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第２章 海洋の長期変化 

地球表面の 7 割を占める海洋は大気の 1000倍

もの熱容量を持ち、大気との熱のやり取りを通じ

て気候変化を緩和するなど、様々な時間・空間ス

ケールで気候に大きな影響を与えている。この章

では、第 1節で海面水温、第 2節で海面水位の日

本近海における長期変化をそれぞれ解説する。 

 

第 1節 100年スケールの海面水温の長期変動 

気象庁では、船舶等により得られた日本近海の

1891～2018 年の 100 年以上にわたる海面水温の

観測データについて、海面水温の長期変化傾向が

類似した 14の海域に区分(図 11.1)し（高槻ほか、

2007）、それぞれの海域の海面水温の上昇率を求

めることで長期変化を監視している(図 11.2)。 

ここでは、その 14 海域から本レポートに関係

する日本海（日本海中部、日本海南西部）、関東沖

海域（関東の東、関東の南）、日本南方海域（四国・

東海沖、沖縄の東）の 6つの海域について、海面

水温の長期変化傾向を解説する。なお、その傾向

の有意性に関する表記は、表 11.1 に従っている。 

なお、評価している海域が日本周辺海域の一部

と狭いために自然変動の影響を受けやすく、水温

の上昇が必ずしもすべて地球温暖化とはいえな

いことに注意が必要である。また、日本近海にお

ける海面水温の季節変化は大気の季節変化に比

べて約 1 か月程度遅れることから、1～3 月を冬、

4～6 月を春、7～9 月を夏、10～12 月を秋として

解析している。 

 

1.1 日本海 

日本海の年平均海面水温の上昇率(図 11.3、表

11.2)は、日本海中部で 100 年あたり 1.70℃、日

本海南西部で 100 年あたり 1.29℃である(統計期

間：日本海中部 1907～2018 年、日本海南西部

1901～2018 年)。これらの上昇率は、世界全体や

北太平洋全体で平均した海面水温の上昇率(それ

ぞれ+0.54℃/100 年、+0.52℃/100 年)のおよそ 2
～3 倍の大きさとなっている。特に、日本海中部

の上昇率は日本近海で最も大きな上昇率である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼度水準 この節での表記 

99%以上で有意 上昇（下降）している 

95%以上で有意 上昇(下降)傾向が現れている 

90%以上で有意 上昇(下降)しているとみられる 

90%未満 変化傾向はみられない 

図 11.1 海域区分と各海域名 

図 11.2 日本近海の海域平均海面水温(年平均)の長期変化傾

向(単位：℃/100年、統計期間：1891～2018年) 

無印の値は信頼度水準 99%で統計的に有意な値を、「∗」を付

加した値は信頼度水準 95%で統計的に有意な値を示してい

る。上昇率が[#]とあるものは、統計的に有意な長期変化傾向

がみられないことを示している。 

 
表 11.1 解説文中での有意性の表記 
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また、日本の年平均気温(陸上のみ)の上昇率

(100 年あたり 1.21℃、統計期間：1898～2018 年)

と比較すると、日本海南西部の海面水温の上昇率

はほぼ同程度であるが、日本海中部の海面水温の

上昇率は日本の気温の上昇率より大きくなって

いる。 
季節別に見ると、日本海中部と日本海南西部で

は、どの季節においても海面水温は上昇している。

日本海中部の季節別の海面水温の上昇率は、冬、

春、秋においては、日本近海では最も大きな値と

なっている。 

1.2 関東沖海域 

関東沖海域における年平均海面水温の上昇率

(図 11.4、表 11.3)は、関東の南で 100 年あたり

0.97℃、関東の東で 100 年あたり 0.74℃(信頼度

水準 95%で統計的に有意)である（統計期間：関東

の東 1906～2018 年、関東の南 1905～2018 年）。

これらの上昇率は、世界全体や北太平洋全体で平

均した海面水温の上昇率と比べて大きいが、日本

の気温の上昇率よりも小さくなっている。 
季節別にみると、関東の南の海面水温の上昇率

は、夏に最も小さくなっている。関東の東の海面

水温は、春、秋に上昇しており、夏に上昇傾向が

現れているが、冬には変化傾向はみられない。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

海域 

上昇率 
日本海中部 日本海南西部 

年 +1.70±0.33 +1.29±0.32 
冬(1～3 月) +2.28±0.49 +1.52±0.48 
春(4～6 月) +1.77±0.41 +1.39±0.39 
夏(7～9 月) +0.96±0.58 +0.77±0.49 
秋(10～12月) +1.92±0.46 +1.59±0.34 

