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第 61 回東北海区海洋調査技術連絡会開会の挨拶
平井 光行・東北区水産研究所長
本年 4 月から東北水研に参りました平井でございます。水産庁で 2 年間、行政経験を積んで 3 年ぶり
に塩釜に戻りました。本日、海洋調査技術連絡会に参加させていただき、大変懐かしく思っています。3
月 11 日の東日本大震災からまもなく 9 ヶ月になります。この間、各機関におかれましては、日常業務に
加えて震災からの復旧・復興に向けた支援活動、調査・研究にご尽力いただき、感謝申し上げます。せ
っかくの機会ですので、独立行政法人水産総合研究センターをとりまく情勢を 2 点報告します。
まず、独法の組織について説明します。平成 13 年度に独法になって 10 年経過し、5 年ごとの中期計
画を策定し、
平成 23 年度から第 3 期に入っています。
旧水産庁研究所から、海洋水産資源開発センター、
日本栽培漁業協会、さけます資源研究センターと統合し、基礎から応用、実証まで一貫した水産に関す
る総合的な研究機関となっています。国の水産基本計画のもと、
「水産物の安定供給の確保」と「水産業
の健全な発展」を独法のミッションとしています。第 3 期は組織統合のメリットを活かし、研究部の統
合、研究室の廃止、グループ化を進めています。第 3 期の研究開発の重点項目は、(1)水産資源の持続可
能な利用のための管理技術の開発、(2)沿岸漁業振興のための資源造成、合理的利用、漁場環境保全の一
体的推進、(3)持続的な養殖業の発展のための技術開発、(4)水産物の安全・消費者の信頼確保のための
研究開発、(5)基盤となるモニタリング及び基礎的・先導的研究開発の 5 つの柱となっています。
次に、東日本大震災への水産総合研究センターとしての対応です。東北地方の水産業の復興を支援す
るために、
「水産業復興・再生のための調査研究開発推進本部（横浜）
」
、ならびに東北水研塩釜に「現地
推進本部」を設置し、被災各県の試験研究機関や行政と連携して研究開発機関として支援活動を進めて
います。東北水研も、岩手県の宮古栽培漁業施設が全壊し、塩釜・八戸の庁舎の損傷は軽微でしたが、
若鷹丸が 5 月まで運航不能となりました。このようななか、(1)漁業再開に向けて継続的な漁海況モニタ
リング体制の維持・機能、(2)食の安全に係わる放射性物質の長期的な検査態勢、サンプリング、情報発
信、(3)調査研究として、津波による海洋環境や水産資源への影響実態把握に取り組んできました。6～9
月には、運営費交付金で影響調査を実施し、現在は、水産庁の二次補正、三次補正で、(1)放射性物質影
響解明調査事業、(2)被害漁場環境調査事業、(3)種苗発生状況等調査事業、(4)宮古栽培漁業施設の再建
に取り組んでいるところです。
東北地方における漁業活動状況をみると、11 月末で気仙沼の生鮮カツオの水揚量が 15 年連続日本一
とはいえ、14,500 トンで前年比 36%、また今年のサンマもほぼ終漁し、前年比 17%増の約 20 万トンとは
いえ、三陸沿岸各港が被災のため北海道根室花咲港が全国一となっています。漁港や市場の地盤沈下、
加工、冷凍、流通の回復の遅れのため水産業全体の復旧が遅れているのが現状といえます。私は本日の
みの参加ですが、海洋調査に従事する関係機関の調査技術や調査計画の情報交換と相互連携により、少
しでも震災からの復旧・復興に役立つ取り組みのご検討をお願いして、開会の挨拶とさせていただきま
す。

1

2011 年の海況
函館海洋気象台
１.はじめに

ースで縮小して、5 月に平年並になり、7 月

気象庁が公開している「海洋の健康診断

には平年より小さくなった。夏期以降も平年

表」をもとにとりまとめた「北海道周辺・日

より小さい状態が続いている。

本東方海域の海況」を紹介する。

【津軽暖流】

ここでは、北緯 43 度以南、東経 141 度～

2011 年 1～10 月の津軽暖流の張り出しの

148 度の範囲内で、100ｍ深水温が 5℃以下の

東端位置の時系列図を図 4 に示す。

領域を親潮域、15℃以上の領域を黒潮系暖水、

津軽暖流の張り出しの東端の指標は、100m

親潮域と黒潮系暖水の間の領域を混合域と

深水温で 1～6 月が 6℃以上、7～9 月が 8℃

定義した。また、親潮南限・津軽暖流の東へ

以上、10～12 月が 10℃以上である。

の張り出し・黒潮北限の平年値は、1971～

2011 年 1～10 月の津軽暖流の張り出しの

2000 年の客観解析データの平均値、親潮の

東端位置は、1～2 月、4～6 月、8～9 月は平

面積は 1985～2010 年の海洋の同化モデル

年並、3 月は平年より東、7 月と 10 月には平

(MOVE)の平均値を使用した。

年より西の位置にあった。また、最も東に張
り出したのは、8 月中旬の東経 143.6 度であ

２.海

流

った。

【親潮域】

【黒潮系暖水】

2011 年 1～10 月の北海道周辺・日本東方

2011 年 1～10 月の黒潮系暖水の東経 142

海域 100ｍ深水温図を図 1 に、親潮の沿岸寄

度～東経 147 度における北限位置の時系列

りの分枝と沖合の分枝の南限位置（月平均）

図を図 5 に示す。

の時系列を図 2 に示す。

黒潮系暖水の北限位置は、1 月と 10 月は

沿岸寄りの分枝の南限は、1～2 月は平年

平年より南、2～9 月は平年並の位置にあっ

並、3 月は平年より北に位置した。

た。最も北に位置したのは 9 月上旬の北緯

沖合の分枝の南限は、1～3 月は沿岸寄りの

37.1 度であった。

分枝よりも 1.5 度程度南の位置にあった。
4 月からは沿岸寄り分枝が不明瞭になったた

３.海面水温

め、沿岸寄りの分枝と沖合の分枝には分けず

2011 年 1～10 月の月平均の海面水温偏差

に親潮の南限位置を判断した。4～10 月の親

図を図 6 に示す。

潮南限は、5 月を除き平年並であった。5 月

本州東方の海面水温は、1～6 月は平年よ

は平年よりもわずかに北寄りに位置してい

り低い状態が続き、特に 4～5 月は低い海域

た。

が広がった。6 月は三陸沿岸に平年より高い

親潮面積の月別時系列を図 3 に示す。

海域が現れ、7 月には平年より高い海域が沖

親潮の面積は、2011 年 1 月中旬から 3 月に

合に広がった。8 月は一時的に高い海域は縮

かけて急激に拡大し、3 月には平年よりかな

小したが、9 月は本州東方全域が平年より高

り大きくなった。その後は平年よりも早いペ

くなった。10 月は 9 月下旬に台風第 15 号が

2

三陸沖を通過した影響により、三陸沖から常
磐沖を中心に平年より低い海域が広がった。

４.まとめ
親潮の沿岸寄りの分枝の南限は、1～2 月

日本海北部の海面水温は、1～4 月は平年
並か平年より高く経過し、5～6 月は全般に

は平年並、3 月は平年より北に位置した。沖

平年より低くなった。7 月は平年並になり、

合の分枝の南限は、1～3 月は沿岸寄りの分

8～9 月は平年より高く経過し、10 月は平年

枝よりも 1.5 度程度、南の位置にあった。

並になった。

4 月からは親潮の南限位置とし、 5 月に平年

オホーツク海南部の海面水温は、1 月は平

より北に位置した他は、平年並で経過した。

年より高く、2～4 月は海氷に覆われた。5～

親潮の面積は、1～4 月は平年より大きい、

6 月は平年より低く、7～10 月まで平年より

5 月の上・中旬は平年並、5 月下旬から 10 月

高く経過し、特に 8～9 月は平年より高くな

は平年より小さい状態だった。

った。

津軽暖流の張り出しの東端は、1～2 月、4

図 7 の日本近海の海域別旬平均海面水温

～6 月、8～9 月は平年並、3 月は平年より東

偏差の時系列図(2002 年 1 月～2011 年 10 月)

で、7 月と 10 月には平年より西の位置にあ

をみると、日本海北部(海域 1)、北海道南東

った。

方(海域 2)、本州東方(海域 4)とも 1～6 月ま

黒潮系暖水の北限は、1 月と 10 月には平

で平年より低く経過した。この要因は、1～3

年より南に、2～9 月には平年並の位置にあ

月に冬型の気圧配置の日が多く、4～6 月に

った。

冷涼な高気圧に覆われ、低気圧や前線により

北海道周辺・日本東方海域の海面水温

日照時間が少なかった影響が考えられる。

は、1～6 月は一部の海域を除き平年並か平

7～9 月は、平年並みか平年より高く経過し

年より低かったが、7 月から平年より高い海

た。特に 9 月は全海域で平年より高い海域が

域が広がりはじめた。9 月は全海域で平年よ

広がった。これは、8 月中旬から 9 月上旬に

り高くなり、10 月は平年より 2℃以上高い海

かけて太平洋高気圧に覆われたことや南か

域が解消し、平年より低い海域がみられた。

ら暖かい空気が流入したことが要因と考え
られる。10 月は、9 月下旬に台風第 15 号が
三陸沖を通過したことと上旬に寒気が流入
した影響で、平年より 2℃以上高い海域が解
消し、平年より低い海域がみられた。

図１

北海道周辺・日本東方海域の 100m 深水温図(2011 年 1～4 月)
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図１

北海道周辺・日本東方海域の
100m 深水温図(2011 年 5～10 月)

図２ 親潮の南限位置（月平均）

図３ 海洋同化モデル(MOVE)による親潮面積の月別時系列図
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図４ 津軽暖流の張り出しの東端位置（月平均）

図６

図５ 黒潮系暖水の北限位置（月平均）

北海道周辺・日本東方海域の海面水温偏差図(2011 年 1～10 月)

5

図７ 日本近海 海域別旬平均海面水温偏差の時系列(2002 年 1 月～2011 年 10 月)
平年値は 1985 年から 2010 年の平均値

日本近海海域図
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(単位:℃)

2011 年の海洋観測実施概要
蒲池 信弘（第二管区海上保安本部）

1 二管区海洋速報の概要

(3) 2011 年第 9 号(5 月中旬)～12 号(7 月上旬）

第二管区海上保安本部では、海洋観測機関か

（図 4）

ら取得した海洋データを解析し、二管区海洋速

①北緯 36 度 20～50 分、②塩屋埼南東約 80

報を隔週発行している。

～130 海里付近を東～北東へ、③東経 142 度 0

2011 年第 1 号から海洋情報を見易く提供でき

分付近、又は不明瞭、④トドヶ埼東方約 60 海里

るよう当該速報を刷新した。主な内容とは、海

付近を中心として渦状の流れ、犬吠埼から塩屋

流情報と表面海水温度の分布状況を併せて図示、 埼にかけて北向きの流れ
さらに、沿岸海域の予想した海流を表示した。

(4) 2011 年第 13 号(7 月中旬)～16 号(8 月下旬）

詳細は、海洋観測機関（当庁を含む）が観測し

（図 5）

た海流・水温データ等を基に日々の海況から予

①北緯 36 度 20 分、②塩屋埼南東約 100 海里

想した海流、
及び気象衛星 NOAA の水温データを

付近を東北東へ、③不明瞭、④金華山の沖 130

3 日間合成したものに船舶等から通報された水

海里付近で暖水系の流れ、黒埼からトドヶ埼の

温を用いて補完処理した水温である。

沿岸で南向きの流れ

（図 1）

(5) 2011 年第 17 号(9 月上旬)～20 号(10 月下旬）
（図 6）

2 海洋観測概要

①北緯 36 度 20～40 分、②塩屋埼南東約 90

二管区海洋速報 2011 年第 1 号から第 22 号を

海里付近を北東へ、③東経 143 度 00 分付近、④

基に、2011 年の東北地方太平洋側の海況を分析

金華山の沖で暖水系の流れ、黒埼からトドヶ埼

する。
観測期間は 1 月上旬から 11 月下旬までと

の沿岸で南向きの流れ

なる。なお、分析結果は、①黒潮の北限、②黒

(6) 2011 年第 21 号(11 月上旬)～22 号(11 月下

潮の流軸までの方向、距離及び流向、③津軽暖

旬）
（図 7）

流の尻屋埼東方への張り出し位置、④その他、

①北緯 36 度 30 分、②塩屋埼南東約 90 海里

顕著な流れとした。

付近を北東へ、③東経 143 度 10 分付近、④金華

(1) 2011 年第 1 号(1 月上旬)～4 号(2 月中旬)

山の沖で暖水系の流れ、黒埼からトドヶ埼の沿

（図 2）

岸で南向きの流れ

①北緯 36 度 0～30 分、②塩屋埼南南東～南
東約 80～110 海里付近を東～北東へ、
③東経 141

3 第二管区海上保安本部による海洋観測等の実

度 40 分付近、④金華山南東方沖に南への流れ、

施状況

トドヶ埼沿岸に南への流れ

2011 年に第二管区海上保安本部が実施した

(2) 2011 年第 5 号(2 月下旬)～8 号(5 月上旬)

海洋観測は、震災の影響により 2 月に「尻屋崎

（図 3）

～八戸沖」を実施したのみである。また、常設

①北緯 37 度 0 分、②塩屋埼南東約 70～90 海

験潮所の「竜飛」及び「釜石」において、潮汐

里付近を東～北東へ、③東経 141 度 40 分付近、

観測を実施した。なお、釜石験潮所は、震災に

④トドヶ埼東方約 60 海里付近を中心として渦

より施設が被災し、観測業務を停止していが、

状の流れ、犬吠埼から塩屋埼にかけて北向きの

2012 年度に潮汐観測を再開予定としている。

流れ、トドヶ埼沿岸に南への流れ
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4 本州東方海流観測（尻屋崎～八戸沖）

