
気象庁 | 平成２４年報道発表資料

http://www.jma.go.jp/jma/press/1211/20b/ocean_acid2012.html[2012/11/22 20:16:31]

English

サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い

て

案 内 ・ 申 請 ・

リ ン ク

ホーム > 気象庁について> 報道発表資料・情報公開 > 平成２４年 報道発表資料 > 海洋酸性化に関する情報の提供

開始について～北西太平洋で海洋酸性化が進行～

海洋酸性化に関する情報の提供開始について～北西太平洋で海洋酸性化が進行～

報道発表日

平成24年11月20日

概要

気象庁海洋気象観測船による長期の海洋観測データを解析することにより、地球温暖化
に関する情報に加えて、国内で初めて海洋酸性化に関する定期的な監視情報の提供を開
始します。
今回の解析により、北西太平洋海域（東経137度線上の北緯3度～34度）の海洋の酸性
化が進行していることが分かりました。

本文

近年、地球温暖化の主要な原因とされる大気中の二酸化炭素が増加したため、海洋に溶
け込む二酸化炭素も増え、「海洋酸性化」が進行している可能性が指摘されています。
「海洋酸性化」が進行すると、大気中の二酸化炭素濃度を左右する海洋の二酸化炭素吸
収能力の低下や、海洋の生態系への影響などが懸念されます。
気象庁では地球温暖化や海洋酸性化の状況を把握するため、海洋気象観測船により北西
太平洋を対象に長期にわたり継続して海洋観測を実施しています。その観測データをも
とに、北西太平洋海域（東経137度線上の北緯3度～34度）の表面海水中における「海
洋酸性化」（＝水素イオン濃度指数(pH)の低下）の状況について解析を行いました。解
析の結果、東経137度線に沿った海域では、観測を行っているすべての緯度帯において
pHが10年あたり約0.02低下し、「海洋酸性化」が進行していることが分かりました。
今回の解析をもとに、気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」を通じて、国内で初め
ての海洋酸性化に関する定期的な監視情報として提供を開始していきます。

問い合わせ先

地球環境・海洋部 海洋気象課 海洋環境解析センター
電話 03-3212-8341 (内線）5131
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資料全文

海洋酸性化に関する情報の提供開始について～北西太平洋で海洋酸性化が進行～[PDF形
式:689KB]

関連情報

表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）
大気－海洋間の二酸化炭素交換量（太平洋）
大気－海洋間の二酸化炭素交換量（大西洋）
二酸化炭素濃度の長期変化傾向(北西太平洋)
海洋中の二酸化炭素蓄積量 

リンク

大気中の温室効果ガス（温室効果ガス監視情報） 

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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2012年11月20日 定期診断表で次の診断を開始しま
した。

表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平
洋）

2012年10月31日 海洋のデータバンクに2011年の
各年の潮汐を掲載しました。
2012年10月03日 臨時診断表に、2012年夏季の北
極域の海氷域面積を掲載しました。
2012年09月28日 臨時診断表に、平成24年9月上・
中旬における北海道周辺海域の海面水温につい
てを掲載しました。
2012年09月26日 海洋のデータバンクに「2013年
版の潮位表」を掲載しました。
2012年03月21日 定期診断表で次の診断を開始しま
した。

大気－海洋間の二酸化炭素交換量(大西洋)
2012年02月13日 定期診断表で次の診断を開始しま
した。

表層水温の長期変化傾向（全球平均）

 最近（昨日～今日ま
で）の海洋の状況

 海洋の予報や予想図
など

このサイトについて

海洋の健康診断表とは？
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海洋の健康診断表（海洋の総合情報）

お知らせ／トピックス

海洋の健康診断表-----海洋の諸現象について分野ごと、海域ごとに最新の状況を解説します-----

地球温暖化等
に関わる海洋
の長期変化(十
年～百年程度
の変化)

毎 年発表

海水温･海面水位･海
氷の長期変化傾向
海洋の温室効果ガス
の長期変化傾向
海洋酸性化

気候に関連す

海水温の数か月から
十年規模の変動
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定期診断
表

診断項目
と発表日
の一覧表
診断項目
の追加お
よび変更
の予定や
履歴

定期診断表
の見方

分野ごと
に調べる

る海洋の変動
(数か月～十年
程度の変化)

