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第 68 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  大林 正典

仙台管区気象台長の大林でございます。

本日は師走でご多忙のところ、68 回目となる東北海区海洋調査技術連絡会に、

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。

今年の夏は、東日本・西日本で記録的な猛暑となり、また 7 月豪雨や台風に

よる暴風・高潮など全国各地で災害が多発したことは記憶に新しいところです。

今回の猛暑や豪雨の背景として、地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増

加の影響があると考えられています。

海洋においては、この地球温暖化の進行に伴い、海水温の上昇や、海洋の酸

性化が進んでおり、生態系にも影響が出ていることはご存知のとおりです。

このような中、今年 5 月には、海洋基本法に基づく「第 3 期海洋基本計画」

が策定されました。「新たな海洋立国への挑戦」という方向性のもと、政府が総

合的かつ計画的に講ずべき施策として、「海洋調査及び海洋科学技術に関する研

究開発の推進等」が位置づけられています。

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

複雑な変化を織り成している海域です。この海域を活動舞台とする方々が一堂

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

を共有することは、国の海洋政策の推進に大きく寄与するものであり、本連絡

会の重要性が一層増していると考えています。本日と明日の 2 日間、闊達な議

論により、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。

また、仙台管区気象台は、海洋調査を安全に進めていただくための、海上に

おける気象情報を発表しております。これらの情報に関してご意見やご要望が

ございましたら、今後の改善のため、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

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ご挨拶にかえさせて

いただきます。
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近年の親潮と沿岸域の海面水温 

橋本 晋（気象庁仙台管区気象台） 

1. はじめに

気象庁では、親潮の勢力の指標として、親潮

面積の変動を監視している。また、東北地方沿

岸の海面水温は、親潮の影響を受けていると考

えられる。そこで、親潮面積の変動と東北地方

沿岸域の海面水温の変動について、調査を行っ

た。 

2. 使用データ

本調査では、1982年1月から2018年11月の親潮

面積（東経141度～148度、東経43度以南におけ

る100m深水温5℃以下の面積）の月別値と、仙台

管区気象台のHPで発表している日別の沿岸域の

海面水温を利用して作成した、同じ期間の津軽

海峡の東側から茨城県南部沿岸の8海域の月平

均海面水温を使用した。 

3. 結果と考察

平年（1982年～2010年の平均）の変動（図1）

についてみると、親潮面積は、3月に最大となり、

12月に最小となっているのに対して、海面水温

は8月に最高となり、2月から3月に最低となって

いる。また、親潮の年々変動は、海面水温の変

動よりも大きくなっている。 

親潮面積の順位（表1）をみると、おおむね、

平年に面積が大きくなる3月と4月、面積が小さ

くなる11月と12月がそれぞれの上位に入ること

が多くなっている。また、それぞれの上位に入

った1984年の前半や、2015年の終わりの状況は、

親潮面積の時系列図（図2上）で見ても、記録的

なものであった。 

親潮面積が4か月以上連続してかなり大きく

なった期間は、1984年2月～6月であった。一方、

4か月以上連続してかなり小さくなった期間は、

1991年11月～2000年5月、2007年8月～2008年1

月、2015年5月～2016年10月、2017年10月～2018

年2月と2018年4月～8月であった。 

図1 親潮面積と海面水温の変動（黄線：平年値、濃い青：平年

並、薄い青：平年より大きい・高い（小さい・低い）、青線：

最大・最小） 図2 親潮面積（上）とその平年差（下）

表1 親潮面積の順位 

大きいほう 小さいほう 

1位 1984 年 4 月 2017 年 12 月 
2015 年 12 月 
2015 年 11 月 

2位 1984 年 5 月 
3位 1984 年 3 月 
4位 1986 年 4 月 2009 年 12 月 
5位 1984 年 2 月 2007 年 11 月 
6位 1986 年 3 月 1990 年 12 月 
7位 2010 年 2 月 2015 年 10 月 
8位 2014 年 4 月 2007 年 12 月 
9位 2014 年 5 月 1999 年 11 月 
10位 1984 年 6 月 1985 年 11 月 
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親潮面積は2015年以降にかなり小さくなるこ

とが多くなっており、2月、4月から6月を除いて

月毎の順位の小さいほうから1位をこの期間に

記録している。 

親潮面積と海面水温の平年差の時系列図（図3）

を見ると、1984年、1991年や2000年のように、

親潮面積が大きい（小さい）ときに海面水温が

低く（高く）なっているように見えるときもあ

れば、1990年や2015年のように面積の変動と海

面水温の変動には、それぞれ関係がないように

見えるときもある。 

親潮面積の平年差と沿岸域海面水温の平年差

の相関をみると、最も相関の大きかった青森県

太平洋沿岸でも-0.45程度であり、それほど大き

な相関とはならなかった。しかし、月毎に相関

（図4）を調べると、津軽海峡の東側の2月に

-0.82となるなど、岩手県南部沿岸より北の1月

から5月に、絶対値が0.6以上となる大きな相関

が得られた月があった。一方で、茨城県の沿岸

では0.3を上回る月が無いなど、南ほど相関が低

くなっていたほか、8月から10月はすべての海域

で相関係数の絶対値が0.3を下回るなど、季節に

よって相関の様子は変化していた。これについ

ては、親潮の面積が大きくなり、さらに海面水

温への下層の水温の影響が大きくなる、冬から

春にかけて相関が大きくなっていると考えられ

る。また、冬から春かけては、岩手県以北では

親潮の影響を毎年のように受けているが、宮城

県・福島県では親潮の影響を受ける年と受けな

い年があり、茨城県ではほぼ親潮の影響を受け

ていないことを示していると考えられる。 

 