表面水温分布と 4ｍ層の水温水平分布は似た水

(1) 観測概要

温分布の傾向であった。
（図 12）

下北半島沖の周辺海域は、海難が多く発生す

(e) 水温鉛直断面結果（経度線）

る海域であり、捜索時には海況（海流）把握が

沿岸部（141－40E 線）は、尻屋埼沿岸（St.01）

必要となる。
さらに、
津軽暖流の南下する流れ、

及び八戸沖（St.09）の 200ｍ深付近まで、5～7℃

下北半島を北上する流れ、親潮系冷水の南下す

台であり、六ヶ所村沿岸（St.04、St.05、St.08）

る動きがある複雑な海域であることから、当該

に比べ高い温度分布であった。沖合（142－00E

海域を選定した。なお、本観測前の海況は、津

線）は、200ｍ深付近で沿岸部より低い 1～5℃

軽暖流が東経 141 度 40 分付近まで張り出してお

台の温度分布であった。
（図 13）

り、表面水温 6～7℃台であった。

(3) 観測成果

観測期間は、2011 年 2 月 15 日～16 日、実施

海流及び水温観測結果は、二管区海洋速報

船舶は、八戸保安部所属の巡視船「しもきた」
、

2011 年第 4 号（観測期間は、海流 2011 年 2 月 4

観測項目は、ADCP による海面下約 10、50、100

日～17 日、
及び水温 2011 年 2 月 14 日～16 日。
）

ｍ層の海流連続観測、及び XBT による水温連続

で取りまとめ、海況把握に努めた。
（図 14）

観測（観測点は 10 点。
）とした。
（図 8）
(2) 観測結果
(a) 海流及び水温観測結果（10ｍ層）
海流は、尻屋埼南東方 10 海里から六ヶ所村
南東方 20 海里にかけて、0.4～2.1 ノットの南
南東～南東流、
及び尻屋埼東方 20 海里付近から
六ヶ所村東南東方 30 海里にかけて、0.2～1.7
ノットの南～南東流であった。水温は、1～8℃
台の水温分布であった。
（図 9）
(b) 海流及び水温観測結果（50ｍ層）
海流は、10ｍ層と同様の流れであった。水温
は、10ｍ層と同じ 2～8℃台の水温分布であり、
等温線は 10ｍ層水温に比べ 3～8℃で疎であっ
た。
（図 10）
(c) 海流及び水温観測結果（100ｍ層）
海流は、尻屋埼南東方 10 海里から六ヶ所村
南東方 20 海里にかけて、0.4～2.2 ノットの南
南東～南流、
及び尻屋埼東方 20 海里付近から六
ヶ所村東南東方 30 海里にかけて、0.2～2.7 ノ
ットの南～南南東流であった。水温は、津軽暖
流の広がり（張り出し）の指標水温 6℃を含む、
50ｍ層水温とほぼ同じ 2～7℃台の水温分布で
あった。
（図 11）
(d) 水温分布結果（表面）
4ｍ層水温は、1～8℃台であり、2℃台が占め
る水温分布であった。
同じ水温層でないが、
NOAA

8

海流－水温図

図 1. 二管区海洋速報（2011 年第 22 号）

図 2. 海流-水温図（2011 年第 1～4 号）

図 3. 海流-水温図（2011 年第 5～8 号）
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図 4. 海流-水温図（2011 年第 9～12 号）

図 5. 海流-水温図（2011 年第 13～16 号）

図 6. 海流-水温図（2011 年第 17～20 号）

図 7. 海流-水温図（2011 年第 21～22 号）
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尻尻屋屋埼埼
尻尻屋屋埼埼

六ヶ所村

六ヶ所村

八戸
八戸

図 8. 観測線及び測点図

図 9. 海流図及び水温水平分布図（10ｍ層）

尻尻屋屋埼埼

六ヶ所村

八戸

図 10. 海流図及び水温水平分布図（50ｍ層）

尻尻屋屋埼埼

六ヶ所村

八戸

図 11. 海流図及び水温水平分布図（100ｍ層）
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図 12. 水温水平分布図（4ｍ層）及び NOAA 表面水温分布図（2011/2/16）

① ②

図 13. 水温水平分布図（200ｍ層）及び水温鉛直断面図（①141-40E 線、②142-00E 線）

観測期間 海流：2/4～2/17

図 14. 二管区海洋速報（2011 年第 4 号）
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2011 年東北海区の海況の特徴
伊藤進一・筧茂穂・奥田邦明・清水勇吾・和川拓（東北水研）
関係各機関及び東北区水産研究所の海洋観測

2010 年 8 月に常磐沖で認められた 2010G は、2011

結果を用いて作成した月毎の 100m,200m 深等の水

年 1 月には黒埼沖にあったが、3 月まで南下した

温分布図、
並びに NOAA 衛星の熱赤外画像、
Jason-1、

後、北東方向に移動し、10 月には釧路南東沖に達

2・Envisat 衛星による海面高度観測結果に基づい

した。
7 月に歌津埼はるか沖合で確認された 2011A

た海況の経過の特徴を以下に述べる。ここでは現

は 10 月まで存在した。8 月に金華山沖に認められ

時点で品質管理が終了している 10 月までのデー

た 2011B は、北西に移動した。その他に、9 月に

タのみで経過について発表する。

襟裳岬南東沖で 2010G から分離されて 2011C が発
生した。

１．2011 年の海況の経過（1～10 月まで）

○その他

表面水温

(1) 冷水域が、下北半島東方～鹿島灘にかけて存
在した。

(1)北海道・東北沿岸では 6 月までは低めで推移
し、7 月以降に高めとなった。

親潮域

黒潮域

○親潮第１分枝

(1)房総沖での黒潮離接岸は、1 月接岸で 2 月は平

(1)親潮第１分枝は、１～3 月は平年並みで推移し

年並み、3～4 月まで再び接岸し、5 月は平年並で

たが、4～5 月はやや北偏、6～9 月は北偏と北偏

あった。6 月にやや離岸したものの、7 月接岸、8

傾向が続いた。10 月は南偏に転じた。

月平年並み、9 月やや接岸、10 月接岸と接岸基調

(2)第１分枝に連なる冷水が、5～6 月 2 および 9

であった。

～10 月に存在した。

(2)近海の黒潮の北限位置は、4 月の平年並みを除

○親潮第２分枝

いて、1～10 月までやや南偏～極めて南偏で推移

(1)親潮第２分枝の先端緯度は、2 月に南偏、7 月

した。

にかなり北偏した以外は、平年並で推移した。

混合域

(2)第２分枝に連なる冷水が、1～3 月および 7 月

○黒潮系暖水

に確認された。

(1)近海の北限位置は、1 月平年並みから 2～3 月

津軽暖流域

にやや南偏から南偏になり、4～5 月にやや北偏か

下北半島東方での張り出しは、8 月が極めて弱

ら北偏に転じた。6 月にかなり南偏したものの、7

勢、1、6 月が弱勢、5、7 月がやや弱勢以外は、

～10 月は平年並みに戻った。

平年並で推移した。

○暖水塊

2011 における海況の特徴

2010 年 7 月に襟裳岬南東沖で認められた 2010E

(1)表面水温が低めから高めに転じた。

は、2011 年 1 月には釧路南東沖にあったが、2 月

(2)近海黒潮の北限位置の南偏傾向が継続した。

には色丹島南東沖まで北東に移動し、その後 7 月

(3)親潮第１分枝は北偏傾向が継続した。

まで西方に移動し、釧路南東沖に達し消滅した。
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表．海況の経過①
2011年1月
房総半島
離岸距離

2011年2月

2011年3月
10海里
接岸

2011年4月
20海里
接岸

2011年5月
40海里
平年並み

2011年6月

10海里
接岸

40海里
平年並

60海里
やや離岸

142ﾟ20'Eで35ﾟ
50'N以北
やや南偏

144ﾟEで36ﾟN以北 142ﾟ10'Eで35ﾟ
やや南偏
30'N以北
かなり南偏

143ﾟEで36ﾟ20'N 140ﾟ30'Eで34ﾟ
平年並み
30'N
極めて南偏

143ﾟEで36ﾟN
やや南偏

不明

151ﾟEで35ﾟ20'N 不明

146ﾟEで
35ﾟ40'N

150ﾟ10'Eで37ﾟ
10'N以北

不明

145ﾟ50'Eで
38ﾟN

141ﾟ40'Eで
36ﾟ30'N

145ﾟEで
38ﾟ50'N

144ﾟ50'Eで
39ﾟ20'N

145ﾟEで
37ﾟ20'N

146ﾟ50'Eで38ﾟ
20'N以北

147ﾟ40'Eで
38ﾟ10'N以北

146ﾟEで
39ﾟN以北

148ﾟ40'Eで
39ﾟ20'N以北

159ﾟEで
40ﾟN以北

42ﾟ50'N,147ﾟ
20'E*
39ﾟ10'N,143ﾟ
40'E（10℃）

42ﾟ50'N,147ﾟE* 42ﾟ50'N,147ﾟ
39ﾟ10'N,143ﾟ
20'E*
40'E（8℃）
39ﾟ20'N,143ﾟ
50'E（9℃）

42ﾟ30'N,146ﾟ
40'E*
39ﾟ20'N,143ﾟ
20'E（9℃）

42ﾟ30'N,146ﾟE*
38ﾟ40'N,144ﾟE
（11℃）

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

38ﾟ20'N,142ﾟ
50'E（7℃）

無し

不明

36ﾟ10’N,146ﾟ10’E 38ﾟ30'N,142ﾟ
（7℃）
30'E（6℃）
37ﾟ20’N,142ﾟ50’E
（3℃）
41ﾟ40’N,142ﾟE
（4℃）

無し

143ﾟ30’Eで
41ﾟN以南

143ﾟEで
40ﾟN

142ﾟ30'Eで
39ﾟ40'N

143ﾟ20'Eで
40ﾟ30'N

144ﾟ30'Eで
40ﾟ30'N以南

144ﾟEで
41ﾟ30'N

第１分枝に 無し
潮 連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)

無し

無し

40ﾟN,144ﾟ20'E
（3℃）

41ﾟN,143ﾟE（4℃）

無し

親潮
域 第２分枝
先端緯度

145ﾟ10'Eで
38ﾟ30'N

146ﾟEで
39ﾟ10'N以南

145ﾟEで39ﾟ20'N 146ﾟEで
39ﾟ20'N

146ﾟ10'Eで
39ﾟN以南

無し

無し

黒

近海の
潮 北限
域

沖合の
北限

黒潮系暖水 141ﾟ50'Eで
近海の北限 39ﾟN

黒潮系暖水 146ﾟEで
混 沖合の北限 38ﾟN
暖水塊
中心位置
合 (T１００ＭＡＸ)

41ﾟ30'N,145ﾟ
40'E（5℃）
39ﾟ50'N,144ﾟE
（11℃）

暖水域中心 無し
域 位置
(T１００ＭＡＸ)
暖水舌
(T１００ＭＡＸ)
冷水域
中心位置
(T１００ＭＩＮ)

親潮
第１分枝
親 先端緯度

146ﾟ30’Eで
40ﾟ10'N以南

第２分枝に 38ﾟ40'N,145ﾟ
連なる冷水 30'E（3℃）
(T１００ＭＩＮ)

38ﾟN,145ﾟE（4℃）39ﾟN,146ﾟ50'E
（4℃）

津
軽 下北半島東 141ﾟ40'E*
142ﾟ10'E（7℃） 142ﾟE（7℃）
暖 方での張り
流 出し
(T１００ＭＡＸ)
*表面水温・人工衛星情報による．
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不明

142ﾟ20'E（7℃） 142ﾟ10'E*

142ﾟ10'E（9℃）

表．海況の経過②

房総半島
離岸距離
黒

近海の
潮 北限
域

沖合の
北限

2011年7月
20海里
接岸

2011年9月
30海里
やや接岸

2011年10月
10海里
接岸

143ﾟEで36ﾟ10'N 143ﾟ30'Eで36ﾟ以 143ﾟ30'Eで36ﾟ
やや南偏
北
10'以北
やや南偏
やや南偏

143ﾟ30'Eで36ﾟ
10'以北
やや南偏

148ﾟEで35ﾟ
以北

不明

155ﾟEで36ﾟ20'以 不明
北

141ﾟ40'Eで
39ﾟN

142ﾟEで
39ﾟ40'N

142ﾟEで
40ﾟ20'N

不明

不明

148ﾟEで
40ﾟN以北

148ﾟEで
40ﾟ20'N以北

40ﾟ40'N,144ﾟE
（9℃）
38ﾟ50'N,147ﾟ
20'E（10℃）

40ﾟ40'N,145ﾟE*
39ﾟ20'N,146ﾟE*
38ﾟN,144ﾟ20'E
（9℃）

41ﾟ30'N,146ﾟ
10'E（9℃）
39ﾟ'N,148ﾟE
（9℃）
38ﾟ20'N,143ﾟ
30'E（9℃）

無し

41ﾟ20'N,145ﾟ
30'E（9℃）
40ﾟ40'N,144ﾟ
10'E（6℃）
39ﾟ20'N,148ﾟ
10'E（9℃）
38ﾟN,143ﾟ50'E
（9℃）
無し

