
平成２３年４月２６日

問い合わせ先
第一管区海上保安本部 海洋情報部

広 報 資 料広 報 資 料広 報 資 料広 報 資 料 海洋調査課長 山野 寛之
℡０１３４－２７－０１１８(内線２５３０)

この冬の海氷状況についてこの冬の海氷状況についてこの冬の海氷状況についてこの冬の海氷状況について

第一管区海上保安本部海氷情報センターでは、海氷による船舶海難を防止するため、第一管区海上保安本部海氷情報センターでは、海氷による船舶海難を防止するため、第一管区海上保安本部海氷情報センターでは、海氷による船舶海難を防止するため、第一管区海上保安本部海氷情報センターでは、海氷による船舶海難を防止するため、

平成２２年１２月２０日から平成２３年４月１５日までの間平成２２年１２月２０日から平成２３年４月１５日までの間平成２２年１２月２０日から平成２３年４月１５日までの間平成２２年１２月２０日から平成２３年４月１５日までの間、、、、稚内稚内稚内稚内、、、、紋別紋別紋別紋別、、、、網走網走網走網走、、、、羅臼羅臼羅臼羅臼、、、、

根室根室根室根室、、、、花咲の各観測地点において花咲の各観測地点において花咲の各観測地点において花咲の各観測地点において、、、、海氷海氷海氷海氷※１※１※１※１（（（（流氷流氷流氷流氷※２※２※２※２・結氷・結氷・結氷・結氷※３※３※３※３））））の観測を行いましたのでの観測を行いましたのでの観測を行いましたのでの観測を行いましたので、、、、

その結果をお知らせいたします。その結果をお知らせいたします。その結果をお知らせいたします。その結果をお知らせいたします。

１ 流氷及び結氷の初日と終日（別添の１．参照）１ 流氷及び結氷の初日と終日（別添の１．参照）１ 流氷及び結氷の初日と終日（別添の１．参照）１ 流氷及び結氷の初日と終日（別添の１．参照）

（１）流氷について

各観測地点（稚内を除く）では、流氷初日は平年並み又は平年よりやや早く観測さ

れ、流氷終日は平年より半月から１ヶ月程度早く観測されました。

紋別の観測地点での流氷終日は、これまで観測を開始した１９５４年以降、最も早

い記録である１９７６年と同じ２月１９日に観測されました。

なお、稚内で流氷は観測されませんでした。

（２）結氷について

紋別・羅臼・根室及び花咲の各観測地点で、結氷初日は平年よりやや遅く観測され、

網走の観測地点で、結氷初日は平年より１９日遅く観測されました。各観測地点（稚

内を除く）で、結氷終日は平年並み又は平年より１週間から半月程度早く観測されま

した。

紋別の観測地点での結氷終日は、これまで観測を開始した１９５４年以降、最も早

い記録である１９６６年３月６日を超える、３月３日に観測されました。

なお、稚内で結氷は観測されませんでした。

２ 海氷情報の入手及び情報提供件数（別添の２．参照）２ 海氷情報の入手及び情報提供件数（別添の２．参照）２ 海氷情報の入手及び情報提供件数（別添の２．参照）２ 海氷情報の入手及び情報提供件数（別添の２．参照）

（１）入手件数 １,７９３件

・当庁による観測件数 ７９０件

・当庁以外の観測件数 １,００３件（札幌管区気象台、JAXAほか）

（２）提供件数 １,７７５,２０１件（昨年は１,８８５,６５１件）

一管区地域航行警報、ＮＡＶＴＥＸ航行警報、ファクシミリ、インターネット、

ＡＩＳ（船舶自動識別装置）のメッセージ

※１ 海氷：海水が凍結してできた海で見られる全ての氷※１ 海氷：海水が凍結してできた海で見られる全ての氷※１ 海氷：海水が凍結してできた海で見られる全ての氷※１ 海氷：海水が凍結してできた海で見られる全ての氷

※２ 流氷：流れている氷※２ 流氷：流れている氷※２ 流氷：流れている氷※２ 流氷：流れている氷

※３ 結氷：海水が凍ること※３ 結氷：海水が凍ること※３ 結氷：海水が凍ること※３ 結氷：海水が凍ること



別図別図別図別図

この冬の海氷速報図（抜粋）この冬の海氷速報図（抜粋）この冬の海氷速報図（抜粋）この冬の海氷速報図（抜粋）
詳細は海氷情報センターホームページ（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/1center.html）をご覧下さい。