毎月～毎年発表

黒潮･親潮の数か月か
ら十年規模の変動
エルニーニョ/ラニー
ニャ現象

海域ごとに調べる場合は、地図上の海域をク
リックしてください。

週から月規
模の海洋の変
動

毎週2回～毎月発
表

海水温･潮位･海氷の
週から月規模の変動
黒潮･親潮･対馬暖流
の週から月規模の変
動

北西太平洋
の海洋汚染の
状況

毎年発表

北西太平洋の海洋汚
染

海域ごと
に調べる

北海道周辺・日本東方海域
日本海
関東沖海域
日本南方海域
九州･沖縄海域
北西太平洋
全球・熱帯域

臨時診断表
社会的に影響が大きいと判断される海洋現
象を確認または予測した場合に発表しま
す。 
最近半年以内に発表した臨時診断表は次の
とおりです。

2012年10月03日 2012年夏季の北極
域の海氷域面積
2012年09月28日 平成24年9月上・
中旬における北海道周辺海域の海面
水温について

総合診断表
「定期診断表」の各診断項目について、国
内外の調査研究をふまえ、詳細に分析した
結果です。

海洋のデータバンク-----最新および過去の詳しいデータや図です-----

要素別 [ 海水温・海流 / 波浪/ 潮汐･海面水位 / 海氷 / 海上気象 / 海洋気象観測船による海洋観
測/ 海洋の二酸化炭素/ 海洋汚染 ]
海域別 [ 北海道周辺･日本東方海域 / 日本海 / 関東沖海域 / 日本南方海域/ 九州･沖縄海域 ]
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気象庁海洋気象観測資料
海洋気象観測船による海洋･海上気象観測や漂流型海洋気象ブイロボットによる観測の数値データ集です。海洋の二酸
化炭素や海洋汚染のデータも掲載しています。
海洋のデータバンク一覧表
海洋に関連する各種のデータ(最新実況･過去資料)を一覧表に、とりまとめています。

海洋の知識-----海洋に関する基礎的な知識や広報資料です。-----

海水温･海流 / 波浪 / 潮汐･海面水位 / 海氷 / 海洋内部 / 海洋の温室効果ガス / 海洋酸性化 / 海洋
汚染 / 気候と海洋 / 海洋観測
海洋に関するよくある質問
海洋関係のパンフレット

リンク

気象統計情報「地球環境・気候」
函館海洋気象台ホームページ
舞鶴海洋気象台ホームページ
神戸海洋気象台ホームページ
長崎海洋気象台ホームページ
海洋情報クリアリングハウス
国内の海洋情報のポータルサイト

このサイトには、Adobe社Adobe Reader が必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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平 成 2 4 年 1 1 月 ２ ０ 日 

気 象 庁 
 

海洋酸性化に関する情報の提供開始について 

～北西太平洋で海洋酸性化が進行～ 
 

 

 

 
 

 

 

近年、地球温暖化の主要な原因とされる大気中の二酸化炭素が増加したため、海洋に

溶け込む二酸化炭素も増え、「海洋酸性化」が進行している可能性が指摘されています。

「海洋酸性化」が進行すると、大気中の二酸化炭素濃度を左右する海洋の二酸化炭素吸収

能力の低下や、海洋の生態系への影響などが懸念されます(参考１参照)。 
 

気象庁では地球温暖化や海洋酸性化の状況を把握するため、海洋気象観測船により北

西太平洋を対象に長期にわたり継続して海洋観測を実施しています（参考２参照）。その観

測データをもとに、北西太平洋海域（東経 137 度線上の北緯 3 度～34 度）の表面海水中に

おける「海洋酸性化」（＝水素イオン濃度指数(pH)の低下）の状況について解析を行いまし

た。解析の結果、東経 137 度線に沿った海域では、観測を行っているすべての緯度帯にお

いて pH が 10 年あたり約 0.02 低下し、「海洋酸性化」が進行していることが分かりました（別

紙参照）。 
 

 今回の解析をもとに、気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」＊を通じて、国内で初めて

の海洋酸性化に関する定期的な監視情報として提供を開始していきます。 
 

 

＊「海洋の健康診断表」： 
気象庁では、海洋変動の現状と今後の見通しなどを総合的に診断し、「海洋の健康

診断表」としてホームページで公開しています。 
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/index.html 

 
 

【本件に関する問い合わせ先】 
気象庁 地球環境・海洋部海洋気象課海洋環境解析センター  
電話：03－3212－8341（内線 5131） 

 気象庁海洋気象観測船による長期の海洋観測データを解析することにより、地

球温暖化に関する情報に加えて、国内で初めて海洋酸性化に関する定期的な監視

情報の提供を開始します。 

今回の解析により、北西太平洋海域（東経 137 度線上の北緯 3度～34 度）の海

洋の酸性化が進行していることが分かりました。

 



 

 

別紙 
 

【北西太平洋における海洋酸性化の状況について】 

気象庁海洋気象観測船（凌風丸、啓風丸）によって取得された北西太平洋海域（東経 137 度

線上の北緯 3 度～34 度）における二酸化炭素濃度を解析することにより、海洋酸性化の状況と

して、1984 年以降の表面海水中における水素イオン濃度指数（ｐH）の長期変化傾向を推定しま

した。 

この結果、下図のように、すべての緯度帯において pH が 10 年あたり約 0.02 低下し、「海洋酸

性化」が進行していることが分かりました。 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による第 4 次評価報告書（2007)は、産業革命以前

（1750 年）と比べて pH は全海洋平均で 0.1 低下していることを報告しており、大気中の二酸化

炭素が増えて海洋に溶け込むことにより、今世紀末までにさらに0.14から0.35低下すると予測し

ています。北西太平洋の中緯度から低緯度にわたって、pH が 10 年あたり約 0.02 低下している

という今回の解析結果は、過去 250 年間の低下量 0.1 と比べると早く、現在予測されている低下

の割合に匹敵するものであることが分かりました。 

 

 

 

  

 

 