無し

無し

無し

無し

37ﾟ50'N,142ﾟ
10'E（8℃）
39ﾟ40'N,143ﾟE
（5℃）

37ﾟ30'N,142ﾟ
20'E（7℃）

37ﾟ20'N,143ﾟE
（9℃）
37ﾟ20'N,144ﾟ
20'E（9℃）

143ﾟ40'Eで
41ﾟ50'N

38ﾟN,142ﾟ20'E
（7℃）
38ﾟ50'N,143ﾟ
10'E（5℃）
40ﾟ10'N,143ﾟ
30'E（5℃）
144ﾟEで
41ﾟ50'N

145ﾟ20'Eで
42ﾟN

143ﾟ10'Eで
39ﾟ30'N

無し

無し

40ﾟN,143ﾟE（3℃）39ﾟ40'N,144ﾟ
41ﾟ40'N,144ﾟE 30'E（4℃）
（3℃）

145ﾟ20'Eで
41ﾟN

不明

145ﾟ10'Eで39ﾟ
40'N

143ﾟ30'Eで
黒潮系暖水 38ﾟ50'N
近海の北限
黒潮系暖水
混 沖合の北限
暖水塊
中心位置
合 (T１００ＭＡＸ)

42ﾟ20'N,145ﾟE
暖水域中心 （5℃）
域 位置
38ﾟ40'N,141ﾟ
(T１００ＭＡＸ)
50'E（11℃）
暖水舌
(T１００ＭＡＸ)
冷水域
中心位置
(T１００ＭＩＮ)

親潮
第１分枝
親 先端緯度
第１分枝に
潮 連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)
親潮
域 第２分枝
先端緯度

2011年8月
40海里
平年並

無し

147ﾟ10'Eで39ﾟ
40'N

145ﾟEで
不明
無し
無し
第２分枝に 38ﾟ40'N
連なる冷水
(T１００ＭＩＮ)
津
142ﾟ40'E（12℃）141ﾟ40'E（14℃）143ﾟ10'E（16℃）143ﾟ10'E（17℃）
軽 下北半島東
暖 方での張り
流 出し
(T１００ＭＡＸ)
*表面水温・人工衛星情報による．
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七ヶ浜町を襲った東日本大震災大津波の水位変動の実態
筧

茂穂（水研セ東北水研）
伝播したと仮定し、津波の伝搬速度（ gH ）
を用いて計算すると、津波の伝搬時間は 80
分と見積もられた。これは観測された最大波
（波高 6.19m 以上）が津波第一波であり、直
達波として伝搬してきたことを示している。
津波襲来時は比較的潮位が低い時期・時間
にあたっていた。仮に大潮の満潮時に大津波
が襲来していれば今回よりも 1.0 m ほど水位
が高く、被害はもっと大きくなっていたと考
えられる。
本研究内容の詳細については筧（2011）を
参照されたい。

1．はじめに
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に宮城県牡鹿
半島沖約 130 km を震源とする最大震度 7、マ
グニチュード 9.0 の巨大地震が発生した。巨
大地震の直後に発生した大津波が、日本の沿
岸域に襲来し、壊滅的な被害をもたらした。
この巨大地震と大津波により、多数の尊い人
命が失われた。
甚大なる被害は巨大地震発生後に襲来した
大津波によるところが大きい。検潮所も津波
の直接被害、あるいはその後の停電の影響を
受け、小名浜以外のデータは数分程度の断片
的なものであり、連続データが得られている
小名浜も 14 日以降の観測は途絶えている。そ
のため、この大津波による水位変動の実態に
ついて不明な点が多い。
大震災の発生前から宮城県宮城郡七ヶ浜町
（Fig. 1）に設置していた波高計を巨大地震
の約 1 ヶ月後に回収し、大津波による水位変
動のデータを得ることができた。
2．結果
3 月 11 日 15 時までは水位偏差と予報潮位
はよく一致していた。15 時 0 分以降、津波の
到来に伴い水位が激しく変動した（Fig. 2）。
津波によると考えられる水位変動は地震発生
5 日後の 3 月 16 日でも認められた。3 月 12
日午後から水位偏差に潮汐周期変動が見られ
るが、その変動は平均海面水位より 0.3 m ほ
ど高い位置で起きていた。
津波による水位変化はまず引き波が観測さ
れ、15 時 50 分に 3.01 m に上昇し、さらにそ
の 10 分後の 16 時 0 分には最大値 5.39 m とな
った。峰と直前の谷の差からこの津波の波高
は 6.19 m 以上と推定された。
3．考察
10 分間隔のデータであるため、津波のピー
クを完全にとらえているわけではないが、岸
壁近くに残った津波の痕跡（地上高約 4m）は、
観測された津波の岸壁からの高さとほぼ一致
した。
震源位置から観測点までの直線上を津波が

Fig. 1

波高計（WH）の設置位置．

Fig. 2

津波による水位変動．

参考文献
筧 茂穂（2011）
：東日本大震災により宮城県
七ヶ浜町を襲った津波の波高計データに
よる解析．海の研究、20、3・4、51-57．
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津波警報の改善について
武田清史（仙台管区気象台）
１．はじめに

た。この津波痕跡調査結果は、大学や研究機関

気象庁では津波による災害の発生が予想さ

などからなる「東北地方太平洋沖地震津波合同

れる場合、地震発生後約3分を目標に津波警報

調査グループ」
（http://www.coastal.jp/ttjt/）の

等を発表している。
「平成23年(2011年)東北地方

調査の一部としても報告され、同グループによ

太平洋沖地震」
（以下、
「東北地方太平洋沖地震」
）

るデータと従来の津波想定を比較すると、今回

では、地震発生の3分後に津波警報（大津波）

の津波は想定をはるかに超える規模の津波であ

を発表したものの、死者・行方不明者2万人近

ったことが指摘されている（例えば、中央防災

くにも及ぶ甚大な人的被害が発生し、そのほと

会議・東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

んどは津波による犠牲であった。気象庁は被害

震・津波対策に関する専門調査会 2011）
。

が甚大であったことを真摯に受け止め、津波警
報の改善の取り組みを進めており、これまでの
概要について説明する。
２．東北地方太平洋沖地震の地震・津波概要
平成23年3月11日14時46分、三陸沖を震源と
するマグニチュード(M)9.0の国内観測史上最大
規模の地震が発生し、宮城県栗原市で震度7、
宮城・福島・茨城・栃木県の37市町村で震度6
強を観測したほか、東日本を中心に北海道から
九州地方にかけての広い範囲で震度6弱～1を
観測した。また、この地震に伴い、沿岸の津波
観測施設の記録では、福島県相馬で高さ9.3m以
上*、宮城県石巻市鮎川で高さ8.6m以上*の非常
に高い津波を観測するなど、東北地方から関東
地方北部の太平洋側を中心に、北海道から沖縄
にかけての広い範囲で津波を観測した（図１）
。
その後、気象庁では3月中旬から4月上旬にかけ、
各地の津波による被害や津波の到達状況（津波
観測施設とその周辺地域）及び地震動による被
害状況について現地調査を実施した。
その結果、
岩手県沿岸では10mを超える津波が到達して
いたことが判明したほか、北海道から四国に至
る太平洋沿岸各地で数mの津波の痕跡を確認し
図１．本震の震度分布（上）と津波観測施設

* 観測施設が津波で被害を受けたためデータを入手で
きない期間があり、この期間内にさらに高くなってい
た可能性がある。

で観測された津波の高さ（下）
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また、地震動による被害も東日本の広範囲に

気象庁は、これらの要因等を検証し、人命を

わたっており、一部で液状化による被害も発生

守る情報として津波警報をどのように改善すべ

していた。

きかを検討するため、有識者や関係防災機関等
から意見をいただく「東北地方太平洋沖地震に

３．東北地方太平洋沖地震での津波警報発表と

よる津波被害を踏まえた津波警報改善に向けた

課題等

勉強会（以下、
「勉強会」
）
」を開催し、各種検討

気象庁は当初地震の規模をM7.9と推定し、こ

を経て、9月12日に津波警報改善の方向性をと

れに基づいて地震発生の3分後に、津波警報第

りまとめた（気象庁 2011）。以下はそこで整

１報（高さ予想は宮城県6m、岩手県・福島県

理された今回の津波警報発表における主要課題

3m）を発表し、直ちに津波の監視を開始した。

とその改善策である。

その後、沖合のGPS波浪計において潮位の急激

(1)地震発生3分後に発表した津波警報第1報で

な上昇がみられたため、地震発生の28分後に津

用いる強震計による地震規模推定が過小評価

波警報の第2報（高さ予想は宮城県10m以上、

→ 迅速な規模推定手法の導入と第1報への

岩手県・福島県6ｍなど）を発表し、以後も津

活用

波の観測状況から津波警報の対象地域の拡大、

(2)第1報で発表した「予想される津波の高さ3

予想される津波の高さの引き上げを実施した

ｍ」が避難の遅れに繋がった例がある

（図２）
。しかし、津波警報の第1報で発表した

→ 津波警報第1報における津波の高さ予想

地震の規模や津波の高さの予想は、実際のそれ

の発表方法の見直し

らを大きく下回るものであり、津波警報の続報

(3) 巨大地震の規模（M）を正確に算出できる

等も停電等により津波被災地の住民等に十分に

広帯域地震計が振り切れて算出できず、また、

は伝わっていなかったことが明らかになってい

沖合津波計のデータを津波警報の更新に活用で

る。

きなかった
→ 強震動まで測定できる広帯域地震計の整
備と活用、沖合津波観測の強化とその利
用技術の開発
(4)「第１波0.2m」等の津波観測情報が、避難
の遅れや中断に繋がったと考えられる
→ 津波観測情報の伝え方、情報文のあり方
の見直し
４．津波警報改善策の対処状況等
気象庁では勉強会でとりまとめられた改善策
のうち、技術的な改善策については、利用可能
なものがあれば直ちに導入し、現行の津波警報
の枠組みでも暫定的な措置として対処している
ほか、
関連する施設整備等を進めている
（図３）
。
一方、情報の伝え方、発表のあり方などにつ
いては、
新たに報道機関や防災情報の専門家等、
防災関係者よりなる「津波警報の発表基準等と
情報文のあり方に関する検討会」を設置して検

図２．本震直後の津波警報の発表経過
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討を進めており、平成24年初めを目途に提言を

推進し、地震・津波に関わる広報周知や防災教

得る予定である。その後、関係機関における検

育支援について関係機関等と連携のうえ従来以

討状況やシステムの改修状況等を踏まえつつ、

上に組織的・積極的に行っていくなど、津波警

平成24年中を目途にこれらの改善策を運用開

報改善に向けて取組んでいるところである。
引き続き、
気象庁の津波警報改善の取り組み、

始することとしている。

津波警報発表業務に皆様のご理解ご協力を賜り
たい。

参考文献
中央防災会議・東北地方太平洋沖地震を教訓と
した地震・津波対策に関する専門調査会，2011，
東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波
対策に関する専門調査会報告 参考図表集，21
気象庁，2011，東北地方太平洋沖地震による津
波被害を踏まえた津波警報の改善の方向性につ
いて

図３．津波警報の技術的改善策の対処状況
なお、その他にも、津波警報の伝達に関して
携帯電話での伝達、すなわち一斉同報メールの
対象とすることについて関係機関と連携しつつ
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サイドスキャンソナーによる東日本大震災後の松島湾海底調査
長尾正之 1・西村 修 2・西村清和 1・佐々木久雄 2・千葉信男 2・鈴木 淳 1
1
（独）産業技術総合研究所 地質情報研究部門、2 東北大学大学院 工学研究科
要旨

日本大震災と大津波で、松島湾の海底生物環境

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災と大津

は大きく変わってしまい、カキ養殖施設の大部

波で被害を受けた松島湾の海底生物環境の回復

分が流出してしまった。

過程を研究するには、海底生物環境の被害実態

この大津波により、大半のアマモ場も流出し

をまず知り、次いで長期追跡調査を行う必要が

てしまった。たとえば、東北区水産研究所(2011)

ある。我々は、小型サイドスキャンソナーを使

は、2011 年 4 月 12 日に松島湾内のヨバワリ崎

用した海底生物環境の調査を実施した。調査は、 地先で潜水調査を行い、10 年以上維持され続け
潜堤（人工リーフ）、カキ養殖施設に囲まれたア

ていたアマモ場が跡形もなくなり、砂泥が広が

マモ場、浦戸諸島寒風沢水道の海底で 5 時間実

る裸地になっていたことを明らかにした。

施した。その結果、潜堤については、上流側だ

東日本大震災と大津波以降の松島湾の海底生

けに土砂が堆積していたことがわかったほか、

物環境の回復過程を研究するには、まず、海底

長軸方向の石積みが曲がっていた。アマモはア

生物環境の被害実態を知る必要がある。そして、

マモ場だった場所から完全に流されていたほか、 その結果に基づいて、長期追跡調査を行う必要
海底上の津波で破壊されたカキ養殖施設の一部

がある。そこで我々は、2011 年 9 月 13 日に、

を可視化することができた。寒風沢水道海底に

松島湾内の海底地形が異なる 3 つの海域で、小

は、紡錘形の溝が形成されていた。このように、

型サイドスキャンソナーを使った海底生物環境

5 時間の調査で異なる 3 箇所の海底生物環境の

の緊急調査を行い、それぞれの海底の震災被害

被害実態を小型サイドスキャンソナーで明らか

実態を明らかにした。

にすることができた。また、小型サイドスキャ

本報告は The 22nd International Offshore

ンソナー等の超音波海底探査装置が、松島湾全

(Ocean) and Polar Engineering Conference

域での海底生物環境の長期追跡調査において、

(ISOPE-2012

極めて有効であろうことがわかった。

Symposium のプロシーディングスに投稿中であ

Rhodes) Tsunami

and

Safety

る（Nagao et al. 投稿中）。
１

はじめに

松島湾(Fig. 1)は、230 の島々（塩竃市

2012） ２

方法

や、平均水深が 3 m と浅いことによるアマモ場
２－１

の広がりのおかげで、海底環境の多様性に富ん

サイドスキャンソナー

だ内湾である。平成 19 年 6 月に宮城県が行った

サイドスキャンソナーは、海洋や湖沼の底に

現地確認（Fig. 1c）に基づいて推定した松島湾

沈んでいる特定物の探索や地形の調査によく利

2

用される（海洋音響学会

のアマモ場面積は 4.9 km で、松島湾全面積 35.3
2

2004, Capone 2007）。

km （国際エメックスセンター 2001）の 14 %を

また、サイドスキャンソナー画像から物体の影

占める。松島湾の環境の多様性により、同湾で

の長さを読み取れば、その物体の高さが推定で

はカキ養殖業や食用海藻等の水産加工業が盛ん

きる。さらに、底質の違いに応じて変化する超

である。しかし、2011 年 3 月 11 日に起きた東

音波の海底反射強度を用いれば、底質判別図を
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作成することもできる（Anderson et al. 2008）。 れていた（Fig. 1b, 1c）
。
本研究では小型サイドスキャンソナー
Imagenex 社の Model 872 “YellowFin”を、鮮

