を求めたところ、波高が5 cm以上10 cm

未満の発生回数が最も多く、245回発生してお

り、次いで 10 cm以上 15 cm未満の発生回数が

多く 207回であった。観測されたセイシュのう

ち波高 5 cm以上 15cm未満のものが 82 %を占め

ており、その発生頻度は1.7回 day-1であった。

また、セイシュの継続回数を解析したところ、

継続回数 1回（1波）のセイシュの発生回数が

最も多く、107回であり、継続回数が増加する

につれ発生回数が減少した。 

 波高の大きいセイシュの 58.5 %が南寄りの風

から北よりの風への急変で発生していた。これ

らの風の急変は、温帯低気圧等の通過によって

発生した。総観規模の気象擾乱の通過に伴う風

の急変により一時的に風が南東風になったとき

に水位が急上昇し、これをきっかけにセイシュ

が発生していた。仙台湾の形状は南東風により

海水が湾奥に集積しやすいことから、南東風に

よる海水の吹き寄せとその後の海水の流出がセ

イシュの発生に重要であると考えられる。 一

方で、発生率は低いが、北よりの風から西より

の風への急変や北よりの風の連吹時にもセイシ

ュが発生しており、海水の吹き寄せと流出では

説明できないセイシュの発生もあった。このよ

うなセイシュの発生要因として、陸棚波の進行

や気圧の急激な変化などが考えられるが、その

成因の解明が今後の課題である。 

 詳細については、筧ほか（2014）を参考にし

ていただきたい。 
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海上予警報の改善 

小山田一夫（仙台管区気象台） 

１．はじめに 

気象庁では海上を航行する船舶に貢献す

るため、担当海域に対する海上気象予報及び

警報を行い、衛星通信をはじめ様々な手段に

より通報している。しかしながら、急速に発

達する低気圧による暴風や高波など、海上の

状況が急激に変化する場合に十分な情報提供

ができていない面がある。そこで、船舶の安

全航行にさらに貢献するため、気象庁では全

般海上警報、地方海上警報、地方海上予報（以

下、これらをまとめて「海上予警報」という）

の改善について取り組みを進めており、これ

までの概要について説明する。 

 

２．全般海上警報と地方海上警報 
第2.１表に示すとおり、風に関する全般海
上警報と地方海上警報の種別は、海上風警報

（以下、[W]という）、海上強風警報（以下、
[GW]という）、海上暴風警報（以下、［SW］
という）、海上台風警報（以下、［TW］とい
う）、の4種類の警報階級に種別され、24時間
以内の最大風速に基づき、実況もしくは24時
間以内の予想最大風速による階級で発表して

いる。その他に海上濃霧警報（以下、[FW]
という）は、濃霧により視程が0.3海里（500m）
以下になっているか、または今後24時間以内
に発生が予測される場合に発表される。 
全般海上警報と地方海上警報の発表間隔

の違いは、第2.2表に示すとおり、対象海域は、
全般海上警報では北西太平洋領域、地方海上

警報は沿岸海域を対象としており、仙台では

三陸沖西部と東部を対象としている。[W]の
扱いは、全般海上警報は熱帯低気圧（以下、

[TD]）に対してのみ発表しているが、地方海
上警報ではすべての場合に発表している。予

想時間（EXPECTED）の間隔は、全般海上

警報では「12時間以内と24時間以内」のみで
あるが、地方海上警報では「6時間以内、12
時間以内、18時間以内、24時間以内」の6時
間間隔で発表している。発表頻度は、全般海

上警報は定時報：6時間ごと（00、06、12、
18UTC）臨時報：間の3時間を補完（03、09、
15、21UTC）する。地方海上警報は、［SW］
は3時間間隔、［GW］は6時間間隔［W］は最
大24時間以内に更新している。 

 
３．地方海上分布予報（平成27年3月頃の予
定） 
気象庁では、日本近海（地方海上予報区）

を航行する船舶向けに文字情報である地方海

上予報、地方海上警報を発表している。これ

らは海上保安庁のナブテックスや無線電話等

により利用者に伝達される。海上予警報の高

第 2.1表 風に関する海上警報の種別 

第 2.2表 全般海上警報と地方海上警報 
     発表間隔の違い 

29



度化では地方海上警報や地方海上予報を補足

する新たなプロダクトとして「地方海上分布

予報」を平成26年度末から提供開始する予定
である（第3.1図）。「地方海上分布予報」は、
地方海上予報区を対象として、緯度・経度1 
度の格子単位で風向・風速、波高、濃霧等の

要素を6時間間隔の分布図として示すプロダ

クトであり、当面24 時間先までの予報を
ASAS（アジア地上天気図）の解析に合わせ
て1日4回提供する予定である。このプロダク
トにより、ユーザーは風向・風速の空間的・

時間的な分布を詳細に得られるようになる

（第3.2図）。地方海上分布予報の切り出し図
は日本海、北日本近海(日本海)、北日本近海、
東シナ海、沖縄近海、西日本近海、東日本近

海とする予定である（第3.3図）。 
 
４．全般海上警報の改善（平成28年度以降） 
現在の全般海上警報では、最大風速を実況

もしくは24時間以内の予想最大風速のいず
れか一方しか報じていない。例えば、第4.1
表例1のように、実況と予想の警報階級が同
じ場合には実況の最大風速のみを報じている

ため、実況で35kt［GW］の場合、仮に24時
間以内に45kt[GW]まで風速が強まる予想で
あっても、警報階級に変化がないため、当該

警報文には「実況で35ktの最大風速」と報じ
られ、45ktまで強まるという予想内容が利用
者に伝わっていない。第4.1表例2のように、
予想最大風速が実況の警報階級より上位の警

