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１．日本沿岸海況監視予測システムの検証 

気象庁では、日本沿岸海況監視予測システ

ム （MOVE-JPN）（以下、JPN）の運用を数年

後に予定している。北海道沿岸域の海面水温

について、この JPN の検証を行ったので報告

する。現行の海況監視予測システムと JPN の

比較を表 1 に示す 

 

表１ 現行の海況監視予測システムと JPN シス

テムの比較 

 
現行システム JPN 

水平 

解像 

度 

日本近海は緯経度

1/10 度 ( 約

10km) 、 そ の 他 は

1/6 度 

経度 1/33度×緯度

1/50 度（約 2 km） 

対象 

海域 
北西太平洋 

日 本 近 海 117E～

160E・20N～52N 

外力 JRA55、全球 EPS GSM 

初期 

値 
3DVAR 

北 太 平 洋 域 の

4DVAR を利用 

予報 

期間 
1 か月 11 日 

潮汐 

過程  
なし あり 

河川水 なし あり 

対象と

する現

象 

黒潮、親潮、中規

模渦 

小規模渦、ストリー

マ、沿岸波、沿岸湧

昇（詳細な海岸・海

底地形の影響を表

現） 

 
図 1 検証に用いた沿岸水温の観測地点  

 

 JPN の検証に用いた沿岸水温観測データ

は、北海道栽培漁業振興公社より提供いただ

いた定地水温で、データの期間は 2008 年から

2017 年である。図 1 に観測データの位置を示

す。また、気象庁でルーチン的に解析している

海面水温解析値 MGDSST、HIMSST との比較

も行った。MGDSST は水平解像度 0.25 度の全

球解析、HIMSST は水平解像度が 0.1 度の北

西太平洋の解析値で、いずれも最適内挿法を

用いた客観解析である。他解析との比較は

2015 年から 2017 年のデータで行った。 

オホーツク海、日本海（石狩湾）、太平洋に

分けた比較結果を図 2 に示す。青い枡は観測

より解析の方が低く、赤い枡は解析の方が高

い。色の濃い枡ほど差が大きい。 

いずれの解析・海域も、年の前半（3～8 月）

が低め、後半（9～2 月）が高めの傾向がある。

年の前半は、大気から海に熱が加わり水温躍

層が発達しながら水温が昇温する時期、後半

は海洋から大気に熱が伝わり海は鉛直混合し

ながら水温が下降する時期であるが、その変



化の過程が解析ではやや遅れることを示して

いると考えられる。1 年を通してみると、JPN は

低め、HIMSST、MGDSST は高めの地点が多

い。 

海域別にみると、オホーツク海では 1 年を通

して低めの傾向がある。これは、宗谷暖流の沖

側の冷たい海水データも含む解析となってい

るためと考えられるが、JPN は、斜里を除いて

比較的負の値が小さく、観測値とよく合ってい

る。3 つの解析値の中で解像度が最も細かい

ことも影響していると考えられる。日本海（石狩

湾）をみると、JPN の前半の上昇期の低め傾向

が強い。しかし、苫前のように水深が深い地点

の観測データとは比較的あっており、この海域

では表皮と数メートルの深さで水温差が大きく、

JPN は数メートルの深さの水温を示している可

能性もある。太平洋の結果をみると、東部の厚

岸で、いずれの解析も、前半低めの傾向が強

く表れている。ここは、観測値が表面のみ暖か

い水温を観測している可能性もある。その他の

地点では、JPN は観測値とよく合っていた。 

 

２．親潮指標再検討 

気象庁では、親潮の指標を、年間を通して、

100m 深水温 5℃として、監視や予測を行って

いる。気象研究所と海洋開発研究機構で作成

された海洋長期再解析データ「FORA-WNP30」

（以下、FORA）を用いて、現行の親潮指標の

問題点について調査した。検証に用いたデー

タの期間は、1982 年～2014 年である。 

使用したデータは、FORA 及び、JODC

（1982 年～）、ARGO データベース（2001 年～）

の現場観測データである。 

まず、再解析値の再現性を確認した。親潮

域（図 3）の水温・塩分データを再解析値と現

場観測データとで比較した結果、相関係数は

いずれの要素・季節とも 0.95 前後とよく合って

 

図 2 JPN、HIMSST、MGDSST と定地水温の比較（2015 年～2017 年） 

 

図 3 親潮域 

石狩湾 



いるが、年を通して水温約 0.3 度の正バイアス

がみられた。 

図 4 は、気象庁以外の親潮の指標である。

川合（1972）は、100m 深水温だが、月ごとに異

なる温度を指標とし、Hanawa and Mitsudera 

（1986）では、水温と塩分を指標としている。 

図 5 は、親潮域の深さ 0m から 200m の水温

の季節変動である。観測値、FORA とも、0m か

ら 100m の深さの水温には季節変動があり、

100m では秋から冬にかけて 1～2℃高くなって

いる。年間を通して 5℃の水温の指標では、秋

から冬の親潮面積が過小評価されてしまう懸

念がある。 

塩分が 33.5 以上 33.7 以下の範囲で 0.1℃

ごとの水温勾配を求め、勾配の最も大きい水

温を親潮前線として 33 年分計算した。このデ

ータから 1/1 からの日数の関数として親潮前

線の水温を求める関数を作成して親潮面積を

求めると、図 6 のようになる。年間をとおして、

新指標の方が面積が大きく、秋から冬に特に

差が大きくなっている。 

FORA は、水温に正バイアスがあるものの北

日本周辺海域の海況をほぼ的確に再現して

おり、親潮域では 100m 深で明瞭な季節変化

があり、秋頃に特に高水温となることが示され

た。FORA から季節変化する 100ｍ深の水温

指標を試作したところ、新指標でみた親潮域

面積は、従来の指標でみた場合の 1.1～2.1

倍程度で、秋～冬に特に差が大きかった。今

後、正バイアスを軽減したデータで精査するこ

とが必要と思われる。 
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図 4 気象庁以外の研究における親潮指標 

図 5 観測値及び FORA による、親潮域の深さ

0m~200m の水温の季節変動 

 
図 6 新指標と従来の指標による親潮面積 


