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１．はじめに

水温変動メカニズムの解明や、水温予測を行う

2010 年の記録的な猛暑は陸上での異常昇温

には至っていない。しかし、一方で、地球温暖

だけでなく、沿岸域の水温においても異常昇温

化に伴って、陸奥湾を始めとする東北地方のホ

をもたらした。とりわけ陸奥湾では、26℃以上

タテガイ生産地では、2010 年のような異常高水

の高水温が 10 日間以上続く記録的な異常高水

温被害が起こる可能性が高くなることが予想さ

温が発生し、ホタテガイが大量へい死し、へい

れるため、本プロジェクト研究では、

死率が通常の約 10%から約 70%に上昇した。こ

・水温予測技術の開発

のため、養殖業のみならず地域の関連産業に甚

・養殖生産技術の改善

大な被害が発生した。

の 2 つを進めることとした。後者では、ホタテ

この対策を立てるために、陸奥湾ホタテガイ

ガイのへい死メカニズムや養殖適正環境の解明

高水温被害対策専門家委員会が組織され、検討

を進め、これらの知識をもとに、異常高水温時

が行われた。同時に、農林水産省の「新たな農

における養殖管理技術をマニュアル化するとと

林水産政策を推進する実用技術開発事業研究」

もに、へい死率を低減するための養殖施設を開

に、地方独立行政法人青森県産業技術センタ

発する。前者では、異常高水温発生メカニズム

ー・水産総合研究所の吉田達氏が研究代表とな

を解明し、その知識をもとに、漁場内モニタリ

り、2011 年度～2013 年度の 3 年間の計画で、

ング水温、湾内観測ブイデータ、大気データお

「猛暑時のホタテガイへい死率を低減する養殖

よび湾外海況データを用いて、漁場内の異常高

生産技術の開発」
が課題提案され、
採択された。

水温の発生を１ヶ月前に予測するシステムを構

このプロジェクトには、共同研究機関として、

築することを目的としている。これらの成果を

国立大学法人東北大学大学院理学研究科、国立

もとに、異常高水温発生時にも、ホタテガイの

大学法人北海道大学大学院水産科学研究院、い

へい死率を 2010 年度の半分（35％）以下に減

であ株式会社、独立行政法人水産総合研究セン

少させる技術を開発するという挑戦的な数値目

ター東北区水産研究所、宮城県水産技術総合セ

標を設定した。

ンター気仙沼水産試験場、 国立大学法人東北

ここでは、陸奥湾で行われてきた湾内循環に

大学大学院農学研究科が加わり、また普及支援

関する研究のレビューを行い、本プロジェクト

担当としてむつ湾漁業振興会が参画している。

のうち「水温予測技術の開発」の計画について

これまで、ホタテガイの増養殖に関する様々

紹介する。

な研究が行われてきたが、残念ながら、異常高
水温に対する研究は十分には行われていない。

２．陸奥湾内の夏季の循環に関する研究

また、陸奥湾は、3 つの定点観測ブイが展開さ

陸奥湾内の夏季の循環に関しては、漁業者の

れ、その中の東湾ブイは気象要素まで計測して

聞き取り調査から西湾に反時計回りの循環が存

おり、その他にも浅海定点における調査船調査

在し、西湾と東岸を結ぶ領域（夏泊半島と下北

が行なわれてきており、日本でも有数のモニタ

半島の間の領域）で西向きの流れが、そして湾

リング網を有している。それにもかかわらず、

口部西側で湾外への流出流があることが示され

ている（Yamaguchi and Kawamura, 2005)。

を示した。気象庁客観解析値（MANAL）の風

このような循環は、夏季に卓越し、やませに相

応力を用いて、約 1 km の水平解像度の順圧モ

当する東風と密接に関係していることが示され

デルを駆動し、陸奥湾の冬季の循環について調

ている。Yamaguchi and Kawamura, (2005)は、

べた結果、西湾と東湾それぞれの反時計回り循

気象庁の AMeDAS データから、陸奥湾周辺で

環、両湾を繋ぐ海域での時計回り循環の三重循

は、東西風が卓越し、特に東風（やませ）が卓

環構造が形成され、係留流速計の結果と整合的

越することを示した。陸奥湾周辺は、小高い山

であることを示した。しかし、夏季の場合とは

に囲まれているが、下北半島の付け根部分（六

違い、この三重循環構造は、風を一様な北西風

ヶ所周辺）に平野部が広がっており、やませは

に変えても、移流項を無視した線形モデルでも

この平野部から湾口に向けて吹き抜ける特性を

再現された（矢幅ほか, 2009a）