報階級になる場合には、最大風速は予想最大

風速のみを報じているため、当該警報文は「予

想最大風速50kt[SW]」と報じられ、実況にお
ける最大風速35kt[GW]が利用者には分から
ない。これらを改善すべく、高度化後の平成

28年度以降は、全般海上警報で「実況と24時
間以内の最大風速を併記」するように変更す

る予定である。例えば、第4.1表例1の場合は
実況35kt[GW]で24時間後には45kt[GW]に
強まる予想が利用者に伝わることになる。第

4.1表例2の場合は、実況35kt[GW]で24時間
後には50kt[SW]と暴風警報級になることが
伝わり、時間的・空間的にきめ細かな情報を

提供できることになる。 
第4.2表は高度化後の全般海上警報の文例
で、実況と24時間以内の最大風速を記述する。
ASAS上のコメントは、天気図上に表示する

第 3.1図 地方海上分布予報イメージ図 

第 3.2 図 地方海上分布予報要素ごとの
イメージ図 

第 3.3 図 地方海上分布予報切り出し図
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ため重要事項のみを表示することとし、24時
間以内の最大風速とそれに対応する強風半径

を表示する予定である。 
予想時間（EXPECTED）は12時間ごとか
ら6時間以内、12時間以内、18時間以内、24
時間以内の6時間ごとに行う予定である。 
実況では低気圧が発生していないが、今後

低気圧の発生が予想され、そのじょう乱に伴

い［GW］以上が予想される場合、現在は卓
越風に関する警報として強風（暴風）が予想

される海域名を明示する方法、もしくは強風 
域を囲む領域を緯度・経度の点列で表示する

方法で指定し、発表している。 
第4.1図は、2010年10月4日00UTCの事例
である。沿海州付近にある低気圧からのびる

前線の閉塞点上に、今後低気圧が発生して 

発達し、その低気圧の周辺で24時間以内に最
大風速が35ktに達する予想であった。ただし、
00UTCの時点ではまだ警報の対象となる低
気圧は発生していないため、全般海上警報で

は緯度・経度の点列によって強風の範囲を示

し、ASASにおいては強風域を矩形で描画し
ている。ここで、卓越風に関する警報では対

象領域内に吹く強風（暴風）の卓越風向を記

すこととなっているため、この事例では主風

向が大きく異なる2つの領域を指定して対応
している。このように、今後発生が予想され

る低気圧に伴う警報の場合、現状では低気圧

の移動に伴う風向の変化や強風領域の変遷を

伝えられず、ASAS上の表示においても強風
の領域が2つ隣接するなど、利用者にもわか
りにくい表現となっている。これを改善する

ため、発生が予想される低気圧に35kt［GW］
以上の最大風速が予想される場合、警報文に

24時間後の低気圧の予想位置（予報円）、最
大風速、強風域、移動に係る内容を記述する

こととした。発生が予想される低気圧に関す

る全般海上警報の記述とASASコメントの
「現在」と「高度化後」の例を第4.2表に、

第 4.3表 発生が予想される低気圧の記述 

第 4.1表 全般海上警報の改善 
     最大風速に関する記述 

第 4.2表 全般海上警報文例と ASAS上 
のコメント及び予想時間の間隔 

第 4.1図 全般海上警報の改善 
   ASAS上の最大風速に関する記述 
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ASAS上の表示例を第4.3表に示す。なお、発
生が予想される低気圧に伴う警報に関しては、

予想時間（EXPECTED）の間隔は24時間の
みとする。 
 
５．地方海上予警報の改善（平成28年度以降） 
全般海上警報改善後、地方海上予報及び警

報の内容についても改善を進める予定である。

改善点は、 
 ①風速（波高）の強まる（高まる）タイミン
グをより明確に表現すること。  
 ②最終的な最大値の予想だけではなく、そこ
に至る過程で風（波）の強まる（高まる）時

間帯も表現すること。 
の2点である。  
  現在の地方海上警報では、例えば「三陸沖
西部では 北東の風が次第に強まり 今後18
時間以内に最大風速は 50ノット（25メート
ル）に達する見込み」等と表現している。し

かし、この表現では、無線電話等の音声伝達

で地方海上警報を入手した場合、冒頭の観測

時刻を聞き逃すと風の強まる具体的な時間帯

がわからない。そこで、現象の強まるタイミ

ングを明確に伝達できるように、具体的な時 
間帯で表現するよう改善し、例えば「三陸沖

西部では北東の風が次第に強まり最大風速は

9時までに35ノット（18メートル）に達し21
時には50ノット(25メートル)に達する見込み」

とする予定である。また、最終的な最大値の

予想だけではなく、そこに至る過程で風の強

まる時間帯、例えば［W］から［GW］に達
する時間帯も表現し、ユーザーにとって時間

的に、量的にきめ細かな情報となるよう改善

を図る方向である。  
  地方海上予警報の「現在」と「高度化後」
の例を第5.1表に示す。なお、時間帯の表現や
現象の変化の過程を報じる基準については、

ユーザーの要望や関係機関と調整のうえ、再

度検討する。 
 
６．まとめ 
 気象庁では、日本近海（地方海上予報

区）を航行する船舶向けに文字情報であ

る地方海上予報、地方海上警報を発表し

ており、これらは海上保安庁のナブテッ

クスや無線電話等により利用者に提供さ

れている。平成26年度末からは、新たなプロ
ダクトとして、地方海上分布予報の提供を開

始する予定である。また、平成28年度以降は
全般海上警報、地方海上予警報の内容につい

ても改善を進める予定である。今後とも気象

庁が提供する海上予警報を有効に活用願いた

い。 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5.1表 地方海上予警報の「現在」と高
度化後の改善 
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海洋データのオープン化 

吉田隆（気象庁） 

 