東経 137 度線における表面海水中における水素イオン濃度指数（ｐH）の長期変化 

青：北緯 10 度、緑：北緯 20 度、赤：北緯 30 度における pH。 

図中の数字は 10 年あたりの変化率（減少率）。 

ｐH の数値が低くなるほど（下に行くほど）、「海洋酸性化」が進行していることを示す。 



 

 

参考１ 

海洋酸性化について 
 

海洋酸性化は、地球温暖化対策や生物多様性の維持にとって重大な問題であるものの、

まだ実態がよく分かっておらず、海洋酸性化に適切に対処していくためにも、海洋の監視

を継続して、海洋酸性化に関する科学的な知見を集積していくことが必要です。 

 

【海洋酸性化とは】  

海水には様々な物質が溶け込み、海水は本来、弱アルカリの性質を示します。一方、二

酸化炭素が水に溶けると酸の性質を示します。産業革命以降、大気中の二酸化炭素が増

加したため、その一部が海洋に溶け込み、海洋中の二酸化炭素の総量が増加しました。

その結果、弱アルカリ性である海水が、酸性側に向かいました。これを「海洋酸性化」と言

います。海洋酸性化の監視の指標としては、pH※が用いられます。 
 

※ ｐH（水素イオン濃度指数） 

水素イオンの濃度により表される、酸性・アルカリ性の度合いを示す指数。 

酸性では 7 より小さくなり、アルカリ性では７より大きい値となる。 
 

 

【海洋酸性化により懸念される影響】 

海洋の二酸化炭素吸収能力の低下 

「気候変動に関する政府間パネル第 4 次評価報告書」では、「海洋酸性化」によって海洋

が大気中の二酸化炭素を吸収する能力が低下する可能性を指摘しています。この結果とし

て、大気中に残る二酸化炭素の割合が増え、温暖化が加速することが懸念されます。これ

は、本来弱アルカリ性である海水が酸性側に向かうこと（pH が低下）で、海洋内部の化学反

応が鈍くなり、海洋が大気から吸収できる二酸化炭素の量が減少するためです。 

 

海洋生態系への影響 

「海洋酸性化」の進行は、海洋の生態系に大きな影響を与える可能性があります。例えば、

多くの生物にとっての生育の場となっているサンゴ礁の発達や形成が阻害されたり、プラン

クトン、貝類、甲殻類といった生物の殻や骨格の成分である炭酸カルシウムが溶出し小型化

するといった状況が起こるのではないかと考えられています。さらに、このような食物連鎖の

下位に属する植物プランクトンや小さな動物プランクトン等が成長、繁殖しにくい環境になる

と、上位に属する生物にも影響が及ぶ可能性があります。この結果、有用な水産資源の量

に左右される水産業や、サンゴ礁等の海洋観光資源に依存する観光産業などの経済活動

への影響も懸念されます。  



 

 

参考２ 

【観測船による海洋環境の長期継続観測について】 

気象庁は海洋気象観測船により、1967 年から東経 137 度線の観測を実施するなど、北西

太平洋海域において、長期にわたる定期海洋観測を行ってきました。このような太平洋規模

で長期にわたり継続的に実施されている海洋観測は、世界でも類がなく、海洋の長期変動

を把握する上で非常に重要なデータとなっています。 

近年、地球温暖化や海洋酸性化等への懸念が強まり、海洋環境の微弱な変動を把握す

るための長期観測の必要性が国際的に認識され、各国関係機関が参画した国際的な連携

の下、観測船による高精度の海洋観測が実施されるようになりました（図１）。気象庁も、この

国際的な枠組みに加わり、これまで長期にわたって観測を実施してきた北西太平洋海域を

担当しています（図２）。 

海洋気象観測船では、二酸化炭素をはじめとする観測を長期にわたり継続し、精度の高

い観測データを取得しています。これらのデータは、「海洋の健康診断表」を通じて提供して

いる海洋中の二酸化炭素に関する情報の他、今回提供を開始する海洋酸性化に関する情

報等の作成に活用しています。 

また、得られた観測データはより有効に活用すべく、地球温暖化や海洋酸性化の監視・

予測研究の進展に寄与するため、国内外の政府・研究機関に提供しています。 

 

 

図１：国際連携による観測網 

  ：気象庁の担当海域 
：世界各国による海洋観測線 

図２：気象庁の観測網 

  ：気象庁観測船による海洋観測線
：東経 137 度線(海洋酸性化情報の
対象海域) 
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表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）

平成24年11月20日発表 （次回発表予定 平成25年5月31日）

気象庁地球環境・海洋部

診断（2012年）

北西太平洋（東経137度線）における冬季の表面海水中の水素イオン濃度
指数(pH)は、10年あたり約0.02低下しています。
東経137度線では、観測を行っている全ての緯度帯において、海洋酸性化
が進行しています。
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東経137度線の北緯10,20,30度における冬季表面海水中の水素イオン濃度指数の長期変化