２－３

調査日と潮汐

明な海底画像を得るために使用した(Fig. 2)。

調査は 2011 年 9 月 13 日 9:56 から 15:12 まで

YellowFin の直径は 114 mm、全長は 833 mm であ

の約 5 時間内で行った。この日の潮汐は大潮だ

る。また、重量は、大気中で 5.4 kg、海中で 1.8

った（気象庁 2011）(Fig. 4)。

kg である。
本調査では、サイドスキャンソナーを船体固

２－４

潜水調査によるクロスチェック

定して使用した。一般的にサイドスキャンソナ

公益財団法人日本生命財団環境問題研究助成

ーは曳航方式で使用される。しかし、最大水深

からの支援を受けて、特定非営利活動法人環境

が 4 m しかない浅い松島湾（国際エメックスセ

生態工学研究所は、2011 年 12 月 12 日と 13 日

ンター

2001）で曳航方式を採用した場合、未

に Area A と Area C で潜水士による調査を実施

撤去の海底ガレキにサイドスキャンソナーが衝

した。その調査速報（特定非営利活動法人環境

突する恐れが高かった。そこで、西村ら（2006） 生態工学研究所、私信）を、我々が取得したサ
の方法にならい、支持棒の下端に YelloFin を取

イドスキャンソナー海底画像のクロスチェック

り付け、YellowFin が海面下 50 cm に設置され

に使用した。

るように指示棒を丸廣丸 2011 の舷側に固定し
た(Fig. 3)。YellowFin の周波数、レンジ、レ

３

結果と考察

ンジ分解能は、それぞれ 330 kHz、30 m、3 cm
にそれぞれ設定した。

３－１

Area A：潜堤

本調査では、サイドスキャンソナーデータの

Area A の潜堤では、北側（桂島側）と南側（太

収 録 プ ロ グ ラ ム と し て YellowFin.exe

平洋側）の海底画像の様相が大きく異なってい

(Imagenex Technology Corp. 2011)を使用した。 た。Area A のサイドスキャンソナー画像のモザ
調査測線の設定と操船支援には、地図ソフト「カ

イク図（Fig. 5）において、濃い茶色は、海底

シミール 3D」を使用した（吹田・西村 2005）。

からの超音波反射強度が弱く、柔らかい底質、

SonarWiz5 (Chesapeake Technology Inc.)を、

たとえばシルトや泥に対応すると考えられる。

サイドスキャンソナー画像データのモザイク図

一方で、明るい茶色は、海底からの超音波反射

作成等の後処理に使用した。図の作成の一部に

強度が強く、固い底質、たとえば砂や岩に対応

ArcGIS 10(Esri)を利用した。また、結果と空中

すると考えられる。

写 真 と を 対 比 さ せ る た め に Google Earth

潜堤の北側では、海底は一様ではなく、超音

(Google Inc.)を使用した。

波反射強度が非常に弱い場所が多かった。これ
らの場所は、非常に柔らかい底質か起伏による

２－２

調査水域

超音波の影を示している。一様でない海底は、

様相が異なる三つの海底地形を調査した(Fig. 推定された潜堤の天端の縁から 20 m まで上流側
1b)。それぞれ、桂島離岸堤（以降、潜堤と呼ぶ） に広がっていた（Fig. 6b）。おそらく、津波到
（Area A）、カキ養殖施設に囲まれたアマモ場

達時に潜堤の南側と北側で大きな水位差が生じ

(Area B)、浦戸諸島寒風沢水道(Area C)である。

て強い流れを起こし、北側の潜堤法面上の堆積

なお、津波被災以前には、褐藻の一種のアカモ

物を洗い流し、その後の津波引き波が堆積物を

ク(Sargassum horneri)（中庭正人 2008）が、

再移動させたためと考えられた。Area A での潜

Area A の潜堤とその周囲に自生していたと言わ

水調査速報（特定非営利活動法人環境生態工学
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私信）は、この推測と矛盾しなかった。

とを比較した結果、Fig. 7b のモザイク図で明

潜水調査速報によると、潜堤法面の縁から北に

るい茶色で示されている強い超音波反射強度

研究所

20 m までの距離の間に多数の巨石が確認され、 を持つ場所が海底上のがれきであることがわ
これらはおそらく潜堤の基礎を構成していた捨

かった。たとえば Fig. 7b の中の一つのがれき

石が津波で流されたためではないかと報告され

（Fig. 9）は、津波で破壊されたカキひびの残

ている。

骸だった。

この北側の津波被害とは対照的に、南側の海

さらに、松島湾の別の海底でサイドスキャン

底は比較的滑らかに見えた。ただし、南側では

ソナー画像を取得し、超音波海底反射強度によ

複数の細長いひびが潜堤長軸に平行に伸びてい

りアマモ場を識別する方法（例えば、谷本・星

た。松島湾に隣接する塩竃市では、大津波到達

加 2003, Anderson et al. 2008）を、それら

前に震度６強の強い地震が観測されていた。し

の画像に適応できるなら、津波から生き延びた

たがって、潜堤南側のこれら多数のひびは、地

アマモ場を今後発見できる可能性がある。

震による地盤の液状化等で生じたのではないか
３－３

と考えられた。

寒風沢水道

一方で、潜堤周囲には、濃い茶色の弱い超音

寒風沢水道（Area C）のサイドスキャンソナ

波反射強度を持つ場所がまだら模様に存在して

ー画像モザイク図（Fig. 10）によると、長さ

いる(Fig. 5b)。これらの場所はおそらくシルト

187 m の細長い紡錘形の影が認められた（Fig.

や泥であり、津波により輸送されたと考えられ

10b）。この影は、細長い丘、または切れ込んだ

た。弱い反射強度を持つ場所が不均一に存在し

溝を示している可能性がある。もし丘だった場

ていることは、津波による水平流が一様ではな

合、SonarWiz 5 によると、丘の最大高さは 1.2 m

かったことを示唆する。また、モザイク図を潜

と推定された。しかし、潜水調査速報（特定非

堤近傍に関して拡大表示すると(Fig. 6)、石積

営利活動法人環境生態工学研究所

みが曲がっていることがわかった。これも恐ら

Fig. 10b が示す場所には堆積物やがれきが無か

く津波によるものと推定された。

ったと報告していた。したがって、Fig. 10b に

私信）は、

映る細長い紡錘形の影は、切れ込んだ溝と考え
３－２

Area B：カキ養殖施設に囲まれた

られた。我々は、このトレンチが津波が原因で

アマモ場

生じたものか、津波到達前から存在していた自
然地形かを確認する必要がある。

アマモ場（Area B）のサイドスキャンソナー
画像のモザイク図（Fig. b）によると、シルト

４

か泥に対応する弱い海底反射強度を持つ海底

まとめ

（図中では濃い茶色で表示）が広がっているた

2011 年東日本大震災と大津波による松島湾

め、調査範囲では大半のアマモは津波で流され

海底の被害実態を明らかにするために、サイド

てしまったと考えられた。

スキャンソナーによる調査を 2011 年 9 月 13 日
に行った。その結果、一部が崩壊した潜堤の被

サイドスキャンソナー画像から底質判別図
を作成することができる（例えば、Anderson et

害実態、ほぼ完全にアマモが流出したアマモ場、

al. 2008）。一例として、SonarWiz 5 で作成し

津波で破壊されたカキ養殖施設の一部、そして

た６分類の底質判別図を Fig. 8 に示す。Fig. 8

水道内の紡錘形の切れ込んだ溝が確認された。

により、海底上の特異的な場所を識別すること

我々は、今回の大震災と津波で大きな被害を

ができる。Fig. 8 で判別された特異的な場所と、 受けた松島湾の海底生物環境を回復させるため
2011 年 4 月 6 日に撮影された空中写真（Fig. 7a） には、長期追跡調査を行う必要があると考えて
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Fig. 1 a. 東北地方と松島湾の位置. b. サイドスキャンソナー調査を行った３つのエリア：
Area A. 潜堤, Area B. カキ養殖施設に囲まれたアマモ場、Area C. 寒風沢水道（浦戸諸
島）. 空中写真は Google Earth (Google Inc.)より。 c. アマモ場とアカモク場の分布域（出
典：2007 年 6 月 18 日と 19 日に宮城県が行った現地確認調査） (Nagao et al. 投稿中) 。

Fig. 2 小 型 サ イ ド ス キ ャ ン ソ ナ ー
Imagenex Model 872 “YellowFin”
Fig. 3 指示棒を使って丸廣丸 2011 に舷

(Imagenex Technology Corp., 2011)。

側固定された YellowFin (Nagao et al.
投稿中)。
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Fig. 4 2011 年 9 月 13 日の塩釜港の天文潮位（気象庁
2011）。影を付けた時間帯（約 5 時間）にサイドスキャ
ンソナー調査を行った。天文潮位の基準面は潮位観測基
準面（D. L.）である（Nagao et al. 投稿中）。

b

a

200m

Shadow of the
submerged
breakwater

200m

Fig. 5 a. Area A の空中写真に映る潜堤の影（撮影日：2011 年 4 月 6 日。出典： Google Earth).
b. サイドスキャンソナー画像のモザイク図。赤十字は Fig. 5a の潜堤の影から推定した潜堤天
端の四隅を表す（Nagao et al. 投稿中）。
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Fig. 6 モザイク図（Fig. 5b）の潜堤付近の拡大図。 a. 潜堤周辺部。赤十字は Fig. 5a の潜
堤の影から推定した潜堤天端の四隅を表す。 b. Fig. 6a の青点線枠内の拡大図。赤点線は
推定された潜堤天端の縁の位置を示す（Nagao et al. 投稿中）。
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a

b

200m

200m

Fig. 7 a. Area B の空中写真（撮影日：2011 年 4 月 6 日。出典：Google Earth）。破壊されたカ
キ養殖施設の位置をはっきりさせるため、元の空中写真に強調フィルターをかけた。b. Fig. 7a
と同じ空中写真にサイドスキャンソナー画像モザイク図を合成したもの。赤点線枠は Fig. 8 で
拡大表示されている領域を示す（Nagao et al. 投稿中）。

Fig. 8 Fig. 7b のモザイク図と SonarWiz 5 に

Fig. 9 Fig. 7b の赤点線枠内の拡大図。空中写

よ る Area B の ６ 分 類 底 質 判 別 図 の 例

真（Fig. 7a）と底質判別図（Fig. 8）を比較

（Nagao et al. 投稿中）
。

した結果、この物体は津波で破壊されたカキ
養殖施設の一部であると考えられた（Nagao
et al. 投稿中）。
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a

100m

b

Fig. 10 a. Area C のサイドスキャンソナー画像モザイク図と空中写真（撮影日：2011 年 4 月 6
日。出典：Google Earth）との合成図。b. Fig. 10a の赤破線枠内の拡大図。細長い紡錘形の影
の長さは 187 m（Nagao et al. 投稿中）。
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福島第一原子力発電所沖の水温、塩分、海流観測結果
土居七奈美（海上自衛隊 海洋業務群司令部）
海上自衛隊海洋業務群司令部の土居七奈美様か

②水温・塩分構造から、観測海域の南側上層に黒

ら、東日本大震災後の海上自衛隊の救助活動につ

潮が存在し、6 日には南下。南東の水深 400m 以深

いて紹介がありました。震災直後に、海上自衛隊

では親潮水が湧昇し、6 日に点 13 の表層で低温・

から艦艇 60 隻、
航空機約 20 機以上、
人員約 16,000

低塩分化を確認した。

名の災害救助派遣があったことが報告されました。

③点 A、B の表層では、0.2～0.4m/s 程度の南への

被災地の一員として、厚く御礼申し上げます。

流向が卓越していた。6 日から 7 日にかけて点 B

また、2011 年 5 月に福島第一原子力発電所沖で

の表層で低温・低塩分化、北への流向を確認した

実施した貴重な観測結果についての報告がありま

ことから南東から親潮水が流入した。

したが、幹事担当機関である東北区水産研究所の

④以上の解析結果と、海中放射性物質のモニタリ

担当者が原稿を紛失し、また報告者は異動のため、

ングの状況を合わせて考察した結果、放射性物質

すべての資料を消去したため、原稿を復活するこ

が宮城県沿岸で活動している海上自衛隊員に与え

とができませんでした。幹事担当機関の不手際を

る影響は小さいと考える。

深くお詫び致します。かわりに発表の中で示され

⑤この観測データは他の海洋機関に提供し、シミ

たまとめの部分をここに掲載します。

ュレーション評価やモデルの同化等にも貢献した。

①2011 年 5 月上旬に福島第一原発沖約 30NM 付近
において、「わかさ」が観測したデータを基に水

文責 伊藤進一（東北区水産研究所）

温・塩分構造、流れを把握した。
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核物質汚染が水産系フードシステムに与える
被害構造と海洋観測の役割
山下成治（北大院水）
門情報を順序立てて「衆知化」すれば良いか