4. まとめ 

2015年以降、親潮面積がかなり小さくなるこ

とが多くなっていた。また、沿岸域の海面水温

は、特に岩手県以北で、冬から春にかけて親潮

の影響受けていることが示唆された。 

 
図4 月毎・海域毎の親潮面積と海面水温の相関係数（海域名

の右の数字は全期間での相関係数、上が負） 

 

図3親潮面積と海面水温の平年差 
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2018 年東北海区の海況の特徴 

奥西武・筧茂穂・長谷川大介・田中雄大・横内克巳（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、並びに人工衛星による熱赤外画像、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。近海の黒潮北限位置、親潮第 1分

枝先端緯度については、1960～2015年までのデー

タを用いて、平年並み等を定義している。 

１．2018年の海況の経過 

表面水温 

北海道南東方の表面水温は 6, 8 月が低め、それ

以外は高めで推移し、本州東方における表面水温

は年間を通じて高めで推移した。 

黒潮域 

(1)房総沖での黒潮離接岸は 1, 2, 5，7〜12月が

接岸、3, 4月がやや接岸，6月が平年並みであっ

た。 

(2)近海の黒潮の北限位置は 1月，5〜10月が平年

並み，2, 4月，11〜12月がやや南偏、3月がかな

り南偏であった(図 1)。 

混合水域 

○黒潮系暖水

近海の北限位置は 1, 6, 7, 9月がやや北偏、2,12

月がかなり南偏、3, 8, 10, 11月が平年並み，4

月がかなり北偏，5月が極めて北偏であった。 

○暖水塊

2018年2月に金華山はるか沖合で発生した2018A

は、7 月にかけて三陸沿岸に移動し、その後、消

滅した。2018 年 3 月に常磐はるか沖で発生した

2018Bは、6月にかけて金華山沖に移動し、12月

まで停滞している。2018年 3月に鹿島灘沖で発生

した 2018Cは、5月まで停滞し、その後、消滅し

た。2018年 8月に道東沖で発生した 2018Dは、10

月にかけてゆっくり北上し、その後 12 月にかけ

てゆっくり東進している。 

○冷水域

1, 2, 11月の常磐沖、1, 4月の仙台湾沖、5月の

金華山はるか沖に冷水域が存在した。 

親潮域 

○親潮第１分枝

親潮第１分枝は 1月がやや南偏、2〜5月, 7,9,11

月がやや北偏、6 月がかなり北偏、8 月は平年並

み，10, 12月がかなり南偏であった。（図 2 a, 3a）。

2〜7 月、10〜12 月に親潮第１分枝に連なる冷水

域が存在した。 

○親潮第２分枝

親潮第２分枝は 1月がかなり北偏、6月が極めて

北偏、7, 10 月がやや北偏、9 月が平年並みであ

った。2〜5 月、8, 11,12 月は確認できなかった

（図 2 b, 3b）。6, 7 月に親潮第 2 分枝に連なる

冷水域が存在した。 

津軽暖流域 

津軽暖流の下北半島東方への張り出しは、3月

が極めて強勢、4,5, 8月が平年並み、6，7, 10

月がやや弱勢、11 月が極めて弱勢, 12 月がや

や強勢であった。1, 2, 9月は確認できなかった。 

2018年における海況の特徴   

(1) 表面水温は北海道南東方の 6, 8 月が低め、

それ以外は、北海道南東方、本州東方ともに

高めで推移した。 

(2) 2018 年 2 月に金華山はるか沖合で発生した

暖水塊が、7 月にかけて三陸沿岸に移動し、
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その後、消滅した。2018年 3月に常磐はるか

沖で発生した暖水塊が、6 月にかけて金華山

沖に移動し、12月まで停滞している。 

(3) 近海の黒潮の北限位置は 2月〜4月、11月〜

12月がやや〜かなり南偏、その他の月は平年

並みで推移した。 

(4) 親潮第１分枝の張り出しは 1 月がやや南偏、

2月〜9月は北偏傾向であり、10, 11, 12月

はかなり南偏、やや北偏、かなり南偏と変動

した。 

 

 

図 1 近海黒潮北限緯度(東経 146 度以西の海域

の 200m 深度の水温 14℃の北限経度)。a)は 1954

年からの時系列で、細線は各月における黒潮北限

緯度，太線は 13 ヶ月移動平均、破線は平均緯度

を示す。b)は 2018 年の月変動で、白丸は各月の

年平均緯度、黒丸は本年の先端緯度を示す。 

 

 

 

図 2 親潮第 1分枝先端緯度（a）および親潮第 2

分枝先端緯度（b）の時系列。親潮の水は舌状に

南方に張り出して来ることが多く、このような舌

状の冷水部を三陸地方の沿岸側から、 親潮の沿

岸寄りの分枝(第 1分枝)、沖合の分枝(第 2分枝)