図中の数字は10年あたりの変化率（減少率）です。 変化率の"±"は95%の信頼区間を示します。 図中の破線は

長期変化傾向を示します。

解析手法の詳細は、表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）の見積もり方法をご覧ください。

なお、掲載しているデータは、解析に使用するデータの変更などにより修正する場合があります。

時系列データ（TXT形式:約8KB）

解説

北西太平洋の東経137度線の北緯3度から34度における冬季（1～2月）の表面
海水中の水素イオン濃度指数(pH)は、1984年から2012年までの約30年間で、10
年あたり-0.013±0.003～-0.020±0.003、平均では-0.017±0.003の割合で低下し
ています（±以降は95%信頼区間を示します）。 東経137度線では観測を行って
いるすべての緯度帯においてpHが低下しており（下図参照）、海洋酸性化が進行
しています。

pHの低下傾向と海洋酸性化

おもに大気中の二酸化炭素を吸収することによって起こる海洋のpH
の長期間にわたる低下傾向を『海洋酸性化』といいます。 海水には

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/oa/pH-trend_estimation.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_3/pHtrend/pH_WINTER_137E.txt
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様々な塩類が溶けているため、海水のpHは弱アルカリ性（海面にお
いては約8.1）を示します。 二酸化炭素は水に溶けると酸としての性
質を示します。

現在、大気中の二酸化炭素は増え続けています。 このため海洋はよ
り多く大気中の二酸化炭素を溶かすことになり、より酸性側になる
ことが懸念されています。 『海洋酸性化』とは海洋が酸性（pHが7
以下）になったということではなく、より酸性側になってきている
（pHが低くなってきている）ことを示します。

将来、表面海水におけるpHの低下と海面水温の上昇が進行すると、
海洋が大気から二酸化炭素を吸収する能力が低下する可能性が指摘
されています(IPCC, 2007)。 海洋の二酸化炭素を吸収する能力が低下
すると、大気中に残る二酸化炭素の割合が増えるため地球温暖化を
加速する可能性があります(Raven et al., 2005)。 また海洋酸性化の進
行によって海洋の生態系に影響を及ぼす恐れが懸念されています
(IPCC, 2007)。

海洋酸性化

海洋酸性化の影響

表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）の診断について

表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）の診断で
は、Midorikawa et al. (2010)の方法に基づいて冬季（1～2月）の二
酸化炭素観測値からpHを計算して求めています。 pHの値は現場水温
における値を用いています。

表面海水中のpHの長期変化傾向（北西太平洋）の見積もり方法

参考文献
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東経137度線に沿った冬季表面海水中の水素イオン濃度指数の緯度-時間断面(左図)と解

析範囲(右図；赤線)

関連情報

海洋の知識

海洋酸性化の知識
海洋の温室効果ガスの知識
海洋の二酸化炭素観測

データ

海洋の二酸化炭素のデータ

リンク

大気中の温室効果ガスの観測・監視

関連する診断

二酸化炭素濃度の長期変化傾向(北西太平洋)
大気－海洋間の二酸化炭素交換量（太平洋）
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大気－海洋間の二酸化炭素交換量(太平洋)

平成24年3月21日発表(次回発表予定 平成25年3月21日）

気象庁地球環境・海洋部

診断（2010年）

太平洋では、年単位で見ると、1985～2010年の期間を通じて、大気から
海洋中に二酸化炭素が吸収されています。
太平洋は、平年（1985～2010年の平均）では7.1億トン炭素/年（炭素の
重量に換算した1年あたりの量）の二酸化炭素を吸収しており、その量は
全海洋で見積もられた1990年代の年平均吸収量の22億トン炭素/年
（IPCC, 2007）の約3割に相当します。
1985～2010年の期間では太平洋の二酸化炭素の吸収量には長期的に有意
な変化はありません。
2010年の太平洋の二酸化炭素の吸収量は、9.3億トン炭素/年であり、平
年の吸収量の7.1億トン炭素/年より多くなりました。
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太平洋における大気－海洋間の二酸化炭素交換量の月ごと及び年間の積算値（1985～2010年）

二酸化炭素交換量の積算値の正の値は海洋から大気へ二酸化炭素が放出されていることを、負の値は大気中の二酸化炭素が海洋に

吸収されていることを示しています。単位は、二酸化炭素交換量を炭素の重量に換算した値、「億トン炭素」であらわしていま

す。

上図は、月積算値を示したもので、桃色及び水色の陰影は、それぞれエルニーニョ現象及びラニーニャ現象の発生期間をあらわし

ています。中段図は、年積算値を示したもので、図中の点線は、平年値（1985～2010年の平均：7.1億トン炭素/年）をあらわして

います。

左下図は、2010年の月ごとの積算値を詳細に見たもので、青線は2010年の値を、白線は平年値を示しています。赤色の範囲は

「平年並」の範囲で、赤色の範囲を超えて上にあるときは吸収（放出）量が「少ない（多い）」、下にあるときは吸収（放出）量

が「多い（少ない）」ことをあらわします。「平年並」の範囲は、1985～2010年の26年間の交換量の上位3分の1と下位3分の1の

事例を除いた範囲として定義しています。また、桃色の範囲は1985～2010年の26年間の交換量の上位10分の1と下位10分の1の事

例を除いた範囲を示しています。桃色の範囲を超えて上にあるときは吸収（放出）量が「かなり少ない（多い）」、下にあるとき

は吸収（放出）量が「かなり多い（少ない）」ことをあらわします。

右下図は、太平洋の二酸化炭素交換量の解析範囲（桃色で着色した領域）をあらわします。

時系列データ[TEXT形式：6KB]