1. はじめに 
気象庁では海洋気象業務のひとつとして、水

産・海運等の産業に資する海洋気象情報の提供

を行っている。この取り組みにおける情報提供

の手法は大きく二つに分けられる。ひとつはウ

エブサイト等を介した各種情報の直接提供、も

うひとつは利用者個別の多様なデータ利用を推

進するための情報・データの利用環境の整備・

改善である。後者の一環として進めている「海

洋データのオープン化」について、最近の取り

組みを紹介する。 
 
2. 公開データの利用条件の変更 
気象庁は平成 26 年夏にウエブサイト上の情

報の利用条件を変更した。この変更は、「高度情

報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略

本部。内閣総理大臣が本部長）」の下部組織であ

る「各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議」

が決定したウエブサイトコンテンツに関する

「政府標準利用規約（第 1.0 版）」（平成 26 年 6
月 19 日）を、気象庁ウエブサイトにも適用した

ものである。これにより、従来は「私的使用又

は引用等著作権法上認められた行為を除き、気

象庁に無断で転載、複製、出版、放送、上映等

を行うことはできない」としていたウエブサイ

ト上の情報を、出典明記等の条件に従って、複

製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に

利用できるようになった。商用利用も可能であ

る。 
会議資料や研究報告などへの気象庁ウエブ

サイト掲載の図表やデータ、解説文の引用・転

載等、遠慮なくご利用いただきたい。 
 
3. 非即時の海洋気象情報の利用推進 
非即時の海洋気象情報の個別提供依頼に対

して、利用目的等によらず応じることとした。

大容量なために物理的に対応が難しいものや、

高頻度の提供要請を除いて、オンデマンドで随

時提供できる海洋情報はほぼ全てがこの提供の

対象となる。また、提供データには、第三者へ

の提供に係る制限を設けず（ウエブサイト上の

情報と同様）、情報の利活用の促進を図る。 
これにより、入手済みの非即時データを関係

者間で共有することが可能となった。申請の際

に申し出る使用目的にない追加的な利用も可能

である（再申請の必要はない）。 
 
4. NEAR-GOOS データベースの運用方法 
手動アクセスでのデータ取得時の認証を廃止

した。NEAR-GOOS データベースには、手動ア

クセスを想定した http と、自動アクセスもしく

は大量データのダウンロードを想定した ftp の

ふたつのプロトコルが用意されている。このう

ち、従来利用者に求めていた http の認証を廃止

し、手動アクセスの場合は認証無しに数値デー

タを閲覧できるようになった。お試し利用等で

の利用が広がることを期待する。 
 
5. おわりに 
 わが国の海洋関係機関の間では、従来から観

測データの交換が行われてきた。国内的には日

本海洋データセンター（JODC）を中心とした

データの共有体制がすでに存在し、海洋データ

のオープン化はすでに相当程度進んでいる。 
そうした良い伝統のうえに、今回の利用条件

の変更によって、これまで見方によってはグレ

イであった（明示されていないためにわかりに

くかった）自由利用が可能であることが明示さ

れ、データの利用環境はさらに改善したものと

考える。 
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図2 津波予報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを用いた津波警報等の発表 

気象庁が発表する津波警報等について 

永岡利彦（仙台管区気象台気象防災部地震火山課） 

 
１．はじめに 
気象庁では、津波による災害の発生が予想さ

れる場合に、地震が発生してから約 3分を目標
に津波警報・注意報等を発表している。また、

「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」
での津波による甚大な被害を踏まえ、より避難

行動に結びつくよう改善した新たな津波警報の

運用を平成 25年 3月から開始した。 
気象庁が行っている津波の予測手法及び津波

警報等の概要について紹介するとともに、沖合

における津波監視の現状と今後の計画について

述べる。 
 
２．津波の予測手法と津波警報 
(1) 地震及び津波に関する情報 
地震発生後、緊急地震速報及び各種地震情報を

発表し、地震の発生時刻、震源（緯度･経度、深

さ）、マグニチュード（地震の規模）や観測され

た震度を適時発表する。また、津波の発生が予

想された場合は、地震発生から 3 分程度後に、
津波警報・注意報等を発表するとともに、津波

到達予想時刻や予想される津波の高さ、各地の

満潮時刻等に関する情報を発表する。なお、日

本近海で発生した地震で、緊急地震速報の技術

により、正確な震源、マグニチュードが迅速に

求められた場合は、約 2分で発表することもあ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
更に、津波が沖合や沿岸の観測施設で実際に

観測された場合は、津波に関する情報を適時に

発表して、継続的な警戒・注意を呼びかける。 
 
(2) 津波の予測手法 
津波の多くは地震による海底の地殻変動によ

って発生する。 このため、津波を予測するには、
最初に、震源とマグニチュードを求め、それら

から推定される地殻変動量に基づいて津波の高

さと到達時刻を計算し、津波警報・注意報等を

発表する。 
日本周辺では、大きな地震が沿岸近くで発生

する場合もあり、津波は地震発生後直ちに日本

沿岸に来襲するので、最新のコンピューターを

用いたとしても、 地震が発生してから計算を開
始したのでは、津波が到達するまでに津波警報 

 
図1 地震発生後に発表する地震・津波に関する情報 
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等を発表することはできない。 そこで、あらか
じめ津波を発生させる可能性のある断層を設定