。したがって、

持つことが、合成開口レーダーの画像からも示

冬季の陸奥湾の循環は、北西風が卓越すること

された。また、合成開口レーダーのデータから

が重要であると言える。

風応力の分布を推定した結果、西湾の中央部に
強い正の回転成分（低気圧回転）が存在するこ

４．陸奥湾内の循環の季節変化

とが示された。Yamaguchi and Kawamura,

矢幅ほか(2009b）は、係留流速計データなど

(2005)は、約 500 m の水平解像度（鉛直方向に

を用いて、
陸奥湾の循環の季節変動を記述した。

は 25 層）の数値モデルを用いた実験も行い、

それによると、前述の通り、夏季には西湾で反

六ヶ所から湾口部を吹き抜けるやませによって、

時計回り、
東岸で時計回りの二重循環を形成し、

西湾に反時計回り循環、東湾に時計回り循環が

冬季には三重循環を形成し、秋季と春季は両者

形成されることを示した。同時に、単なる一様

の間の遷移期になっていることが示された。

風では、このような二重循環は形成されないこ
とを示した。

５．陸奥湾口部の流出入に関する研究

西湾での反時計回り循環の傍証として、合成

陸奥湾と津軽海峡を結ぶ湾口部での交換流

開口レーダーで観測された螺旋渦の存在が指摘

については、精力的に研究が進められてきた。

さ れ て い る （ Yamaguchi and Kawamura,

福島ほか(1996)は、1995 年 8 月に行った 13 時

2009)。東風（やませ）が連吹した後に風が弱

間 30 分の往復観測から、湾口部における残差

くなると西湾に発生し、直径 15km 程度の反時

流と残差塩分フラックスを算出した。
その結果、

計回り循環を形成する。これは、東風によって

流出部分は、中央部の上層、底層および西岸の

作られた西湾の低気圧循環の上に、養殖いかだ

一部に存在し、流入部分は東側上層および下層

由来などの油膜が収束し、顕在化したものと考

と、東岸に存在することが示されている。移流

えられている。表層では、下層の低気圧渦が作

パターンと塩分フラックスは酷似しており、移

る圧力傾度と、コリオリ力、下層との摩擦、大

流が物質循環を規定していることが示唆された。

気との摩擦がバランスして渦中心へ偏針するた

ただし、
このときの観測では、600kHz の ADCP

め、螺旋渦となることが示された。

を使用していたため、底層流出を正確に測るこ
とができていない。
流入が流出を超過しており、

３．陸奥湾内の冬季の循環に関する研究

流出流の過小評価の可能性が指摘されている。

矢幅ほか(2009a)は、係留流速計のデータなど

これらのことから福島ほか(1996)は、300kHz

から、冬季には西湾に反時計回りの循環が存在

の ADCP を用いた 13 時間以上の繰返観測の必

し、湾口西側に湾外からの流入が、そして西湾

要性を訴えている。また、湾口部の塩分の変化

と東湾を繋ぐ海域には強い西向き流があること

の特徴として、湾口中央部では平均的な潮汐変

動成分が卓越するのに対し、東岸と西岸では振

し、線形補間して、東西の開境界で与えた（河

幅が大きく、逆位相になっていることが示され

川流入、海面熱交換、風による外力は与えず）

ている。

計算を行っている。この結果、半日周潮外力を

この研究を皮切りに同じ大阪大学のグルー

与えると 1996, 98, 99 年のような潮位パターン

プによる夏季湾口部での観測が繰り返されてい

が海峡部で発生し、日周潮外力を与えると 1995,

る。崔ほか(1997)では、1996 年 8 月の東風が卓

97 年のような逆転潮位パターンが発生するこ

越する時期の残差流の流入出パターンは、1995

とを示した。半日周潮外力では、等潮位線が混

年とは違う構造になっており、東風による吹き

み、
竜飛岬付近の渦が扁平することが示された。

寄せ効果によって西岸での低塩分水の流出が卓

また、傾圧モデルではこの特徴が強化された。

越することを示した。また Chl-a が東岸中層の

一方、日周潮外力では、西岸で流出、東岸で流

流入部で極大を示すことから、湾外の方が

入という典型パターンが弱くなることがしめさ

Chl-a 濃度が高く、栄養塩濃度も高いことを指

れた。

摘している。さらに湾内部の断面観測から、上

山中ほか(2001)では、境界条件として東西の

層流出、中層流入、下層流出の 3 層構造をして

開境界で主要 6 分潮(M2, S2, K2, K1, O1, P1)

