
第１１回第１１回 海洋の構造と循環海洋の構造と循環

海洋の水は、大陸河川が運搬してきた岩石の風化物質を

溶かし込んで、1l当たり平均35gの塩類が溶け込んでいる。

それと同時に、大気中の気体をも溶かし込んでいる。海水

中に溶け込んだ気体の36%は酸素で、海洋表層の植物プラ

ンクトンによる一次生産に寄与している。また海水には大

気に含まれる量の60倍もの二酸化炭素が含まれており、深

海底堆積物および海洋生物とともに炭素の巨大な貯留槽と

なっている。このように海洋は様々な物質の貯留槽であり、

化学工場となっている。

海洋水はその溶存物質の量と温度の違いによって密度成

層しており、一般に150m以浅の表層(混合層)と温度が急激

に低下する温度躍層および約1000m以深の深層にわけられ

ている。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



水の熱容量は大気より大きく、海水は熱の巨大な貯留

槽ともなっている。海面水温より温度の高い大気に対し

ては、熱を吸収し蓄える機能をもっている。低緯度地方

で蓄えられた熱は海洋表層の海流によって、高緯度地方

へ運搬され、緯度による熱収支の差を解消する役割をし

ている。北半球では時計廻りの海流によって大洋の西岸

には暖流が、東岸には寒流が流れている。さらに高緯度

の北大西洋や南極海で冷却され重くなった深層水はゆっ

くりと沈降し、世界の海洋底を循環して、一部は大陸沿

岸や赤道域で湧昇となって湧き上がっている。このよう

に海は物質の貯留、熱の運搬、水の補給という気候シス

テムにとって重要な働きをしている。

ここでは、気候と海洋のシステムを考える上で不可欠

となる海洋水の組成と構造およびその大循環を説明する。



海水の化学的性質海水の化学的性質

13億7000万km3の地球表層の水の内、約97.2%が海水である(表1)。
海水には平均3.5% (約5.5兆トン)の塩類が溶け込んでいる。海水の

塩分濃度は世界中ほとんどどこでも32～37‰であり、乾燥気候下

の紅海やアデン湾の奥のような環境下でのみ40‰に達している。

海水中に溶け込んでいる主要なイオンは以下の7種類であり、これ

らで99%以上を占めている(NaとCIイオンが86%に達する(表2)。

Cl－、 Na+、 SO4
2－、 Mg2+、 Ca2+、 K+、 HCO3－

Caイオンを除いて海水中のイオン濃度比は世界中どこでも驚く

ほど一定である。この事実は、海水が比較的短い時間内(1600年程

度)に混合することを示している。海水中の陽イオンの起源は岩石

の化学的風化に求められるが、陰イオンの起源は、表層岩石の化

学的風化の他に、火山活動などによって地球内部から放出された

揮発性ガスに求められている。



表1 海水と陸水の総量と化学成分

 海水 陸水 

総量 
1.32×109km3 

(1.38×1021㎏)
3.8×107 km3 
(3.8×1019 ㎏)

Na+ 1.07% 0.63% 
Mg2+ 0.13 0.41 
Ca2+ 0.010 1.5 
K+ 0.038 0.23 

Sr2+ 0.0008 0.0 
Fe3+ 0.0 0.067 
Cl- 1.9 0.79 

SO4
2- 0.27 1.12 

HCO3
- 0.014 5.84 

Br- 0.007 0.0 
No3

- 0.0 0.1 
H3BO3 0.003 0.0 

溶存 SiO2 0.0 1.31 

塩類 質量(g) (%) 
塩化ナトリウム NaC1 24.447 (68.96) 

塩化マグネシウム MgC12 4.981 (14.05) 
硫酸ナトリウム Na2SO4 3.917 (11.05) 
塩化カルシウム CaC12 1.102 (3.11) 
塩化カリウム KC1 0.664 (1.87) 
炭酸水素ナトリウム 

NaHCO3 
0.192 (0.54) 

臭化カリウム KBr 0.096 (0.27) 
その他 0.053 (0.15) 
合計 35.452 (100.00) 

表2 1000gの海水に溶け込んでい

る主な塩類



海水中に溶け込んだガスの36%は酸素であり、1lの海水中には平
均6mgの酸素が溶け込んでいる。海水中の酸素の大部分は植物性プ
ランクトンの光合成によってつくられているので、水深200mあまり

