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開会の挨拶
第二管区海上保安本部長

岩崎

茂

本日は、年も押し迫る大変お忙しい中、塩釜の地にお集まり戴きありがとうございま
す。ここに６７回目の東北海区海洋調査技術連絡会を開催できますことは、皆様方の
お蔭と思っている次第です。

さて、ここ最近の新聞やテレビを賑わせている話題として、東北の日本海側に漂着し
ている木造船があります。海上保安庁が対応にあたっているところですが、これは気
圧配置による風の影響に潮流や海流が加わって漂着しているものであり、このニュー
スにより多くの方々が海流に関心を持ち始めていると思っております。

また、今年は東日本大震災から６年経過しましたが、震災により東北の基幹産業であ
る漁業も多くの被害を受けました。震災から６年が経過し、漁船、漁港、水揚げ施設
や養殖施設も増え、そして多くのガレキで埋もれていた漁場が整備され、ようやく漁
業の復旧・復興がされてきた状況です。
その様なこともあり、親潮、黒潮、津軽暖流が複雑に混じり合う世界有数の漁場と言
われている三陸沖では、多くの漁船が漁業を行っている状況です。この漁業関係者は、
日々刻々と変化する海洋現況を非常に気にしており、海洋データを取得しながら、魚
群を追いかけております。

また、海上保安庁の重要な業務でもある海難救助において、一番重要なことは救助
を求めている遭難船舶、漂流者を一刻も早く発見することが大切なことであります。
我々が救助活動を行うにあたって、皆様方から頂いた海流データを踏まえて漂流予測
を行い、この漂流予測結果に基づいて巡視船・航空機を差し向けるといったことを行
っております。

この様に海洋をめぐるプロキシを踏まえながら、本日、１４機関の皆様が一同に会
し、それぞれの調査・研究発表、情報交換を行うのは非常に有意義であると思ってお
ります。
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四面を海に囲まれた我が国において、皆様の仕事は海に係わる仕事であり、それぞれ
の分野でその取り組み方が異なっておりますが、美しい日本の海を愛し、育み、そし
て海で活動されている方々を支えていくといった気持ちは一緒であると思っておりま
す。

本日から２日間において、活発な討論や研究発表を通じて本会が実りある場となりま
すことを期待いたしますとともに、本会の益々の発展を祈念しまして私の挨拶とさせ
ていただきます。
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2017年の東北周辺海域の海況
福田

義和(気象庁仙台管区気象台)
年より少なかったこと、9月は台風第15号の影

1.はじめに
気象庁では、地球環境に関連した海洋現象に

響により、海面水温が平年より低い海域が広が

ついて「今の状態は？」
「いつもとどう違うの？」

った。10月以降は下層の冷水の影響で海面水温

「どんな影響があるの？」
「その原因は？」
「こ

が平年より低い海域が広くみられたが、三陸沖

れからどうなるの？」と言った疑問に対する診

では下層の暖水の影響で海面水温が平年より

断結果を「海洋の健康診断表」1として公開し

高い状態が続いた。

2

ている。東北地方周辺の海況 に関しては、旬

日本海の海面水温は、1月から5月にかけて平

ごと（毎月10日、20日、月末）に海面水温と海

年より高い状態が続いた。6月にいったん平年

流について診断しているほか、月ごとに日本近

より低い海域が広がったものの、7月には平年

海の海面水温と海流について診断している。

より高くなり、その後は徐々に平年より低い海

本稿では海洋の健康診断表の資料をもとに、

域が広がっていった。

2017年の東北周辺海域の海況についてまとめ
る。なお、連絡会は12月に開催されたため、発
表では11月までの資料を用いたが、本稿では12
月の資料も追加して記述する。

2.2

7月から8月にかけての海面水温

2017年の東北周辺海域の海面水温の特徴と
して、7月に本州東方の海面水温が広く平年よ
り高かったものが、8月に広く平年より低くな

2.海面水温

ったことが挙げられる。

2.1 概況

この時間的な変化をみるために、陸奥湾と宮

2017年の月ごとの海面水温偏差を図1に示す。

城県沖でそれぞれ平均した海面水温の推移を

本州東方の海面水温は1月から3月まで下層

図2に示す。いずれの海域も平年では7月から8

の暖水の影響で平年よりかなり高い海域がみ

月に海面水温は上昇するが、2017年は6月中旬

られたが、金華山沖から福島県沿岸には2月か

から7月中旬にかけて海面水温が急激に上昇し

ら3月にかけて下層の冷水が入り海面水温が平

たのち、8月上旬にかけて海面水温の上昇は鈍

年より低くなった。4月には下層の冷水の影響

り、それ以降はむしろ海面水温は低下していた。

で海面水温が平年より低い海域が広がった。5

この要因として、7月は日射が平年より多く

月になると、平年より風が弱く日射量が多かっ

風が平年より弱かったこと、8月は冷たい空気

たため、本州東方の海面水温は平年より高くな

が流入し、日射も平年より少なかったことが考

り、7月にかけて海面水温が平年より高い状態

えられる。

が続いた。8月は冷たい空気の流入や日射も平

1

http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shind
an/index.html
2

http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/
shindan/f_2/jun_SN/kaikyo_SN.html
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3.海流

りも低くなったのが特徴的であった。これは日

3.1 親潮

射や風の強さなど、大気からの加熱や冷却によ

気象庁では親潮の変動の指標として、北緯43

るものであった。2017年の親潮の状況は、2015

度以南、東経141〜148度の範囲で、100m深水温

年や2016年ほどではなかったものの、面積が平

が5℃以下の領域の面積と南端位置を監視して

年よりも小さい状態がおおむね続いた。

いる。
本報告では、親潮の面積を図3に示して2017
年の親潮の状況を診断する。2015年から2016
年にかけて、親潮の面積は平年よりかなり小さ
い状態が続いたが、2016年末ごろから親潮の面
積は平年並となり、親潮の面積が平年よりかな
り小さい状態はいったん解消した。しかし、
2017年2月には再び平年より小さくなり、その
後も2015年、2016年ほどではないがおおむね平
年より小さい状態で推移した。
3.2 黒潮系暖水と津軽暖流
気象庁では黒潮系暖水の変動の指標として、
東経142〜147度における100m深水温が15度の
領域の北端を監視している（ただし、暖水渦と
して黒潮続流から切り離されている場合など
は含まない）。また、季節によって基準となる
温度は異なるものの、北緯41〜42度の津軽海峡
東口の100m深水温によって津軽暖流の変動を
監視している。
黒潮系暖水の北限位置を図4に、津軽暖流の
東端位置を図5に示す。黒潮系暖水の北限位置
は、年の前半におおむね平年より北に位置し、
年の後半は平年並か平年より南に位置してい
た。平年では3月ごろにもっとも南に位置し、
11月にもっとも北になる季節変化を示すが、
2017年は南北の変動は小さかった。津軽暖流の
東端位置は、平年ではもっとも西に位置する3
月を中心に平年よりも東に位置し、その後も平
年並か平年よりも東に位置することが多かっ
た。
4.

まとめ
2017年の海面水温は本州東方で7月に平年よ

りも高かったものが、8月になって一転平年よ
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図1 2017年の海面水温偏差
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図 3 親潮の面積
東経 141 度〜148 度、北緯 43 度以南における、深さ 100m の
水温が 5℃以下の領域の面積。赤線が実況値、濃い青が平年
並の範囲、薄い青が上位 1/10 および下位 1/10 を除いた範囲
を示す。

図2 陸奥湾と宮城県沿岸の平均水温
それぞれ赤い領域で示した海域の平均海面水温

図4 黒潮系暖水の北限緯度
東経142〜147度における、深さ100ｍの水温が15℃以上の北
限の緯度で定義する黒潮系暖水の北限緯度の時系列。実線が
2017年の解析値、陰影は平年並の範囲を示す。

図5 津軽暖流の東端の経度
北緯41〜42度の津軽海峡東口における、深さ100mの水温分布
によって解析する津軽暖流の東端の経度の時系列。実線が
2017年の解析値、陰影は平年並の範囲を示す。
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2017 年東北海区の海況の特徴
奥西武・筧茂穂・長谷川大介・田中雄大・横内克巳（東北水研）