と呼ぶ。図は 100m深度の水温 5℃を基準として冷

水部先端緯度を読み取った値を示している。細線

は各月における黒潮北限緯度，太線は 13 ヶ月移

動平均、破線は平均緯度を示す。 

 

 

 

 

図 3 2018 年の親潮第 1 分枝先端緯度（a）およ

び親潮第 2分枝先端緯度（b）の月変動。図は 100m

深度の水温 5℃を基準として冷水部先端緯度を読

み取った値を示している。白丸は各月の平均先端

緯度、黒丸は本年の先端緯度を示す。 

 

ー　5　－



２０１８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 福滿 天久 

 

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。 

  今年度は、３月、５月及び８月の観測結果

から水温断面図を作成し、気象庁作成の深度

５０ｍの海流分布図、海面水温分布図及び海

面水温平年差分布図を参考に津軽暖流の動向

について解説します。          

 

２ 観測結果からの動向 

（１）３月１３日 

   下の図は、尻屋東方海域の北緯４１度  

２５分、東経１４１度４０分から、１４６ 

  度００分までのラインの水温断面図であり、

津軽暖流と推測される暖域の流れは、水深

約３００ｍ付近にかけて、東経１４４度付

近まで流出していることから、平年より東

寄りを流れていることが解析できました。 

 また、親潮と思われる冷水域の南限位置 

は、海流及び海面水温分布図から、沿岸部 

で、北緯４０度、東経１４３度付近。沖合 

いで、北緯４０度、東経１４７度付近と推 

測されます。 
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（２）５月２７日 

   この月は、津軽暖流と思われる暖流の流 

れが、水温断面図では顕著でなかったため、

海流分布図及び海面水温分布図を参考にし、

東経１４３度付近まで張り出していると推

測し、平年よりやや東側を流れていると解

析できました。 

   また、水温断面図で、東経１４３度付近

に、水温の低い部分が観測されていること

から、東経１４３度付近までは、沿岸部に 

  親潮と思われる流れがあったのではないか

と推測しています。 
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（３）８月１１日 

   水温断面図から、水深約３００ｍ、東経 

１４３度付近まで、暖水域が顕著に現れて 

いることから、津軽暖流の東への張り出し 

は、東経１４３度付近で、平年並みである 

と解析できました。 

   また、親潮の南限位置については、観測

ライン上では判断できないため、ラインの 

  東端である、東経１４６度より東側である 

  と推測されます。 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

  これら３月、５月及び８月の観測結果から、 

 津軽暖流の東への張り出しは、３月は平年よ 

 り東、５月は平年よりやや西、８月は平年並 

 みであるという解析結果が得られました。 
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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 

 

  

ー　10　－



 

 

（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 

  

50m 層 表面(4m 層) 100m層 

表面(4m 層) 50m 層 100m層 
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41-10N 線           41-30N 線          41-50N 線  

 

（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 

 

 

  

41-10N 線 

41-50N 線 

41-30N 線 
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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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日本沿岸海況監視予測システム（MOVE-JPN）の検証／親潮指標再検討 

岩尾尊徳、瀨﨑歩美、小司晶子（札幌管区気象台）

 
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。 

 

参考文献 
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tion of water system distribution in the Sanriku 
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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 



大槌湾で現在実施中の通年海洋観測（モニタリング）の紹介 

田中潔、（東京大学 大気海洋研究所） 

 

1. はじめに 

2018年度に大槌湾で実施している東京大学

大気海洋研究所の海洋物理環境モニタリング

を紹介する。 

 

2. モニタリング点 

大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センタ

ーの敷地とその周辺にて（図 1）、概ね通年

に渡るモニタリングを実施中である。 

 

3. モニタリング項目 

 海洋環境については、水温・塩分・流速・

クロロフィル・濁度をモニタリングしている。

一方、気象環境については、風速・気温・気

圧・湿度・降水・放射収支・光量子をモニタ

リングしている。 

 このうち水温については、図 2 に示される

装置でもって、海面から海底（30 m 弱）まで

の間を 5 m の間隔で、2006 年から計測してい

る。図 3 にその計測結果を示す 

図 1. 大気海洋研究所国際沿岸海洋研究セン

ター及び海洋モニタリング点の位置（それぞ

れ、黒四角と赤丸）。 

図 2. 水温計測装置の模式図。データは準リ

アルタイムで陸上に送信されており、随時ホ

ームページで閲覧可能となっている。 

図 3. 水温モニタリングの結果（日平均

値の時系列）。2006 年から 2017 年ま

で。水深は 5 m。 



 塩分及び流速、クロロフィル、濁度につい

ては、2017 年の途中から試験的に運用を開始

した。図 4 にその係留模式図を、図 5, 6 に塩

分とクロロフィルの計測結果を示す。 

 一方、気象観測に関して、風速は研究所前

の蓬莱島に架かる突堤上において、それ以外

の気温・気圧・湿度・降水・放射収支・光量

子については研究所敷地内においてモニタリ

ングを実施している（図 7）。 

 