までは溶存酸素に富むが、それ以深では微小な有機物の分解のため
消費され、急激に減少する (図1, 2)。太平洋や大西洋では、溶存酸素
が極小になっている深度は800～1000mにある。

海水中に溶け込んだガスの15%は二酸化炭素で、大気中の60倍も

多く含まれている。溶存二酸化炭素は、海洋表層ではプランクトン
を含む海生植物の光合成のために消費されるので低い値を示すが(図
1)、その量は深くなるほど多くなる(図1)。これは深くなるほど水圧

が増え温度が低下するので、二酸化炭素の溶解度が増加することに
起因している。

海水はわずかにアルカリ性であり、そのpHは平均8程度である。

光合成が盛んな海域では二酸化炭素が植物によって消費され、より
アルカリ性になっている、4500mより深海では、光合成がない上に
溶存二酸化炭素が増えるのでpHは7.5に下がり、Caを含む深海堆積

物を溶解するようになる。



図1 海水中の溶存酸素と溶存二酸化炭素の濃度の鉛直変化

(Garrison, 2002)



図2 海洋の構造と海水中の温度、塩分、溶存酸素量の垂直分布

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



海洋の物理的性質と構造海洋の物理的性質と構造

海水のもっとも重要役割は、熱の吸収と放出である。海水
の熱容量が非常に大きいため、気温の日較差や年較差を小さ
くしている。地球上では陸上の最高気温約58℃と最低気温
-90℃の間に、150℃もの温度差がある、ところが海面水温の
最高は34℃、最低水温は-2℃であり、その差は36℃しかない。

一方、海洋水の大循環にとってもっとも重要な海水の物理
的性質は、密度と氷点である。海水の密度は3.5%の塩類が
溶けた結果、0℃で1.0289/cm3となり、真水より約3%重く

なっている。そのために海水の氷点は低く、沸点は高くなり、
電気伝導度も高くなっている。海水の密度は塩分濃度が高く
なるほど、温度が低下するほど、そして水圧が増えるほど大
きくなり、氷点(標準的海水で-1.9℃)で最大となる。ちなみ
に純水は4℃のとき密度最大(1g/cm3)となり、0℃で氷のとき
密度最小(0.917g/cm3)となる。



海水温度が低下し氷点に達すると、海水中の塩類は水の
結晶構造の中からはじき出され(約15%だけが海氷に取り込
まれる)、低温高塩分の重い水を生み出し、それが沈降し深

層水が形成される。

蒸発量が降水量を上回っている亜熱帯高圧帯下の閉じた
海域では、塩分濃度が高くなっている(図3)。また太平洋は

大西洋に比べ開放的な形をしており、アジアモンスーンや
貿易風、偏西風による降雨量が多いので、大西洋に比べ中
緯度地域の塩分濃度は約2‰低くなっている。

海洋の鉛直方向の構造は密度の違いによって3つの部分に

わけられている。海水の密度は主に塩分濃度と温度によっ
て決まり、それにしたがって表層(混合層)、密度躍層(温度
躍層)と深層に三分されている(図2)。



図3 海水の塩分濃度と蒸発・降水量の緯度による変化

(塩分濃度が高い海域は、亜熱帯高圧下に分布している) 

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



表層では波浪や海流の影響で海水が充分に混合している

ため、水温と塩分濃度がほぼ一定である。混合層は海洋全

体の2%にすぎず、一般にもっとも軽い水で構成されてい

る。水深は約150mまでであるが、地域によって変化する。

次の密度躍層では、密度は深度の増加とともに急激に変

化する。その原因は海水温度の低下にあるので、温度躍層

とも呼ばれている。温度躍層での温度(密度)変化は、緯度

ごとに異なっている(図4)。低緯度地域では太陽高度が高く、

懸濁粒子が少ないので、太陽光はより深くまで差し込み海

水を暖める。その結果、熱帯地域の温度躍層の深度は深く

－1000mに達する。一方、極地域では太陽光からの熱の受

容は少なく、表層水温と深層水温が変わらないので温度成

層をしておらず、温度躍層を欠く(図4)。



図4 極域、温帯、熱帯に

おける水温の垂直変化

(Garrison, 2002)