2011年1月20日 網走流氷初日 2011年2月19日 紋別流氷終日

2011年2月28日 釧路沖まで分布 2011年3月6日 色丹島南東沖まで分布

2011年3月10日 網走流氷終日 2011年3月25日 羅臼流氷終日



別添別添別添別添

２０１１海氷年の海氷状況２０１１海氷年の海氷状況２０１１海氷年の海氷状況２０１１海氷年の海氷状況

１．流氷及び結氷の初日と終日１．流氷及び結氷の初日と終日１．流氷及び結氷の初日と終日１．流氷及び結氷の初日と終日

(1)流氷初日（視界内の海面で流氷が初めて観測された日）

観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年 平年との比較平年との比較平年との比較平年との比較 昨年昨年昨年昨年 昨年との比較昨年との比較昨年との比較昨年との比較

稚 内 観測なし 2/14 － 観測なし －

紋 別 1/27 1/28 1日早い 2/8 12日早い

網 走 1/20 1/24 4日早い 1/22 2日早い

羅臼※ (1/31) (2/7) (7日早い) (2/1) (1日早い)

根 室 2/13 2/13 同じ 観測なし －

花 咲 2/17 3/4 15日早い 観測なし －

(2)流氷終日（視界内の海面で流氷が最後に観測された日）

観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年 平年との比較平年との比較平年との比較平年との比較 昨年昨年昨年昨年 昨年との比較昨年との比較昨年との比較昨年との比較

稚 内 観測なし 3/9 － 観測なし －

紋 別 2/19 3/28 37日早い 3/11 20日早い

網 走 3/10 4/1 22日早い 3/12 2日早い

羅臼※ (3/25) (4/5) (11日早い) (3/4) (21日遅い)

根 室 3/9 3/24 15日早い 観測なし －

花 咲 2/27 3/20 21日早い 観測なし －

(3)結氷初日（視界内の海面が凍ったのが初めて観測された日）

観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年 平年との比較平年との比較平年との比較平年との比較 昨年昨年昨年昨年 昨年との比較昨年との比較昨年との比較昨年との比較

稚 内 観測なし 1/9 － 2/5 －

紋 別 1/11 1/6 5日遅い 1/25 14日早い

網 走 1/16 12/28 19日遅い 12/26 21日遅い

羅臼※ (1/31) (1/30) (1日遅い) (2/2) (2日早い)

根 室 12/28 12/21 7日遅い 12/17 11日遅い

花 咲 1/10 1/7 3日遅い 12/23 18日遅い

(4)結氷終日（視界内の海面が凍ったのが最後に観測された日）

観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年観測点 本年 平年 平年との比較平年との比較平年との比較平年との比較 昨年昨年昨年昨年 昨年との比較昨年との比較昨年との比較昨年との比較

稚 内 観測なし 2/26 － 2/14 －

紋 別 3/3 3/23 20日早い 3/10 7日早い

網 走 3/11 3/23 12日早い 2/25 14日遅い

羅臼※ (3/9) (3/11) (2日早い) (3/8) (1日遅い)

根 室 3/25 3/23 2日遅い 4/4 10日早い

花 咲 3/9 3/16 7日早い 3/19 10日早い

平年値は1981年～2010年（海氷年）の30ヶ年の平均値

※「羅臼」は2008年から土日祝日の観測を中止した（平年値は1981～2007年（海氷年）の27ヶ年の平均値）



２．海氷情報の入手及び情報提供件数２．海氷情報の入手及び情報提供件数２．海氷情報の入手及び情報提供件数２．海氷情報の入手及び情報提供件数

(1)入手件数

海上保安庁の観測 海上保安庁以外の機関の観測

･沿岸観測 ･沿岸観測

保安部署 606 札幌管区気象台 240

･巡視船 60 独立行政法人 北方領土問題対策協会 58

･航空機 13 ｵﾎ－ﾂｸ・ｶﾞﾘﾝｺﾀﾜｰ株式会社 56

･人工衛星 道東観光開発株式会社 51

海況監視衛星NOAA 111 ･航空機

防衛省航空機 8

・人工衛星

気象庁海洋気象情報室 116

東海大学情報技術センター

（地球観測衛星 TERRA及び AQUA） 154

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

（地球観測衛星 TERRA及び AQUA） 278

（地球観測衛星 ALOS） 42

計 790 計 1,003

(2)提供件数

※海氷速報図の作成 103回 （昨年：113回）

ｲ) 一管区地域航行警報 36件 （昨年： 10件）

ﾛ) NAVTEX航行警報 92件 （昨年：106件）

ﾊ) AISメッセージ 604件 （昨年：331件）

ﾆ) ファクシミリのポーリングサービスによる提供件数

12月 1月 2月 3月 4月 合計

14 487 816 878 109 2,304

（昨年：2,192件）

ﾎ) インターネットホームページへのアクセス件数

12月 1月 2月 3月 4月 合計

27,992 600,421 764,369 330,887 48,496 1,772,165

（昨年：1,883,012件）