して津波の数値シミュレーションを行い、その

結果を津波予報データベースとして蓄積してお

き、実際に地震が発生した時は、このデータベ

ースから、震源やマグニチュードに対応する予

測結果を即座に検索することで、津波警報・注

意報等を迅速に発表している。 
 
(3) 津波警報に用いるマグニチュード 
 気象庁では、地震の規模の計算方式として、

気象庁マグニチュードと、モーメントマグニチ

ュードのふたつの方式を使用している（表 1）。 
 
表1 気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュード 

  気象庁 

マグニチュード 

モーメント 

マグニチュード 

計 算 

方 式 

短周期(周期5秒程度ま

で)の地震波形の最大振

幅を使用 

長周期(周期数十秒以

上)の地震波形データを

使用して解析 

速報性 
地震発生から３分程度

以内で計算可能 

10分程度の地震波形デ

ータを処理するため、計

算に15分程度要する 

M8を超

える巨

大地震 

短周期の地震波の振幅

は頭打ちとなり、正確な

地震規模を推定できな

い 

正確な地震規模の推定

が可能。同時に地震の発

震機構（断層の大きさや

動き等）も推定できる 

 
気象庁マグニチュードは、周期 5秒程度まで

の強い揺れを観測する強震計で記録された地震

波形の最大振幅の値を用いて計算する方式で、

地震発生から 3分程度で計算可能という点から
速報性に優れている。しかし、マグニチュード

8 を超えるような巨大地震の場合、より長い周
期の地震波は大きくなるが、周期 5秒程度まで
の地震波の大きさはほとんど変わらないため、

気象庁マグニチュードでは地震本来の規模に比

べて小さく見積もられ、正確な規模を推定でき

ない。 
一方、モーメントマグニチュードは、地震に

よる断層運動の大きさを的確に表すもので、広

帯域地震計（より長周期の地震波も観測可能）

により記録された周期が数十秒以上の非常に長

い地震波も含めて解析し計算することから、巨

大地震についても正確な地震の規模の推定が可

能であり、なおかつ地震の発震機構（断層の大

きさや動き等）も同時に推定可能という利点が

ある。しかし、10分程度の地震波形データを処
理する必要があるため、推定には地震発生から

15分程度を要する。 
 津波警報等の第１報は、避難に要する時間を

できるだけ確保できるよう、地震発生後 3分程
度で発表することから、気象庁マグニチュード

を用いて発表し、その後得られる地震観測デー

タの解析結果を基にモーメントマグニチュード

を求め、地震発生 15 分程度後に、より確度の
高い津波警報に更新することとしている。 
「平成 23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」 

では、地震発生 3分後に津波警報の第 1報を発
表したが、予測した津波の高さは実際に東日本

を襲った津波の高さを大きく下回るものであっ

た。この第 1報において推定したマグニチュー
ド 7.9 が過小であったこと、過小である可能性
を認識できなかったことが課題である。マグニ

チュード 8を超えるような巨大地震やマグニチ
ュードから推定される津波の高さよりも大きな

津波を伴う地震（津波地震）に対しては、マグ

ニチュードを 3分程度で正確に推定することは
技術的に困難である。このため、求められた気

象庁マグニチュードが過小評価している可能性

を速やかに認識できる監視・判定手法（長周期

変位波形による長周期成分の卓越、強震範囲を

用いた手法等、図省略）を導入し、より規模の

大きな地震の可能性があると判定した場合には、

当該海域で想定されている地震の想定断層また

は最大のマグニチュードを適用し、安全サイド

に立った津波警報の第１報を発表することとし

た。 
 
(4) 津波警報等の予想高さ区分 
津波警報・注意報等で発表する津波の高さは、

簡潔で分かりやすい単一の数値で表現し、危機

感を喚起するため、津波の予想高さ区分におけ

る高い方の数値で発表する。 
地震発生後に求められた気象庁マグニチュー
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ドが過小評価の可能性があると判定し、当該海

域で想定されている最大のマグニチュードを適

用するなどして津波警報の第１報を発表する場

合は、地震規模推定の不確定性が大きいと考え

られることから、予想される津波の高さは、数

値ではなく「巨大」など定性表現で発表し、通

常の地震とは異なる非常事態であることを伝え

ることとしている。なお、地震発生約 15 分後
には、モーメントマグニチュードによる確度の

高い津波の予測や津波の観測結果に基づいて津

波警報の更新を行い、予想される津波の高さを

数値で発表する（表 2）。 
 
表2 津波警報等の発表基準と津波の予想高さの区分 

種類 津波の 
予想高さの区分 

予想される津波の高さ※2 

数値発表 巨大地震 

大津波※
1 

警 報 

10m＜予想高さ 
5m＜予想高さ≦10m 

3m＜予想高さ≦ 5m 

10m超 

10m 

5m 

巨大 

津 波 
警 報 1m＜予想高さ≦ 3m 3m 高い 

津 波 
注意報 0.2m≦予想高さ≦ 1m 1m (表記なし) 

※1 大津波警報は、特別警報に位置づけられている 
※2 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

で発表 
 
３．沖合津波観測データの活用 
(1) 津波の監視 
気象庁は、関係機関が設置しているものも含

めた全国約 220地点（図 3）の潮位及び津波観
測データを監視し、津波が観測された場合は、

津波警報等の更新に利用するほか、津波の到達

時刻や津波の高さ等を津波観測情報として発表

している。 
「平成 23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」

では、津波警報の更新において GPS波浪計（国
土交通省港湾局）など沖合の津波観測の有効性

が示された。沖合の津波観測点で津波が観測さ

れた場合は、沖合の津波観測に関する情報を発

表し、間もなく沿岸に津波が押し寄せるおそれ

があることを、いち早く伝えることとしている。

なお、水深の深い沖合で観測された津波は、水

深が浅い沿岸に近づくほど高さが高くなる性質

があるため、沿岸で推定される津波の高さも併

せて発表している。また、沿岸での推定値が現

在発表している津波の高さ予想より高いと判断

した場合は、津波警報等を更新することとして

いる。 

 

 
 

(2) 沖合津波観測データの更なる活用 
 津波警報・注意報等の発表の精度を向上させ

るためには、津波の発生源をより精度よく推定

するとともに、津波が時間とともに広がる様子

を詳細に把握することが必要である。 
近年、ケーブル式海底津波計や GPS 波浪計

等の沖合における津波観測施設が整備され、気

象庁でも、平成 24年 10月から 12月までに東
北地方の太平洋沖にブイ式海底津波計 3基を整
備するなど、沖合における津波の観測体制が強

化されている。また、（独立行政法人）防災科学

技術研究所では、北海道から千葉県にかけての

太平洋沖に「日本海溝海底地震津波観測網（150

図3 津波監視及び情報発表に用いる津波観測点 
（2014年7月29日現在） 
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地点）」の整備を進めるなど、更なる津波観測網