関係各機関及び東北区水産研究所の海洋観測

年 6 月に常磐沖で認められ、2016 年 12 月にかけ

結果を用いて作成した月毎の 100m,200m 深等の水

て三陸沖を北上した 2016C は、2017 年 1〜4 月に

温分布図、並びに NOAA 衛星の熱赤外画像、

かけて金華山沖に南下し、その後、消滅した。2017

Jason-2・Envisat 衛星による海面高度観測結果に

年 5 月に三陸沖で認められた 2017B は、12 月にか

基づいた海況の経過の特徴を以下に述べる。近海

けて釧路沖東方に移動した。2017 年 5 月に常磐は

の黒潮北限位置、親潮第 1 分枝先端緯度について

るか沖で認められた 2017C は、11 月にかけて金華

は、1960～2015 年までのデータを用いて、平年並

山沖に西進し、12 月にかけて三陸沖を北進した。

み等を定義している。

2017 年 7 月に三陸沖で認められた 2017D は、8 月

１．2017 年の海況の経過

まで停滞し、9 月に 2017C に吸収された。2017 年

表面水温

12 月に下北半島の沖合に 2017F が認められた。

北海道南東方および本州東方における 7 月の表面

○冷水域

水温は高めで推移し、それ以外の月は平年並みで

1〜4 月、6〜7 月、10〜12 月に三陸沖に冷水域が

推移した。

存在した。

黒潮域

親潮域

(1)房総沖での黒潮離接岸は 1〜4 月、6〜8 月、10

○親潮第１分枝

〜12 月はやや接岸〜接岸、5 月はやや離岸、9 月

(1)親潮第１分枝は、1〜4 月、6 月はやや北偏〜

は平年並みであった。

かなり北偏で推移した。5 月、7〜10 月、12 月は

(2)近海の黒潮の北限位置は、1、4 月、7〜9 月は

平年並みであり、11 月は確認できなかった（図 2

平年並み、2〜3 月はかなり北偏、5〜6 月はやや

a, 3a）
。

北偏、10〜12 月はやや南偏〜かなり南偏で推移し

(2)第１分枝に連なる冷水が 5 月、8〜10 月に三陸

た(図 1)。

沖に存在した。
○親潮第２分枝

混合水域

親潮第２分枝は 3 月、12 月は北偏し、1 月、4～7

○黒潮系暖水

月、9～10 月はやや北偏〜やや南偏で推移した。2

近海の北限位置は、1 月は平年並み、2 月に極め

月、8 月、11 月は確認できなかった（図 2 b, 3b）
。

て北偏で推移し、3〜6 月はやや南偏～かなり南偏、
7〜12 月はやや北偏～やや南偏で推移した。

津軽暖流域

○暖水塊

6 月はかなり弱勢、11 月は極めて弱勢、3～5

2010 年 8 月に常磐沖で認められ、2011 年秋季よ

月、7～10 月、12 月は、やや強勢〜やや弱勢で

り釧路沖で停滞していた 2010G は、2017 年 2 月ま

推移した。1〜2 月は確認できなかった。

で根室東方沖で停滞し、その後、消滅した。2016
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2017 年における海況の特徴
(1) 表面水温は 7 月が高め基調、その他の月は平
年並みで推移した。
(2) 暖水塊 2017C が 5 月に常磐はるか沖で発生し、
金華山沖に西進し（〜11 月）
、その後、三陸
沖を北進した（〜12 月）
。
(3) 近海の黒潮の北限位置は、6 月までは北偏傾
向、その後、平年並みとなった後、10 月以降
は南偏傾向で推移した。
(4) 親潮第１分枝の張り出しは 1〜6 月は北偏傾
向、7 月以降は平年並みで概ね推移した。

図 2 親潮第 1 分枝先端緯度（a）および親潮第 2
分枝先端緯度（b）の時系列。親潮の水は舌状に
南方に張り出して来ることが多く、このような舌
状の冷水部を三陸地方の沿岸側から、 親潮の沿
岸寄りの分枝(第 1 分枝)、沖合の分枝(第 2 分枝)
と呼ぶ。図は 100m 深度の水温 5℃を基準として冷
水部先端緯度を読み取った値を示している。細線
は各月における黒潮北限緯度，太線は 13 ヶ月移
動平均、破線は平均緯度を示す。

図 1 近海黒潮北限緯度(東経 146 度以西の海域
の 200m 深度の水温 14℃の北限経度)。a)は 1954
年からの時系列で、細線は各月における黒潮北限
緯度，太線は 13 ヶ月移動平均、破線は平均緯度

図 3 2017 年の親潮第 1 分枝先端緯度（a）およ

を示す。b)は 2017 年の月変動で、白丸は各月の

び親潮第 2 分枝先端緯度（b）の月変動。図は 100m

年平均緯度、黒丸は本年の先端緯度を示す。

深度の水温 5℃を基準として冷水部先端緯度を読
み取った値を示している。白丸は各月の平均先端
緯度、黒丸は本年の先端緯度を示す。
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２０１７年尻屋東方海域の水温観測について
海上自衛隊大湊地方総監部
１

福滿

はじめに
200

４６度００分までの東西ラインの水温観測を

400

民間観測船等により毎年実施しています。
今年度は、１月、６月及び７月の観測結果
から水温断面図を作成し、気象庁作成の深度

Depth[m]

１度２５分、東経１４１度４０分から東経１

５０ｍの海流分布図、海面水温分布図及び海

1000

観測結果からの動向

（１）１月３１日
暖

域

津軽暖流と推測される暖域の流れは、
東経１４３度付近まで流出しており、推
進３００ｍ付近にかけて分布しています。
また、東経１４３度から１４７度にか
けて暖水渦があり、水温断面図にも現れ
ています。
イ

寒

域

親潮と推測される冷水域の南限は、北
緯４０度付近と推測されます。
ウ

10
5

800

潮の動向について発表します。

ア

15

600

面水温平年差分布図を参考に津軽暖流及び親

２

20

Temperature[℃]

0

海上自衛隊では、尻屋沖東方海域の北緯４

天久

解析等
海流及び海面水温の解析等により、北
緯４５度、東経１４９度付近から北緯４
０度、東経１４７度付近にかけて親潮と
推測される流れがあり、平年より東側を
流れていることから、津軽東口から襟裳
沖にかけての海面水温は平年より３℃前
後高くなっていることがわかりました。
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142E

143E

144E

145E

146E

0

（２）６月４日
ア

暖

域

水温断面図から、津軽暖流の東への張
り出しは、東経１４２度５０分付近とな
っています。
イ

寒

域

東経１４３度から東側では親潮と推測
される冷水が観測されています。
ウ

解析等
津軽暖流は東経１４２度５０分、親潮
は東経１４３度付近まで西寄りに流れて
いると推測されます。
また、１月に顕著に確認された断水渦
は東へ移動し、東経１４５度から１４８
度付近にかけて観測されています。
Temperature[℃]

20

0

Depth[m]

200

15

400

10

600
5

800
1000

142E

143E

144E

145E

146E

0
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（３）７月２４日
ア

暖

域

津軽暖流の東への張り出しは、東経１
４３度付近で平年並みとなっています。
イ

寒

域

親潮の南限位置は北緯４１度、東経１
４４度となっています。
また、水温断面図からも、東経１４３
度３０分から１４５度３０分付近に冷水
の流れが確認できます。
ウ

解析等
暖水渦は６月から流れはやや弱くな
っているものの、ほぼ同位置に存在し
ています。
Temperature[℃]

0

20

Depth[m]

200

15

400

10

600
5

800
1000

142E

143E

144E

145E

146E

0

３

まとめ
これら１月、６月及び７月の観測等から、
津軽暖流の東への張り出しは、いずれの月も
平年並みであるという解析結果が得られまし
た。
また、１月に津軽東口から襟裳沖で観測さ
れた暖水渦が平年より北側に位置したため、
この時期に親潮が平年より東側を流れたこと
が観測からわかりました。
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2017 年の海洋調査実施概要について
～本州東方海域における海流観測～
吉田

泰（第二管区海上保安本部）
２．観測結果

１．概要
海上保安庁では、海流観測で得られたデータ

２．１

流向流速観測

を航海安全のための基礎情報として広く提供す

10m 層の海流と NOAA の表面水温衛星画像を重

るとともに、当庁の捜索・救助及び防災活動に

ね合わせたもの、50m 層及び 100m 層の海流を図

必要となる漂流予測を行うための情報として利

2～3 に示す。特徴的な流れとしては、尻屋埼北

用している。

方から東経 142 度付近まで東向きの 2～4 ノット

今回の海流観測では、2016 年 7 月 13 日～18 の強い流れが、また、その流れに続く東経 142
日の 6 日間、海上保安庁海洋情報部所属の測量 度 30 分付近までの東向き 1～2 ノットのやや強
船「天洋」により、ADCP(古野電気 CI-20H)によ い流れが観測された。また、福島県沖の北緯 37
る 10m・50m・100m の各層の流向流速観測と、

度 50 分の測線では約 1 ノットの南方へ流れが観

XBT・XCTD(鶴見精機製 MK-130)による水温・塩

測され、一本南の北緯 37 度 30 分の測線では、

分観測を実施した。

中央の東経 142 度付近ではその南下する流れは
あまり確認されなかった。
50m 層及び 100m 層の流向はおおむね同方向で
あり、流速は層が下がるについてやや弱くなる
傾向であった。
２．２

水温塩分観測

尻屋埼北東方における各点の水平方向の水温
を図 4 に示す。
特徴としては、水深 50m、100m ともに東経 142
度付近まで暖かい水温の分布が観測されたこと
から、この付近まで津軽暖流が張り出していた
と考えられる。

図１

観測線及び観測点
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ACDP 10m 層
NOAA 表面水温(7/16)

図 2－1 10m 層海流と表面水温（尻屋埼北東方海域）

図 2－2 50m 層海流

図 2－3 100m 層海流
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ACDP 10m 層
NOAA 表面水温(7/14)

図 3－1 10m 層海流と表面水温（福島県沖海域）

図 3－2 50m 層海流

図 3－3 100m 層海流
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図 4-1

図 4-2

50m 水温水平分布図

ー 15 －

100m 水温水平分布図

三陸沖、黒潮続流域亜表層・中層の塩分 10 年規模変動と NPGO
○金子 仁 1・奥西 武 1・伊藤幸彦 2・纐纈慎也 3・瀬藤 聡 4・黒田 寛 5・清水勇吾 4・児玉琢哉 6
（1 水産機構東北水研・2 東大大海研・3JAMSTEC-RCGC・4 水産機構中央水研・5 水産機構北水研・6 岩手水技セ）
３. 結果

１. 背景
黒潮続流域 (以下続流) は、北太平洋中層水の形成海

続流強度 (KES: 続流南北海面高度の東西平均) と

域であり、亜熱帯-亜寒帯循環を横切る海洋熱・塩分輸

NPGO の 2 年ラグは正の対応関係を示し、続流強度の

送のホットスポットになっている。続流の安定性は 10

高低と安定期・不安定期はよく一致した (図 1)。

年規模で変動し (Qiu and Chen, 2005, 2011)、続流南

A-line の続流北側 38–38.5°N 付近の 150–250m 塩

北の水塊の性質にも影響を与える (Kouketsu et al.,

分と NPGO の 2 年ラグとの間に有意な負の相関がみ

2016)。Kouketsu et al. (2016) は続流が安定して渦活

られた。同様の有意な負の相関は、高緯度の北海道沿

動度の低い年に、続流北側で硝酸塩およびクロロフィ

岸 (41.5–42.5°N) の亜表層 (100–250m) 塩分および

ル a 濃度が高くなることを明らかにした。続流の安定

岩手県沿岸亜表層 (〜300m) にも認められた。

性 (強度) は North Pacific Gyre Oscillation (NPGO;
Di Lorenzo et al., 2008) の数年ラグと関係があること
がと指摘されている (Chballos et al., 2009; Taguchi
et al., 2007)。続流の安定性とその南北の水塊変動は、
親潮水の分布変動と連動し、水温や餌環境などを通じ
て水産資源の変動にも大きな影響を与えると考えられ
図 1. 黒潮続流強度と NPGO 2 年ラグ指標