4. おわりに 

 これらのモニタリングデータについては、

大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センター

のホームページ内において適宜、図示されて

アーカイブ公開されている。 

 

図 4. 塩分・流速・クロロフィル・濁

度計の係留模式図。 

図 5. 2018 年の塩分計測結果。

図 6. 2018 年のクロロフィル計測結果。

図 7. （上）蓬莱島に架かる突堤上に設

置されている風速計。コンクリート柱

の上端にあるのが風速計、柱側に付い

ているのは太陽電池パネル。（下）研

究所敷地内に設置されている気温・気

圧・湿度・降水・放射収支・光量子

計。 



大槌湾の 2016年夏季の水温変動の調査 

中川憲一（仙台管区気象台） 

 

1. はじめに 

リアス式海岸が広がる三陸沿岸では、コンブ、

カキ、ホタテ等の養殖漁業が盛んである。岩手

県中部にある大槌湾は東西に伸びた形状をして

おり、夏季を中心に数時間～数十時間周期の変

動で湾外から低層水（低温）が湾内に入りこむ

ことが知られている（Okazaki 1990）。また、し

ばしば上層と下層で向きの異なる流れが生じ

（二重潮）、上げ潮時に生じる事が多く、内部潮

汐によるものと考えられている（Okazaki 1990）。

また、低温の津軽暖流水が流入することがある

ことがわかっている（田中ほか 2017）。大槌湾

では、東京大学大気海洋研究所が三陸沿岸にお

ける海洋物理の研究のため、水温等の観測を行

っている（田中 2015）。 

今回、東京大学の田中潔准教授のご好意によ

り2016年夏季の大槌湾の水温、塩分データを提

供して頂いたので、湾内でどのような変動が起

きているか事例調査を行った。大槌湾の位置を

図1に示す。 

 

図1 大槌湾及び大槌湾に注ぐ3つの河川の位置（国土地理院地

図より） 

 

2. 使用データ 

本調査では、大槌湾の北側にある赤浜（図1

の赤丸付近）での 2016年 7～ 9月の水温

（1,5,10,15,20,25m深）及び塩分（1,7m深）の

時別データを使用した。また、塩分との関係性

を調査するため、河川流量データとして大槌湾

に注ぐ3つの河川（大槌川、小槌川、鵜住居川：

位置については図1を参照）の河口付近の流域雨

量指数（以下、指数）の時別データを使用した。

図2にその流域雨量指数の計算の大まかな流れ

を示す。 

 

図2 流域雨量指数の計算の流れ（気象庁ホームページより） 

 

3. 結果と考察 

まず2016年7～9月の水温の鉛直プロファイル

（1～25m深）をみると、下層に低温水が存在し

ている期間が見て取れる（図3上段の白丸で囲っ

た部分）。例として8/1～8/15（図3下段）をみる

と、8月上旬に数日周期で下層に低温水が存在し

ていることがわかる。そこで同時期の環境場（図

4）をみると、8月上旬に津軽暖流が岩手県沿岸

を流れているが、大槌湾に低温水が存在しなく



なった中旬には沿岸から離れており、上旬の下

層の低温水は、津軽暖流の流入によるものと思

われる。 

 

図3 大槌湾の水温鉛直プロファイル（上：2016年7～9月、下：

8/1～8/15） 

 

図4 三陸沖の50m深水温(上)・流速図(下)（8/1,7,15）（赤点は

大槌湾の位置を示す） 

次に、8月中旬～9月上旬における水温の鉛直

プロファイルと塩分・流域雨量指数をみると（図

5）、3河川の指数が上昇した時期が4つあり、そ

れと共に1m深塩分が低下し（7m深はそれほど変

化せず）、ほぼ半日から1日程度遅れて、下層に

低温水が存在しており興味深い。本稿では以下

の2例を紹介する。8/17の台風第7号の事例（図6）

では、8/17の大雨により指数が上昇し、8/18に

下層の低温水が表れるが、8/19以降は表れてい

ない。これは大量の河川水の流入により一時的

に、湾の内側と外側の密度差が大きくなり、上

層で沖へ、下層で湾奥へと流れるエスチュアリ

ー循環流（河口循環流）が発生したため、下層

で湾の外側から2～3℃低い水が流入したと考え

られる。 

 
図5 大槌湾の塩分と3河川の流域雨量指数（上）と水温鉛直プ

ロファイル（下）（8月中旬～9月上旬） 

 
図6 台風第7号による大雨での事例(8/16～8/23) 

次に8/30の台風第10号の事例（図7）では、大

雨による指数の上昇後、下層では低温な水が表

れており、水温も25m深では14℃前後と、前日の

22℃程度から6℃近く下降している。また、1日

から1日半程度の周期性があり、内部潮汐による

二重潮が発生している可能性が考えられる。同

時期の環境場（図8）をみると、8月下旬に三陸

沖にあった冷水が、9月には三陸沿岸にあり、エ

スチュアリー循環流に加え、二重潮により三陸

沿岸の冷水が周期的に下層に流入していると推

察される。 



 

図7 台風第10号による大雨での事例(8/29～9/5) 

 