の拡充が図られる計画である。 
沖合の海底津波計の観測データは、観測点が

沿岸から離れているため、観測された津波がど

の方向に指向するのか不明であることや、沖合

の観測点が津波の発生源内に位置する場合、設

置場所の海底の隆起・沈降成分も含まれるため、

津波の高さそのものとは異なることなどの課題

がある。このような課題や沖合における津波観

測網が拡充されることを踏まえ、気象研究所で

は、津波警報の更新の精度の向上を図るために、

沖合でいち早く観測された津波波形データから、

沿岸に押し寄せる津波を即座に精度よく予測す

る手法の開発を行っている。具体的には、この

津波波形データの解析結果から、地震発生直後

の津波の水位（波高）分布、その水位分布が各

沿岸に伝わったときの津波の予測波形を求め、

沿岸の津波の高さ等を即時に予測（図 4）する
ものであり、津波警報等の迅速な更新に資する

ことが期待されている。 

４．おわりに 
 迅速な津波警報等の発表を行うために、地震

の震源やマグニチュードを活用する手法は有効

であるが、津波地震や海底地滑りによる津波な

どマグニチュードからは推定が困難な場合もあ

る。こうした津波については、沖合の津波観測

データから沿岸の津波を即時的に予測する手法

は有効であり、このような手法も含め迅速に津

波の規模を把握するための技術開発を進める必

要がある。しかし、今後技術的改善が進められ

たとしても、迅速に自主避難することが重要で

あることに変わりはなく、海の近くで強い揺れ

や弱くても長い揺れを感じたら、津波警報や避

難の呼びかけを待たずに直ちに避難することが

大切である。また、気象庁が発表する情報が正

しく理解されることも重要であり、これら地震･

津波防災に関する周知広報に取り組んでいる。 
 
参考文献 
・気象庁 HP，津波を予測するしくみ， 

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/ts
unami/ryoteki.html 

・気象庁 HP，津波警報・注意報、津波情報、
津波予報について， 
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/jo
ho/tsunamiinfo.html 

・気象庁 HP，第 11回津波予測技術に関する勉
強会，資料 2沖合津波観測データを活用した
波源推定に基づく津波即時予測手法の開発，

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/st
udy-panel/tsunami/benkyokai11/shiryou2 

 

図4 津波警報等の更新に関する技術開発 
逐次解析による津波即時予測手法（気象研究所） 
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2014 年東北海区の海況の特徴	 

奥西武・筧茂穂・和川拓・長谷川大介・奥田邦明（東北水研）	 

	 

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

温分布図、並びに NOAA 衛星の熱赤外画像、

Jason-2・Envisat衛星による海面高度観測結果に

基づいた海況の経過の特徴を以下に述べる。ここ

では現時点で品質管理が終了している 10 月まで

のデータのみで経過について発表する。なお、近

海の黒潮北限位置は 1954～2011 年のデータを用

いて統計値を計算し、平年並み等を定義している。

親潮第 1 分枝先端緯度については、1960～2011

年までのデータを用いて、平年並み等を定義して

いる。	 

１．2014年の海況の経過（1～10月まで）	 

表面水温	 

(1)東北沿岸では5月までは低めで推移し、6月以

降は平年並みで推移した。東北沖合では、5 月ま

では低めで推移し、6 月〜7 月にかけて高めで推

移、8月以降は平年並みで推移した。	 

黒潮域	 

(1)房総沖での黒潮離接岸は、概ねやや接岸から

接岸であった。	 

(2)近海の黒潮の北限位置は、1月〜7月は概ね平

年並みであったが、8～9月はやや南偏～かなり南

偏で推移し、10月はやや北偏に転じた。	 

混合水域	 

○黒潮系暖水	 

(1)近海の北限位置は、1月～3月は平年並みで推

移し、4月～7月はかなり南偏で推移し、8月～10

月は平年並みに転じた。	 

○暖水塊	 

2010年 8月に常磐沖で認められた2010Gは、2014

年 1月〜10月まで釧路沖に停滞した。2013 年 12

月に金華山沖で確認された暖水塊 2013B は、3月

には消滅した。2014年 1月に金華山はるか沖で確

認された暖水塊 2014A は、5月に消滅した。2014

年 6月に三陸近海に認められた2014Bは、10月ま

で停滞し、11 月には消滅した。2014 年 6 月に常

磐沖に2014Cが認められ、7月には消滅した。2014

年 7 月に金華山はるか沖で確認された暖水塊

2014Dは西進し、三陸沖に移動した。	 

親潮域	 

○親潮第１分枝	 

(1)親潮第１分枝は、2月と4月はやや北偏、3月

は平年並み、5月に一時的にやや南偏に転じた後、

6月～8月は平年並みで推移した。その後、9月は

やや南偏、10月は平年並みで推移した。	 

(2)第１分枝に連なる冷水が、4月、6月に三陸沖

に存在した。	 

○親潮第２分枝	 

(1)親潮第２分枝の先端緯度は、7月にかなり南偏

であった以外は、概ね平年並みで推移した。	 

(2)第２分枝に連なる冷水が、1 月、10 月に三陸

はるか沖合で確認された。	 

津軽暖流域	 

下北半島東方での張り出しは、弱勢（3月）、強

勢（4 月）、弱勢（5、6 月）を繰返した後、７

月以降は平年並みで推移した。	 

2014年における海況の特徴	 	 

(1)沿岸水温では 5 月までは低めで推移し、6 月
以降は平年並みで推移した。 
(2)暖水塊2010Gが 4年以上に維持されている。	 

(3)親潮第１分枝の張り出しは 5 月までは強い傾

向、6 月以降は平年並みであった。近海の黒潮の

勢力は 6 月までは平年並み、7 月〜9 月は弱い傾

向であった。 
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2014 年海洋調査実施概要について ～八戸沿岸の海流観測～ 

 

湯前 洋輝（第二管区海上保安本部） 

 