掲載しているデータは、解析に使用するデータの変更などにより過去にさかのぼって修正する場合があります。
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使用データ等の詳細については、大気－海洋間の二酸化炭素交換量の見積もり方法をご覧ください。

解説

太平洋は、赤道付近で年間を通じて二酸化炭素を放出し、亜熱帯域から亜寒帯域
にかけての海域で冬季に吸収しています。太平洋全体で見ると、吸収量が放出量
を上回るため、二酸化炭素の吸収域となっています。太平洋は1985～2010年で
平均すると7.1億トン炭素/年（炭素の重量に換算した1年あたりの量）を吸収して
います。この量は気候変動に関する政府間パネル第4次評価報告書において全海
洋で見積もられた1990年代の年平均吸収量の22億トン炭素/年（IPCC, 2007）の
約3割に相当します。海洋は人間活動により大気中に排出された二酸化炭素の約3
割を吸収していると言われており（海洋の二酸化炭素吸収量）、太平洋は人間活
動により排出された二酸化炭素の約1割を吸収していることになります。太平洋
の面積は全海洋の面積の46％を占めていますが、太平洋は、赤道域で他の大洋よ
り多くの二酸化炭素を放出するため、太平洋の全海洋に占める二酸化炭素吸収量
の割合は面積の割合より小さくなります（海洋の二酸化炭素交換量の分布）。

二酸化炭素交換量の長期的な変化傾向と2010年の特徴

太平洋の年ごとの二酸化炭素交換量は、数年から十年規模の変動が
卓越しており、1985～2010年の期間については長期的な変化傾向は
見られません。2003年以降は、二酸化炭素の吸収量が平年より多い
年が多くなっています。2000年代の太平洋の年間二酸化炭素吸収量
は7.6億トン炭素/年です。
2010年の二酸化炭素の吸収量は9.3億トン炭素/年で、平年値（1985
～2010年の26年間の平均値）の7.1億トン炭素/年と比べてかなり多
くなりました。これは、2003年以降、太平洋全体で二酸化炭素の吸
収量が多くなっていることと、北太平洋・南太平洋の亜寒帯域で年
間を通して表面海水中の二酸化炭素分圧が低く、大気－海洋間の二
酸化炭素分圧差が大きくなったことによるものと考えられます。

2010年の二酸化炭素交換量

2010年12月は平年より吸収量が少なくなりましたが、ほかの月は平
年並か平年より多くなりました。特に、1～4月は平年より海洋の吸
収量がかなり多くなりました。海域ごとに見た二酸化炭素交換量の
変動の特徴は以下のとおりです。

北太平洋亜寒帯域は年間を通して表面海水中の二酸化炭素分圧が
低く、大気－海洋間の二酸化炭素分圧差が平年よりも大きくなり
ました。また、3月には特に海上風速が強くなり二酸化炭素の交換
が促されました。その結果、年間を通して二酸化炭素吸収量が多
くなりました。
南太平洋亜寒帯域は年間を通して表面海水中の二酸化炭素分圧が
低く、大気－海洋間の二酸化炭素分圧差が平年よりも大きくなり
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ました。また、9月には特に海上風速が強くなり、二酸化炭素の交
換が促されました。その結果、年間を通して二酸化炭素吸収量が
多くなりました。
赤道域では、2010年の夏からラニーニャ現象（エルニーニョ／ラ
ニーニャ現象とは）が発生しており、貿易風が強化したことと、
海洋下層からの二酸化炭素を多く含む水の湧昇が強化し、表面海
水中の二酸化炭素分圧が上昇したことで、7～12月に二酸化炭素放
出量が多くなりました。特に12月には、海上風速が強くなり二酸
化炭素の交換が促されたため、二酸化炭素放出量が平年よりかな
り多くなりました。

参照：大気－海洋間の二酸化炭素交換量(海域別)

大気－海洋間の二酸化炭素交換量の診断について

気象庁では、大気－海洋間の二酸化炭素交換量（大気と海洋の間で
やり取りする二酸化炭素の正味の総量）を見積もっています（二酸
化炭素交換量の見積もり期間と範囲）。海洋の二酸化炭素の吸収量
の変化は、地球温暖化の進行に大きな影響を及ぼします。地球温暖
化の精度のよい予測のため、大気－海洋間の二酸化炭素交換量が今
後どのように変化するのかについて監視を続けていく必要がありま
す。

参考文献

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007:
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group
I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC,
Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY,
USA, 996pp.
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大気－海洋間の二酸化炭素交換量(大西洋)

平成24年3月21日発表（次回発表予定 平成25年3月21日）

気象庁地球環境・海洋部

診断（2010年）

大西洋では、1985～2010年の期間を通じて大気から海洋中に二酸化炭素
が吸収されています。
大西洋は、平年（1985～2010年の平均）では8.5億トン炭素/年（炭素の
重量に換算した1年あたりの量）の二酸化炭素を吸収しており、その量は
全海洋で見積もられた1990年代の年平均吸収量の22億トン炭素/年
（IPCC, 2007）の約4割に相当します。
大西洋の二酸化炭素の吸収量には、1990年代後半までは減少傾向
が、1990年代後半からは増加傾向が見られます。
2010年の大西洋の二酸化炭素の吸収量は、9.3億トン炭素/年であり、平
年の吸収量の8.5億トン炭素/年より多くなりました。
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大西洋における大気－海洋間の二酸化炭素交換量の月ごと及び年間の積算値（1985～2010年）