る。しかし、親潮水の波及経路における水塊特性の模
変動が、続流の安定性とどのような関係にあるのかは
十分に明らかになっているとは言えない。
そこで本研究では続流の安定性と上述の海域におけ
る塩分変動との関係を明らかにすることを目的として、
長期定線観測データおよび渦解像モデルによる長期再
解析データを用いて解析を行った。

図 2. 安定期と不安定期のコンポジット塩分の差
(FRA-ROMS)。 (a) 26.8σθ 面上の水平マップ (4 月)、

２.試料と方法
現場観測データ：1) 水産研究・教育機構 厚岸沖定線:

(b) 続流南領域における各月の変動 (2 年分)

A-line (1987–2015)、2) 岩手県水産技術センターの三
陸沖 4 観測線 (1980–2015)、3) 気象庁 137°E 線

続流安定期と不安定期の等密度面平均塩分 (NPGO

(1965–2010) を用いた。また、衛星データとして

の 2 年ラグのそれぞれ上位・下位 30%) の差 (安定期–

AVISO海面高度 (ADT) および月平均海面高度偏差デ

不安定期) は、親潮第一分枝から三陸沖、続流蛇行の第

ータ (SLA) を用いた (水平 1/4°)。

一の峰にかけて負の値を示した (図 2a)。続流の南側で

数値モデルによる再解析値：水産研究・教育機構の海

は、モード水および北太平洋中層水のコア密度を含む

況予測システム FRA-ROMS (Kuroda et al., 2013,

25.5–27.0σθ で顕著な負の偏差が認められた (図 2b)。

2017; 1992–2012) お よ び 海 洋 研 究 開 発 機 構 の

変動傾向は二つの再解析プロダクトに共通していた。

FORA-WNP30 (Usui et al., 2017; 1982–2015) の長

以上の結果は、続流安定時に、親潮域から三陸沖、続

期再解析値による水温・塩分データを使用した (水平解

流北側を経て続流南側中層への亜寒帯水輸送が強化さ

像度はともに 1/10°)。

れることを示唆する。
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岩手県大槌沖の長期環境モニタリング
小栗一将・古島靖夫・豊福高志・脇田昌英・渡邉修一
土田真二・藤原義弘・藤倉克則・北里 洋
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

図 1. モニタリング地点（地図データ:© 2018

る。本発表では、2012 年 8 月から 2013 年に

Google、ZENRIN。海底地形図:JAMSTEC

かけて行った海底モニタリングの結果を紹介

作成）。

する。

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・

2. 方法

塩分が同時に低下する現象が確認された（図

モニタリング地点として、陸棚上部と陸棚下

2）。溶存酸素はモニタリング期間を通して概ね

部の二点を選び、ADCP・CTD・溶存酸素計・

250M 以上の値を示したが、短期間に 200M

濁 度 計 を ひ と つ に ま と め た 装 置 （ Xyrem,

以下に減少し、また元の濃度に戻る現象が確認

RDCP600）および海底観察カメラシステム（自

された。水温 3℃以下の水について、溶存酸素

作）を取り付けたランダーを設置し、長期モニ

濃度と密度(t)との間には逆相関の関係が認め

タリングを行った。期間を表に、地点を図 1

られた（図 3）。

にそれぞれ示す。

陸棚下部の水深 998m 地点では、モニタリン

表. モニタリング地点・期間、観測・撮影

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

3. 結果

ングで得られたデータおよび東海大学「望星
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図 2. 水深 300m 地点における水温、塩分、

図 4. 水深 998m 地点における水温、塩分、

溶存酸素濃度の変化。

溶存酸素濃度の変化。

図 3. 水深 300m における溶存酸素濃

図 5. TS プロット。赤:300m、緑:998m、灰:

度と密度の関係。黒丸は 3℃以下のデ

「望星丸」BO14-20 航海時の観測データ。水塊

ータを示す。

区分については本文を参照のこと。
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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。
確認した（図 6 下）。この濁度は 2013 年 5 月
図 6. 水深 300m 地点の海底。上：2013 年

5 日に極大となったが、すぐに回復した。4 月

4 月 5 日、下：5 月 5 日撮影。強い濁りの

25 日には衛星によるクロロフィル濃度の極

増加が撮影された。

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

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

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

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、

図 8. 地震前後の流向・流速（青線）と濁度

海底を視認できなくなるほどの濁度の増大を

（黒点）の変動。
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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
図 9. 水深 998m 地点における地震前後の

的に水が上昇した可能性が示唆された。

海底の様子。A～C の撮影時刻は、図 8 中

(3) 水深 998m 地点の水温、塩分、溶存酸素濃

に示されるカメラのイラスト部分の時刻に

度はモニタリング期間を通し、大きな変化は見

それぞれ相当する。

られなかった。
(4) 水深 300m の海底にはクモヒトデが多く

る（図 7）。
水深 998m の海底には、300m で確認され

見られた。5 月初旬には海底に強い濁りを観測

たものとは別種のクモヒトデが分布しており、

した。これは海面における植物プランクトンブ

生息密度も低かった。また、海底には生物がつ

ルーミングに伴い、高密度のマリンスノーの沈

くったと思われる複数の穴が確認された。

降や巻き上がりに伴う再懸濁が発生したため

水深 998m 地点でモニタリング中の 2012

と考えられる。この現象の持続時間は数日であ

年 12 月 7 日 17:18、この地点の東部でマグニ

った。

チュード 7.3 の地震が発生した（図 8）。地震

(5) 水深 998m の海底にもクモヒトデが見られ

から 6 時間後の写真によれば、海底附近に濁

たが、300m で観察されたものとは異なる種類

りが生じ、クモヒトデが堆積物内に埋没しかけ

で、生息密度も低かった。生物が作ったと思わ

ている様子が確認された（図 9）。30 時間後に

れる複数の穴も見られた。

はクモヒトデ類は海底表面に再び現れたが、地

(6) 水深 998m 地点でのモニタリング期間中に

震前に見られた穴は消失していた（図 8、9）。

地震が発生した。このとき記録された濁度デー

以上より、水深 1000m 付近の陸棚斜面下部の

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。
引用文献
Hanawa, K., Mitsudera, H. (1986): Variation
of water system distribution in the
Sanriku coastal area. J. Oceanogr. Soc.

Jpn. 42(6), 435-446.
Oguri, K., Furushima, Y., Toyofuku, T.,
Kasaya, T., Wakita, M., Watanabe, S.,
Fujikura,
Long-term

K.,

Kitazato,

monitoring

H.

(2016):

of

bottom

environments of the continental slope
off Otsuchi Bay, northeastern Japan. J.

Oceanogr. 42(1), 151-166.
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東日本大震災後の大船渡湾における
貧酸素化の解消について
1

○ 筧 茂穂 、神山孝史 1、加賀克昌 2、加賀新之助 3、内記公明 2
（1：水産機構東北水研、2：岩手水技セ、3：岩手県庁）
1．はじめに
貧酸素あるいは無酸素に関わる問題は各地
の沿岸域で頻繁に発生している。貧酸素化の要
因には富栄養化、湾の閉鎖性の上昇に伴う海水
交換の低下や成層の強化に伴う底層の孤立化
などがある（Diaz、2001; 柳、2004）。本研究
で対象とした大船渡湾は 1967 年に建設された
大船渡湾湾口防波堤により、閉鎖度指標（EI
＝√A×D1/W×D2、ここで、A は湾の面積、
D1 は湾の最深部の水深、W は湾口幅、D2 は湾
口の最大水深）が 1.4 から 14.04 に急増した湾
である。湾口防波堤の建設に伴い、湾内水が停
滞しやすくなったこと（宮沢・早川、1994）、
夏季の底層には貧酸素水塊が形成されるよう
になったこと（Hayakawa 1990；長坂ほか、
1997；Hayakawa et al. 2001）などが報告さ
れ、湾内の環境悪化が懸念されていた。また防
波堤建設により湾内が穏やかな環境となり、マ
ガキやホタテガイの養殖が盛んに行われ、その
排泄物による富栄養化も貧酸素化に拍車をか
けていた。この防波堤は、2011 年 3 月の東日
本大震災に伴う大津波により、倒壊し、湾の
EI は再び 1.4 に低下した。村上ほか（2013）
や Yamada et al. (2015) は 2009～2010 年と
2012～2014 年の比較を行い、震災後、底層の
溶存酸素（DO）濃度が増加したことを示して
いる。防波堤の倒壊により海水交換が向上した
と考えられるが、定量的な研究は行われていな
い。本研究では 1996～2015 年にほぼ毎月観測
された結果や震災後に湾内で行われた係留観
測の結果を用いて、震災前後の大船渡湾におけ
る海水の滞留時間を定量化するとともに、貧酸
素化の解消との関連について明らかにする。
2．方法
1996 年～2015 年にかけて岩手県水産技術
センターによりほぼ毎月実施されている大船
渡湾における海洋観測結果を使用した。また、
2014 年 7 月～2015 年 12 月、2016 年 3 月～5