図8 図4と同じ（但し8/22,29,9/5） 

4. まとめ 

 今回の事例調査では、大槌湾内で、エスチュ

アリー循環流による下層への低温水の流入や、

二重潮によると思われる三陸沿岸の冷水の周期

的な下層への流入がみられた。このような観測

データは研究的にとても貴重で、今後も観測を

継続してほしいと感じた。 

参 考 文 献 
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三陸常磐沿岸水温を用いた 

マサバ定置網漁期予報の web 公開 
〇横内克巳 *・奥西武 *・長谷川大介 *・筧茂穂 *・ 

今村豊 **・児玉琢哉 ***・佐伯光広 ****・真壁昂平 *****・外山太一郎 ******・東屋知範 ******* 
*水産機構東北水研 **青森水総研 ***岩手水技セ ****宮城水技セ  

*****福島海洋研 ******茨城水試 *******水産機構北水研 

キーワード：マサバ・漁期予報・沿岸水温・三陸常磐 

 

1. 目的 

 東北ブロック沿岸水温速報は, 関係県や大学の協力を

得て水温等の情報をリアルタイムに web上で公開してい

る（http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/）. 

これら常時利用できる沿岸水温情報を活用することによ

り, 定置網でマサバが水揚される漁期を予報するための

手法開発を目的とした.  

 

2. 材料と方法 

用いた沿岸水温は, 1995年～2017年において北水研, 

青森県, 岩手県, 宮城県, 福島県, 茨城県が東北太平洋

沿岸域で継続的に計測している定地水温と, 2008 年～

2017 年において東北ブロック沿岸水温速報により公開

されている表層水温である. 用いた水揚量の元となった

データは, 岩手県大漁ナビ, 宮城県新総合水産行政情報

システム, 茨城県水産試験場漁獲情報システムから抽出

した1995年～2017年の日別さば類定置網水揚量である. 

解析対象は, 北から順に, 岩手県 7市場（久慈, 宮古, 

山田, 船越, 大槌, 釜石, 大船渡）, 宮城県 2市場（女

川, 石巻）, 茨城県会瀬定置の主要 10市場とした. ゴ

マサバ混獲率を用いてさば類からマサバに分割した後, 

マサバの旬別水揚量を求めた. 漁期として開始時期に着

目し, 水温上昇期の 4月～8月（会瀬のみ冬季を含む）

のうち, 旬別水揚量が 5旬連続して年平均以下となった

後の最初に年平均以上となった旬を漁期開始旬とした. 

その時の水温はこれら市場の近隣に位置する水温観測地

点の水温の旬平均値から求め, 漁期開始水温とした. ま

た, 1995 年～2017 年の道東海域における巻網のマサバ

年間水揚量から有漁平均で割った値を求め, 漁期開始旬

及び漁期開始水温との相関関係から, 単回帰予測による

漁期予報手法を検討した.  

 

3. 結果 

三陸常磐海域における主要 10 市場の漁期開始旬は, 

年により大きく変動したが, ここ数年に早期化の傾向が

認められた（図 1）. また, 漁期開始水温でも同様にこ

こ数年で低下傾向が認められた.  

一方, 道東海域における巻網の年間水揚量は, 2005年

～2006 年に数千トンだったものの長年の間まとまらな

かったが, 2012年以降7千トンを超えて急激に増加して

いる.  

三陸常磐海域の漁期開始旬及び漁期開始水温と前年の

道東海域の巻網水揚量との関係を用いて各市場における

当年の漁期開始旬及び漁期開始水温を求めた結果, 各市

場における 22年間の予測誤差（RMSE）は, 漁期開始旬で

は 1.4 旬～2.7 旬の範囲にあり, 平均 1.8 旬であった. 

また, 漁期開始水温では 1.7℃～2.7℃の範囲にあり, 

平均 2.2℃であった.  

 

4. 考察 

ここ数年の三陸常磐海域におけるマサバ漁期開始時期

の早期化とその時の水温の低下傾向から, 近年の道東海

域における漁場形成にともない, 三陸常磐海域における

来遊時期や漁獲水温が変化していることが示唆されたこ

とから, 今後の動向について調査・観測を継続して知見

を蓄積し, 漁期予報手法の改善を図りたい.  

 

5. 謝辞 

 ゴマサバ混獲率と道東巻網水揚量のデータは水産機構

中央水研由上龍嗣氏より提供いただいた. 

 

久慈    宮古   山田   船越   大槌 
 
旬 
 

 

   釜石   大船渡  女川   石巻   会瀬 
 
旬 
 
 
    年    年    年    年    年 

図 1. 1995年～2017年の三陸常磐主要 10市場における

マサバ漁期開始旬の経年変化と近年の早期化. 