深層は中緯度地域でほぼ水深1000m以下の部分をなす。

海洋水の80%を占めている。深度の増加とともに密度は少

しだけ増加する。温度躍層より深い深層の海水温度は-1℃
から+3℃の範囲で変動している(図4)。その結果、全世界の

海洋の平均水温は3.9℃と低くなっている。-2000m以深では

緯度による水温、塩分濃度や密度の差異は認められず、ほ

ぼ一定である。なお大西洋では南緯40°付近から赤道付近

の水深1000～1500mに塩分極小層が分布しており、このよ

うな水塊では中層水として区別されている(図8)。

河川水がたくさん流入する浅海域では、塩分濃度の垂直

変化によって密度躍層が形成されていることがある。北極

海の周囲が大陸で囲まれているため、河川水の流入が多く

塩分濃度は28～32‰であり、表層の密度は他の海域に比べ

小さくなっている。



海洋の循環

海洋の流れは、単に水を運搬するだけでなく、熱エネ
ルギーを赤道地方から極地方へ運び、気象や気侯、栄養
塩の分布や有機物の拡散などに大きな影響を与えている。

海洋の流れは温度躍層を境にして表層水と中・深層水
の2つのタイプの流れに大別される。

１. 表層水の循環 風成循環

２. 深層水の循環 熱塩循環



風成循環一表層水の循環

海洋表面から深さ400mまでの海水は、風の摩擦抵抗を駆

動力にして流れており、海流と呼ばれている。貿易風や偏
西風のように風が一定方向に吹き続けている場合、表層の
海水は風に曳きずられて流れる。このとき、海水には転向
力が働くため、北半球では風の方向に対して20～40°右廻
りに動く(図5)。

この表層の流れは下層の流れを引き起こすが、この層に
も転向力が働くので流れの方向は深くなるほど右へそれて
いき、全体として螺旋状の運動となる。この運動は中緯度
地方では深度100mに達し、螺旋状の運動方向の平均は、風

向に直交する。この流れをスウェーデンの海洋学者の名前
をとって、エクマン吹送流という(図5)。実際には風向に対
し直交することはなく、最大で45°程度斜行している。



図 5 風と転向力に

よって形成される海洋
表層のエクマン吹送流

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



北太平洋や北大西洋の亜熱帯循環を考えると、赤道地域で

は北東の貿易風に斜行して東から西へ北赤道海流が流れてい

る(図6)。また中緯度では偏西風に斜行して西から東へ北太平

洋海流や北大西洋海流が流れている(図7)。転向力は高緯度地

方ほど大きくなるので、大洋西岸を北上する流れは強くなり、

逆に大洋東岸を南下する流れは弱くなる。これは太平洋の西

岸を北上する黒潮や大西洋の西岸を北上するメキシコ湾流の

流れが速いという事実と一致している。この現象を吹送流の

西岸強化という。

地球が西から東へ自転しているために、海水の循環システ

ム全体が大洋の西側にある大陸に押しつけられる。北赤道海

流は西に向かって流れ、フィリピンやインドネシアにぶつか

る。そのためこの地域では海面が高くなり、一部は赤道反流

となって。東向きに流れている(図6, 7)。



図6 風と海流のシステム

(表層の海水は貿易風、偏

西風、極偏東風にひきずら
れ流れ始め、それに転向力
が加わって海流が形成され

ている。)

(吉田耕三「IV海水の運動」; 坪井忠二
編『地球の構成』岩波書店, 1974) 



図7 世界の海流

中緯度の環流は地球の自転と転向力により、西岸で強く、東岸で弱く
なっている。(西岸強化) 

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



熱塩循環一深層水の循環熱塩循環一深層水の循環

温度躍層の下にある、全海洋水の80%を占める中･深層水の

循環は、温度と塩分濃度の違いによる密度差によって駆動さ
れており、熱塩循環と呼ばれている。海洋底ではゆっくり底
層流が流れている部分もあるが、大部分の流れはほとんど認
知できないほどゆっくりしたものである。

密度の大きな海水は地球上の両極地方でつくられている。
南極縁辺の深海の水は、塩分濃度34.65‰、水温-0.5℃、密度は
1.0279g/cm3であり、世界でもっとも重い海水である。この南

極深層水は大陸棚の縁で周極南極環流と合流・沈降し、太平
洋の深海底を北上し、1000年後には赤道下に、1600年後には
北緯50°のアリューシャン列島に到達する。