１．はじめに 

海上保安庁では、船舶が安全に航海を行うた

め、海流観測を実施している。この成果は、海

洋速報等の海上保安庁の刊行物や、海難発生時

の対応資料として利用している。 

八戸沿岸の流れについては、第 54 回東北海

区海洋調査技術連絡会において、沿岸域流況状

況調査の経過報告として観測結果から考察した

流れの模式図（當重他、2005）（図１）を発表

し、津軽暖流の張り出しが優勢な時期（6 月～

11月頃）においては南向きの流れが卓越してい

ると考えていた。 

図１ 流れの模式図（6月～11月頃） 

 

しかし、八戸周辺の漁業関係者から、北向き

の流れの存在について指摘があった。当庁の業

務の性格上、事件事故などでは詳細な流れの把

握が重要である。 

海流観測データが無い場合、日頃入手可能な

データとの関連性が見い出せれば北向きの流れ

が存在する指標となるのではないかと考えた。

八戸沿岸の海流観測データと流れの模式図を比

較し北向きの流れを確認するとともに、発生の

目安となる事象について検討を行ったのでこれ

を紹介する。 

２．海流観測データとの比較 

当庁の一部船艇には、流向流速計（ADCP)

を装備し海流観測を行っている。（図２）  

図２ 船艇の流向流速計 

 

これらのデータ及び外部機関から提供され

たデータをデータベースに蓄積しており、その

うち水深 10m までのものを表層データとして

分類している。この表層データの北緯 40度 30

分～41度 30分、東経 141度～142度の範囲に

おいて、まとまったデータが存在する平成 26

年 6月から 10月のものを、5分毎の海域でメッ

シュ化し、流れの模式図と比較した。 

なお、メッシュ化に際し、観測に連続性があ

るもの、観測数が少ないが流れの傾向からまと

めても問題ないと判断したものは、複数の日の

データをまとめて図化した。 

 図３ 模式図との比較 

 

 

 

 

 

八戸港沖に 

北向きの流れ 

模式図と一致 
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作成された 14のメッシュ図のうち、9図は模

式図におおむね合致していたが、残る 5図に八

戸港沖の北向きの流れ（図３）が見られ、その

うち 4図は 10月のものであった。（図４） 

 

３．発生の目安となる事象の検討 

八戸港沖の北向きの流れについて、発生の目

安が把握できれば当庁の業務遂行上大いに参考

となるため、NOAAの気象衛星で観測された海

面水温(以下、NOAA海面水温)及び天気図から

見た気圧配置・風の状況(以下、気圧配置・風)

の確認を行った。 

NOAA海面水温の確認については、天候の影

響などで欠測が無いものを図化しメッシュ図と

比較したが、北向きの流れの発生の有無で明確

な特徴のある水温変化を見出すことはできず、

現時点では指標とはならないと思量する（図５）。 

気圧配置・風の確認については、メッシュ図

のうち八戸港沖の北向きの流れが見られた図の

気圧配置・風の状況を検討した。8 月中は、八

戸港近くに前線が見られた。10月 2日と 10月

9 日は南方に台風があり、西に低気圧、東に高

気圧がある気圧配置が見られた。10月 15日は

前日 14 日から当日にかけ台風から変化した低

気圧が通過しており、海面水温も大きく変化す

る影響が見られた。（図６） 

14日と 15日で顕著な水温の変化があったが

14 日の海流観測は行われていないため流れと

の比較が出来なかった。（図７） 

このように注目できる点はあるが、気圧配

置・風の状況からは、八戸港沖の北向きの流れ

の確認には至らなかった。気圧配置・風を目安

とするには、データ件数が少なく北向きの流れ

と関連する事象を見いだすことができなかった。

海流観測を継続し、更なるデータ取得が必要で

ある。 

なお、本項では取り上げていないが潮汐との

関係も調査の必要と考えている。 

 

４．まとめ 

過去の分類では表現されていなかった八戸

港沖の北向きの流れを確認した。 

発生の目安となる事象の特定のため、今後も

海流観測との比較検討を継続したい。 

また、検討した結果から適切な位置に流向流

速計を設置したいと考えている。 

なお、今回の目安の検討は NOAA 海面水温

と天気図から見た気圧・風の状況にとどまった

が、潮汐も検討したい。 

 

参考文献 

當重弘・渡辺康顕・片桐学、2005、沿岸域流況

状況調査（CCR計画）について、第 54回東北

海区海洋調査技術連絡会議事録 
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図４ メッシュ化データ一覧 

10 月 11 日 10 月 15 日 10 月 16 日 10 月 17 日 

北向きの流れが 

見られたメッシュ 

8 月 26 日 8 月 27 日～30 日 9 月 3 日～5日 10 月 2 日 10 月 9 日 

 

 

7 月 6 日 8 月 16 日、20 日、21 日、23 日 8 月 13 日、14 日 7 月 27 日 6 月 20 日 
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10 月 

8 月 

図６ 八戸港沖に北向きの流れが見られた際の天気図 

16 日 09 時 20 日 09 時 21 日 09 時 23 日 09 時 

02 日 09 時 09 日 09 時 15 日 09 時 17 日 09 時 

 

 
 

 

図５ 海面水温との比較 

8月 27日～30日 10 月 2 日 9 月 3 日～5 日 

10 月 9 日 10 月 11 日 10 月 15 日 

10 月 16 日 10 月 17 日 
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10 月 15 日 10 月 14 日 

図７ 低気圧通過前後の海面水温 
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２０１４年尻屋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 福田 正美 

 

１ はじめに 

  海上自衛隊では、尻屋沖東方海域の北緯４

１度２５分、東経１４１度４０分から東経１

４６度００分までの東西ラインの水温観測

を民間観測船等により毎年実施しています。 

  今年は、２月、５月及び９月の観測結果か

ら水温断面図を作成し、海流図及び表面水温

図を参考に津軽暖流及び親潮の動向につい

て発表します。 

 