二酸化炭素交換量の積算値の正の値は海洋から大気へ二酸化炭素が放出されていることを、負の値は大気中の二酸化炭素が海洋に

吸収されていることを示しています。単位は、二酸化炭素交換量を炭素の重量に換算した値、「億トン炭素」であらわしていま

す。

上図は、月積算値をあらわしたものです。中段図は、年積算値を示したもので、図中の点線は、平年値（1985～2010年の平均：

8.5億トン炭素/年）をあらわしています。

左下図は、2010年の月ごとの積算値を詳細に見たもので、青線は2010年の値を、白線は平年値を示しています。赤色の範囲は

「平年並」の範囲で、赤色の範囲を超えて上にあるときは吸収（放出）量が「少ない（多い）」、下にあるときは吸収（放出）量

が「多い（少ない）」ことをあらわします。「平年並」の範囲は、1985～2010年の26年間の交換量の上位3分の1と下位3分の1の

事例を除いた範囲として定義しています。また、桃色の範囲は1985～2010年の26年間の交換量の上位10分の1と下位10分の1の事

例を除いた範囲を示しています。桃色の範囲を超えて上にあるときは吸収（放出）量が「かなり少ない（多い）」、下にあるとき

は吸収（放出）量が「かなり多い（少ない）」ことをあらわします。

右下図は、大西洋の二酸化炭素交換量の解析範囲（桃色で着色した領域）をあらわします。

時系列データ[TEXT形式：7KB]

掲載しているデータは、解析に使用するデータの変更などにより過去にさかのぼって修正する場合があります。

使用データ等の詳細については、大気－海洋間の二酸化炭素交換量の見積もり方法をご覧ください。
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解説

北大西洋亜寒帯・寒帯域及び南大西洋亜寒帯・寒帯域では、年間を通じて二酸化
炭素を吸収しています。北大西洋亜熱帯域及び南大西洋亜熱帯域では、冬季に二
酸化炭素を吸収し夏季に放出する季節変化が見られます。赤道域ではわずかなが
ら年間を通じて二酸化炭素を放出しています。大西洋全体で見ると、吸収量が放
出量を大きく上回り、二酸化炭素の吸収域となっています。大西洋は1985～
2010年で平均すると8.5億トン炭素/年（炭素の重量に換算した1年あたりの量）
を吸収しています。この量は気候変動に関する政府間パネル第4次評価報告書に
おいて全海洋で見積もられた1990年代の年平均吸収量の22億トン炭素/年（IPCC,
2007）の約4割に相当します。海洋は人間活動により大気中に排出された二酸化
炭素の約3割を吸収していると言われており（海洋の二酸化炭素吸収量）、大西
洋は人間活動により排出された二酸化炭素の1割強を吸収していることになりま
す。大西洋の面積は全海洋の面積の25％ですが、大西洋は、亜寒帯・寒帯域で他
の大洋より多くの二酸化炭素を吸収するため、大西洋の全海洋に占める二酸化炭
素吸収量の割合は面積の割合より大きくなります（海洋の二酸化炭素交換量の分
布）。

二酸化炭素交換量の長期的な変化傾向と2010年の特徴

大西洋の年ごとの二酸化炭素交換量は、1985年から1990年代後半に
かけて吸収量の減少傾向が、1990年代後半から2010年の期間にかけ
て吸収量の増加傾向が見られており、長期的な変化傾向について引
き続き注意深く監視していく必要があります。2010年の二酸化炭素
の吸収量は9.3億トン炭素/年で、平年値（1985～2010年の26年間の
平均値）の8.5億トン炭素/年と比べて多くなりました。

2010年の二酸化炭素交換量

2010年は各月とも平年並あるいは平年よりも吸収量が多くなりまし
た。特に、2～3月に、南大西洋亜寒帯・寒帯域で海水中の二酸化炭
素分圧が低く、大気－海洋間の二酸化炭素分圧差が平年よりも大き
くなったことにより、二酸化炭素の吸収量が多くなりました。

参照：大気－海洋間の二酸化炭素交換量(海域別)

大気－海洋間の二酸化炭素交換量の診断について

気象庁では、大気－海洋間の二酸化炭素交換量（大気と海洋の間で
やり取りする二酸化炭素の正味の総量）を見積もっています（二酸
化炭素交換量の見積もり期間と範囲）。海洋の二酸化炭素の吸収量
の変化は、地球温暖化の進行に大きな影響を及ぼします。地球温暖
化の精度のよい予測のため、二酸化炭素交換量が今後どのように変
化するのかについて監視を続けていく必要があります。

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/ocean_uptake.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/global_co2_flux/global_co2_flux_map.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/global_co2_flux/global_co2_flux_map.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/results/co2_flux/region/index.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_flux_atl/co2_flux_sub.html#area
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_flux_atl/co2_flux_sub.html#area
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007:
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group
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二酸化炭素濃度の長期変化傾向（北西太平洋）