１．はじめに

について試論した。

東日本大震災は，巨大地震と津波による直
接的被害の他，福島原子力発電所のクラス７

本稿は，いわゆる大衆トレンドを社会科学

の大事故を引き起こし，沿岸被災地の漁業生

的方法で記述するため，根拠情報が明確な他

産に量的質的に壊滅的な被害をもたらした。

の科学的論考とは論述形式が異なる。読者に

この事故は我が国の水産業に，食の安全と

大きな違和感を生じさせる危惧はあるが，海

安心に関わる永続的かつ大きな不安材料を与

の国難に対応する「調査研究の出力」の在り

えているが，その影響範囲や抜本的対応策の

方を定める一助になれば幸甚である。

包括的枠組みについての統一的見解は，被災
後ほぼ一年が経つ現在においても衆知されて

２．考慮期間と参照資料

いるとは言い難い。

我が国が近年直面した津波被害とその復興

一方，現在の一般市民が知り得る核汚染に

の事例は，1993 年の单西沖地震の奥尻町（島）

関する情報は，TV や雑誌およびインターネッ

に求めることができる。

トを通じて配信される多種雑多なものが主で

同町の災害記録資料とヒアリング調査によ

ある。しかしながら，これらの情報に基づく

れば，大規模被災の発生した奥尻島青苗地区

一般消費者の水産物の購買行動は，その的確

では被災後直ちに災害復旧事業と青苗・稲穂

性の如何を問わず，被災地だけでなく我が国

小学校の校舎改築事業が開始され，翌年には

の水産業一般に極めて大きなインパクトを与

漁業集落環境事業に着手していたことがわか

える脅威となっている。筆者は社会科学的立

る。また，国・道庁・漁業系統団体の迅速な

場で漁村振興に関わっているが，事実，3.11

支援によって，被災１年後には小型漁船を主

以降，汚染被害から遠い北海道の多くの漁業

とする漁業生産力はほぼ回復していた。しか

地域においてさえ，営漁に及ぶ今後の核物質

しながら，新たな津波防災計画に連動した避

被害がどの時期どの範囲に顕れるかの「不安」

難構造物の人工地盤を備えた漁港施設の建設

が多数寄せられている。当該問題に対処して

にはその後５年程度を要し，水産加工関連の

いる行政機関や教育研究機関においても，こ

復旧は未だ被災前の水準に達していない。

のような「海の国難」に対する市民感情や的

この事例に倣い，本論考の対象期間は，被

確な情報提供への希求を無視することはでき

災地の漁船・漁具などの漁業生産力が復帰する

ないだろう。

半年～１年後までの「短期」
，漁港や陸上施設お

本稿では，海洋や陸水圏に大量かつ長期間

よび道路網などが整い魚介類の物流チェインが

に渡って核汚染物質が流下する現状における

回復する１年～２年後までの
「中期」
，
それ以降，

水産物に対する一般市民の感覚と購買行動の

原発汚染物質の海洋流下が収まるまでの期間を

1

特徴を概括し，リバース・イノベーション の

「長期」とした場合の，中・長期に属する事象

立場から，どのような対処スキームで当該専

とした。
参照した資料は，本論の目的に沿うために，

1

市場における顧客ニーズに基づく「技術革新」
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一般大衆が用いる情報源とし，キーワード検

にエルヴィン・シュレーディンガーが用いた

索が可能なネット情報・各種新聞社の電子ネ

パラドックス「シュレーディンガーの猫」6と

ット版および印刷版・大衆雑誌，および被災

同じ不確定性原理に基づく事象となる。国内

日から 5 月中旬までの農村計画学会（建築学

外の一般市民が納得する魚介類に対する国際

会ブランチ）
，地方自治経営学会（総務省系議

的な検査・検定方法とその基準が確定しない

員学会）
，水産学系学会（水産学会，水産工学

現在，国難の発端である核物質の崩壊現象に

学会，水産海洋学会）の活動情報と各学会系

共通したメカニズムが質を変えて農水産物に

の大震災対応メーリングリスト情報を用いた。 も潜むことになる。
従来の食品検査の概念には，このような「危

また，生産地の現状は北海道開発局水産課が
2

主導する「北海道マリンビジョン 21」 の地

害の不確定性」を想定した検査方法や評価方

域メンバーや各沿岸漁業者に対するヒアリン

法は，当然含まれていない。我が国の漁獲物

グから得た。原文の一部は，季刊誌 BioPhilia

が国内外の消費者の安心感を獲得することに

3

4

速報版 およびその Vol.2 電子版 に掲載して

より，平時の消費水準まで回復できるか否か，

いる。

また，その後に引き続く本論で示す社会的な
困難の発生を防げるか否かは，この「シュレ

３．根本的課題

ーデインガーの魚」状態を適時的対策により

はじめに，今般の海洋の核物質汚染が引き

必要十分に阻止できるかに深く関わっている。

起こしている根本的かつ解消が困難な課題を，

一方，人為的行為による環境と食の汚染は，

述べておく。手段を問わなければ海洋へ流下

古くは足尾銅山の鉱毒事件や水俣・新潟で起

した汚染物質はモニタリングできるが，
「魚介

きたチッソ水俣病訴訟に先例を見ることがで

類の汚染状態は確率的にしか確定できない」

きる。これらの「事件」は，限定された地域・

ということである。

水域に生じた食環境の汚染が周辺住民に重篤

漁業では漁期毎に多種多量の魚が水揚げさ

な健康危害を与えたものである。水俣病は

れる。既に「食品中の放射能濃度の検査結果

1956 年に認定されたものの，その関連訴訟は

5

（水産物）
」 が公表されているが，魚の危害

現在も引き続き行われている。7多数の被害者

物質検査では，一部の大型魚を除き，ＢＳＥ

を生み出し，社会的倫理問題にまで発展した

対策のような全数検査は実質上不可能である。 この問題は，現在も国際的な注目と関心
このため，現在の検査技術や法制度下では食

(Minamata disease）を引き寄せている。しか

卓に上る切り身ひとつ，魚一匹の危害性を検

しながら，今般の核物質汚染に起因する水界

証することはできないことになる。

の環境と魚介類に対する汚染危害は，これら

また，魚介類の汚染度は漁獲物の抜き取り

の危害対処として行った湾内漁場の閉鎖や漁

サンプリングによって判定せざるを得ないこ

獲物の全量買い上げ，および市場流通の禁止

とから，巨視的に観ると全漁獲物は「汚染の

措置などが通用しない，広域的かつ長期的規

有る状態と無い状態が重なり合っている」こ

模で生じることになる。さらに，その「賠償

とになる。
「観測すれば汚染の有無が確率的に

と救済」についての取り組みは，陸域におけ

現れる」というこの状態は，量子力学の説明

る各種の賠償・補償に対する対策に比して，
ほとんど行われていない現状にある。

2 http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_gyoko/mv21_about.html
3 『災害対策：科学者からの提言-東日本大震災にみるケース-』

6例えば,http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/kasetsu/subject

4 http://biophilia.jp/journal/biophilia-26.html
5 http://jp.newsconc.com/saigai/becquerel.html

7

/sub13.htm など
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最高裁判決は 2004 年に結審

海外を含む一般市民の水産物摂食による内部

４. 課題構造
図 1 に，核物質汚染がもたらす海洋環境か

被爆への潜在的不安の醸成に繋がっていく。

ら水産物供給に連なる社会システム要素の応

現在のように危害基準，および本連絡協議会

答関係を構造化して示した。本論考はこのス

や水産庁が取り組んでいる真摯かつタイムリ

キームに基づいており，図中の「潜在的購買

ーな施策が「公知」されない場合，この不安

力」の要素には，国外の市場を含む消費層も

は，最終的には消費行動に対する大きな制限

含まれている。

力となって発現する。

福島第１原発から気圏に排出された核物質

このような一連の動きは，やがて生産者に

は陸域に堆積し，やがては河川水・伏流水を

還元される。津波で逸失した漁場の回復や漁

通じて海洋に流下する。原発敷地内から直接，

獲能力の再獲得のために，現在，多くの生産

海洋に流れ出した核物質の総量と汚染範囲に

者は多額の借財をしているが，この借財は漁

ついての確定的な公式報告は現在見当たらず， 獲物の販売対価でしか補えない。このため，
漁獲物の安全・安心が末端消費者に保証でき

海外ではこの状態に対し非常に大きな汚染物
8

質の流下を報告 している。このように，関連

ない状況のままであると，漁獲高によらず漁

情報が国内では閉塞され，海外では「推測値」

家経営や水産加工場の経営が逼迫することに

が速報9されている状況は，原発事故当初に酷

なる。現時点で，これらの広範囲かつ「間接

似している。

的な被害」は，原発起源の事故賠償には盛り

図に戻るが，各種の汚染物質は海洋環境に

込まれていないことから，原発事故に起因す

加入し，これが生態系に取り込まれ，汚染海

る中長期的な水産物離れが生じた場合，多く

域に棲息していた魚介類によって移送される。 の漁家が廃業に追い込まれる悲劇的シナリオ
さらに，何らかの生体内蓄積や濃縮のある魚

が顕れてくる危険性も捨て去れない。さらに，

介類は長期間の回遊などによって各種漁業の

TPP に代表されるグローバル化の趨勢，国際

漁場で漁獲される。しかしながら，その海域

経済の動向に基づく円高基調は，海外産魚介

別魚種別の汚染物質の濃縮度や漁場形成のメ

類に対する国内産魚介類の競争力を比較的に

カニズムは，危害防止に必要となる精度に比

低下させている。このような社会情勢の下で，

して，
「予報できない」
と断言して良いだろう。

被災前の 2008 年に戦略骨子が築かれた経産

これらの漁場の汚染物質や魚介類のサンプ

省主導の『ジャパンブランド戦略』11は，こ

リング検査を実施しても，先に述べた不確定

と水産物に関して，どの程度の威力を発揮で

性がある限り，図のフードシステム（市場流

きるか疑問の残るところである。

通システム）に入り込む汚染魚を取り除くこ
とは困難である。さらに，完全なトレーサビ

５.リバース・イノベーションに基づく対処策

リティや CoC 認証10による「個体追跡」が確

以上の分析に基づくと，水産系学会や行政

証されていない現在の複雑な構造を持った市

研究機関が主導する海洋汚染のセンシングと

場システムにおいては，意図的・非意図的な

魚介類の川上側でのモニタリングによる消費

川下側への汚染魚の分配が起こり得る。

者の安全・安心の保証対策は，危害対処にお

この物質的な危害伝搬の状態は，一方では，

ける「必要条件」を確保するための政策であ
ることがわかる。

8 例えば，http://sorakuma.com/2011/10/31/5080 など
9 http://sirocco.omp.obs-mip.fr/outils/Symphonie/Produits

11 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents.../

/Japan/SymphoniePreviJapan.htm など

siryou4.pdf.農水省は 2011 年 11 月にこの素案を再編した
と思われる輸出戦略案を提示した。

10 http://www.aiec-net.co.jp/msc/about.html など
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再度，現在とられている対策の手順を表す

S5 の段階から始めても良いが，その効果の適

と以下のようになるだろう。

否判定は，あくまでも上位の S1 から派生する

(S1)海面の核汚染の有無の確認

ことになる。

（シミュレーションとモニタリング）

汚染魚の排除対策（プロジェクト）に含ま

(S2)漁獲物の安全性の確認

れる個別プログラムの優先順位と構成はこの

（上荷物のサンプリング調査）

順になるべきで，もし先に海洋モニタリング

(S3)水産物の安全確保

で漁場の「核汚染の程度」が定量的に検査さ

（ＭＳＣやＣＯＣによる保証）

れても，安全性に不確実性が伴った魚介類は

(S4)市場での安心感の醸成

市場の安心感にはつながらず，市場から閉め

この思考過程は，１）どの核汚染物質が，

出されることになる。さらに，このように規

どの期間・どの場所に・どのように停留して

定された検査システムのプロセスから一匹で

いるかを知れば，２）それがどの魚種にどの

も汚染魚が報告された場合，既に他の食品被

程度溜まるか判定でき，３）汚染対象魚種の

害で経験してきたように，全ての漁獲物の市

漁獲規制や出荷制限によって汚染魚の摂取が

場価値が失われると共に，検査システムその

防止できる，というシナリオに基づいている。

ものの信憑性が限りなく損なわれてしまう。

本件の対策に充てられる人的時間的資源が僅

この時点で「風評被害」は，市場流通におい

尐で，かつ既存の組織の調査能力を最大限に

ては，完全な「実害」と化す。

活かすためには，現在の方法論は順当で十分

しかしながら，海洋と水産の研究者にとっ

なものである。

て，これらの社会経済系の検討を要する複雑

一方，このシナリオを逆に解釈してみると，

な施策を全てにわたって立案・実施すること

「汚染した漁場を特定できなければ，危害魚

は実質上困難である。この意味で，関係する

種を特定できず，その出荷規制もできない」

他分野との連携をコントロールできる「危害

ことになる。これでは魚の安全性を即座に担

対策システム」を組織的に構築し，調査・研

保することはできない。消費者ニーズに則し

究全体を統括して対処する以外に方法はない

た場合，顧客が要求する水産物のニーズに直

だろう。

結する要素から重みづけた順番で対策を施こ
すことこそが肝要である。その課題解消に資

６．まとめ

する手順は以下のようになるだろう。

多くの漁業被災地の復興方針が固まり，水

（S1)汚染物質の摂食による被害防止（原因

産物の安全基準の提出の必要性についての認

効果の発現・検査内容）が頂上事象則ち達

識も同時に高まってきている。

成目的にあり，この目的を達成するために，
（S2)流通上の危害排除（定量的評価指標に基

昨年，函館で開催された水産海洋学会にお
いて牧野はこの問題を「フードシステムへの

づく検査実施方法）が続き，次いで，

対応」として，以上の論考と同様の必要性を

（S3）S2 のための危害魚種の混入抑制（フー

示している。本課題の解消には，牧野の論考

ドチェイン上での検査方法と，漁獲種類別

や本論で示した明確なシステムパターンで表

の漁獲許容適期と漁場の特定）
，さらに

現された問題の構造化が必要であり，対策に

（S4）S3 を定めるために必要な海洋モニタリ

当たる個々の研究者の目的意識や達成目標を
明確化して共有することも必要である。

ング，最後に
（S5）S4 を定めるためのシミュレーション.