北極海でも冷たく重い水はつくられているが、北極海を取
り巻く地形のために、アイスランドとスコットランドの間に
ある深海の流路を除くと、外洋に流れ出すことができない。



アイスランドの南に流れ出した冷たく重い水は、北大西
洋に流れ出し、北大西洋深層水(North Atlantic Deep Water, 
NADW)と呼ばれている。グリーンランドの南方沖合で沈み
込んだNADWは、大西洋西岸に沿って南下し、650年後には
喜望峰沖を通過し、1900～2000年後には北太平洋北部に到
達している(図9)。つまり北大西洋のアイスランド近海で約
2000年前に沈み込んだNADWが、大西洋、南極海、南太平

洋を経て、北東太平洋に至り、そこで湧昇となって表層に
現れている(図10)。ベルトコンベアーの駆動力となっている

のは、冷却あるいは蒸散によって密度が大きくなった水塊
の流れである。

もう1つの重い水は、年間の蒸散量が河川による淡水の流
入量より30万km3も多い地中海でつくられている。冬の間、
塩分濃度が38‰に達した地中海の表層水は、ジブラルタル

海峡を通過し大西洋の水塊の下を南下し、一部は南極縁辺
に到達している(図8)。



図8 大西洋の海洋循環

(Berner& Berner, 1996)

NADW:  North Atlantic Deep Water



図9 炭素同位体による水深3000mの海水の年齢

(北大西洋では一番若い; インド洋、太平洋では古い; カリフォルニア沖
ではもっとも古くて紀元0年前後。) (W. S. Broecker著『なぜ地球は人が住める星

になったか?』講談社ブルーバックス, 1988)



図10 海洋大循環のモデル(アメリカの海洋学者ブロッカーによって提唱
されたベルトコンベアーモデル)

(北大西洋で沈降した深層水NADWは、大西洋を南下し南極深層水と合流
し、インド洋・太平洋を北上し表層水となって再び北大西洋に戻る。)

(Broecker&Denton, 1989)



湧昇湧昇

海洋の水は一般に密度成層している。ところが地形や気
象条件によって、重く冷たい水が上昇しているところがあ
り、このプロセスを湧昇と呼んでいる。湧昇域には溶存二
酸化炭素と栄養塩類に富んだ水が湧き上がっており、太陽
光が届く表層では大量の植物性プランクトンが発生し、生
物生産性が高く、例外なく良い漁場となっている。湧昇は
赤道湧昇(図11)と沿岸湧昇(図12)に大別される。

赤道湧昇は常時貿易風が吹き、西向きの風によって赤道
海流が流れている地域に発達する。赤道海流には弱い転向
力が働き、赤道の北側では北向きの、南側では南向きの成
分をもつ。その結果、赤道地域の暖かい水は南北に除去さ
れ、それを補うように下層から冷たい水が湧き上がってく
る(図11)。平均上昇速度は15～20cm/dayと遅いが、人工衛星

による東太平洋の海水表面温度分布をみると、赤道沿いに
冷水の帯がのびているのが明らかである(図13)。



南北アメリカ、アフリカ、オーストラリアなどの大陸で

は、南北に伸びた海岸およびその沖合で湧昇が発生して、

沿岸湧昇と呼ばれている。北アメリカ西岸は太平洋高気圧

の東の縁に位置するため、夏は海岸線に沿った北風が卓越

する。この風と転向力によって表層水は西の方、つまり沖

合に運ばれる(エクマン吹送流)。そのため表層水が除去さ

れた部分を補うように、下層の冷い水が湧き上がってくる

(図12)。

北アメリカの西岸沖合を流れるカリフォルニア海流と夏

の太平洋高気圧によって湧昇が起こり、海上の空気が冷や

される(図14)のでサンフランシスコの夏は冷涼で、有名な

霧を発生させている。南半球では大陸西岸には南風が吹い

ているが、転向力が反対方向に働くので北半球同様、表層

水は西方に吹きやられ、そこに湧昇が発生している。



図11 赤道湧昇流の形成機構

(Merrittsほか, 1997を改作)



図12 沿岸湧昇流の形成機構

(Merrittsほか, 1997を改作)



図13 太平洋の海面水温

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



図14 北米西岸の沿岸湧昇を示す海面水温分布

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003


