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1. はじめに

2. 取り組みの概要

2011 年東北地方太平洋沖地震と巨大津波は豊か

漁場における地形と瓦礫マッピングでは、宮城県

な漁場であった三陸沿岸〜沖合にかけての海洋生

から岩手県沖の沖合海底において、詳細な海底地

態系に大きな攪乱を与え、水産業に甚大な被害を及

形、ガレキの分布状況と動態について調査した。沖

ぼした。東北マリンサイエンス拠点形成事業 (以下

合漁業の対象水深である水深約 200-1000m の範囲

TEAMS と略す) は、この未曽有の自然災害から被

のうち、水深 400 m 以深は概ね海底地形図を作成で

災地水産業を復興させるために、科学的知見から貢

きている。水深 400 m 以浅については、設置漁具の

献することを目的に 2011 年度後半から 10 年間のプ

影響やマルチ−ビームの効率性の低さから完成には

ロジェクトとして推進されている。海洋研究開発機構

至っていないが継続して完成させる予定である。瓦

(JAMSTEC) は、東北大、東京大とともに TEAMS の

礫の検出は、地形的な凹地、平地、斜面、斜面麓な

中核機関として、東北太平洋沖の底層生態系の変

どの代表的なエリアおよび地元自治体や漁業者から

動・機能・構造を解析するとともに、TEAMS で得られ

の情報を基に、音響ソナーの広域探査と、無人探査

たデータを集積・公開するミッションを担っている。

機（ROV）・深海曳航式 TV カメラによる直接観察を

TEAMS は、大規模な地震津波に伴う海洋生態系

行った。宮城県沖では、さらに宮城県の漁業者によ

擾乱の実態を経時的なモニタリングで把握し、生態

る瓦礫掃海作業データの提供を受け、瓦礫分布の

系回復や変動過程を解明し、その成果を通じて漁業

解析を行った。調査の過程で、未知の沈没船 1 隻を

の復興に貢献することを目的としている。そのために

含む 3 隻の大型沈没船を発見し、それらの漁業への

は、①三陸沖の海洋環境がどのように変化したか、

障害状況などについてもデータを取得している。

②資源生物の分布や量、食物連鎖構造がどのように

資源生物の分布・行動の把握と個体群構造の解析

変化したか、③今後どのように回復もしくは変動する

では、地震・津波が沖合底層生態系にどのような影

のか、④資源生物を持続的に利用するにはどうすれ

響を与えたのかについて評価した。そのための調査

ばよいか、⑤有毒物質が蓄積されていないか（資源

ファシリティとして、小型 ROV「クラムボン」を整備し、

生物の安全性を証明する）、といった知見を得る必

資源生物の分布、瓦礫との関わりについて解析した。

要がある。これらのことから、JAMSTEC では三陸沖

沖合底層域で漁獲対象種となっているキチジとスケ

合の底層域において（１）漁場における地形と瓦礫マ

トウダラを対象に、地震後の個体群の遺伝的多様性

ッピング、（２）資源生物の分布・行動の把握と個体群

に変化がないかどうかを解析し、大きな影響がない

構造の解析、（３）海洋資源生物環境の長期間モニタ

ことを示した(Orui Sakaguchi et al. 2014)。

リング、（４）生物の栄養段階と有害物質蓄積評価、

海洋資源生物環境の長期間モニタリングでは、地

（５）生態系ハビタットマッピング、（6）データベースの

震津波後の三陸沖水塊構造および堆積物の変動解

整備運用に取り組んでいる。本報告では、TEAMS

析と、これまでできなかった海底近傍の長期環境モ

における JAMSTEC の取り組み概要を紹介する。

ニタリングに取り組んだ。三陸沖水塊構造について
は、被災地の調査船が稼働できずにモニタリングで
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を展開する上で基本的な手法になる。

きなかった基礎的環境因子のデータを補完するとと
もに、今後の三陸沖水塊構造変動予測に資するデ

データベースの整備運用では、多種多様な情報の

ータを取得することができた。堆積物とメイオファウ

早期公開を可能とする「TEAMS 調査観測データセ

ナの相互解析から、経時的な地震津波の影響を評

ット公開システム」（カタログシステム）を整備し、この

価す る こ と が で き た （ Kitahashi et al. 2014, 2016,

システムを用いて TEAMS の調査観測で取得される

Nomaki et al. 2015, 2016）。海底近傍の長期環境モニ

データを公開する「TEAMS データ案内所・リアス」の

タリングについては、水深 300m 付近と水深 1000ｍ

運用を行っている（http://www.i-teams.jp/rias/）。また

付近でランダーシステムを整備し実施した（Oguri et

TEAMS メンバー以外の研究者等に対しても、その

al. 2015）。水深 1000ｍ付近のモニタリングは成功し

調査研究活動に関する情報を広く提供するため、調

たが、水深 300m 付近のランダーシステムが漁具に

査計画・報告、成果情報についても、同様に公開し

回収されることが続き、形状の工夫、漁業者への協

ている。

力要請、漁業が行いにくい場所への設置などさまざ
3. おわりに

まな対策を講じたが、漁具による回収を確実にさける

TEAMS がはじまってから約 5 年が経過し、後半の

状況にはならなかった。なお、300m のランダーから
取得できたデータから親潮系の低温、低塩の水塊が

5 年に入る。我々は、後半の 5 年間では、

流入する状況が 5 月に見られることが分かった。また、

・東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波による海

底層付近に見られる懸濁層が地震、表層の生物生

洋生態系への影響とその後の回復過程を長期にわ

産に因って作られる可能性を示すことができた。

たり科学的に把握する、
・海洋生態系空間モデルを構築し、効果的・持続的

生物の栄養段階と有害物質蓄積評価では、津波が
陸上からもたらした化学物質が、生物や堆積物の汚

な漁業に向けた提言を行う、

染を引き起こしていないかどうかを解析し、水産生物

・海洋生態系の調査によって得られた成果を集積し

の安全性を示すことを目指し、PCB を指標に分析を

たデータベースを構築、公開し、本事業内外の研究

行った。化学物質は、捕食にともなって濃縮されるこ

を促進する、

とから、生物の栄養段階を最近開発されたアミノ酸の

・成果を漁業関連団体等に説明、地元のニーズをく

同位体比によって正確に求め、それぞれの栄養段

み上げ、科学的調査を基にした被災地漁業の復興

階に応じた PCB の蓄積状況を経時的に調査した。

及び持続的漁業の展開に貢献する、

分析結果は、PCB 濃度は環境省の規制値より十分

・研究成果を関係省庁、一般市民、学生等、広く伝え

低いうえ、特に生物試料については栄養段階の間

る、

に明確な関連は見えず、三陸沖の生物・堆積物とも

・世界的にみても例のない、震災後における海洋生

に化学汚染を引き起こしていないことを示唆した

態系の総合的な科学的調査の研究成果を国際的に

（Ohkouchi et al. in press）。また、栄養段階の解析によ

発信する、

り生態系の基礎構造を把握できた。

といった内容をを柱にして、TEAMSに係る調査研究
を進める予定である。

生態系ハビタットマッピングでは、三陸の沿岸から
沖合にかけた海域において、水塊環境、地形、いく
つかの種類の生物の分布、瓦礫分布、生物多様性
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