いることを報告している。

だけでなく、周辺 8 地点（函館、青森、江差、

その後、西田ほか(1999)で、微風時の 1997

深浦、むつ、室蘭、八戸、浦河）のデータから

年 8 月、西風が卓越した 1998 年 8 月の流出入

空間補間した気圧、気圧経度から計算した風、

観測例が報告され、東風が卓越した 1996 年 8

53 河川の平均流量、周辺 5 地点（函館、青森、

月と比較され、1996 年と 1998 年が類似してい

江差、深浦、むつ）から空間内挿した気温・日

ることが示された。潮位変動に関しては、太平

射、青森の雲量 6 月平年値を用いて循環モデル

洋側で日潮不等が大きく、下げ潮時に日本海側

を駆動した。水平解像度は 1 km、鉛直は 25 層

との潮位差が最大となり、西高東低となるが、

のモデルを用い、6 月の観測値を空間補間して

1997 年 8 月は東高西低になっていた。太平洋

作製した初期条件から計算を行った。種々の条

と日本海の気圧差によって潮位逆転が発生した

件でこのモデルを駆動し、
潮位変動には気圧が、

と思われるが、この潮位逆転によって、親潮水

湾内水温分布には風が、水交換には風、気圧の

が津軽海峡に流入し、海峡内の暖水が湾内へと

両方が、重要であることを示した。

押し込まれる形で流入し、急潮現象を発生させ
たことを指摘している。

矢幅ほか(2010)では、より長期の平均的な流
入パターンを調べた。湾口西側の平館ブイの流

西田ほか(2000)では更に 1999 年 8 月の観測

向・流速データを 22 年間平均し、周年湾口西

例を報告し、一連の研究から、96, 98, 99 年で

側から流入していることを示した。また、日本

は西側で流出するケースとなっており、95, 97

海洋データセンター（JODC）の流向・流速デ

年は異常潮位が発生し、残差流のパターンも違

ータから季節ごとの平均流速場を求め、このデ

っていると総括した。ただし、これらの観測は

ータからも通年湾口西側で流入があることを示

任意の日の観測であるため、このような循環が

した。また、理想的なモデルを用いた湾口部で

夏季に継続的に維持されているかどうかは定か

の圧力応答から、湾口交換密度流の季節変化を

ではない。

調べ、冬春季には海峡側が低密度となり逆エス

このため、これ以降数値実験による検証に主

チュアリー循環が形成され、夏秋季には表層で

眼が置かれている。西田ほか(2000)では、まず

湾内が低密度、中層で海峡側が低密度となり、

潮位に注目し、松浦、鯵ヶ沢、戸井、大畑など

変形エスチュアリー循環が形成されることを示

の日本海、太平洋の南北の典型的な潮位を作成

した。

(5)の小課題で異常高水温の発生を予測できる
６．
「水温予測技術の開発」の計画
上記の陸奥湾における循環に関する研究の

システムの構築を目指してプロジェクトをスタ
ートした。

レビューによって、陸奥湾内の循環像及びその

陸奥湾のような内湾の水温を 1 ヶ月前に予想

季節変化、湾口部での海水交換の季節変化につ

するのは、1 ヶ月先の大気の状態がわからない

いては、かなりの部分がまとめられていること

場合、かなり困難であることは否めないが、陸

がわかった。一方で、熱収支についての研究が

奥湾のそして青森県の重要な水産業であるホタ

限定的であることも判明した。

テ養殖の安定化のために、漁場内水温のモニタ

2010 年に生じた異常高水温は、大気からの加
熱による影響が大きいことは否めないが、陸奥

リングから一歩一歩積み上げ、目標に向かって
計画を進める必要がある。

湾では夏季に上層と下層の間の成層が強く、大
気からの加熱は上層だけに蓄えられる傾向にあ

謝辞

る。しかしながら 2010 年の異常高水温発生時

陸奥湾のホタテ養殖業の実態については、地

には、海底まで高水温が及びホタテガイに大き

方独立行政法人青森県産業技術センター・水産

な被害を及ぼしており、湾外からの暖水の移流

総合研究所の吉田達氏に詳しく教えて頂いた。

や、成層を破壊する現象が伴っていたことが予

また、プロジェクトの申請についても、同氏の

想される。そのため、
「水温予測技術の開発」で

努力なしには実現できなかった。この場をかり

は、①陸奥湾における熱収支を解析し 2010 年

て感謝の意を表す。

における特異性を明らかにし、異常高水温発生
メカニズムを解明すること、②漁場内の水温を
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図１．新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業研究(農林水産省)「猛暑時のホタテガイへ
い死率を低減する養殖生産技術の開発」の「水温予測技術の開発」中課題の課題構成。