平成24年5月31日発表（次回発表予定 平成25年5月31日）

気象庁地球環境・海洋部

診断（2012年）

北西太平洋（東経137度、北緯7～33度平均）における冬季の二酸化炭素濃
度は、表面海水中では1.6±0.2ppm/年、大気中では1.8±0.1ppm/年の割合
で増加しています。
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東経137度線（北緯7～33度）で平均した冬季の二酸化炭素濃度の経年変化

図は東経137度線（北緯7～33度＝右図赤線）で平均した冬季の二酸化炭素濃度の経年変化（1984～2012年、2010年を除く）を表

しています。

青色の■印が表面海水中の、ピンク色の●印が大気中の二酸化炭素濃度を表しています。また図中の細い直線（回帰直線）は、表

面海水中及び大気中の二酸化炭素濃度それぞれの変化傾向を表し、括弧内の数値のうち、±以降は95％の信頼区間を示していま

す。例えば、1.6±0.2ppm/年の場合、1.4ppm/年から1.8ppm/年の範囲に入る確率が95％であるという意味です。

2010年冬季の二酸化炭素濃度は、観測装置の不具合によって正常なデータが取得できなかったため、表面海水中の二酸化炭素濃度

については、全炭酸濃度とアルカリ度から計算で求めた推定値（▲印）を参考として表示しています。詳細については「全炭酸濃

度及びアルカリ度からの二酸化炭素濃度推定手法について」をご覧ください。なお、この推定値は回帰直線の計算に使用していま

せん。

上図(左)の時系列データ（TEXT形式1.33KB）

掲載しているデータは、二酸化炭素測定における濃度基準の国際的な変更や、データ処理に関する国際的な取り

決めの変更などにより、過去にさかのぼって修正する場合があります。

詳しくは、二酸化炭素濃度時系列データについてをご覧ください。

解説

北西太平洋（東経137度線上の北緯7～33度平均）における冬季の二酸化
炭素濃度は、1984年から2012年の平均（2010年を除く）で表面海水中で
は1.6±0.2ppm/年、大気中では1.8±0.1ppm/年の割合で増加しています
（±以降は95％信頼区間を示し、1.6±0.2ppm/年は1.4ppm/年から
1.8ppm/年の範囲に入る確率が95％であることを示す）。この増加の割合
は、2011年までのデータで計算した増加の割合（「過去の診断」参照）と
比べて、海水中・大気中ともに統計的に有意な差はありません。

この海域における2012年冬季の二酸化炭素濃度は、全般に表面海水中よ
りも大気中の方が高く、全ての海域で表面海水が大気中の二酸化炭素を吸
収していることを表しています。表面海水中の二酸化炭素濃度は、増減を
繰り返しながら徐々に増加する傾向にありますが、2012年冬季の値は2011
年よりも低くなりました。これは、海面水温が北緯7～33度全体の平均で
0.5℃近く低かったことが原因のひとつであると考えられます。

海洋の二酸化炭素濃度は、水温の変化や海水の鉛直混合などの比較的短
い期間の変化に影響されやすく、時間的・空間的に変動が大きいため、短
期間の観測では長期的な変動が明瞭に見出せません。このため、今後もそ
の変化の様子を長期にわたって引続き注意深く監視する必要がありま
す。

関連情報

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_trend/co2_calc.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_trend/co2_calc.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_trend/co2_trend.txt
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_trend/trend_teisei/trend_teisei.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/archive/a_2/co2_trend/index.html
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海洋中の二酸化炭素蓄積量

平成24年3月21日発表（次回発表予定 平成25年3月21日）

気象庁地球環境・海洋部

診断（2011年）

1990年代から2011年にかけて、北西太平洋亜熱帯域の東経137度および東経
165度において海洋中に蓄積した二酸化炭素量は、約6～7トン炭素/km2/年で
した。
東経137度と東経165度のいずれの観測線においても、亜熱帯域では南側よりも
北側のほうが1年あたりの二酸化炭素蓄積量が多くなっています。

http://www.jma.go.jp/jma/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/jma/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jma/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/a_2.html


気象庁 | 海洋の健康診断表 海洋中の二酸化炭素蓄積量

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_inventory/inventory.html[2012/11/22 20:17:39]

東経137度および東経165度における海洋中の二酸化炭素蓄積速度

東経137度：範囲は北緯10度から30度、期間は1994年から2011年までの17年

間。

東経165度：範囲は北緯10度から32度、期間は1992年から2011年までの19年

間。

解析手法の詳細は、海洋中の二酸化炭素蓄積量の見積もり方法をご覧くださ

い。

なお、掲載しているデータは、解析に使用するデータの変更などにより修正す

る場合があります。 

グラフのデータ[TEXT形式：1KB]

解説

北西太平洋亜熱帯域において1990年代と2011年の観測データを比較して見積もった
ところ、海洋中に新たに蓄積した二酸化炭素量は、東経137度の北緯10度から30度の海
域では1994年から2011年までの17年間で約100トン炭素/km2（面積1平方キロメート
ルの海域あたりに蓄積した炭素の重量に換算）、東経165度の北緯10度から32度の海域
では1992年から2011年までの19年間で約130トン炭素/km2でした。それぞれ1年あた
りで見ると、東経137度では約6トン炭素/km2/年、東経165度では約7トン炭素/km2/年
でした。