それぞれの分野の調査研究の成果を有機的

が合目的的性に合致した流れである。対策は

に結びつけ，国内外の一般消費者の水産物・
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状況に触れることができた。

水産業に対する安全・安心を醸成することこ
そが，海の国難から脱するための「短期」の

漁業現場で呻吟している漁業関係者に代わ

今，に要求されている方略であろう。

り，大いに勇気づけられたことを感謝する。

末文になるが，本研究連絡会に参加し，多
くのメンバーの真摯な努力と優れた研究進捗

図１. 核汚染による環境―社会システム要素間の応答

放射性物質

水塊移動
（魚群移動）

（汚染源からの
直接加入）

（非汚染魚/汚染魚）

海洋環境

生態系

水揚げ魚種
別漁獲量

魚種別漁場

（フードチェインによる
間接加入）

漁業生産力
漁獲種類

（核種別生物固定量）

被爆危害

（利益・投資）

フードシステム
潜在的
購買力

（非汚染魚）

購買行動

市場分配
（検査）

価値交換過程
（顕在選好）

混載
（潜在的汚染魚）

1
（汚染魚）→システムからの除去方法は不明
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仙台湾における東日本大震災後の海洋環境
伊藤進一・筧 茂穂・清水勇吾・和川 拓・齊藤宏明・桑田 晃・田所和明・
岡崎雄二・坂見知子・成松庸二・栗田 豊・玉手 剛・神山孝史（東北水研）・
八木 宏・杉松宏一（水工研）・上原伸二（日水研）・
田中博之・藤井一則（瀬戸内水研）・
藤本 賢・帰山秀樹・小埜恒夫（中央水研）・佐伯光広（宮城水セ）
震災対応漁場環境保全グループ
く変化することが危惧された。特に、栄養塩が

１．はじめに

東北地方太平洋沖地震によって甚大な被害

大量に供給されたことにより、大規模な赤潮が

を被った東北地方の水産業の復興を支援する目

発生し、ノリの色落ち、大規模な貝毒などの発

的で、水産総合研究センターでは「水産業復興・

生も危惧された。赤潮が発生すると、赤潮原因

再生のための調査研究開発推進本部」ならびに

プランクトンが海底に沈降し、貧酸素水塊が発

「現地推進本部」を設置した。
「現地推進本部」

生する可能性も危惧された
（図１）
。
この他にも、

の中に対策チームとして情報収集・管理、漁場

藻場等生育場破壊による魚類加入率の低下、堆

環境・保全、増養殖・沿岸漁業、沖合資源・漁

積物移動による漁場の消失・移動等なども危惧

海況、宮古復興、さけますふ化放流、食品加工、

され、これら様々な影響が起きることを想定し

漁村・流通、漁港・施設整備の９つのチームを

て観測計画を立てることにした。

組織し、水産業復興に向けての具体的な検討に
２．観測計画

入った。
漁場環境・保全チームでは、津波によって未

仙台湾を対象に漁場環境調査を繰り返し実施

曾有の被害を受けた水産業者が、水産業を再開

し、生物生産が盛んで有機物の分解が進む高水

した際に、再び不利益を受けるリスクを少しで

温期から水温降下期にかけての環境変化を捉え

も減らすために、震災後の漁場環境に関する情

る計画を立てた。観測項目としては、係留系に

報の収集と提供が重要であると判断し、実行計

よる流動、水質の連続観測、船舶 CTD 観測、

画を立てた。その議論の中で、東北区水産研究

栄養塩、クロロフィル、溶存酸素、有機物濃度、

所の地先である仙台湾を対象とした東日本大震

油分、細菌叢、底質、有機物、放射性物質等の

災による津波の漁場環境および漁業生産への影

観測を設定し、環境変化を総合的に把握できる

響調査を実施することとなった。

ようにするとともに、震災によって変質した可

仙台湾は、開放的な海岸が続き、小型船舶を

能性のある生態系構造を同位体分析で把握する

用いた多様な漁業が行われている。
北部海域は、

ことを計画した。実際には、図２のように仙台

ノリやカキの養殖が主体であり、南部海域は小

湾を横断する測線と岸に沿って縦断する測線を

型底曳網・刺し網などの漁船漁業が主体となっ

設定し、その交点に係留系を設置した。また、

ている。東日本大震災による津波の襲来は、漁

4 点の総合調査観測点を設定し、水質の他に魚

船や漁港に壊滅的な被害を及ぼしただけではな

類、ベントス等の生物相の把握と、同位体分析

く、沿岸地形を変化させ、陸域から大量の陸上

による生態系構造の把握を目指した。船舶観測

物質（栄養塩、油分、農薬、土砂、瓦礫等）が

は、表１の通り 6 回実施した。

流出し、これらの物質によって漁場環境が大き
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高いところで有機物が多いことが確認されたが、

３．結果

有機物の多いところで細菌数が多い関係は崩れ

仙台湾の夏季の物理環境については、係留系

ていた。

データおよび船舶観測よって、仙台湾の詳細な
海洋構造、海洋環境を把握することができた。

４．考察

仙台湾では、沿岸側に河川水由来の低塩分水が
あり、沖合の高塩分水と顕著な塩分前線を形成

このように予想に反して、窒素系栄養塩が欠

していること、沿岸側では表層 10 m 付近に躍

乏し、赤潮も発生せず、貧酸素水塊も発生しな

層が形成され、その躍層上部に河川由来の低塩

かった原因を考察するため、湾内と湾外の海水

分水が存在することが観測から明らかとなった。

交換を調べた。海水交換はエスチャリー循環を

また、低塩分水側の中層で溶存酸素極大が形成

仮定し考察した。仙台湾には、旧北上川、鳴瀬

され、海底付近で chlorophyll-a 極大が形成さ

川（吉田川を含む）
、名取川、阿武隈川の 4 水

れ、沖合の亜表層 chlorophyll-a 極大に繋がっ

系の一級河川が流入している。一級河川の河川

た構造をしていることがわかった。さらに、河

流量は、通常 2 年程度遅れて国土交通省から公

川由来の低塩分水と沖合由来の高塩分水の間に

開されるため、2011 年の値は現時点では公表さ

できる塩分前線が、潮流で岸沖方向に移動して

れていない。一方、水位については速報値があ

おり、その移動に半日周潮が影響していること

るため、水位－流量曲線を過去の両者のデータ

がわかった。また、それ以外に流速場に慣性振

を用いて求めた。旧北上川の和渕、吉田川の粕

動が卓越する期間も確認された。

川においては 2008 年のデータを、鳴瀬川の竹

係留系で観測した底層の溶存酸素濃度は、7

谷、名取川の閖上、阿武隈川の岩沼においては

月上旬の台風 6 号の通過後に飽和度 100 %近く

2009 年のデータを用いて水位－流量曲線を求

まで一時上昇し、その後 8 月上旬～9 月上旬に

め、この式をもとに 2011 年の流量を水位速報

溶存酸素濃度が低下したが、最低でも飽和度

値から求めた。このようにして求めた一級河川

40 %以上で、貧酸素にまでは至らなかった。仙

の合計流量は、6 月下旬の停滞前線、7 月下旬

台湾内の縦断面、横断面観測においても、大規

の台風 6 号、7 月下旬の停滞前線、9 月上旬の

模な貧酸素水塊の発生は確認されなかった。

台風 12 号の通過に対応して、
極大を示したが、

また、係留系によって観測された表層の

平年と比較して特に多い流量は示さなかった。

chlorophyll-a は、8 月末に極大値を示した。縦

8 月 5 日と 8 月 24 日に行った縦断面の観測

断面、横断面の観測から、栄養塩は 6 月の段階

では、浅海域の表層以外は塩分分布の変化が少

で窒素系栄養塩が律速になっており、

なかった。また、河川流量も平水時の値であっ

chlorophyll-a は 6～7 月は大きな変化はなく、8

た。これらのことから、定常状態を仮定して、

月から増大した。2010 年は 6 月から 8 月にか

塩分前線の岸側上・下層、沖側上・下層の 4 つ

けて、chlorophyll-a は減少したが、2011 年は

のボックス間での交換流量を、エスチャリー循

違った変動を示した。これが、陸域からの栄養

環を仮定して、水、塩分収支から求めた。その

塩供給に起因するものなのかどうかは定かでは

結果、仙台湾の交換時間スケールは 40 日程度

ない。また、目視観察においても、小規模な赤

であり、調査開始時には既に多くの物質が湾外

潮が 6 月に目視されたものの（図３）
、それ以

に流出していた可能性が大きいことがわかった。

外は確認できなかった。

また、津波の発生以降、夏季を中心に、台風や

油分についても、濃度は低いことが確認され

停滞前線による出水と攪拌が繰り返され、上記

た。その他、一部、津波によって海底土が移動

の交換時間より速い時間スケールで外海との海

した状態が確認された（図４）
。また、泥分率の

水交換が行われていることが推測された。この
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ため、
津波によって陸上から供給された物質は、

海大学の藤田知則様、久保田朱音様、篠幸良様

比較的速やかに湾外への流出したことが推測さ

他、多くの方々に乗船して頂き、調査に協力し

れた。

て頂いたことに感謝する。また、若鷹丸の船長
を始め乗組員の方々には、緊急事態ということ
で計画の度々の変更、過密な調査スケジュール

謝辞

の中、観測を遂行して頂いたことに心より感謝

宮城県庁の坂本猛様、
東京大学の高橋一生様、
JAMSTEC の富田裕之様、横浜国立大学の寒川

する。

清佳様、
藤井恵利佳様、
三重大学の小松謙介様、
西川はつみ様、東北区水産研究所の西部裕一郎
様、谷内由貴子様、渡辺剛様、佐藤政俊様、東
表１．
、東日本大震災による津波の仙台湾漁場環境および漁業生産への影響調査の実施一覧。
期

間

船

舶

調査対象海域

6 月 18 日～6 月 29 日

若鷹丸

仙台湾、八戸沖

7 月 06 日～7 月 11 日

若鷹丸

仙台湾

7 月 15 日～7 月 29 日

若鷹丸

仙台湾、厚岸沖、宮城沖

8 月 02 日～8 月 07 日

若鷹丸

仙台湾

8 月 23 日～9 月 11 日

若鷹丸

仙台湾、宮城沖、混合水域

9 月 24 日～9 月 30 日

若鷹丸

仙台湾、宮城沖

赤潮
大量の栄養塩
化学物質
放射性物質

沈降

沈降

鉛直移動
海洋循環
貧酸素
水塊

図１．東日本大震災による津波が漁場環境および漁業生産に与える可能性のある影響の概念図。
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図２．仙台湾における調査点の分布。4 点の総合調査点（赤四角）と横断面、縦断面を設定した。
CTD 観測点（白丸）においては採水を行った。CTD 観測点の間に多項目水質計（AAQ）観測点（＋）
を配置した。また横断面では動物プランクトン採集のため数点（白抜き赤四角）においてボンゴネ
ット観測を行った。縦断面と横断面の好転に、係留系を設置した。

図３．2011 年 06 月 22 日 12 時 43 分、38°08.82' N, 141°12.67' E で撮影した 赤潮の様子。
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図４．スミスマッキンタイヤ―採泥器で採集した海底土。下層が粒径の大きい砂で構成されている
のに対し、表層は粒径の細かい泥で構成されていた。
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海図基準面の再計測 ～海上保安庁の対応～
第二管区海上保安本部海洋情報部

江河有聡

１ はじめに
海上保安庁では、平均水面から主要四分潮の
半潮差の和（Z0）だけ下げた面を最低水面とし、
陸上に設置している基本水準標の高さと関係付
けを行った上で、これを海図に記載する水深や
港湾工事等の基準としている。
ところが、3 月に発生した地震の影響により、
東日本の太平洋沿岸を中心とした広い範囲で地
盤の沈降が生じたため、これまでの最低水面の

図 1：最低水面の決定方法

値が使用できなくなり、また、地盤変動や障害
物等により海底面にも変化が生じ、海図に記載

最低水面の測定結果

３

されている水深が担保できなくなった。

5 月から 7 月にかけて各港湾の最低水面を決
定し、その結果は告示として海上保安庁海洋情

そのため、被災した港湾における海図の更新
が急務となり、それに先駆け、各港湾において

報部ホームページ上に掲載している。

基本水準標と最低水面の関係付けを行った。

(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TIDE/
enkan/Suijun_hyo/Pub.No741/Top.htm)

最低水面の決定方法（図 1）

２

決定した最低水面を基に、各港湾における基

各港湾において臨時の簡易験潮器を設置し、

本水準標の沈降量を求めた結果、八戸では 3cm

32 昼夜の潮汐観測を実施した。このデータと、 と、他の地点と比較すると少ない変化量だった
最近 5 ヶ年及び 32 昼夜の推算潮位との比較から

ものの、太平洋沿岸の各地で数十 cm の沈降が見

平均水面を算出した。本来、近くに常設験潮所

られ、
釜石港では 82cm と大きな沈降が見られた。

があればその値を使用するが、津波により太平

（図 2）

洋沿岸の験潮所が大きな被害を受け、観測不可
能となっていたため、今回は推算潮位を使用し
た。
また、潮汐観測を行う際には副標を設置し、
副標と験潮器の同時観測を行うことにより、観
測データの関係付けを行い、さらに、副標と基
本水準標の間で直接水準測量を行った。
なお、Z0 の値については、変動がなかったた
め告示に記載されている既定値を使用した。
各観測データについては、当庁で観測したも
ののほか、気象庁や港湾局、県のデータも含ま
れており、多大なご協力を頂いている。
以上の観測結果を基に、基本水準標からの最
低水面の高さを新たに決定した。

