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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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