表 11.2 日本海の海域平均海面水温(年平均と季節平均)の長

期変化傾向(℃/100 年)統計期間：日本海中部 1907～2018 年、

日本海南西部 1901～2018 年 
±を付記した数字は、確からしさの範囲(95%の信頼限界)。 

図 11.3 日本海中部(上図、統計期間：1907～2018
年)と日本海南西部(下図、統計期間：1901～2018 年)

の海域平均海面水温平年差(年平均) 

図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は 5 年移動

平均を、赤の実線は長期変化傾向を示す。 

図 11.4 関東の東(上図、統計期間：1906～2018 年)と関

東の南(下図、統計期間：1905～2018 年)の海域平均海面

水温平年差(年平均) 

図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は 5 年移動平

均を、赤の実線は長期変化傾向を示す。 
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関東沖海域の海面水温の変動は、黒潮流軸や太

平洋十年規模振動(PDO)が関係していると考えら

れる。特に、関東の東は黒潮続流域にあたり、黒

潮流軸が北上すると黒潮系の暖かい海水の占め

る割合が増大し、海面水温は上昇する。 

 

1.3 日本南方海域 

日本南方海域の年平均海面水温の上昇率(図

11.5、表 11.4)は、四国・東海沖で 100 年あたり

1.22℃、沖縄の東で 100 年あたり 0.78℃である

(統計期間：四国・東海沖 1902～2018 年、沖縄の

東 1911～2018 年)。これらの上昇率は、世界全体

や北太平洋全体で平均した海面水温の上昇率の

およそ 1.5〜2 倍と大きくなっている。四国・東海

沖は日本の気温の上昇率と同程度であるが、沖縄

の東は日本の気温より小さな上昇率となってい

る。  
季節別にみると、四国・東海沖ではどの季節で

も海面水温が上昇しており、その上昇率は秋から

冬に大きくなっている。沖縄の東では、春季を除

くどの季節においても海面水温が上昇しており、

その上昇率は秋が最も大きい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海域 

上昇率 
関東の東 関東の南 

年 +0.74∗±0.48 +0.97±0.21 
冬(1~3 月) # +1.04±0.29 
春(4~6 月) +1.02±0.60 +1.00±0.30 
夏(7~9 月) +0.62∗±0.49 +0.86±0.28 
秋(10～12月) +1.00±0.54 +1.07±0.29 

海域 

上昇率 

四国・ 
東海沖 

沖縄の東 

年 +1.22±0.17 +0.78±0.23 
冬(1～3 月) +1.45±0.29 +0.79±0.33 
春(4～6 月) +0.96±0.28 +0.43∗∗±0.40 
夏(7～9 月) +1.04±0.24 +0.92±0.33 
秋(10～12月) +1.41±0.23 +1.04±0.32 

表 11.3 関東沖海域の海域平均海面水温(年平均及び季節

平均)の長期変化傾向(℃/100 年)統計期間：関東の東

1906～2018 年、関東の南 1905～2018 年 

「∗」「#」の意味は図 11.2 の脚注を参照。 
±を付記した数字は、確からしさの範囲(95%の信頼限界)。 

図 11.5 四国・東海沖(上図、統計期間：1902～2018 年)

と沖縄の東(下図、統計期間：1911～2018 年)の海域平均

海面水温平年差(年平均) 

図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は 5 年移動平

均を、赤の実線は長期変化傾向を示す。 

表 11.4 日本南方海域の海域平均海面水温(年平均と季節

平均)の長期変化傾向(℃/100 年) 

統計期間：四国・東海沖 1902～2018 年、沖縄の東 1911～
2018 年 
「∗∗」を付加した値は信頼度水準 90%で統計的に有意な値

を示している。 
±を付記した数字は、確からしさの範囲(95%の信頼限界)。 
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