図 2：基本水準標の沈降量
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４ 水路測量の実施・海図の更新

これらの測量成果を基に、9 月に仙台塩釜港

最低水面が決定したのを受け、海図更新のた

において被災港湾で初となる海図改版を行った

めの水路測量を各港湾で実施した。
参考として、 のを皮切りとして、各港湾の海図補正や改版を
仙台塩釜港及び釜石港の測量成果を次に示す。 実施している。
（図 5、図 6）
（図 3、図 4）

図 5：改版した仙台塩釜港（塩釜）の海図

図 3：仙台塩釜港測量成果

図 6：海図の更新スケジュール
５

験潮施設の津波被害
今回の震災により太平洋沿岸の験潮所が大き

な被害を受け、当庁で観測を行っている釜石験
潮所についても、
観測不能となる事態に陥った。
11 日の験潮記録については、14 時 46 分の地
震発生直後、約 5 分間の小刻みな振動を観測し
図 4：釜石港測量成果

た後、上下に振れながら下降を続け、25 分後の
15 時 11 分に引き波による最低潮位を観測した。
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その後、10 分の間に約 5ｍの急激な上昇を観測
し、15 時 21 分に観測可能な潮位を超え、験潮
所としての機能を失った。
（図 7、図 8）
現在も完全復旧には至っておらず、リアルタ
イムでのデータ取得は行えていないものの、4
月の初旬から、簡易験潮器を設置して観測を継
続している。
今後は平成 24 年度に施設の建て替えを行い、
観測を再開する予定となっている。

図 7：釜石験潮所潮位グラフ

図 8：釜石験潮所潮位グラフ（拡大）
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太平洋における CO2 収支に関する情報提供について
宮尾 孝

（函館海洋気象台 海洋課）
各素過程の実態を明らかにし、予測モデルの炭

１．はじめに

素循環部分を改善することが必要である。

現在問題となっている地球温暖化の主な原因
が、人間活動による温室効果ガスの増加である

こうした背景から、気象庁は 2008（平成 20）

ことは、ほぼ確実であると考えられている。水

年に「地球環境に係る気象庁の主要な施策」を

蒸気を除く温室効果ガスのうち、大気中の濃度

掲げ、地球温暖化の監視・予測に係る重点施策

が最も高い二酸化炭素（CO2）は、地球温暖化

の一環として、地球温暖化の監視強化（温室効

への影響が最も大きいとされている。

果ガスの監視）および地球温暖化予測情報の改

CO2 は形を様々に変えながら気候システムの

善に取り組むこととした。

中を循環している（第 1 図）
。地球の表面積の 7

ここでは、気象庁 地球環境・海洋部による太

割ほどを占める海洋は、大気中に CO2 として存

平洋域における CO2 フラックス推定の試みと、

在する量のおよそ 50 倍もの炭素を溶存無機炭

それを利用したウェブ上での CO2 収支に関す

素の状態で貯えており、年々人為的に放出され

る情報提供について簡単に紹介する。

る CO2 の約 3 分の 1 を吸収していると考えられ
ている（IPCC 2007）
。

２．CO2 フラックスの評価法
大気－海洋間の CO2 フラックスを評価する
には、大気中および表面海水中の CO2 分圧、
pCO2a と pCO2s の情報が必要である。pCO2a
に比べると pCO2s の季節･経年変動は大きく、
このため大気－海洋間の CO2 フラックスは大
きな時空間変動を示す。しかし、船舶やブイな
どに頼らざるを得ない pCO2s の観測データは
量的に乏しく、時間的にも空間的にも偏在して
いる（第 2 図）。したがって、CO2 フラックス

第 1 図 炭素循環の概念

の評価においては、pCO2s の時空間分布の適切

IPCC (2007) より転載

な推定手法の開発が課題となる。

今後数十年から数百年のうちに起こると予想

気象庁は、大気－海洋間の CO2 フラックスに

される気候変化がもたらす様々な社会・経済的

関する情報を、北西太平洋亜熱帯域（11N～

影響に対し、世界各国との協力体制を構築し、

30N，130E～165E）については 1999 年か

解決策を見いだすためには、まず地球温暖化の

ら、また、太平洋赤道域（10S～5N，135E

進行に伴う気温上昇を正しく評価することが重

～95W）については 2007 年から、毎年提供

要である。
しかし、
温暖化予測モデルによる CO2

してきた。これは、大気－海洋の CO2 分圧差と

濃度の予測ひとつとっても、そこには大きな不

ガス交換係数から CO2 フラックスを直接的に

確実性が存在している。この不確実性を低減さ

評価するものである。しかし、北太平洋の亜寒

せるためには、観測データをもとに炭素循環の

帯域や南半球の海域については pCO2s の適切
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本来、解析対象海域の区分は pCO2s の変動を

な推定手法が見いだされておらず、情報を提供
できなかった。

もたらす要因の違いで決められるべきだが、便
宜上緯度・経度の線や SST, SSS の特定の等値
線等が境界となっている（第 3 図）。
３．pCO2s 推定の実際
まず pCO2s と SST の正相関によって推定値
を作る北太平洋亜熱帯域の例を示す（第 4 図）。
この海域は、生物の一次生産に乏しく、冬季に
おける表層の鉛直混合もあまり発達しない。
pCO2s と SST の間にはほぼ線型の関係があり、
SST だけから pCO2s の推定値を得ることがで
きる。

第 2 図 偏在する pCO2s の観測データ
Takahashi et al. (2009) より転載
杉本と平石（2009）は、気象庁でそれまでに
用いていた推定手法をもとに、衛星観測による
海色データに基づくクロロフィル濃度データも
加えることによって、太平洋のほぼ全域（全海

第 4 図 165E 線（亜熱帯域）における

洋面積の 45%をカヴァー）における pCO2s の

pCO2s と SST の関係

推定を可能にした。pCO2s の推定には、気象庁
の作成した海面水温･塩分（SST, SSS）
、衛星観

次に、pCO2s と SST の関係だけでなく、chl

測の海色データに基づく海面クロロフィル濃度

との関係にも注目する北太平洋亜寒帯域の例を

（chl）
、海面気圧・海面風速を用いた。

示す（第 5 図）。この海域は冬季鉛直混合が発
達しやすいので、SST が低下する冬季に下層か
ら表層へと溶存無機炭素が豊富な水が供給され、
pCO2s は SST と負の相関を示す。また、高い
一次生産により CO2 が消費されることに関連
して、chl の対数と pCO2s との間にも負相関が
みられる。そこで、SST および chl の対数を用
いて pCO2s の推定値を求めることとした。
本稿では他の海域における pCO2s の推定法
については述べないが、いずれの海域において
も pCO2s[atm]の推定値と pCO2a[atm]とが揃
えば、次式により CO2 フラックス F[mol･m-2･

第 3 図 解析海域と推定式のパラメータ

yr-1]を評価することができる：
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Log chl

第 5 図 アリューシャン列島南方（亜寒帯域）における fCO2s と SST の関係（左）
および fCO2s と Log chl の関係（右）。
fCO2 は分子間力の影響を考慮した値で pCO2 と大きな差はない。
F = 0.088・k・L・ ( pCO2s- pCO2a)

るためのものに過ぎない。ガス交換速度 k は風

k : ガス交換速度 [cm・hr-1]，

速の自乗に比例し、CO2 の溶解度 L は水温・塩

L : CO2 の溶解度

分の経験的な関数で表現される。

[mol･l-1･atm-1]

係数の 0.088 は各パラメータの単位を合わせ

第 6 図 気象庁がウェブ上で提供している「海洋の健康診断表」の
「大気－海洋間の二酸化炭素交換量」の診断ページ（部分）。

o2_flux_pac/co2_flux.html）の一部を第 6 図に

４．気象庁が提供している情報
気象庁がウェブ上で提供している「大気－海

示した。関連する知識のページへのリンクも充

洋間の二酸化炭素交換量」の診断ページ（http:

実しているので、興味をお持ちの方はご覧いた

//www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_2/c

だきたい。
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日本海洋データセンター平成２ ３ 年の活動報告
須藤幹男（海上保安庁海洋情報部）

１

２

・海洋生物データ（主にプランクトン）
海洋情報
・海洋調査計画（NOP）
・公開概要報告（CSR）
・海底・海洋設置機器報告（MOR）
国際プロジェクトデータベース
・NEAR-GOOS 地域遅延モードデータベース

はじめに
日本海洋データセンター（JODC）が、国内
外海洋調査機関から提供して頂いています
各種海洋データについて平成２３年（１月～
１１月中旬）の保有データ・情報、データ更
新状況及び利用状況について紹介します。ま
た、その他としてインターネットや「海の相
談室」により公開・提供しています海洋情報
クリアリングハウス、海底地形データセット
について、また現在進めている海洋政策支援
情報ツール（海洋台帳）について紹介します。

(2)JODC の更新状況について
以下のデータの登録を行いました。
（一部作業中を含む）
各層観測、CTD・BT 観測データ
・気象庁 2009 年
・東北大学 2011 年
・三重県立水産高校 2010 年
・三重県水産研究所 2008 年
・佐賀県玄海水産振興センター2010 年～
2011 年
・海洋研究開発機構 2009 年
・NPO ヴォース・ニッポン（インテーク水
温、塩分）2008 年～2010 年
・海上保安庁 2010 年～2011 年
水深
・海洋研究開発機構 2010 年
沿岸海上気象データ
・海上保安庁「船舶気象通報」2010 年
潮汐（毎時潮高）データ
・海上保安庁 2010 年
・気象庁 2009 年
・国土交通省 関東、北陸、九州地方整
備局 2009 年
・北海道開発局 2009 年
・沖縄総合事務局 2009 年
・（独）港湾空港技術研究所 2009 年
定地水温データ
・全国各地 2009 年
・北海道立総合研究機構、青森県産業技術
センター、兵庫県立農林水産総合技術セ
ンター、岡山県農林水産総合センター、
広島県立総合技術研究所、高知県水産試

JODC 平成 23 年の活動
(1)保有データ・情報について
以下のデータを扱っています。
海洋データ
水温・塩分
・各層観測データ
・STD/CTD データ
・CTD 連続データ
・BT データ
・経緯度１度メッシュの水温統計
・経緯度１度メッシュの塩分統計
・定地水温データ
海流
・ADCP、GEK、偏流データ
・経緯度１度メッシュの海流統計
波浪・風等
・沿岸海上気象データ
潮汐
・毎時潮高データ
潮流
・流速計データ
海洋汚染
・MARPOLMON データ
水深・地質
・J-EGG500(500m メッシュ水深データ)
・MGD77(水深、地磁気、重力)
・J-BIRD（JODC 総合水深データセット）
海洋生物
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に検索できるシステムです。（図１）
取り扱う情報は、水温や海流、海上気象などの自
然科学系情報に限らず、海洋法や防災情報など社
会情報なども対象としており、オンライン、オフ
ラインなど各媒体の情報を対象にしています。
なお、検索機能はキーワード入力、分類、海域な
どを指定、或いは地図上でマウスによる海域指定
により分かりやすい形で利用できるシステムと
しています。（図２、３）
また、JODC が長年にわたって提供している国
内機関の海洋調査計画（NOP）は、海洋情報の所
在情報として海洋情報クリアリングハウスの提
供情報としてサービスを統合しました。
さらに、従来の平成23年7月に、東日本大震災
関連の海洋情報を収集し、リンク集として掲載し
ています。
（図４、５）
最後に、本システムについては、より一層の登
録情報の拡充を図りたいと思っていますので主
要な研究機関、調査機関等のご協力をお願いしま
す。

験場、山口県水産研究センター
(3)NEAR-GOOS RDMDB 毎月更新
・気象庁 RRTDB(37 項目)
・海上保安庁 30 秒間隔潮汐データ
(4)JODC 利用状況について
利用者別ダウンロード件数 2011 年 11 月 15
日までのダウンロード件数は 41,575 件で、
半数(52%)が大学・試験研究機関、民間企業
(17%)、個人(16%)、官公庁(14%)、教育機関
(1%)と続き、昨年の 30,200 件を既に越えて
います。
３

海洋情報クリアリングハウス
海上保安庁が平成 22 年 3 月から運用していま
す海洋情報クリアリングハウスは、政府機関、
大学、地方公共団体等が保有する海洋情報につ
いて、どこにどのような情報があり、どうすれ
ば入手できるのかをインターネトから一元的

図２ 分類と海域指定による検索例

図１ 海洋情報クリアリングハウス
（http://www.mich.go.jp/）

図３ 所在情報詳細表示例
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図４ 東日本大震災関連情報
日本全域の情報のリンク集
４

図５

海底地形データセット
東北地方太平洋沖地震による津波後の海
底地形測量を海上保安庁及び国土交通省水
管理・国土保全局の連携により平成 22 年 6
月に航空レーザー測量による仙台湾沿岸及
び宮古湾沿岸の広範囲な海底地形の状況を
詳細に捉えこの成果が７月に解析が終了し
被災地域における復旧・復興計画の策定等

東日本大震災関連情報（東北～関東）
東北～関東エリア情報のリンク集

を支援するための津波浸水シュミレーションや
海岸の浸食対策の検討に用いられるよう、東北沖
海底地形データセット、航空レーザー測量データ、
津 波メ ッシュ デー タの提 供を 行って いま す。
（図６）