夏季の東北近海の水塊変動水塊 

—水塊クラスター解析ソフトの開発— 

田中雄大・長谷川大介・筧 茂穂・奥西 武（水産機構東北水研） 

1．目的 

 太平洋側東北沖海域は，親潮，黒潮，津軽暖流など

の異なる水塊が隣接し，水塊の時空間変動が大きな海

域である．本海域での水産有用種の漁獲量変動・漁場

形成は，水温変動の影響を受けている事が知られ，定

性的・定量的に様々な報告がなされている（小川ほか, 

1987など）．一方，塩分情報を利用した漁況変動解析

については，研究が限られている．また，本海域でこ

れまで用いられてきた水塊分類手法は，水塊を定義す

る際の境界値の設定に曖昧さがある事や，表層水塊の

分類が困難である事などの課題が指摘されてきた

（Hanawa and Mitsudera, 1987, 以降HM87）．本研究

では，水温・塩分値を基にクラスター解析によって客

観的に水塊分類を行うソフトウェアを開発し，東北近

海の長期の水温・塩分データに適用して，水塊の分類，

水塊出現率の経年変動の解析を行い，その有用性の検

証を行った． 

 

2．クラスター解析による水塊分類ソフトの開発 

 本研究では，水温・塩分の情報から，クラスター解

析によって客観的に水塊を分類して可視化するソフ

ト「TS-Cluster」を開発し，水産機構東北水研のダウ

ンロードサイト（http://tnfri.fra.affrc.go.jp/ 

kaiyo/kaiyoubu/watermass/ 

index.html）にて公開した．詳しい仕様や使用方法は，

上記サイトに譲るが，水温・塩分データのファイル名

と，クラスター（以下，「CL」と表記）の最大数等を指

定して実行すると，CL毎に色分けされた水塊が TSダ

イアグラムとして図示され保存されるほか，密度およ

び CL 番号を付記したテキストファイルが出力される．

CL の類似度は標準化ユークリッド距離，CL 間の連結

は群平均法（UPGMA）を用いて分類を行った． 

 

3．データと方法 

 本研究では，水塊分類ソフトの適用例として，海洋

観測データベース「FRESCO2」に収録された水温・塩分

データのうち，夏季（7-9月）の東北ブロック各県（青

森，岩手，宮城，福島，茨城）の太平洋側定線 CTD観

測データを用いた．各水温・塩分プロファイルデータ

に対して，MIRC (2005)に従って品質管理を行ったの

ち，10m，30m，50m，100m深の基準層データを作成し

た．深度毎に水塊分類ソフトを適用して 7個の CLに

分類し、スパイシネス(Flament, 2002)が大きい（≒

高温高塩分）CL から順番に CL1〜CL7 として各 CL の

出現率の経年変動を解析した．各年の各 CL の出現率

は，（各年の各 CL に属するデータ数）/（各年の総デ

ータ数）で定義し，全県の観測データが揃う 1998 年

以降について算出した． 

 

4．結果・考察 

 表層10mの水温・塩分データーの大半は，HM87の分

類では表層水に属することになるが，クラスター解析

による分類ではCL1,2,3,5,6,7と表層水が6つに区分

される（図１）．亜表層 100mの分類では，HM87の黒潮

水の区分に CL1,2,3，津軽暖流水の区分に CL4,5，親

潮水の区分にCL6,7が概ね分類された（図２）．表層・

亜表層での各 CL の出現率は大きく経年変動し，例え

ば10m深では，2003・2013年などは低温低塩分のCL6,7

の出現率が増加していた一方で，2000年頃や2007年

は高温高塩分の CL1,2 が増加していた（図３）．日本

周辺太平洋域の海況予測システム（FRA-ROMS, Kuroda 

et al. 2017）による親潮第1分枝出現領域の 100m深

5℃南限位置として定義された親潮フロント緯度と，

各 CL の出現率の経年変動を比較したところ，暖水の

CL1は，親潮フロント北偏年に出現率が高い傾向にあ

り（r = 0.48, p < 0.05），冷水性の CL6は，親潮フ

ロント南偏年に出現率が高い傾向にあった（r = -

0.63, p < 0.05）．この正負相関の傾向は 30m, 50m, 

100m でも同様に認められ，表層から亜表層の高温高

塩分（低温低塩分）の水塊ほど，親潮フロント北偏（南

偏）年に出現しやすい傾向にあると言える．この結果

は，表層水塊に対しても，クラスター解析によって，

親潮フロント緯度と関連して出現する水塊を客観的

に抽出する事ができたと言える． 

 100m 深度での水塊分類では，HM87 の津軽暖流水の

区分内で CL4, CL5として２つの水塊が区分された．

黒潮水と親潮水の等密度面混合では形成されない低

密度のCL4については，沿岸付近に限定されて出現し

ており(図４) ，津軽海峡から流出した水塊の分布を

反映していることが示唆された．一方，CL5は青森県



〜茨城県にわたる近海で広く出現しており(図５)，黒

潮水と親潮水の等密度面混合により形成された水塊

と津軽暖流水を起源とする水塊が混在している可能

性があると考えられた． 

 

 

 

 

図１ 水深 10m における水温，塩分のクラスター解析

による水塊分類．数字は分類された水塊 CL1〜CL7 の

番号を示す．黒枠は Hanawa and Mitsudera (1987)の

水塊区分を示す． 

 

 

 

図２ 水深100mにおける水温，塩分のクラスター解析

による水塊分類．数字は分類された水塊 CL1〜CL7 の

番号を示す．黒枠は Hanawa and Mitsudera (1987)の

水塊区分を示す． 

 

 

 

図３ 水深 10m で各クラスターの出現率の経年変動．

CL1〜CL7の配色は図１の分類と同様である．  

 

 

 