月にかけて大船渡湾に係留系を設置し、流速、
水温・塩分を測定し、解析に用いた。
3．結果
毎月の観測における湾内底層（海底直上 1m）
の最低 DO は、季節変動し、夏季に低下した。
震災前の夏季の最低 DO は毎年 1mgL-1 以下と
なることが多かったが、震災以降は 4.6～10
mgL-1 であり、貧酸素水塊は見られなかった。
震災前および後の最低 DO はそれぞれ 5.81±
3.72、7.22±1.49 mgL-1 であり、有意な差があ
り（p<0.01）、震災後は大幅に貧酸素化が解消
していた（Fig. 1）。
係留観測から、表層で流出、中下層で流入す
る残差流が観測された。また、表層には低塩分
水が分布し、エスチュアリー循環による海水交
換が起きていることが示された。そこで、定常
状態を仮定したボックスモデルによる塩・水の
収支から海水の滞留時間（τ）を求めた。震災
前のτは 60～140 日であり、震災後のτ（<60
日）よりも有意に大きかった（Fig. 2）。
4．考察
震災後は海水交換が活発になり，湾内底層の
貧酸素化が解消していたという本研究の結果
について以下のような考察を行った。湾外下層
の塩分は震災後の方が有意に低かった。震災後
の湾内表層の塩分は有意ではないものの震災
前よりも高かった。後者は有意ではないものの
低下量は前者よりも大きく、震災後の海水の滞
留時間を低下させる主たる要因であることが
わかった。河川流量は震災前後で有意な差はな
かったことから、震災前は震災後よりも湾内が
停滞しやすい環境にあったと考えられた。震災
前に、湾内の海水交換を妨げていたものは湾口
防波堤であり、この倒壊で貧酸素化が解消した
ものと結論づけられた。詳細については
Kakehi et al. (2017)に記載されている．
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Fig. 1

岩手水技センターによる大船渡湾の
毎月の観測（全 6 測点）の底層（B-1m）
における DO の最低値の時系列。

Fig. 2 海水の滞留時間（τ）の時系列。
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津軽海峡における海洋酸性化モニタリング
脇田昌英 1・佐々木建一 1・山本秀樹 1・高田信 1
大村貴光 2・吉野順 3・畳指祥子 2・渡邉修一 1
1
海洋研究開発機構むつ研究所、2 株式会社マリン・ワーク・ジャパン、
3
東北環境科学サービス株式会社、

西部津軽海峡の恵山岬－尻屋崎間に SE 測線、

1. はじめに
2013 年に発表された IPCC（気候変動に関す

大間－函館間に HO 測線、下北半島北部沖に OS

る政府間パネル）の「第 5 次評価報告書」では、

シリーズ測点を設け、2012 年夏から北海道大学

産業革命以降、大気に放出された人為起源 CO2

附属練習船「うしお丸」により表面から海底ま

の 30％は、海洋が吸収し、海面 pH を 0.1 低下

で CTD-CMS 採水観測を年 4～5 回行っている。

させており、海洋酸性化が進行している。この

そのうち SE9・SE3・HO3・OS1 の計 4 点を大

海洋酸性化は、海水中の CO32-濃度も減少させ、

測点と設定し（図 2）、溶存無機炭素（DIC）、ア

CaCO3 の化学的飽和度Ωを減少させている。こ

ルカリ度（TA）、水温、塩分、栄養塩、全溶存

のため、CaCO3 の殻や骨格を持つ生物の生育阻

有機炭素、全溶存窒素、海水の酸素同位体、ク

害が危惧されるが、その影響を実海域で定量的

ロロフィル a などのデータを取得している。DIC、

に示した例は稀である。

TA 等より pHT とアラゴナイト飽和度 Ωaraginite を

生物生産力が高い沿岸域や海浜域での海洋酸

算出し、蒸発・降水の影響を除くために塩分 35

性化の進行と生物への影響評価は、
「持続可能な

への規格化を行った上でその他の取得データと

海洋利用」に直結するため社会的要請は大きい

共に解析した。

が、日本沿岸域の海洋酸性化モニタリング点は

関根浜港

観測点
突堤

少ない。海洋研究開発機構むつ研究所では、津
軽暖流において、沿岸域の環境変動および海洋

港内

酸性化の進行とその要因を調べることが目的で
ある。
2. 方法
津軽海峡に面する所内の関根浜港の東防波堤
の突堤（水深 9m）と港内（水深 3m）の 2 カ所

図 1 海洋研究開発機構むつ研究所内の関根浜

で 2014 年 2 月から週 1 回の CTD とバケツによ

港の観測点（突堤、港内）

る表面採水観測を行っている（図 1）。この活動
は、国際酸性化観測ネットワーク Global Ocean
Acidification Observing Network
（http://data.nanoos.org/files/goaon/inventory/asset
s-/FOTS_588.html）に登録済みである。また、
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図 2 津軽海峡における船舶観測点（SE9・
SE3・HO3・OS1）と関根浜港
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3. 結果
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釧路沖
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nDIC

[µmol/kg]

2100

関根浜港の 2 点（突堤と港内）と津軽海峡で
の船舶観測大測点 4 点を比較したところ、恵山
岬沖の SE9 は、冬季の釧路沖の沿岸親潮（COW）

2000
2012

2013

2014

2015

2016

2500

2018

nTA

データと一致していたことから、冬から夏にか
けて、COW の影響を受けていた（図 3）。その

2017

[µmol/kg]

2400

他の大測点（HO3, OS1, SE3）の表層と関根浜
港突堤の変動はよく一致しており、港突堤の観

2300

測値は津軽暖流の特徴を示していた（図 3）。
他方、港内データは、突堤よりもバラツキが大
きく、潮汐などを含む短周期変動が影響してい
ると思われる（図 3）。
津軽暖流表層水の各成分の経年変化を求め
るため、Takahashi et al. (2006)の手法に従って船
舶観測点（HO3, OS1, SE3）の表層と突堤の観
測値から月平均値を差し引き、各年の年平均値
を求めた。このとき、2014 年 2～4 月に約 30 年
ぶりに下北半島まで沿岸親潮が接岸して明らか
に例年と異なる水塊が占めていた（佐々木ら
2015 春季海洋学会）ため、その間の観測値は棄
却した。

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

図 3 津軽海峡の船舶観測点（SE9 (●)、SE3
(●)、HO3 (●)、OS1 (●)）と関根浜港（突堤 (●)、
港内 (○)）における表層の水温、nDIC、nTA
の時系列変化。また、参考として、2015 年 3
月の釧路沖の沿岸親潮 (×)のデータを示す。

る可能性もある。この酸性化は、太平洋外洋域
や熊野灘沖のそれ（pHT: −0.002 /yr, Ωaraginite:
−0.01 /yr; Midorikawa et al., 2010, Dore et al., 2009,
Wakita et al., 2017, Ishii et al., 2011）よりもやや速
く進行していた。これは、人為起源二酸化炭素

津軽暖流水表層の年平均値 pHT および
Ωaraginite は、ここ数年で有意な低下を示し（pHT:
−0.0034 ± 0.0009 /yr, p<0.001; Ωaraginite: −0.048 ±
0.006 /yr, p<0.001）、酸性化傾向が示された（図
4）。加えて、硝酸塩濃度が年々減少しており（図
なし）、生物生産力が変化してい

2200

の吸収に加え、生物生産変化や陸域・海浜域・
海底などから流入した有機物の分解による DIC
増加の影響が加算されている可能性がある。こ
のような海浜域特有の短周期現象（日周変動等）
を捉えるため、今冬に関根浜港内で pH・CTD
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センサー係留による連続観測を開始した。今後、

result from time series observations of CO2

その結果も加え、原因を解明する予定である。

parameters from 1994 to 2008, J. Geophys.
Res., 116, C06022,
doi:10.1029/2010jc006831.
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図 4 津軽暖流の表層(●)の pHT と Ωaraginite の時
系列変化。また、参考として、関根浜港の港内(○)
と 2014 年 2 月～4 月の沿岸親潮接近(×)のデータ
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Wakita, M., A. Nagano, T. Fujiki, and S. Watanabe

示す。
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岩手県三陸沿岸における海洋物理学研究（2017 年度）
― 湾口防波堤の再建過程における釜石湾の海洋環境 ―
田中潔、孫艶枚、道田豊、柳本大吾（東京大学 大気海洋研究所）

1. はじめに
数ある三陸リアス湾の中で釜石湾（図 1）
は、大船渡湾とともに他湾とは異なる様相を
呈する。すなわち、両湾は国の重要港湾に指
定されており、水産業のみならず多様な産業
を支える海上交易の拠点でもある。そのため，
震災前は湾口に、世界最大級の巨大防波堤が
存在していたが（図 2）、震災とその後の津
波で壊滅的に破壊された（図 3 上・中段）。

図 3. 湾口防波堤の近景。上段：2008 年 10
月（震災前）、中段：2011 年 9 月（震災 6
ヶ月後）、下段：2017 年 4 月（竣工間近）。
図 1. 釜石湾の位置。

しかしその後、湾口防波堤は再建工事が進
められ、現在ではほぼ完成に近づいている（図
3 下段）。本報では、そうした釜石湾でこれ
までに筆者らが実施してきた海洋環境調査の
成果を報告する。
2. 甲子川からの流出水の分布
釜石湾の湾奥には、二級河川である甲子川
（かっしがわ）の河口がある。図 4 は 2016

図 2. 東日本大震災前の釜石湾の湾口防波

年の 4 月に観測された、湾口防波堤中央の開

堤（赤破線で囲まれた場所）。釜石港湾事

口部すぐ内側の点における CTDO プロファイ

務所ウェブサイトより引用。

ル（水温・塩分・溶存酸素濃度の深度分布）
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を示す。海面から深度 3 m 付近までのごく薄
い層内に、甲子川から流出した低塩な河川系
水が分布している。

