
2018年の海洋調査実施概要について 

～本州東方（津軽海峡東方）における海流観測～ 

石田雄三・吉田泰・尾関なつみ・衛藤哲大（第二管区海上保安本部） 

１．はじめに 

海上保安庁（以下、「当庁」という。）では、

海上航行船舶の安全及び効率的な運航のために

必要な情報を水路通報として提供している。そ

の一環として海流や水温に関する情報は、当庁

や他機関から提供を受けた海洋観測結果をとり

まとめ、海洋速報として提供している。海洋速

報の他にも当庁の業務である海難救助や海洋環

境保全並びに海上防災対応には海流や水温とい

った基礎的な情報は必要不可欠であるため、当

庁では測量船や自律型海洋観測装置（AOV：

Autonomous Ocean Vehicle）及び巡視船による

海流観測を実施し、我が国の管轄海域における

海況の把握を実施している。 

第二管区海上保安本部では、津軽暖流の津軽

海峡東口から東方への張り出し状況を把握する

ため、2018 年 7 月に海上保安庁海洋情報部所

属の測量船「天洋」による海流観測を実施した。

以下にその結果を報告する。 

 

２．観測概要 

2018 年 7 月 10 日から 12 日の間、（図２－

１）に示す津軽海峡東方の海域を測量船「天洋」

（総トン数 430 トン）により、海流及び表層水

温の観測を実施した。 

海流は、「天洋」搭載の ADCP（古野電気製

CI-20H(130kHz、3 ビーム)）を使用し海面下

10m、50m 及び 100m 層の流向と流速を測定し

た。 

表層水温は、XBT（鶴見精機製プローブ T-6

及びデジタルコンバータ MK-130）を使用し海

表面（4m 層）から海面下 460m までの水温を

測定した。 

 

（図２－１）測点及び測線図 

 

３．観測結果 

３－１．水温 

表面（4m 層）、50m 層、100m 層の水平水温

分布を（図３－１）に、また今回観測期間に得

られたNOAA及びMetOp衛星による海表面水

温分布を（図３－２）に示した。さらに各層の

水温水平分布図に対応する水温偏差分布

（JODC 月別 1 度メッシュ水温統計値※（以下

「JODC 統計値」という。）の平均水温からの偏

差）を（図３－３）に示した。 

（図３－１）から、各層とも（図３－２）の

衛星画像のように北緯 41 度 20 分、東経 142 度

20 分付近に広がる比較的低温な領域を取り囲

むように環状に暖水が分布し、その外側は低温

な領域が広がっていた。環状の部分の水温は表

面で 15～16℃台、50m 層で 13～14℃台、100m

層で 11～12℃台であった。 

（図３－３）から、表層（4m 層）では顕著な

正又は負偏差の海域は見られなかったが、50m

ADCP 
XBT 
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層では観測海域の南東方面、100m 層では津軽

海峡東口付近で 3℃以上の正偏差の海域が見ら

れた。 

北緯 41 度 10 分、北緯 41 度 30 分、北緯 41

度 50 分のそれぞれ東経 141 度 40 分から東経

143 度 00 分までの東西方向における水温鉛直

断面図を（図３－４）に示した。 

また、それぞれの水温鉛直断面図に対応する

水温偏差分布（JODC 統計値の平均水温からの

偏差）を（図３－５）に示した。 

全般的に東方の海域ほど低温な水温分布とな

っており、北緯 41 度 10 分線では、東経 143 度

00 分の水深 50m 付近で顕著な水温躍層が見ら

れた。北緯 41 度 50 分線では、水深 50m 付近

に上下の層の水温よりも低温な 9℃から 11℃台

の海水が東方から広がるように分布していた。 

水温鉛直偏差分布では、北緯 41 度 10 分線及

び北緯 41 度 30 分線の東経 142 度 30 分以西の

水深 200m から 300m 付近で 3℃以上の正偏差

が、また北緯 41 度 50 分線では東経 143 度 00

分水深 70m 付近で 3℃以下の負偏差が見られ、

さらに同測線は他測線よりも全般的に負偏差の

領域が目立っていた。 

 