図４ 水深 100mの CL4に分類された水塊（図２）が

出現する測点（赤丸）．黒丸は非出現測点を示す．  

 

 

 

図５ 水深100mのCL5に分類された水塊（図２）が出

現する測点（赤丸）．黒丸は非出現測点を示す．  

 

 



秋季におけるワカメ養殖場への栄養塩供給予測と硝酸塩セ

ンサーリアルタイムモニタリング 
                

○ 筧 茂穂 1，内記 公明 2，児玉 琢哉 2，和川 拓 3，黒田 寛 4，伊藤 進一 5 
（1水産機構東北水研，2岩手水技セ，3水産機構日水研，4水産機構北水研，5東大大海研） 

 
キーワード：栄養塩供給・鉛直一次元モデル・硝酸塩センサー・ワカメ養殖場 

 
1．はじめに 
ワカメ養殖はノリ養殖に次ぐ収穫量を有す

る重要な海藻養殖業であり，岩手県・宮城県で

全体の約 7 割の生産を占めている．ワカメ養殖

業にとって，栄養塩環境はワカメの生育・品質

を左右する重要な要因であり，なかでも秋季に

海域の養殖施設に種苗（芽）を巻き込む時期（本

養成開始期）に栄養塩が不足すると芽落ち被害

が発生する．ワカメ養殖場の栄養塩濃度は夏季

には枯渇しているものの，秋季から冬季にかけ

て増加し，養殖が可能なレベルとなることが知

られている．本養成期の栄養塩濃度のレベルに

ついて，硝酸と亜硝酸機態窒素の総和濃度（以

下 NOx濃度）が 20μgL−1（以下閾値）以上が望

ましいとされている（岩手県，2003）．そのた

め，ワカメ養殖漁業者は試験研究機関等による

NOx濃度の測定結果に注視しながら本養成開

始時期を判断している．NOx濃度の増加のタイ

ミングをあらかじめ予測することが可能にな

れば，それに向けて作業を行うことができるた

め効率的であるとともに，芽落ちのリスクを軽

減することが可能となる．本研究では，秋季の

ワカメ養殖場周辺海域における NOx濃度の変

動特性を解析するとともに，解析結果に基づい

て鉛直一次元モデルを開発し，安定したワカメ

の成長が望まれる NOx濃度≧閾値となる確率

を 50 日先まで予測する． 
 

2．方法 
解析には岩手県水産技術センターによる沿

岸定線観測において 2012 年以降毎月取得され

ている CTD による 1m 深ごとの水温・塩分デ

ータと，各層採水（概ね 0，10，30，50m 深）

による NOx濃度を使用した． 
秋季における混合層の発達を再現，予測する

ために水温・塩分の鉛直一次元モデルを構築し

た．海面には海面総熱フラックスを与えて冷却

し，混合層深度を発達させた．混合層深度の発

達に伴い，夏季の混合層よりも下層の高 NOx

濃度水が混合層内にポンプアップされる過程

を再現・予測した．予測計算では，過去 18 年

分の海面総熱フラックスを与えたアンサンブ

ル計算を行い，その結果を用いて NOx濃度≧

閾値となる確率を計算した． 
 

3．結果 
全観測期間の全測点における混合層深度と

混合層内で平均した NOx濃度を比較したとこ

ろ，バラツキは大きいものの 10 月では混合層

深度は 50m 未満で浅く NOxが枯渇している測

点が多いが，11 月以降には混合層深度が 50m
以深となり、NOx濃度は閾値を超えていた． 

2016 年 9，10 月には，観測で得られた水温，

塩分，NOx濃度の鉛直分布を用いて，50 日先

までの表層栄養塩濃度の予測を行い，漁業者に

栄養塩供給予報を発表した．9 月に実施した予

測では 10 月中旬までは NOx濃度≧閾値となる

確率は 0%であったことから，10 月中旬までは

本養成の開始をしないようにとの注意を促し

た．10 月に実施した予測では 10 月下旬～11
月下旬にかけての NOx濃度≧閾値となる確率

は 1～85%であった．ワカメ養殖場で硝酸塩セ

ンサーを係留して得られた連続データでは 11
月 18 日に NOx濃度が閾値を越えていた．11 月

18 日の予測確率は 75%であり，見逃し（0%）

でもなく空振り（100%になってからしばらく

経っている）でもないことから，的中したと判

断した． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Fig. 1  2016 年 9 月上旬に実施した予測計算による

NOx濃度≧閾値となる発生確率． 
 
2017 年秋には，栄養塩濃度データをリアル

タイムで配信できるように携帯電話端末を装

備した通信ブイを海面に設置し，ブイと硝酸塩

センサーを接続した．これにより，漁業者が毎

日栄養塩濃度を確認可能となり，芽落ちリスク

をより軽減することが可能となった．詳細につ

いては Kakehi et al. (2018)を参照されたい． 
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日本海洋学会による海洋観測ガイドラインの編集・発行 

○小埜恒夫（1）, 青山道夫（2）, 内田裕・河野健（3）, 太田秀和（4）, 小川浩史・小畑元・斎

藤宏明（5）, 成田尚史（6）, 永井直樹・中野俊也・宮尾孝（7） 

 