図 5. 表層の塩分分布。矢印は、河川系水
図 4. 2016 年の 4 月に観測された、湾口

の推定される流軸を表す。（上）2016 年

防波堤中央の開口部すぐ内側の点にお

4 月 25 日、（下）2017 年 4 月 26 日。

ける CTDO プロファイル（水温・塩分・
溶存酸素濃度の深度分布）。

3. 湾口防波堤の再建の影響

一方、図 5 は春季における表層塩分の水平

湾口防波堤の再建は、2017 年 11 月の時点

分布を示す。一般に北半球の沿岸において河

で全てのケーソン（コンクリート製の箱状構

川系水は、コリオリ力の作用によって岸を右

造物）の据付けが完了し、完成間近となって

に見ながら岸沿いを流れる傾向がある。2016

いる。図 6 は 2011 年と 2015 年における、防

年の観測時（図 5 上）には、そうした傾向が

波堤の復旧状況を示す。2015 年までには開口

顕著に現れた。他方、2017 年時（図 5 下）は

部海中でのケーソン据付けが終了し、南堤（図

2016 年時と比較して、岸から少し離れた海域

左側）の大部分と北堤（図右側）の一部でも

を流れている傾向が見られた。2017 年時の様

復旧が終了していた。

相については、観測日の直前に周辺において

図 7 は、同様にそれぞれの年（2011 年と

降水があったため、おそらく河口からの河川

2015 年）の秋季における、溶存酸素飽和度（%）

水流出の勢い（慣性）が強くなった効果が現

の鉛直断面分布を示す。2015 年には、防波堤

れたのだろうと推測している。

の内側底層で酸素飽和度が減少するととも
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に、そうした低酸素域が海底から上方へ及ぶ
高さも増加していた。

続いて、図 8 は 2017 年 4 月の同断面にお
ける、津軽暖流水の分布を示す。4 月以前の
冬季に湾内に浸入した津軽暖流水が、概ね再
建された防波堤の効果によって、湾内に長期
間に渡って残留していたことが分かる。

2011

2015
図 6. 防波堤の工事進捗状況。着色部が、
その年までに据付けられたケーソンを示す
（釜石港湾事務所提供の資料より作成）。

図 8. 図 7 と同じ断面上における、津軽暖流水
の分布（橙色部分）。津軽暖流水の水塊定義
は、Hanawa and Mitsudera (1987) に従った。
最後に、開口部近傍の溶存酸素について、
防波堤外側と内側の濃度差の時系列を図 9 に

2011.915

示す。冬季は冷却と強風によって強い鉛直混
合が生じ、内外差は小さい。反対に、夏季か
ら秋季にかけては強い成層構造が形成される
ため、湾内深部で海水が澱みやすくなり、内
外差が大きくなる。
また、こうした季節変動に加えて、さらに
長期的な視点で見ると、防波堤再建に伴って
徐々に、防波堤による海水交換の抑制効果（内
外差）が増加していることも見て取れる。

2015.10.1

図 7. 防波堤開口部を東西に横切る鉛直断面

図 9. 防波堤外側と内側の溶存酸素の濃度

上での、溶存酸素飽和度（%）。（上）2011

差（開口部近傍、水深 30 m 以深の深さ平

年 9 月 15 日、（下）2015 年 10 月 1 日。

均値：mg/l ）。
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海洋速報について（黒潮の変動）
海上保安庁海洋情報部環境調査課

小林

研太

2．本庁海洋速報

1．はじめに
本庁で解析している海洋速報は、海難防止と

海洋速報の海流図（津軽暖流）、海流推測図

航海安全、海難発生時の漂流予測、船舶の経済

（親潮）では流れの観測値と水温の観測値を参

的な運航、漁業、海洋レジャー活動、科学的基

考にして解析をおこなっている。流れの観測値

礎資料など様々な目的で日々発行し、ホームペ

では、測量船のほか、関係機関船舶や一般船舶

ージに公開している。

から提供していただいている海流情報に加え、

ホームページでは、海洋速報のほかに、2 日

当庁の漂流ブイ、NEAR-GOOS により取得し

先の海況を解析する海流推測図、その他のコン

た海流情報を使用している。水温の観測値では、

テンツとして表面水温図、表面水温偏差図、衛

人工衛星による表面水温、測量船で観測した

星水温画像、海流水温合成図、黒潮ファイブ（黒

XBT・XCTD による 100m 深水温のほか、水

潮の変動）等を公開している。本発表では、上

産試験場や水産高校から送付していただいて

記のうち海洋速報で公開している海流図（津軽

いる 100m 深水温データ、気象庁の海洋同化デ

暖流）、海流推測図（親潮）の解析手法と黒潮

ータ、アルゴフロート等を使用しており、これ

大蛇行に伴う広報をおこなったため、最近の黒

らの参考情報から総合的に判断して流線を解

潮変動について紹介する。

析している。

図 1．海洋速報 海流図

図 3．当庁の漂流ブイの軌跡

宗谷暖流
対馬暖流

津軽暖流

黒潮
海流図

図 4．関係機関船舶の水温観測値

図 2．海流推測図

親潮
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3．最近の黒潮変動
黒潮は 8 月下旬から、紀伊半島から東海沖で
大きく離岸して流れる状態が続いており、黒潮
大蛇行を判定する、潮岬で黒潮が安定して離岸
していること、東海沖（東経 136～140 度）の
流軸の最南下点が北緯 32 度よりも南に位置し
ていることの 2 つの条件があるが、今般、それ
を満たしたと判断し、9 月下旬に気象庁と合同
で 12 年ぶりに黒潮が大蛇行している旨、報道
発表をおこなった。この状況は、海上保安庁の
測量船データからも確認された。
4．まとめ
本庁で解析している海洋速報は流れの観測
値、水温のデータ等の参考資料から総合的に判
断して流線を解析している。
最近の黒潮変動では、黒潮大蛇行と判断する
2 つの条件が満たされたと判断し、9 月下旬に
気象庁と合同で報道発表をおこなった。12 月
現在も大蛇行型が続いており、黒潮の流路の変
動は、船舶の運航や漁業に影響があるほか、潮
位が上昇することで、沿岸の低地で浸水などの
被害が生じる可能性があるため、今後も日々変
動する黒潮流路を注意深く監視していくこと
に勤めたい。
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JAMSTEC における東北マリンサイエンス拠点形成事業の取り組み
藤倉克則・園田朗・東日本海洋生態系変動解析プロジェクトチーム（海洋研究開発機構
JAMSTEC）、坂本泉（東海大学）、横岡博之（いであ）

1. はじめに

手県や宮城県の湾や沖合漁場において、音波を使

東北マリンサイエンス拠点形成事業（TEAMS:

って地形と底質を分析し地形情報を収集解析してい

Tohoku Ecosystem-Associated Marine Sciences）は、

る。

東北地方太平洋沖地震後の海洋生態系の変化を解

（２）海底の瓦礫分布と影響

明し、漁業復興や持続的漁業のあり方について科学

海底瓦礫が海底に大量にもたらされ、漁具を破損

的知見やデータを提供することを目的にしたプロジ

したり、漁獲物を傷つけ商品価値が低くなる事象が

ェクトである。このプロジェクトには、東北大学、東京

生じている。適した漁場選定や瓦礫掃海作業計画を

大学大気海洋研究所（AORI）、JAMSTEC が中心と

たてるため、瓦礫の分布状況や分布変化に関する

なり、地元自治体等と連携し東北の海洋生態系の調

情報が必要となる。また、瓦礫が生物にどのような影

査研究を 2011 年度から 2020 年度にわたって実施す

響を及ぼすのかも検討する必要がある。そこで、無

る。ここでは、JAMSTEC が TEAMS において取り組

人探査機などによる海底観察データと漁業者による

んでいる調査研究について紹介する。

瓦礫回収データを解析し、海底の瓦礫の瓦礫状況
や変動を評価している（Yamakita et al, 2015、土田

2. JAMSTEC の取り組み

ほか 2017）。

JAMSTEC では、被災地の漁業復興や持続的漁業

（3）化学物質汚染の有無

のあり方にむけた一助とするために、以下の取り組

津波により、陸上からもたらされた化学物質が、海

みを行ってきている。詳細や結果については、別途

洋生物や環境を汚染する可能性が考えられる。食物

報告しているので、ここでは取り組みについてのみ

連鎖の上位にいる水産生物では、高濃度汚染が進

紹介する。

むことが懸念される。食の安全性の確認や環境汚染

（１）海底の地形と底質

の進行を把握するため、生物や環境に蓄積された化

漁具の設置や漁場を選ぶには地形・底質情報が

学物質の情報が必要である。そこで、生物に濃縮さ

重要で、そのためには地震後の正確な地形図や底

れやすい PCB について、食物連鎖関係を分析しな

質の情報が不可欠である。また、地形・底質データ

がら海洋生物や堆積物中の PCB 濃度を分析し、巨

は、後述の持続的な漁業を考える上で構築している

大地震前後で比較している（Ohkouchi et al, 2016）。

生態系モデルにも必要なデータとなる。そこで、岩

（4）沖合い底層生態系への影響
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地震・津波で生物集団が変化した可能性を調べる