３－２．流況 

10m 層、50m 層及び 100m 層の流向と流速

の分布を（図３－６）に示した。流速は下層ほ

ど小さくなるものの、表層から 100m 層に至る

まで、水温水平分布の環状の暖水分布と流速

1.0kn 以上の強流域がほぼ重なっており、この

強流域が津軽暖流と考えられた。その 10m 層

の想定流路を（図３－７）に示した。 

津軽暖流は北緯 41 度 50 分、東経 141 度 50

分付近を流速 1.0knから 1.5kn程度で東北東か

ら東南東に、北緯 41 度 30 分、東経 142 度 30

分を 1.0kn 程度で東南東に、さらに同緯度の

142 度 50 分付近から南西へ流路を変えて北緯

41 度 10 分東経 142 度 40 分付近で最大 1.9kn

で南西へ流れていた。さらに、北緯 41度 10分、

東経 141 度 50 分付近に北上する流れが見られ

るが、これは北緯 41 度 10 分、東経 142 度 20

分付近で津軽暖流の本流から分岐した流れが、

北緯 41 度 20 分、東経 142 度 10 分付近を中心

として右回りに流れている環流状の流路の西端

あたるものと推定される。 

 

４．まとめ 

津軽暖流の状況を把握するため、2018 年 7 月

10 日から 12 日にかけて ADCP による流向、流

速及びXBTによる表層水温の観測を実施した。 

表面（4m 層）、50m、100m 層の水温水平分

布は、北緯 41 度 20 分、東経 142 度 20 分付近

に広がる比較的低温な領域を取り囲むように環

状に暖水が分布し、その外側は低温な領域が広

がっていた。50m 層、100m 層では、JODC 統

計値の平均水温との偏差が 3度以上の正偏差と

なる海域が見られた。 

東西方向の水温鉛直分布では、全般的に東方

の海域ほど低温な水温分布となっており、北緯

41 度 50 分線の 50m 層付近では上下の層より

も低温な水温分布が東方から広がっていた。北

緯 41 度 10 分線及び北緯 41 度 30 分線の東経

141 度 40 分から東経 142 度 20 分の水深 200m

から 300m で JODC 統計値の平均水温との偏

差が 3℃以上の正偏差となる領域が見られた。 

流向、流速は 10m 層、50m 層、100m 層とも

流速が下層になるほど減じているが、水平水温

分布の環状の暖水域に 1.0kn以上の強流域が重

なり、この暖水域と強流域が津軽暖流であると

判断した。本観測時の津軽暖流の東方への張り

出しは東経 142 度 40 分付近で、最大 1.9kn の

流速を観測した。また津軽暖流本流から分岐し、

北緯 41 度 20 分、東経 142 度 10 分付近を中心

として右回りに流れている環流状の流れも存在

した。 

                      
※JODC月別 1度メッシュ水温統計値：JODC（日本海洋データセ
ンター）保有の 1906年から 2003年までの各層観測データか
ら抽出した水温データの水深毎、経緯度 1度単位の月別統計
値 
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（図３－１）水温水平分布図  

 

（図３－２）NOAA 及び MetOp の AVHRR による海表面水温分布（2018 年 7 月 12 日） 

 

（図３－３）JODC 統計値の平均水温からの水温偏差水平分布図 
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（図３－４）水温鉛直断面図  

 

41-10N 線           41-30N 線          41-50N 線  

 

（図３－５）JODC 統計値の水温平均からの水温偏差鉛直分布図 
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（図３－６）流向、流速分布図  

 

 

（図３－７）2018 年 7 月 12 日頃の津軽暖流の想定流線（10m 層） 

 

 

10m 層 
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