水研機構(1), 福島大学(2), JAMSTEC(3), KANSOテクノス(4), 東大海洋研(5), 東海大学(6),気象

庁(7)  

 

 広大な海の構造やその変動を把握するためには

数多くの機関の協働による多年の観測が必要であ

り、それらのデータが比較可能であるためには、

統一的な計量標準の整備とともに、その使用法（観

測手法）を標準化するためのガイドラインが必要

である。 

日本においては非常に長い間、気象庁の「海洋観

測指針」がこの役割を担ってきたが、最新の 1999

年版は現在では入手困難となっている。また地球

環境問題の顕在化を契機として、国際的な共同海

洋観測の重要性は今世紀に入りますます高まって

おり、海洋観測手法や計量標準についても、国際

的な統一手法との整合性が求められるようになっ

てきている。加えて、海洋学の進展に伴い、微量

金属、溶存有機物、海洋生物といった数多くの新

たな観測項目が、統一化された観測手法に基づい

た国際的に相互比較可能なデータの蓄積が可能な

状態になり、新たなガイドラインの整備が必要に

なっている。 

このような情勢に鑑み、日本海洋学会では、海洋

観測ガイドラインを編集・発行し、国内外の海洋

観測者に提供することとし、2015 年から活動して

きた。編纂にあたっては、記載する観測項目を「海

洋観測指針」から大幅に増加させるとともに、国

内外で広く使用されている観測マニュアル類（各

省庁で実施されている海洋調査のマニュアル、JIS

規格、国際規格 GO-SHIP等）の記載内容について

も検討を行い、国際的な標準手法に則りつつ、既

存の各マニュアルにおける記載内容とも齟齬が少

ない観測手法の記載を行った。 

2015 年 10 月に、全 63 章中 47 章を収めた海洋観

測ガイドライン第 1版が発行され、以後年度毎に

未完成の章を埋めながら、同時に既に発行された

章についても、観測技術の進展や国際的な標準手

法の整備等の状況の変化に応じて改訂を行ってき

た。2018年 7月に発行された海洋観測ガイドライ

ン和文第４版では、ほぼ全ての章が執筆を終了し、

海洋観測ガイドラインは一応の完成をみた。 

 本ガイドラインは電子出版の形で出版されてお

り、海洋学会ホームページ  

http://kaiyo-gakkai.jp/jos/guide/preface   

からどなたでもダウンロードしてご利用頂くこと

が可能である。沿岸域から外洋域まで、また海上

気象から生態系までの幅広い海洋観測項目をカバ

ーした最新の指針として、海洋観測に携わる幅広

い機関の皆様に本ガイドラインをご利用頂ければ

と願っている。 

 

 

図１ 海洋観測ガイドラインの構成 

http://kaiyo-gakkai.jp/jos/guide/preface


 
第６８回東北海区海洋調査技術連絡会事務打合せ 

 
（１） 平成３１年度海洋調査計画について 
 第二管区海上保安部,東北区水産研究所、気象庁から、調査計画について報告があった。

別紙参照。 
 
（２） 平成３１年度当番官庁について 
 順番により東北区水産研究が受け持つことで承認された。 



平成３１年度 第二管区海上保安本部 海洋調査実施計画

釜石

石巻

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
日本海北部

適宜
ADCP観測
XBT観測

測量船

２ 潮汐観測
釜石・竜飛
大湊・尻屋岬
大間・石巻・能代

適宜 験潮 ―

竜飛

大間

大湊

平成３１年度海洋観測実施区域

日本海北部

本州東方
基本水準標

簡易
験潮器

最低水面

平均水面

Z0

臨時潮汐観測イメージ

最低水面の高さ

尻屋岬

能代
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平成 31年度 海洋気象観測航海計画 

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  

     ・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 

     ・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 

     ・北海道南方海域における海況把握のための観測  

     ・北西太平洋域の二酸化炭素蓄積量変動の把握 

     ・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 

     ・海洋データ同化・予報システム及びアルゴデータの標準としての観測 

     ・北太平洋における鉛直混合過程の解明と海洋大循環・物質循環の長期変動の理解 

     ・水中グライダーによる海洋観測 

     ・海洋二酸化炭素変動と酸性化メカニズムに関する調査 

   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 

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)  

※観測目的や観測種目は変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 



観測航海計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※RFは凌風丸、KSは啓風丸による観測を表します。 



２週間気温予報について（2019 年 6 月運用開始予定） 

 

 

 
 

 



第 68 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 気象防災部次長   永岡 利彦 
 
昨日から二日間にわたり、業務紹介・調査研究発表などの最新情報について、

熱心なご紹介とご議論をいただき、大変ありがとうございました。水産研究セ

ンター・気象庁・海上保安庁・海上自衛隊と業務の目的こそそれぞれ異なりま

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と思うととも

に、68 年という長きにわたり続けられてきた、われわれの先輩達のご努力にも

敬意を表したいと思います。この連絡会をきっかけに、今後の東北の海の未来

に発展をもたらす助けとなればと期待しております。そして本会終了後も、気

になることがあれば普段から情報交換できる関係を持ち続けていただければと

思います。 
今回の仙台管区気象台にあける連絡会の開催につきましては、準備等何かと

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 68 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。 

 
（以 上） 



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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