Sakaguchi et al, 2017）。また、種苗生産施設では、ミ

ため、いくつかの水産対象種やベントスの集団遺伝

ズカビ病により卵や仔魚が死亡する問題があり、ミズ

解析を行った。結果として、地震・津波前後でこれら

カビ病を引き起こす微生物の正体や感染経路を特

の集団に大きな変化は認められなかった（Orui

定すること、安全に使える抗ミズカビ病薬の基になる

Sakaguchi et al, 2014）。

化合物を生産する微生物をスクリーニングしている

（5）海水の物理・化学環境のモニタリング

（Takahashi et al, 2017）。

地震後の環境変動の把握、地震前から被災地が取

（8）データベースと情報発信

り組んでいる環境モニタリングの継続性の確保、地

TEAMS 全体では、大量のデータや情報が生み出

震・津波の影響が大きいと予想される近底層環境を

される。これらを多くの人が使えるようにすることや、

把握は重要である。また、後述の持続的な漁業を考

次に来る大災害にむけても TEAMS で得た情報を伝

える上で構築している生態系モデルにも必要なデー

えることが重要となる。そこで、インターネットを通じ

タを集積する必要がある。そのため、採水、CTD、海

たデータベースを構築運用し発信している

底長期観測システム（ランダー）により、海洋環境を

（http://www.i-teams.jp/j/database/index.html）。また、

モニタリングしている（Oguri et al, 2016）。

TEAMS としては被災地の自治体、漁業者などから

（6）生態系モデルによる現状把握と将来予測

の要望を加味した取り組みと、成果を研究コミュニテ

持続的な漁業を行うためには、生物資源管理が不

ィ内だけに発信するだけでなく、被災地の自治体、

可欠で、そのためには、生物の分布や量の増減予

漁業者、市民、研究機関、国へ情報提供することが

測が重要となる。そこで、海洋環境変動予測モデル

重要となる。そこで、メディア、インターネット、一般誌、

を作りシミュレーションを行い、海洋環境の再現や将

出前授業、市民講座、説明会、シンポジウム、展示

来の予測、それら再現された環境と生物の最適分布

会などで情報発信している。

を対応させ生物の分布予測、食物連鎖や生物量な
どから生態系モデルを作り、生物量の変動を予測す

3. 今後の取り組み
TEAMS は 2020 年度で約 10 年間にわたる活動は

ることに取り組んでいる（山北 印刷中）。

終了する予定である。この間得られた科学的な情報

（7）サケ放流効果の向上
地震・津波後に、サケの回帰が少なくなり漁獲量が

やノウハウが水産業の持続的な復興に活用されるこ

減少している。漁獲量を増加させるために、種苗生

とが重要である。そのためには、科学的な成果を発

産時の病気抑制や効果的な放流方法が必要となる。

信するのみならず、被災地とのコミュニケーションを

そこで、放流稚魚の生残率を高めるために、稚魚の

一層深め、得られるノウハウや情報を使いやすいも

エサが豊富な時期や場所にマッチするように放流す

のに仕上げることが重要となる。

るのが効果的で、稚魚の食性を解析した（ Orui
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のり養殖に資するための水温予測手法の開発(Ⅲ)
中川憲一（仙台管区気象台）
1. はじめに

2. ノリ養殖と海水温の関係

仙台管区気象台では、海洋の地域ニーズに合

ノリ養殖では、海面水温が23℃以上ではノリ

わせたプロダクトの提供に向けて、宮城県水産

の生長が順調に進みにくく、10℃以下ではノリ

技術総合センター（以下、宮城水技センター）

に被害をもたらすアカグサレ病菌が不活発にな

と共同で沿岸水温予測技術の開発に取り組んで

ることが分かっている。このため、海面水温が

いる。平成27〜28年度は、松島湾周辺における

安定して23℃以下になる時期（9月頃）と10℃以

ノリ養殖業への利用を目的として、松島湾内に

下になる時期（11〜12月頃）を把握できれば、

ある桂島（塩竈市）の水温予測を、気象庁が現

水温変化によるノリの病気等の被害を軽減でき

業 運 用 し て い る 海 洋 大 循 環 モ デ ル

るほか、作業が計画的に進められ、生産量の向

(MOVE/MRI.COM‑WNP)(以下、MOVE)に基づく予測

上が見込まれる（中村ほか

2015）
。

値と週間予報の気温予測を利用した予測値、及
び両者の平均値(ともに5日先まで1日毎)を9〜

3. 水温予測手法の開発

12月の期間中、宮城水技センターに試験的に提

仙台管区気象台は平成27〜28年度にかけて、

供した（中村ほか 2015、中川ほか 2016）
。平成

宮城水技センターと共同で、MOVEや仙台の週間

29年度は、桂島以外の地点でもMOVEと週間の予

予報を用いた1週間先までの桂島の水温予測手

測手法が有用か否か調べるため、外海にある江

法を開発している。平成29年度は江ノ島につい

ノ島（女川町）について調査し、内湾にある桂

ても桂島との比較のため、同様の予測手法で予

島との精度の比較を行った。また、MOVE、週間

測値を求めている。次節でMOVEと週間予報を用

予報に加え、気候値予報（平年値を予測値とす

いた予測手法の説明を行う。なお、江ノ島と桂

る手法）についてもRMSE（2乗平均平方根誤差） 島の水温観測データは、
ともに10時の観測値（水
を計算し予測精度の比較を行った。江ノ島と桂

温測定深については、桂島は1m、江ノ島は0.5m

島の位置を図1に示す。

ともに宮城水技センター提供）
を使用している。
3.1

MOVEを用いた水温予測手法

MOVEは、水平方向には0.1度の格子点間隔（日
本近海）で、日毎の水温予測値がある。江ノ島
と桂島におけるMOVEの予測値として、それぞれ
最も近い格子点の、最も浅い層（0.5m）の値を
使用している（図2）
。
ただ、このMOVEの予測値がそのまま使用可能
か見極めるため、観測値と比較すると、9〜12
図1 江ノ島と桂島の位置

月において両者の間にバイアスが見られ、その

（地図出典：国土地理院地図データを加工）

まま利用はできないことがわかる。このため、
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予測日当日のMOVEの予測値と水温観測値の差に

と、この短周期の変動は概ね日平均気温の変動

よってバイアスを求め、予測期間中のMOVEの予

と対応していることがわかる。このため、仙台

測値にそのバイアスを補正した値を利用してい

の週間予報の予測気温を用いて江ノ島と桂島の

る（図3）。

水温予測式を作成する。具体的には、過去10年
程度の仙台の日平均気温観測値と、予測当日か
ら予測日前日までの10時の水温観測値を説明変
数、予測する日の水温観測値を目的変数として
重回帰分析を行い、予測式を作成している。こ
こでn日先の水温予測値T(n)は式（1）のように
表される。


𝑇(𝑛) = 𝑎(𝑛)𝑇 +  𝑏 (𝑛)𝑋(𝑖) + 𝐶(𝑛)
ୀଵ

(1)

ただし、予測日当日の水温観測値は𝑇 、i日先

の日平均気温予測値は𝑋(𝑖) (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)、求め

る係数は𝑎(𝑛)、𝑏 (𝑛)、𝐶(𝑛) (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)である。
図2 江ノ島と桂島で使用しているMOVE格子点
（赤点部分）

図 4 仙台日平均気温と桂島水温観測値(2015 年
図3

9〜12 月)

MOVE予測値の補正イメージ
（MOVEの予測

値（薄緑線）、桂島観測値（赤線）、MOVEの予測
4. 各予測手法の精度検証

値（補正済み：濃緑線）
）

ここでは、3章で示したMOVEと週間予報に加え、
3.2

気候値予報による予測値について2乗平均平方

週間予報を用いた水温予測手法

江ノ島や桂島における水温観測値をみると、

根誤差
（RMSE）を江ノ島と桂島において算出し、

数日単位の短周期の変動が多くみられる。この

精度検証を行う。まず、全体的な予測誤差をみ

ような変動は気温の変化によるところが大きい

るために、2015〜2016年9〜12月の期間を通した

と推測し、週間予報で気温予測を行っている最

RMSEを求める。

寄りの仙台の日平均気温（本稿では、日最高、
日最低気温の平均を日平均気温とする）と水温
観測値（ここでは桂島）の時系列（図4）をみる

ー 37 －

表1 江ノ島と桂島でのRMSE（4日後
2015‑2016年9‑12月）
RMSE

週間予報

MOVE

気候値予報

江ノ島

0.4

0.6

0.7

桂島

0.7

0.9

1.3

4日後の予測値を表1に示すが、江ノ島と桂島
ともに週間予報の精度が一番良く、次にMOVEが
続き、いずれも気候値予報の精度を上回ってい
ることがわかる。また、年月毎のRMSEも算出し、
4日後の予測値で3者を比較したものを図5（江ノ
島）と図6（桂島）に示すが、年月により精度の
ばらつきはあるものの、全体的な傾向と同様、
週間予報の精度が一番良く、次にMOVEが続き、
いずれも気候値予報の精度を上回っていること

図6 図5に同じ（但し桂島）

がわかる。また、江ノ島と桂島で精度を比較す

5. MOVE予測事例（2016年9月 江ノ島）

ると、全体的な精度では江ノ島の方が良いこと

4章では、全体的な予測精度についてみてきた

がわかる（表1）
。また図5、図6のように年月毎

が、ここでは、個々の予測事例についてみてい

でみても江ノ島の方が良い傾向にあることがわ

く。江ノ島の予測誤差（図5）をみると、MOVE

かる。

の4日後の誤差が概ね0.5℃程度であるのに対し、
2016年9月では0.9℃程度で、精度が良くないこ
とがわかる。そこで、9〜12月の水温観測値と
MOVEの予測値の推移（図7）をみると、9月の観
測値は下降傾向であるのに対し、予測は上昇傾
向で大きく外れていることがわかる。また、1
〜7日後のMOVEの予測誤差（図8）をみると、9
月の7日後の予測誤差は1.4℃程度と他の月と比
較して高いことがわかる。

図5 江ノ島における各予測値の年月別RMSE
（2015年は上段、2016年は下段、青線は週間、

図7 江ノ島の水温観測値とMOVE予測値（2016

赤線はMOVE、緑線は気候値予報を示す）
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年）

6. まとめと考察
外海にある江ノ島と、内湾にある桂島におけ
る、MOVE、週間予報、気候値予報による水温予
測の精度検証を行った。その結果、週間予報、
MOVE の順で精度がよく、いずれも気候値予報の
精度を上回っていることがわかった。また、江
図8 江ノ島におけるMOVE予測値の年月別RMSE
（2016年）

