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要旨 

沿岸で水位観測を行うと、水位が１年、１日、半日等の周期で変動していることが分かる。この周期的な

水位変動は潮汐として昔から知られており、その原因は主として月や太陽等の引力と地球自転に基づく起潮

力(潮汐力)と気象による力であると考えられている。しかし、１年周期の潮汐力は存在せず、潮汐力や気象

による力だけでこれらの現象を説明することは困難であると思われる。そこで、潮汐波とその発生メカニズ

ムについて、富山と新潟で観測された水位データ、および静止衛星の軌道解析等により得られた結果等を考

慮して新しい視点から検討した。その結果は、次のとおりである。 

(1)１年周期の潮汐は、気象に基づく気象潮であると考えられているが、約 6年周期のビート現象が存在して

おり、気象による力のみで説明することは困難である。そして、地球表面加重の１年周期の変化によって、

プレート全体が１年周期で 10m程度水平に揺れていることが原因である思われる。 

(2)１年周期の潮汐における約 6年周期のビート現象については、約 430日周期のチャンドラー極運動と１年

周期のプレートの揺れが相互作用することによって生じていると考えることが出来る。 
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1.はじめに 

沿岸で水位観測を行うと、１年、１日、半日等の

周期で水位が変動する。この現象は潮汐(潮汐波)と

して昔からよく知られており、その水位変動を 60

個の成分波(分潮)の和として表現し、各成分波の振

幅と位相(潮汐定数)を求めておくと、ほぼ正確に将

来および過去の水位を計算することができる。すな

わち、潮汐は予測可能であり、船舶の運航管理にお

いても昔から不可欠な情報である。そして、一般に

この潮汐は、主として月や太陽の引力に基づく起潮

力 (潮汐力)や気象による力が原因であると考えら

れている。しかし、日本海沿岸において最も大きい

１年周期の潮汐の波高は、周期的に変動しており、

気象要因だけで説明することは困難である。 

そこで、潮汐の発生メカニズムについて、富山湾

沿岸にある富山新港内で観測された水位データや新

潟港湾空港技術調査事務所の気象・海象データベー

スの水位データを用い、さらに過去に行われた静止

衛星道解析の結果等を考慮して、新しい視点から潮

汐発生メカニズムについて考察した。これらの結果

について以下に報告する。 

 

2.水位観測データ 

本研究では、富山新港内の水位観測所で観測され

た 2011年 7月から 2013年 8月までの水位データを

用いて、潮汐による水位変動について調べた。富山

新港内の水位データは、水晶式水位計(観測精度：

0.6cm)を用いて１秒毎に観測されたものである。 気

圧によって水位は変動するが、気圧による水位変動

の補正は行っていない。2011 年 12 月 15 日から一か

月間(31 日間)に観測された水位データを Fig.1 に示

す。Fig.1 から、水位が 1 日、および半日周期で変動

しており、さらに 1 日周期の水位変動には約 14 日周

期のビート現象が生じていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.1 The water level observed in Toyama New Port for 31 days since 15 December, 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.2 Power spectra of water level observed at Toyama New Port for about 2 years beginning 1 July, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.3 The monthly mean water level in the Port of Niigata(East port district) from Jan.,1997 to Dec.,2014 

 

3.潮汐のスペクトル解析 

 潮汐の周期等について詳しく調べるために、

2011年 7月 1日から約 776.7日間(2秒毎に平均し

た 225個のデータ)の水位データを用いて、スペク

トル解析を行った。その結果を Fig.2 に示す。 

Fig.2 は、周期 776.7日から 11.0時間までの成分

波のスペクトル値を示したものである。解析した

水位データの期間が約 776.7日であるため、周期

が 1週間程度より長い成分波については、うまく

分離できていない可能性がある。また、波高の最

も大きい周期 1年の成分波のスペクトル値は、周

期 12.419 時間の成分波(M2 潮)のスペクトル値の

約６倍であったが、図中に表示できないので、ス

ペクトル値 30000m2/sで打ち切っている。 

Fig.2 より、周期 12.4時間、23.9時間、25.8時

間の顕著な波が存在し、さらに、12.0時間、12.7

時間、24.1時間、26.9時間等の波が存在している

ことが分かる。次に、最も大きい１年周期の潮汐

(年周潮)について詳しく調べるために、新潟港湾

空港技術調査事務所の水位データを用いて作成し

た新潟港東港地区における 1997 年～2014 年まで

の月毎の平均水位を Fig.3 に示す。この図から月

平均水位が、１年周期で約 30cm変動しており、さ

らに、約 6年周期のビート現象が生じていること

が確認できる。 

 

4.潮汐力 

 日本海の１地点(40 ﾟ N,136 ﾟ E)に作用する潮汐

力を、楕円体面上のその点を原点とする地表面座

標系で計算し、その潮汐力の Z軸成分(上下方向の

成分)のスペクトルを Fig.4に示す。潮汐力の計算

に使用する天体の位置については、ジェット推進

研究所の'JPL Planetary and Lunar Ephemerides, 

DE405/LE405'を用いて求めた。潮汐力の計算に使

用した天体は、月、太陽、水星、金星、火星、木

星、および土星である。潮汐力は、1970年から 2026

年まで 0.01日(14.4分)毎に 57年間分の潮汐力を

求め、約 56年間分の潮汐力をスペクトル解析して、

潮汐力が変化する周期について調べた。Fig.4 に示

された潮汐力のスペクトルと観測水位のスペクト

ル(Fig.2)を比較すると、周期が１週間程度以上の

成分波を除いて、時間に対する潮汐力と観測水位



のスペクトルの周期と値が似ている。M2 潮は、K1

潮と比較して、上下方向の潮汐力は小さいが、実

際の潮汐は大きくなっている。これは、東西方向

や南北方向に、K1潮よりも大きい潮汐力が働いて

いる結果である(Fig.6 参照)。ただし、O1 潮につ

いては、K1潮と比較してその大きさが、潮汐力に

対して大きくなり過ぎていると思われる。 

 