海底地形データの利用に関する問い合わせ先

防災活動にご活用ください

海底地形データセット

海上保安庁 海洋情報部 海洋情報課
海の相談室 （http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/SODAN/annai.html）
上記URLのEメール問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
その際、題名を「海底地形測量データの提供依頼」としてください。
※データ利用時の留意事項等については、海上保安庁より申請者に説明します。

①東北沖海底地形データセット（震災以前の海底地形測量成果）
②仙台湾・宮古湾航空レーザー測量データ（震災後の６月実施測量成果）
③津波シミュレーション用メッシュデータセット（既存の津波防災情報図作成に
使用した成果）
東北沖海底地形

※５次メッシュは情報
図作成港湾（WEBサ
イト参照）

航空レーザー測量区域

http://www1.kaiho.
mlit.go.jp/KAIYO/tsu
nami/index.html

航空レーザー測量成果（仙台）

図６ 海底地形データセットの海域
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本ツールはインターネット上で、利用者が必
要とする情報を重ね合わせた図を作成・表示す
ることができるサービスとして平成 23 年度末
に運用を開始する予定としています。

５ 海洋政策支援情報ツール（海洋台帳）
海洋情報部では海洋基本計画に基づく
海洋情報の一元化の一環として、海上保安
庁保有の自然情報（海底地形・海流等）や
社会情報（訓練区域・漁業権区域等）をビ
ジュアル化して提供することを目指し海
洋政策支援情報ツール（海洋台帳）を構築
中です。
本ツールはインターネット上で、利用者
が必要とする情報を重ね合わせた図を作
成・表示することができるサービスとして
平成 23 年度末に運用を開始する予定とし
ています。

図７ 海洋政策支援情報ツール（海洋台帳）の表示イメージ
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東北マリンサイエンス拠点形成計画に係わるむつ研究所の活動
渡邉

修一（JAMSTEC むつ研究所）
３．東北マリンサイエンス拠点形成での役割

１．はじめに

平成 23 年 3 月 11 日起きた東北地方太平洋沖

東北太平洋側の漁業復興に海洋生態系研究の

地震は大きな津波を伴い、甚大な被害をもたら

側面から貢献することを目的に JAMSTEC は

した。壊滅的な水産業の復興に関わるため地

岩手県・宮城県沖合の 200m から 1､000ｍの海

震・津波が海洋生物に与えた影響を評価し、新

域を対象とし、①地震・津波に起因する三陸沖

たな産業の創生につながる技術開発を行うこと

の海洋環境、②資源生物の分布や量、食物連鎖

を目的に東北地域におけるマリンサイエンス拠

構造の変化の把握、③これらの推移、回復、変

点形成にかかわる事業が JAMSTEC、東北大学、

動のモニタリング、
④資源生物の安全性の担保、

東京大学を主体に開始される。ここでは、むつ

そして⑤資源生物を持続的に利用する方法につ

研究所が関わる事業について紹介する。

いて調査研究を行う。それらの実行のために
種々のテーマが組まれているが、むつ研究所で
は亜寒帯域、津軽海峡を対象に行っている環境

２．むつ研究所のこれまでの活動
むつ研究所ではで亜寒帯域に時系列観測点を

変動研究を基盤に沖合海底環境の長期間モニタ

設け、
継続的な観測を行ってきた。
それにより、

リングに関与する（図）
。このモニタリングは海

亜寒帯域の溶存二酸化炭素の増加
（海洋酸性化）

底付近の環境回復状況を明らかにするために行

やそれに伴って生物相が変わる可能性を示唆し

うものであるが、海底の環境回復には海洋表層

てきた。一方、むつ研究所の位置する津軽海峡

での環境、生物生産が関わっているため海洋表

沿岸域は暖流と寒流が関与する気候変動に対し

層環境を評価するデータの蓄積も行う。主な観

て脆弱な環境状況にあり、温暖化や海洋酸性化

測項目を挙げると海底付近の流向流速、化学成

の影響が現れ易い海域の一つと考えられる。ま

分の変動、海洋表層の化学成分及び沈降粒子の

た、このような環境変動期に的確な情報を研究

組成等である。また、海底付近の映像も捉え、

所周辺に発信し、水産業の発展に寄与すること

変化状況を探ることにしている。

が求められるようになった。そこで、北海道大
学大学院水産科学研究院及び青森県産業技術セ

海底環境の長期間モニタリング

ンターと連携協定を結び、津軽海峡東口の断面
観測や潮間帯の生物モニタリングを始めた。む
つ研が行った沿岸研究の結果の一例を次に示す。

機関連携による
観測網の構築

むつ研究所がある関根浜港外の水温は青森県
産業技術センター水産総合研究所発刊のウオダ
スに寄与するため 2002 年より継続的に測定さ
れている。この近年の温度変動には、むつ湾内
のホタテ養殖に被害をもたらした 2010 年の高

地震の影響を受けた海洋表層及び海底環境の測定による資
源生物の環境を把握とその再生過程を理解

水温の状況や 2003 年の冷温時の状況が伺える。

図 拠点形成事業でのむつ研究所が関与

しかしながら、経年的な変化については 2003

する実施テーマ（イメージ）

年、2010 年の冷・高温の影響が大きく 10 年の
水温上昇は明確ではなかった。
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陸奥湾の異常高水温発生メカニズムの解明に向けて
伊藤進一（東北水研）・田中淳也（青森水総研）・川村宏（東北大）・
磯田豊（北大）・竹内一浩（いであ）・筧茂穂・和川拓（東北水研）
水温変動メカニズムの解明や、水温予測を行う

１．はじめに

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
紹介する。

これまで、ホタテガイの増養殖に関する様々
な研究が行われてきたが、残念ながら、異常高

２．陸奥湾内の夏季の循環に関する研究

水温に対する研究は十分には行われていない。
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
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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
４．陸奥湾内の循環の季節変化

強い正の回転成分（低気圧回転）が存在するこ
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
５．陸奥湾口部の流出入に関する研究

とを示した。
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、
流出流の過小評価の可能性が指摘されている。

３．陸奥湾内の冬季の循環に関する研究
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
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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。
矢幅ほか(2010)では、より長期の平均的な流

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。

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。
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(5)の小課題で異常高水温の発生を予測できる
システムの構築を目指してプロジェクトをスタ

６．
「水温予測技術の開発」の計画

ートした。

上記の陸奥湾における循環に関する研究の
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

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。

熱による影響が大きいことは否めないが、陸奥
湾では夏季に上層と下層の間の成層が強く、大

謝辞

気からの加熱は上層だけに蓄えられる傾向にあ
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
参考文献

メカニズムを解明すること、②漁場内の水温を
モニタリングし、統計的手法を用いて、湾内の

福島博文・崔成烈・西田修三・中辻啓二・湯

水温予測手法を開発する方法を開発すること、

浅泰三, 1996, 陸奥湾湾口部における物質輸送

そして、③異常高水温発生メカニズムの解明に

機構, 海岸工学論文集, 43, 326-330.

よって得た知識をもとに、漁場内モニタリング

崔成烈・入江政安・福島博文・西田修三・中

水温から漁場の水温を予測する手法に、湾内観

辻啓二, 1997, 陸奥湾湾口部における流動・密

測ブイデータ、大気データおよび湾外海況デー

度構造, 海岸工学論文集, 44, 381-385.

タを加えることによって高度化し、異常高水温

西田修三・中辻啓二・西尾岳裕・福島博文・

の発生を１ヶ月前に予測するシステムを構築す

西村和雄・田代孝行, 1999, 陸奥湾湾口部にお

ること、を目標と設定した。

ける流動構造の不定性に関する研究, 海岸工学
論文集, 46, 421-425.

この目標達成のため、
(1) 大気・海洋相互作用による熱収支解析

西田修三・山中亮一・西尾岳裕・福島博文・

(2) 湾外と陸奥湾との熱交換過程の解析

田代孝行・中辻啓二, 2000, 陸奥湾の流動構造

(3) 陸奥湾内の河川流量・地形データ・潮位デ

とその影響因子に関する研究, 海岸工学論文集,

ータの整備と海洋循環モデルによる海水交換過

47, 416-420.

程の解明

矢幅寛・磯田豊・磯貝安洋・吉田達・小坂善

(4) 陸奥湾の海洋循環モデルを用いた熱収支解

信・山内弘子, 2009a, 非成層期における陸奥湾

析

の吹送流, 北海道大学水産科学研究彙報, 59,

(5) ホタテガイ漁場内の高温予測手法の開発

47-57.

の 5 つの小課題を設定し（図１）
、(1)から(4)の

矢幅寛・磯田豊・吉田達・小坂善信, 2009b, 陸

小課題で、
異常高水温発生メカニズムを解明し、

奥湾における表層水平循環流の季節変化, 北海

54

道大学水産科学研究彙報, 59, 59-65.

SAR-Imaged Spiral Eddies in Mutsu Bay and

矢幅寛・磯田豊・吉田達・小坂善信, 2010, 陸

Their Dynamic and Kinematic Model, J.
Oceanogr., 65, 525-539.

奥湾湾口を通過する交換密度流の季節変化, 海
と空, 85, 3-17.

山中亮一・西田修三・鈴木誠二・川崎浩司・

Yamaguchi S. and H. Kawamura, 2005,

田代孝行・中辻啓二, 2001, 気象擾乱を考慮し

Influence of orographically steered winds on

た陸奥湾の流動解析, 海岸工学論文集, 48,

Mutsu Bay surface currents, J. Geophys. Res.,

401-405.

110, C09010, doi:10.1029/2004JC002462.
Yamaguchi S. and H. Kawamura, 2009,

農林水産省「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業研究」

「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」
異常高水温発生メカニズムの解明
大気・海洋相互作用によ
る熱収支解析

湾外と陸奥湾との熱交換
過程の解析

東北大

北大
いであ

海洋循環モデルによる海水交換過程の解明
海洋循環モデルを用いた熱収支解析
東北水研

異常高水温予測システムの開発

ホ
タ
テ
ガ
イ
養
殖
生
産
技
術
の
改
善

ホタテガイ漁場内の高温予測手法の開発
青森水総研

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。
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４．第６１回東北海区海洋調査技術連絡会事務打合せ
（１） 平成２４年度海洋調査計画について
第二管区海上保安本部・函館海洋気象台・東北区水産研究所から別紙の通り、調査計画
について報告があった。
（２） 平成２４年度当番官庁について
順番により海上自衛隊大湊地方総監部が受け持つことで承認された。
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流況調査

２

仙台湾

日本海北部

本州東方

観測海域

年８回

小名浜出港
行程約800
800海里
行程約
800
海里

塩釜出港
行程約800
800海里
行程約
800
海里

八戸出港
行程約800
800海里
行程約
800
海里

適宜

実施時期

本州東方海流観測

海流観測

１

観測種別

仙台湾潮流推算点

仙台湾流況調査

用船

測量船

巡視船、測量船

実施船舶

日本海北部海流観測

ADCP観測、
STD観測
観測
ADCP観測、STD

ADCP観測、
XBT観測
観測
ADCP観測、XBT

調査項目

第二管区海上保安本部

平成24年度 海洋観測実施計画

平成２４年度海洋気象観測計画
函館海洋気象台

観測目的：海洋気象観測及び二酸化炭素関連物質の観測
気候変動に関連する年々～数十年規模の海洋変動の実態把握と機構解明
海洋における温室効果ガスの実況監視と循環機構の解明
廃油・重金属などによる海洋汚染の実態把握
北海道南方及び三陸沖における親潮の観測
観測機器の設置・回収
本州東方海域における自己浮上式海低地震計による地震観測
漂流型海洋気象ブイロボットの展開
中層フロートの展開

観測種目：海洋観測
海潮流観測
表層水温観測
各層観測（水温、水質（塩分、溶存酸素量、リン酸塩、ケイ酸塩、硝酸塩、
亜硝酸塩、pH）、プランクトン（クロロフィルa、フェオフィチン））
海洋バックグラウンド汚染観測（水質（二酸化炭素、全炭酸、アルカリ度、
メタン、フロン、重金属（カドミウム、水銀））、海面の油分、海面の油塊、
油膜及び浮遊物）
海上気象観測 定時観測・通報及び自動観測・通報
高層気象観測 定時観測・通報
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航海計画案（H23.12.2現在）
計画変更の可能性があります。

4月中旬～4月下旬

6月上旬～7月中旬

7月下旬～9月中旬

10月下旬～12月上旬

11月下旬～12月中旬

3月上旬～3月下旬
59

東北区水産研究所平成 24 年度海洋観測調査計画
東北区水産研究所

2012 年度 A-Line 観測計画
期間

船名

05/08-05/19
07/20-08/02
10/01-10/10
01/23-02/05
02/26-03/15

若鷹丸（38N
若鷹丸（38N
北光丸（38N
北光丸
若鷹丸（38N

まで）
まで）
まで）
まで）

2012 年度若鷹丸調査計画
調査名

海域

日数

日程

マダラ・スケトウダラ調査

東北沿岸

14

04/14~04/27

A-line

東北・北海道

12

05/08~05/19

底魚類共同資源調査

東北・北海道

20

06/01~06/20

混合層変動調査・混合域漁場環境調査

仙台湾

11

06/25~07/09

ヒラメ・仙台湾調査

仙台湾

7

07/11~07/17

A-line

東北・北海道

14

07/20~08/02

ヒラメ・仙台湾調査

仙台湾

7

08/05~08/11

混合層変動調査・混合域漁場環境調査

東北沖合

16

08/28~09/12

底魚類資源量調査

東北沿岸

48

10/06~11/28

A-line，仙台湾

東北・北海道

18

02/26~03/15
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