ノ島と桂島の比較を行い、江ノ島の方が、週間
予報や MOVE の精度が良いことがわかった。内湾

この大外しについては、三陸沖の暖水渦の

より水温の変動幅が外海より小さいことが、予

MOVEの予測精度が要因の一つとして考えられる。 測精度が良かった要因の一つとして考えられる。
2016年9月の海面水温実況図（図9）と、MOVEに

今後の課題としては、これまで開発してきた

よる海面水温予測図（図10）をみると、実況で

水温予測手法の一般化に向けて、引き続き他の

は三陸沖に暖水渦が留まっているが（図9）、予

地点や季節の調査を行うことが挙げられる。

測では沿岸に近づく予測となっている（図10）。
このため、MOVEの水温予測が過大となり、実況
との差が大きくなっていると考えられる。今後
は、このような事例を含め、MOVEの予測特性を
調査することで、予測精度の改善に繋がること

参考文献
中川憲一・福田義和・斉藤和幸・中村辰男
(2016)：水産関係機関と連携した沿岸水温予測
技術の開発（その2）. 平成28年度仙台管区調査
研究会資料
中村辰男・金子秀穀・斉藤和幸・中村寛
(2015)：水産関係機関と連携した沿岸水温予測
技術の開発. 平成27年度仙台管区調査研究会資
料

が期待される。

図9 50m深水温図（左が9/9 右が9/19）

図 10 MOVE 海面水温偏差予測図（左が 9/9 右
が 9/19）
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海洋短波レーダーデータの紹介とデータ検証の続報
佐々木建一 ・ 山本秀樹 ・ 渡邉修一 ・ 脇田昌英
国立研究開発法人海洋研究開発機構むつ研究所
１．はじめに
海洋研究開発機構むつ研究所（以下、むつ

して 1 ヶ月間程度の電磁流速計係留観測を年

研究所）では、陸域周辺海域における海洋環境

に１－２回の頻度で行っている。その一部は

の変動を捉えることを目的に、津軽海峡を試験

2016 年 の 本 報 告 会 で 紹 介 し た （ 佐 々 木 ら

海域として観測研究を行っている。その観測網

2016）。本稿では、HF レーダー観測で得られ

の一つとして海峡東部に海洋短波レーダー（以

たデータの一部を紹介すると共に、データ検証

下、HF レーダー）を設置し、2014 年 4 月よ

実験結果の続報をまとめることとする。

り海表面の流向流速を準リアルタイムで継続
的に計測している。この観測の概要については

２．津軽暖流の季節変動

2014 年の本報告会にて紹介した通りである

津軽海峡は、対馬海流からの分岐流である

（佐々木ら 2015）
。HF レーダー観測はリモー

津軽暖流が北太平洋に通り抜ける水路になっ

トセンシング技術であるため、現場観測データ

ている。その津軽暖流の変動は周辺海域の海洋

を用いた検証が不可欠である。むつ研究所は、

環境に大きく影響するであろう。東経 141 度

北海道大学との連携協定の下で北海道大学附

15 分ライン上のレーダーデータについて東西

属練習船「うしお丸」による海洋観測を年に数

成分のみを抽出し、各月毎の平均流速を算出し

回実施しており、レーダーデータ検証を目的と

。
た（図１）

図 1. 東経 141 度 15 分ライン上の表面流速東西流成分の月平均
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津軽暖流の影響により、全体的に東向きの

それらを続報として紹介する。

流れが卓越していた。表面流速が最も早い流軸
の緯度が季節的に変動しており、1-4 月には海
峡の南側（北緯 41.54 度付近）に位置している
が、その後徐々に北上し、夏から秋に掛けては
北緯 41.67 度付近を流軸とする流れとなって
いた。また、その平均流速も流軸が南部にある
冬期は 50-70cm/s と低く、流軸の北上と共に
流速は上がるという季節変動を示した。北太平
洋に流出した後の津軽暖流の流れは、三陸沿岸
沿いに南下する沿岸モードと、北海道南部海域

図２．観測地点の地図。HF レーダー計測範囲を示

まで広がる渦モードが季節毎に切り替わるこ

すため、流況図上に重ねた。

とが広く知られており、海峡内の流軸或いは流
速の季節変動と密接に関連している可能性が

2016 年 5 月と 9 月に観測点 CM2 で係留観

高い。これらの変動は、周辺海域での熱・物質

測を行った（図２）
。この点は 2015 年 9 月に

収支の変動、さらには生物生産・漁業資源など

行った係留観測（佐々木ら 2016）と同じで、

にも影響を与えるであろう。今後、定量的な解

係留系の構成もほぼ同じである。水深約 2.5m

析への発展が期待される。ただし、HF レーダ

の電磁流速計データをレーダーデータと比較

ーで計測できるのは表面流速のみなので、その

すると、2015 年 9 月の結果と同様に、V 成分

他の海洋観測データや数値モデルなどを組み

は良い一致を示した（図３a および図４a）
。

合わせた解析が必須となる。
(a)
３．データ検証
リモートセンシング技術である HF レーダ
ーデータを定量的な解析に使用するならば、な
おさらそのデータ検証の重要性は高くなる。む
(b)

つ研究所では、これまでに計 5 回の電磁流速計
係留による現場観測をレーダ観測海域で行っ
ている（うち最初の 1 回は試験として 1 日程
度のデータ取得に終わっている）。2015 年 9
月上旬から約 1 ヶ月間行った現場観測との比
較では、流速の南北成分（V 成分）は比較的よ

図３．2016 年 5 月から 6 月にかけて行った CM2 での電

く一致するが、東西成分（U 成分）は HF レー

磁流速計係留観測（現場観測）と HF レーダーデータと

ダーデータが過小評価していると思われる結

の比較。

果が得られている（佐々木ら 2016）
。その後、

a：南北流成分の時系列変動の比較。赤線が現場観測

追実験として 2016 年 5 月、9 月、そして 2017

データ、青線が HF レーダーデータを示す。

年 9 月と 3 回の現場観測を行った。
ここでは、

b：東西流成分についての同様のグラフ。
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点で完全には把握しきれていないが、先に述べ

(a)

たアンテナパターンの検討、各局からの視線流
速データをベクトル合成する際のパラメータ
チューニングなど、現在いくつかの可能性を探
っており、一部の検討結果では改善傾向が見ら
(b)

れている。一定程度の検討が終了した時点で
HF レーダーシステムに反映し、より質の高い
流向流速データを取得していく予定である。ま
た、過去のデータに遡って再計算できる場合も
あり、データ公開システム上のアーカイブデー

図４．図３と同様のグラフで、2016 年 9 月上旬から 10 月

タも更新される可能性がある。

上旬にかけての観測についてのもの。

(a)

U 成分は、流速が低い 5 月期には比較的良
い一致をしているが、流速が早くなる 9 月には
以前の結果と同様に HF レーダーデータが過
小評価している可能性を示す結果となった（図

(b)

３b および図４b）
。これらの結果から、U 成分
流速が大きくなると HF レーダーが追随でき
ず、過小評価となるもの思われる。
津軽海峡に導入されている CODAR 社製の
ダイポール・クロスループアンテナを用いた
HF レーダーは、レーダー局のアンテナパター

図５．観測点 CM3 で 2017 年 8 月下旬から 9 月下旬に

ンにデータが大きく左右される計測方式とな

かけて行った係留観測結果と HF レーダーデータの比

っており、視線角が少し違えば全く異なる結果

較。様式は図３、４と同様。

となることも予想される。2017 年 9 月には、
これまでの観測点より少し西方に設定した

４．まとめ

CM3 での係留観測を行い、同様の比較を行っ

津軽海峡東部で継続している海洋短波レー

た（図５）
。HF レーダーが U 成分で過小評価

ダー観測データから、津軽暖流の流軸や流速の

気味である点はこれまでと同様であった。さら

季節変動パターンが明らかとなった。ただし、

に V 成分についても HF レーダーが若干過小

現場観測データを用いたデータ検証の追実験

評価をしている可能性を示す結果となった。た

では、海洋短波レーダが流速の定量性には問題

だし、変動パターンには大きな不一致はなかっ

が残されている可能性が示された。その原因に

た。前節で述べた流況パターン解析については

ついては今後も調査することとしている。

信頼できると思われるが、流速の絶対値は全体
的に過小（あるいは場所によっては過大）評価
されている可能性がある。これらの原因は現時

５．謝辞
HF レーダー地方局の設置にあたり、北海
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道函館市えさん漁業協同組合、青森県むつ市大
畑町漁業協同組合、青森県東通村岩屋漁業協同
組合の関係者各位にご理解とご協力を頂いた。
データ検証用の係留観測には、北海道大学水産
学部附属練習船「うしお丸」の船長および乗組
員、大畑町漁業協同組合所属の「第五十八 八
王丸」
、「第八十八 金亀丸」
、「第十八 金城丸」
の船長および乗組員および同漁業共同組合職
員の方々にご協力頂いた。HF レーダーデータ
と現場観測データの比較に際し、データベース
化や作図について株式会社マリン・ワーク・ジ
ャパンの橋向高幸氏のご協力を頂いた。ここに
深く感謝申し上げる。
６．参考文献
佐々木建一、渡邉修一、脇田昌英、田中義幸、
山本秀樹、津幡圭介、吉川泰司（2015）海
洋短波レーダーによる津軽海峡東口表面流
観測．東北海区海洋調査技術連絡会報、64、
16-19．
佐々木建一、渡邉修一、山本秀樹、脇田昌英、
田中義幸（2016）津軽海峡東部海洋短波レ
ーダー観測について～データ公開と検証の
試み～．観測．東北海区海洋調査技術連絡
会報、65、47-52．
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東北マリンサイエンスの観測データ管理・公開状況とデータベースの構築
佐々木朋樹（海洋研究開発機構）
1. はじめに