２ 観測結果からの動向 

（１）２月１１日～１２日 

  ア 暖 域 

    津軽暖流と思われる暖水域は、東経１

４２度より西側の陸岸付近に流出し、水

深３００ｍ付近まで沈降しています。 

  イ 寒 域 

    東経１４２度３０分から東経１４３度

４０分付近及び東経１４５度３０分から

東側にかけて寒域があり、親潮と思われ

る冷水域が東経１４３度付近及び東経１

４６度付近に見られます。 

  ウ 衛星等解析 

    親潮の沿岸寄りの分枝は、北緯４１度

２０分、東経１４３度３０分付近から南

東へ流出し、北緯３９度、東経１４５度

付近から南西方向へ向きを変え流出、北

緯３７度、東経１４１度３０分付近の沿

岸部で水温が低下しており、親潮の面積

は、平年よりかなり大きい状態が続いて

います。 
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（２）５月７日～５月８日 
  ア 暖 域 
    津軽暖流の東への張り出しは、大きな

変化はありませんが、東経１４２度から

東経１４３度付近の水深２００ｍから４

００ｍ付近で水温が上昇してきました。  

イ 寒 域 
    寒域の西端は、東経１４３度１０分付

近と前回より東へ移動し、そこから東経

１４５度付近に解析され、親潮の沿岸分

枝と思われる軸が東経１４３度３０分付

近に見られます。 
  ウ 衛星等解析 
    水温から親潮と思われる冷水域が北緯

４０度３０分、東経１４４度付近から南

西へ流出し、北緯３８度３０分、東経１

４２度３０分の宮城県沿岸まで南下して

います。 

 

 
 

 

 

 
（３）８月３１日～９月１日 
   このスライドは、１～２枚目のスライド

とは、水温のスケールが違っているので

注意が必要ですが、季節は夏となり津軽

東口付近の表面付近の水温も上昇してき

ました。 
  ア 暖 域  
    津軽暖流の張り出しは東側に拡大し、
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陸岸付近では水深３５０ｍ付近まで沈降

しています。 
  イ 寒 域 
    東経１４３度２０分から東側の水深２

００ｍ付近及び東経１４５度３０分から

東側の水深３００ｍ付近に冷水域が見ら

れます。 
  ウ 衛星等解析 
    親潮の沿岸寄りの分枝は、北緯３９度

３０分、東経１４３度付近、沖合の分枝

が北緯４０度３０分、東経１４８度付近

に分布し、親潮の面積は、平年より小さ

くなりました。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
３ まとめ 
  今年度の本州東方海上の海面水温は、三陸 
沖で平年より低い状況で経過しており、海面 
水温の上昇も平年に比べ鈍くなっていまし 
た。 
 また、親潮の面積は、８月中旬頃までは平 
年よりかなり大きい状態が続きました。 
なお、８月中旬には、釧路沖には暖水域が 
形成されるなど報道によると津軽海峡周辺

及び道東の漁業に影響がありました。 
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2014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 

 気象庁が公開している「海洋の健康診断表」

の資料をもとに「2014年東北周辺海域の海況」

をまとめた。連絡会で 10月までの海況を発表

したが、本稿では11月と12月の海況を含めた

2014の海況を記す。 

気象庁で定義している親潮域は、北緯 43度

以南、東経141～148度で100ｍ深水温が5℃以

下の領域、黒潮系暖水域は、北緯 43度以南の

東経 142～147度の範囲内で 100ｍ深水温が

15℃以上の領域としている。 

津軽暖流の東端の指標は季節によって変動し、

100m深水温で1～6月が6℃以上、7～9月が8℃

以上、10～12月が10℃以上としている。 

また、親潮の南限位置と親潮面積の平年値は

1985～2010年の気象庁海洋データ同化システ

ムによる解析データ、津軽暖流の東端位置と黒

潮系暖水の北限位置の平年値は、1971～2000

年の表層水温の客観解析データから求めてい

る。 

 

２. 海面水温 

2014年 1～12月の月平均の海面水温偏差図

を図1に示す。 

【本州東方】 

1月はおおむね平年並で、2～5月は平年より

低く、特に4～5月は平年よりかなり低かった。

4月は金華山沖に海面水温が平年より 4℃以上

の低い海域がみられた。これは親潮の南下や寒

気の影響と考えられる。6月は高気圧に覆われ

る日が多かったため、海面水温は平年より大き

く上昇し、一転し平年より高くなった。6月下

旬から8月上旬にかけて、平年より日射量が多

かったことや暖水の北上の影響により平年よ

り高く経過し、特に7月は平年よりかなり高か

った。8月中旬に台風の通過の影響により平年 

 

より高い海域は縮小し、9～10月は平年より日

射量が少なかったことや強風により上層の水

と下層の冷たい水が混合したため、平年より低

い海域が広がった。11月は暖水の北上により

三陸沖と常磐沖に平年より高い海域が広がり、

常磐沖では平年よりかなり高い海域がみられ

た。12月は寒気の影響に加え、下層で冷水が

広がった影響で平年より低い海域が広がった。 

【日本海】 

本州沿岸寄りの海域では1～5月はおおむね

平年並で経過した。6月から8月上旬までは高

気圧に覆われる日が多く、日射量が多かったた

め、平年より高かった。特に7月から8月上旬

は平年よりかなり高かった。8月中旬に台風が

通過したため平年並となり、9～11月にかけて

おおむね平年並で経過した。12月は寒気の影

響で平年より低くかった。 

 

３.海流 

【親潮】 

2014年1～12月の東北周辺海域100ｍ深水温

図を図2に、親潮の南限位置の時系列図を図3

に示す。 

親潮の南限位置は、5月だけが平年より南に

位置し、福島県沖まで南下した。1月、6～7

月、9月、11～12月は平年より北に位置し、そ

の他の月は平年並だった。また、親潮系冷水が

6月、9～11月に三陸沖でみられた。 

親潮面積の旬別時系列図を図4に示す。親潮

面積は 3～5月は平年より大きく、特に 4～5

月は平年よりかなり大きく、月平均面積は

1985年以降の統計で最大であった。7～8月、

11月は平年より小さく、他の月は平年並だっ

た。 

【津軽暖流】 

2014年1～12月の津軽暖流の東端位置の時 
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図１-１ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図(2014年1～9月) 