5.潮汐についての考察 

 スペクトル解析により、潮汐力の周期変動につ

いて調べると、周期約半日と周期約１日の潮汐に

ついて、O1潮が大きくなりすぎている問題はある

が、ほぼ潮汐力により駆動されていることが確認

できる。しかし、周期数日以上の潮汐、特に年周

潮は、一般に気象潮と考えられているが(1)、スペ

クトル値がM2潮の約6倍(振幅は約2.4倍)であり、

さらに約 6年周期のビート現象が生じていること

から、気圧や風等の気象要因で説明することは困

難である。そこで、少し異なった視点から潮汐に

ついて考えてみる。 

静止衛星の軌道解析により得られた軌道決定後

の静止衛星観測局から静止衛星までの観測距離と

計算距離の残差を Fig.5 に示す。Fig.5 から静止

衛星までの観測距離と計算距離の残差が約 12 時

間周期で 1m程度変動していることが分かる。そし

て、この観測距離と計算距離の残差の周期的変動

を説明する一つが、地面(プレート)が数 m程度、

約 12時間周期で水平方向に動いている(揺れてい

る)と考えることである。つまり、約 12時間周期

で数 m、プレートが水平方向に揺れている考える

ことにより、静止衛星の軌道をうまく説明するこ

とができるのである(2)。静止衛星までの観測距離

と軌道決定後の静止衛星までの計算距離の残差は、

いつも約 12 時間周期できれいに変動するわけで

はなく、他の変動成分が加わり観測距離と計算距

離の残差が大きく変動してしまうのが一般的であ

る。これは、プレートが１日周期等の約 12時間以

外の周期でも揺れていることを示していると思わ

れる。 

潮汐力による地球潮汐により観測局の位置が数

10cm程度上下方向に変動していることは、広く知

られており、人工衛星の軌道解析では、地球潮汐

モデルを使用して観測局の位置を補正している。

北緯 40 ﾟの地点では、Fig.6に示すように、12時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.4 Power spectra of Z component of tidal forces at latitude 40 ﾟ N in Topocentric Tangent Plane Coordinates 

(Tidal forces was computed with positions of solar-system bodies by JPL Planetary and Lunar Ephemerides, DE405) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig.5 Average of Post-fit range residuals of CS-3a  (Data:Ca6,RMS=0.5m, θ=19.3 ﾟ) 

                 Vertical lines show the standard deviation of post-fit range residuals  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Power spectra of X component of tidal forces at latitude 40 ﾟ N in Topocentric Tangent Plane Coordinates 

 

間周期の潮汐力の東西方向(水平方向)成分は、上

下方向成分の 1.4倍(スペクトル値で 2倍以上)で

ある。プレートは溶けて流動性のあるアセノスフ

ェアの上に浮いており、潮汐力によりプレートが

水平方向に数 m程度周期的に動く可能性は十分あ

ると思われる。そして、１年周期の潮汐について

は、次のように考えることができる。北半球と南

半球の氷が凍ったり溶けたりしてプレートの荷重

が１年周期で変化する。プレートが重くなると地

球自転による遠心力でプレート全体を赤道方向へ

移動させるトルクが増大する。そして、このトル

クが１年周期で変化することにより、プレート全

体が１年(365.25日)周期で揺れて、１年周期の潮

汐が生じると考えることができる。さらに、約 6

時間周期のビート現象について、２つの波のビー

ト周期は次式で与えられる。 

TB=(T1×T2)/(T2-T1)                       (1) 

TB:周期 T1,T2の波のビート周期,  T1,T2:2 つの

波の周期 

(1)式に潮汐の周期(プレートの周期運動の周

期)T1=365.25 日とチャンドラー極運動の周期

T1=435 日を入れると TB=2278 日(6.2 年)となり、

１年周期の潮汐に約 6年周期のビート現象が生じ

ることが分かる。チャンドラー極運動に約 6年周

期のビート現象が存在していることは既に確認さ

れており(3)、プレートの周期運動(振動)とチャン

ドラー極運動(自由振動)が相互に作用して、約 6

年周期のビート現象が生じている可能性は十分に

ある。年周潮のスペクトル値は、M2潮のスペクト

ル値の約 6 倍だから、その大きさは(6)0.5=2.4 倍

となる。潮汐の大きさとプレートの揺れの大きさ

が比例していると仮定する。そして、静止衛星軌

道解析の結果から約 12 時間周期のプレートの揺

れの大きさを 3mとすると、1年周期のプレートの

揺れの大きさは 3×2.4=7.2m となる。従って、1

年周期で 10m程度プレートが水平に揺れているこ

とになる。 

 

6.おわりに 

 気象潮であるとされている１年周期の潮汐につ

いて、気象的な要因だけで説明することは困難で

あり、１年周期の季節によるプレート上の荷重の

変化によってアセノスフェアの上に浮いているプ

レートが水平方向に周期的に揺れることによって、

生じていると考えられる。さらに、チャンドラー

極運動が 6年周期でビートしている原因は、地球

規模の 1年周期の強制振動が原因であると考えら

れており、この６年周期のビート現象は、プレー

ト全体の１年周期、10m 程度の揺れとチャンドラ

ー極運動の相互作用により生じていると考えられ

る。 

１年周期の潮汐について、世界各地の潮汐デー

タを集めて、詳しく調べることや、O1分潮が K1分

潮と比べて潮汐力に対して大きくなり過ぎている

原因の解明等は、今後の課題である。 
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