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1. はじめに 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋

沖地震と津波、その後の余震によって、陸上だ

けでなく海底も撹乱を受けた。三陸沖は震源に

近く漁業が活発に行われているが、沿岸域より

深い水深については、海底環境の変化などの調

査はあまり行われていない。海洋研究開発機構

では文部科学省のプロジェクト「東北マリンサ

イエンス拠点形成事業－海洋生態系の調査研

究－」の一環として、震災以降の東北沖合の海

洋環境の変遷を明らかにする目的で、三陸沖合

における海底の長期モニタリングを行ってい

る。本発表では、2012 年 8 月から 2013 年に

かけて行った海底モニタリングの結果を紹介

する。 

 

2. 方法 

 モニタリング地点として、陸棚上部と陸棚下

部の二点を選び、ADCP・CTD・溶存酸素計・

濁度計をひとつにまとめた装置（Xyrem, 

RDCP600）および海底観察カメラシステム（自

作）を取り付けたランダーを設置し、長期モニ

タリングを行った。期間を表に、地点を図 1

にそれぞれ示す。 

 

3. 結果 

 陸棚斜面上部に位置する水深 300m 地点で

は、2013 年 5 月初旬より 1 週間程度で、水温・

塩分が同時に低下する現象が確認された（図

2）。溶存酸素はモニタリング期間を通して概ね

250M 以上の値を示したが、短期間に 200M

以下に減少し、また元の濃度に戻る現象が確認

された。水温 3℃以下の水について、溶存酸素

濃度と密度(t)との間には逆相関の関係が認め

られた（図 3）。 

陸棚下部の水深 998m 地点では、モニタリン

グ期間中の水温、塩分、溶存酸素共に変動は小

さかった。モニタリングを通したそれぞれの平

均値は 2.9℃、34.4、24.7M であった（図 4）。

この地点における溶存酸素濃度は低いが、これ

は北太平洋の水深 1000m 前後に存在する酸素

極小層の典型的な値と考えられる。本モニタリ

ングで得られたデータおよび東海大学「望星 

図 1. モニタリング地点（地図データ:© 2018 

Google、ZENRIN。海底地形図:JAMSTEC

作成）。 
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図 4. 水深 998m 地点における水温、塩分、

溶存酸素濃度の変化。 

図 2. 水深 300m 地点における水温、塩分、

溶存酸素濃度の変化。 

図3. 水深300m における溶存酸素濃

度と密度の関係。黒丸は 3℃以下のデ

ータを示す。 

図 5. TS プロット。赤:300m、緑:998m、灰:

「望星丸」BO14-20 航海時の観測データ。水塊

区分については本文を参照のこと。 

ー　18　－



図 6. 水深 300m 地点の海底。上：2013 年

4 月 5 日、下：5 月 5 日撮影。強い濁りの

増加が撮影された。 

図 7. 水深 300m 地点の濁度（黒点）と

ADCP の音波反射強度（カラー図）。縦軸右

は濁度（NTU、対数スケール）、左は ADCP

のセル番号をそれぞれ示す。番号が小さい

ほど海底に近い。カラーバー右側の反射強

度の単位は dB である。 

図 8. 地震前後の流向・流速（青線）と濁度

（黒点）の変動。 

丸」BO14-20 三陸沖航海で得られたデータを

TS プロットに記し、Hanawa and Mitsudera 

(1986)によって提唱された水塊区分を重ねる

と、300m に存在した水塊は津軽暖流水系（5 

月初旬まで）と親潮系（5 月初旬以降）であり、

998m は中深層に存在する水塊が安定して存

在していたことが分かる。また、水深 300m に

見られる酸素濃度の一時的な減少は、TS プロ

ットと照合すると、より深い水が一時的にもた

らされたことに起因すると推測される。 

水深 300m 地点に設置したランダーの海底

カメラ観察から、海底にはクモヒトデが高密度

に多く生息していることが確認された（図 6

上）。また、4 月下旬から 5 月初旬にかけて、

海底を視認できなくなるほどの濁度の増大を

確認した（図 6 下）。この濁度は 2013 年 5 月

5 日に極大となったが、すぐに回復した。4 月

25 日には衛星によるクロロフィル濃度の極

大も確認されたことから（http://www.eorc.ja 

xa.jp/cgi-bin/adeos/modis_menu.cgi?prov=eo

c&type=500mchla&year=2013&month=4）、

この濁りは、増殖した植物プランクトンがマリ

ンスノーとなり、時間をおいて海底に到達、「降

雪」や「巻き上がり」によって引き起こされた

ものと考えられる。このことは濁度計と ADCP

の音波反射強度の時系列変化とも調和的であ
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図 9. 水深 998m 地点における地震前後の

海底の様子。A～C の撮影時刻は、図 8 中

に示されるカメラのイラスト部分の時刻に

それぞれ相当する。 

る（図 7）。 

水深 998m の海底には、300m で確認され

たものとは別種のクモヒトデが分布しており、

生息密度も低かった。また、海底には生物がつ

くったと思われる複数の穴が確認された。 

 水深 998m 地点でモニタリング中の 2012 

年 12 月 7 日 17:18、この地点の東部でマグニ

チュード 7.3 の地震が発生した（図 8）。地震

から 6 時間後の写真によれば、海底附近に濁

りが生じ、クモヒトデが堆積物内に埋没しかけ

ている様子が確認された（図 9）。30 時間後に

はクモヒトデ類は海底表面に再び現れたが、地

震前に見られた穴は消失していた（図 8、9）。

以上より、水深 1000m 付近の陸棚斜面下部の

海底においては、地震による濁りの発生や微地

形の改変などの影響はあったが、海底の生態系

は撹乱の影響をほとんど受けなかったことが

明らかになった。 

 本研究の詳細については Oguri et al. (2016)

を参照されたい。なお、本モニタリングは 2013

年以降も継続して行っている。これらの結果に

ついては別の機会に報告する。 

 

5. まとめ 

大槌沖合の大陸棚斜面における海底付近の

海洋環境の長期モニタリングによって、以下の

ことが明らかになった。 

(1) 水深 300m 地点では、5 月初旬に津軽暖

流水系から親潮系への水塊の交替が見られた。 

(2) 水深300m地点における溶存酸素濃度は高

いが、急激な現象と回復が観測された。水深

3℃以下の溶存酸素濃度・密度プロットと TS 

プロットより、同地点よりも深い場所から一時

的に水が上昇した可能性が示唆された。 

(3) 水深 998m 地点の水温、塩分、溶存酸素濃

度はモニタリング期間を通し、大きな変化は見

られなかった。 

(4) 水深 300m の海底にはクモヒトデが多く

見られた。5 月初旬には海底に強い濁りを観測

した。これは海面における植物プランクトンブ

ルーミングに伴い、高密度のマリンスノーの沈

降や巻き上がりに伴う再懸濁が発生したため

と考えられる。この現象の持続時間は数日であ

った。 

(5) 水深998mの海底にもクモヒトデが見られ

たが、300m で観察されたものとは異なる種類

で、生息密度も低かった。生物が作ったと思わ

れる複数の穴も見られた。 

(6) 水深998m地点でのモニタリング期間中に

地震が発生した。このとき記録された濁度デー

タと時系列写真の両方により、濁度の増加と底
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生生物の埋没を記録した。しかし底生生物は翌

日には海底面に現れ、生態系はこの撹乱の影響

を受けなかったことが分かった。 

(7) ADCP や CTD による観測といった従来の

モニタリング手法に、定期的な画像の取得を加

えることによって、海底や水中で起きている現

象を直接観察することが可能になる。本モニタ

リングでは、春先の濁度の増加や地震による撹

乱と回復を、センサによる値と画像（可視情報）

の両方から検証した。これによって、時系列撮

影の重要性を実証した。 
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