系列図を図5に示す。 

津軽暖流の東端位置は、12月だけが平年よ

り東に位置し、1月、5～6月、8～11月は平

年より西の位置し、その他の月は平年並だっ

た。 

【黒潮系暖水】 

2014年1～12月の黒潮系暖水の北限位置の

時系列図を図6に示す。 

黒潮系暖水の北限位置は、9月だけが平年

より南に位置し、2～5月、8月は平年より北

で、その他の月は平年並に位置した。 
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11月 

図１-２ 東北周辺海域の月別海面水温偏差図(2014年10～12月) 

図２-１ 東北周辺海域の100m深水温図 (2014年1～6月) 
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図２-２ 東北周辺海域の100m深水温図 (2014年7～12月) 

図３ 親潮の南限位置 （月平均、2014年） 
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月 

° 
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図５ 津軽暖流の東端位置 （月平均、2014年） 

図６ 黒潮系暖水の北限位置（月平均、2014年） 

図４ 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(2014年)                   
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。  
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東北区水産研究所	 平成 27 年度海洋観測調査計画 
 

東北区水産研究所 
 
 
 
2015 年度	 若鷹丸調査計画（案）	 

 
 
 
 
2015 年度	 A-line（親潮域・混合域）観測計画（案）	 
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東北区水産研究所

2015 年度　若鷹丸調査計画（案）

海域 日程

マダラ・スケトウダラ新規加入量調査およびマダラ等主要底魚類の移動・回遊経路把握のための標識放流調査 東北沿岸 4/12～4/27

親潮広域調査・沿岸親潮調査・放射能調査・気候変動影響調査（A-line調査） 東北・北海道 5/12～5/24

カレイ類・マダラ０歳魚分布調査ならびに底魚類共同資源調査 東北沿岸 6/6～6/25

阿武隈川周辺海域放射性物質影響解明調査－１ 仙台湾 6/30～7/5

親潮・混合水域低次生態系モニタリング・混合水域漁場環境調査（A-line調査） 東北・北海道 7/11～7/24

宮城県および福島県海域における放射性物質挙動調査 仙台湾・東北沿岸 7/29～8/6

北西太平洋高解像度水魂モニタリング・混合水域漁場環境調査 東北沖合 8/25～9/8

底魚類資源調査 東北沿岸 9/30～11/27

阿武隈川周辺海域放射性物質影響解明調査－２ 仙台湾 12/1～12/8

親潮・混合水域低次生態系モニタリング・漁場環境調査および仙台湾漁場環境に対する震災影響調査（A-line調査） 東北・北海道 2/27～3/16

2015 年度　A-line（親潮域・混合域）観測計画（案）

期間 船名

5/12～5/24 若鷹丸

7/11～7/24 若鷹丸

9/28～10/9 北光丸

1/19～1/30 北光丸

2/27～3/16 若鷹丸

　　　　　　順番により東北区水産研究所が受け持つことで承認された。

調査名

東北区水産研究所　平成27年度海洋観測調査計画

第６４回東北海区海洋調査技術連絡会事務打合せ

（１）  平成２７年度海洋調査計画について
　　　　　　東北区水産研究所、第二管区海上保安部、仙台管区気象台の３機関から次の通り、
　　　　　　調査計画について報告があった。

（２）  平成２７年度当番官庁について
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（３）  その他



平成2７年度
海洋観測実施計画

観測種別 観測海域 実施時期 調査項目 実施船舶

１ 海流観測 本州東方 適宜
ADCP観測
XBT観測

巡視船
測量船

２ 潮汐観測

釜石・竜飛
八木
山田

江名及び中之作

通年
32昼夜
もしくは
15昼夜

験潮 —

３ 潮流観測 石巻
32昼夜
もしくは
15昼夜

潮流 —

平成２７年度海洋観測実施区域

第二管区海上保安本部

基本
水準標

簡易
験潮器

最低水面

副標

平均水面

Z0

臨時潮汐観測イメージ

八木
(臨時設置)

山田
(臨時設置)

釜石
(基準測量)

竜飛
(定期点検)

石巻
(潮流観測)

江名及び
中之作

(臨時設置)

告示103号
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平成27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 

 

 

 

 

RF15-04 RF15-05 

RF16-02 

KF15-05 

KF15-08 

Oct-Dec May-Jun 

Apr-May Jun 

Feb-Mar 
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【お知らせ】 

気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」では、気象庁海洋気象観測船の観測データを公開

しています。各機関での調査や研究等にご活用ください。 

URL：http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」のページ。赤枠のアイコンから海洋気象観測船の

ページへジャンプする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年春季の北緯40度線の観測結果。左：観測点位置図、右：水温断面図 
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第 64 回東北海区海洋調査技術連絡会 閉会の挨拶 
気象庁仙台管区気象台 気象防災部長   韮澤 浩 

 
二日間にわたって業務紹介、調査研究発表などを通じて、熱心なご議論をい

ただき、ありがとうございました。業務の目的こそ異なりますが、同じ海域で

活動する機関が年に 1 回一同に会して、業務に関する情報を交換し、調査研究

成果を紹介しあうことは、非常に意義深いことだと思っております。この連絡

会における議論が今後の業務の発展をもたらすものと期待しております。 
今回は仙台管区気象台における初めての開催であったことから、何かと不行

き届きの点もあったかと思いますが、どうかご容赦のほどお願い申し上げます。 
最後に、皆様の今後のご活躍･ご発展を祈念いたしまして、第 64 回東北海区

海調査技術連絡会の閉会のご挨拶といたします。どうも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。 
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