海洋中の二酸化炭素蓄積量

産業革命（1750年ごろ）以降1990年代までの海洋全体の二酸化炭素蓄
積量は約1180億トン炭素と見積もられており（Sabine et al., 2004）、こ
のうち太平洋は約445億トン炭素の二酸化炭素を蓄積していると見積もら
れています（Sabine et al., 2002）。気象庁が観測を行っている北西太平
洋においては、単位面積当たり約300トン炭素/km2が蓄積しているとみら

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/co2_inventory/anth_estimation.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/co2_inventory/co2_inventory.txt
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れます。 気象庁の観測定線における二酸化炭素の蓄積量は、東経137度で
1994年から2011年までの17年間で約100トン炭素/km2、東経165度で
1992年から2011年までの19年間で約130トン炭素/km2でした。 これはこ
の期間で、産業革命以降1990年代までの約250年間に北西太平洋で蓄積し
た量の約1/3以上の量が、さらに蓄積したことを示します。

北太平洋のその他の海域（東経149度（南緯4度～北緯30度）、西経152
度（南緯17度～北緯57度）、北緯30度（東経135度～西経125度））にお
ける最近の研究でも、同じような期間において3～6トン炭素/km2/年と、
東経137度や東経165度とほぼ同程度の速度で二酸化炭素が蓄積している
ことが報告されています（Murata et al., 2009、Sabine et al., 2008）。

北西太平洋においては、これまでほぼ大気の二酸化炭素濃度の増加速度
に対応して海水中に蓄積している二酸化炭素の量が増加していることが報
告されています（Ishii et al., 2010）。 一方、近年、大気中の二酸化炭素
濃度の増加速度が速くなっていることが報告されています（Canadell et
al., 2007）。 世界気象機関（WMO）温室効果ガス世界資料センター
（WDCGG）の解析でも、大気中の二酸化炭素濃度の増加速度は、1983年
から2009年の期間で平均した1.6～1.7ppm/年と比較して2000年から2009
年の過去10年間では1.9ppm/年という解析結果が得られています。 このよ
うな大気中の二酸化炭素濃度の増加速度の変化に応じて、今後、海洋への
二酸化炭素の蓄積速度がどのように変化するのか継続的に監視することが
重要です。

深さごとの海洋中の二酸化炭素蓄積量

海洋中の二酸化炭素蓄積量の差の鉛直断面分布図を見ると、海面に近い
ほど差が大きく、海面から深さ数百メートル程度までの海洋表層に含まれ
る二酸化炭素量に増加が見られます。 表面海水中に溶けた二酸化炭素は、
海面冷却による鉛直混合などによって海洋中に取り込まれます。今回解析
を行った東経137度および東経165度のいずれの観測線においても、冬季
の冷却による鉛直混合のため北側ほど深くまで二酸化炭素が増加してお
り、単位面積あたりの蓄積量も多くなっています。

海洋中の二酸化炭素蓄積量の診断について

海洋中に溶けている二酸化炭素量は大気との二酸化炭素のやり取りのほ
かに、海流などの海洋の循環や生物活動などの自然変動の影響を受けて変
動します。「海洋中の二酸化炭素蓄積量」の診断では、人間活動により排
出された二酸化炭素の影響で変化した海洋中の二酸化炭素量を診断するた
め、海洋の循環や生物活動による自然変動の影響を除いて二酸化炭素の蓄
積量の差を見積もっています。将来、さらに地球温暖化が進行すると、二
酸化炭素の吸収能力が弱くなることが予測されています。海洋の二酸化炭
素蓄積量の変化を監視し、海洋全体の二酸化炭素の循環の状況を把握する
ことが、海洋の二酸化炭素の吸収能力を評価する上で重要です。

海洋中の二酸化炭素蓄積量の知識

海洋中の二酸化炭素蓄積量の見積もり方法

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/co2_inventory/co2_inventory.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/knowledge/co2_inventory/anth_estimation.html
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海洋中の二酸化炭素蓄積量の差（東経137度および東経165度）

東経137度は1994年から2011年までの17年間、東経165度は1992年から2011年

までの19年間に蓄積した二酸化炭素量（µmol/kg）。

横軸は緯度（北緯）、縦軸は水深（m）です。

単位の「µmol/kg」は海水1kg中に含まれる二酸化炭素の物質量です。

1µmolの二酸化炭素量を炭素の重量に換算すると約12 µgに相当します。

µ（マイクロ）は百万分の1です。

関連情報

海洋の知識

海洋の温室効果ガスの知識
海洋の二酸化炭素観測

データ

海洋の二酸化炭素のデータ

リンク

大気中の温室効果ガスの観測・監視
大気・海洋環境観測報告（刊行物）

関連する診断

二酸化炭素濃度の長期変化傾向(北西太平洋)
大気－海洋間の二酸化炭素交換量（太平洋）
大気－海洋間の二酸化炭素交換量（大西洋）

過去の診断

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/index.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/observation.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/results/index.html
http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/ghghp/info_ghg.html
http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/cdrom/report_k.html
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/mar_env/archive/a_2/co2_inventory/index.html
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