ータのダウンロードが可能な「TEAMS 調査海域

東北マリンサイエンス拠点形成事業（以下

環境データベース」としてデータベース化を行

TEAMS という）は、東北大学、東京大学大気海

った。
「リアス」が迅速性、網羅性に重点置いた

洋研究所、海洋研究開発機構が中心となり、東

サイトであるのに対して、こちらはデータファ

日本大震災で大きく変化した東北沿岸域の海洋

イルの扱いやすさに重点を置いたサイトで、複

生態系の調査研究を通して、被害を受けた東北

数の調査観測で取得されたデータを単一のファ

沿岸の漁業復興に貢献するため、2011 年度より

イルでダウンロードすることが可能となってい

実施している事業である。

る（図 2）
。ダウンロードできるファイルについ

本事業では、効果的に漁業復興に貢献するた

ても、フォーマットやデータの単位が統一され

め、得られた観測データや研究成果を統合的に

ており、関連するメタデータや引用表記リスト

管理し、プロジェクト内部で迅速に共有すると

も併せてダウンロードすることが可能となって

ともに、利用しやすい形で広く外部公開するこ

いる。今後、公開データ種の拡大やダウンロー

とも重要な課題として位置付けられている。

ドフォーマットの追加を実施する予定である。
さらに、調査で撮影された動画や写真データ

2. 取り組み

についても集約・配信するサイトとして「TEAMS

TEAMS では、調査で取得された観測データを

動画・写真ライブラリー」を公開している（図

統合的に管理しており、
地元への情報提供機能、 3）
。動画や写真は、撮影対象や撮影地域等の情
ならびに事業推進のための情報共有機能を有し

報が付与されており、これらの条件で検索可能

た各種システムの構築、運用を行っている。

となっている。
地元への事業 PR や海洋環境への

事業で取得された観測データは、TEAMS デー

理解増進のため、特に魅力的な動画を集めた

タ案内所「リアス」から外部公開されている。

「TEAMS 動画ギャラリー」も併せて公開してい

このサイトは、事業で取得された観測データを

る（図 4）
。

迅速に、そして網羅的に公開することを主な目
的としたサイトで、実施された調査観測ごとに

3. まとめ

データをまとめて公開している（図 1）
。各デー

TEAMS では、地元への情報提供ならびに事業

タにはデータの種類や調査地域、期間等の情報

の推進を目的として、得られたデータを統合的

が付与されており、絞り込み検索が可能となっ

に管理し、プロジェクト内外への公開を行うた

ている。
ただし、
風評被害や乱獲の恐れがあり、

めの各種システムを構築、運用している。

慎重な取り扱いが求められるデータに関しては、
適切な公開制限を行っている。

事業終了後のデータ利用の継続性確保のため
のデータやシステムの取り扱いをどうしていく

幅広い利用が見込まれる水温や塩分、溶存酸

かが今後の大きな課題であり、TEAMS 全体とし

素等の環境データについては、ある程度まとま

ての最終的な成果のアーカイブと活用の検討と

ったデータ量となったため、使いやすい形でデ

併せて検討を進めていく必要がある。
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図 1. TEAMS データ案内所「リアス」

図 3. TEAMS 動画・写真ライブラリー

http://www.i-teams.jp/rias/

http://www.i-teams.jp/viaphol/j/

図 2. TEAMS 調査海域環境データベース

図 4. TEAMS 動画ギャラリー

http://www.i-teams.jp/ebis/

http://www.i-teams.jp/gallery/j/
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日本沿岸域の海面水温情報（東北周辺）の公開
田中

明夫(気象庁仙台管区気象台)
3.本コンテンツの概要

1.はじめに
仙台管区気象台では、東北地方（茨城県を含

3.1 対象とする海域

む）の沿岸域を分割した海面水温情報「日本沿

本コンテンツのトップページを図1に示す。

岸域の海面水温情報（東北周辺）」
（以下「本コ

対象とする海域は、東北各県（茨城県を含む）

ンテンツ」とする）を平成29年3月21日に気象

の沿岸域（海岸線から概ね20海里まで）で、原

台ホームページ上で公開した。

則として天気予報などで用いる一次細分区域

本コンテンツでは、各海域で平均した海面水

ごとに分割している。ただし、青森県について

温値を時系列グラフで閲覧できるほか、1982

は日本海、太平洋、津軽海峡、陸奥湾でそれぞ

年以降の日別値をダウンロードすることがで

れ水塊が異なることから、それに対応して分割

きる。海況変化の把握、漁場形成・回遊魚の来

している。分割した海域の数は、北海道に隣接

遊タイミングの推定、稚魚放流の目安としての

する海域を含めて14海域（以下「細分区」とす

利用のほか、過去データを用いた調査研究への

る）である。

利用が期待される。
本稿では、本コンテンツの概要について示す。
2.公開までの経緯
気象庁では、地方における海洋気象業務がよ
り地域に密着したものとなり、各種産業や防災
分野で幅広く活用されることを目指して、平成
25年度に地域の海洋情報のユーザーとの対話
を実施した（吉田ほか、2015）。
このうち北海道では、多くのユーザーから沿
岸域の海面水温情報充実の要望が寄せられた。
これを受けて、札幌管区気象台は北海道とその

図1 「日本沿岸域の海面水温情報（東北周辺）
」の
トップページ（仙台管区気象台ホームページ内）
http://www.jma‑net.go.jp/sendai/wadai/umi/engan.html

周辺の沿岸域を29に分割した海面水温情報コ
ンテンツ「北海道沿岸域の海面水温情報」を構
築し、平成28年1月15日にホームページ上で公

3.2 表示、取得できるグラフ、データ
本コンテンツで表示、取得できるグラフやデ
ータの概略を、宮城県沿岸の例で図2に示す。

開した。
その後、東北地方の水産関係機関からも同様
のコンテンツ公開の要望が寄せられたことか

3.3 使用しているデータ

ら、仙台管区気象台では札幌管区気象台及び気

本コンテンツに使用する水温値は、気象庁ホ

象庁と連携して本コンテンツの構築を進め、今

ームページのコンテンツの一つである「海洋の

回の公開に至った。

健康診断表」に掲載している海面水温分布図で
用いているものと同じ日別海面水温解析値を
使用している。
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図2 表示・取得できるグラフ、データ
上左：細分区ごとの選択メニュー
上右：時系列グラフ
下左：1982年以降（過去3年分を除く）の数値データ
下中：過去3年分の数値データ
下右：平年値、5年統計値

現在、気象庁では2種類の日別海面水温解析
を実施している。一つは「全球日別海面水温解
析」
（MGDSST：図3上）で、NOAAやMetOP、AMSR2
などの極軌道衛星で観測した海面水温データ
をベースに、船舶や海洋ブイ、アルゴフロート
による現場観測データを加味した海面水温解
析である（栗原ほか、2006）。もう一つは、2016
年11月に新たに運用を開始した「北西太平洋高
解像度日別海面水温解析」
（HIMSST：図3下）で、
これは、MGDSSTをベースにして、更に静止気象
衛星ひまわり8号による高解像度・高頻度の海
面水温観測データから得られる、より時空間ス
ケールの小さい変動を取り入れた海面水温解
析である。

図3 気象庁の海面水温解析の流れ
上はMGDSST、下はHIMSST 2017年8月27日の例

両者を比較すると、解像度はMGDSSTが0.25
度であるのに対して、HIMSSTは0.1度と高解像
度である。また、MGDSSTは気象の影響などで急

青森県太平洋沿岸の例で、格子点配置を図4に

激に水温が変化する場合、追随が遅れる場合が

示す。

あるが、HIMSSTはその遅れが軽減されている。
本コンテンツにおいては、直近（半年〜1年
半程度前から前日まで）の期間については
HIMSSTの速報解析(解析対象日の翌日に実行す
図4 格子点配置（青森県太平洋沿岸の例）
左はMGDSST、右はHIMSSTの格子点

る解析)の値を、それ以前（1982年以降）につ
いてはMGDSSTの再解析値（解析対象日の約半年
後に実行する解析で、解析対象日後のデータも
取り込んでいる）を使用している。

3.4 時系列グラフ
細分区ごとに、当年・前年・前々年の日別の
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海面水温値、平年値、5年統計値（過去5年間の

以下の通りである。

平均値・最高値・最低値）を時系列グラフで表

・日別海面水温値：
1982年1月1日〜2016年12月31日まで：MGDSST

示している。また、グラフの右下には、前日の

再解析値

水温値を掲載している。

2017年1月1日〜前日：HIMSST速報値

岩手県沿岸北部の例を図5に示す。

毎年半ば（6月）頃、前年（1年）分のHIMSST
速報値について、MGDSST再解析値に置き換える
（※このとき、値が変わることがある）
。
・平年値、5年統計値：
平年値：1981年〜2010年の平均値
5年統計値：2012年〜2016年の平均・最高・
最低値

図5 時系列グラフ（岩手県沿岸北部の例）

このうち平年値については2020年頃までこ
3.5 数値データ

の値を使用するが、5年統計値については、毎

細分区ごとに、日別海面水温値（図6左）と

年半ば（6月）頃に、期間を1年進めて更新する。

平年値・5年統計値（図6右）をテキスト形式で
表示するとともに、ダウンロードを可能にして

4.

沿岸水温観測値との比較
本コンテンツに掲載した、各細分区の平均海

いる。
日別海面水温値は、左から「年」、
「月」
、
「日」、

面水温値（以下「掲載値」とする）は解析値で

「海域番号」、
「HIMSST速報値かMGDSST再解析値

あることから、東北地方の各水産関係機関から

かを識別するフラグ（P：HIMSST R：MGDSST）」、

提供いただいた沿岸水温観測値（以下「観測値」

「海面水温値」である。

とする）との比較を行った。2015年10月から

平年値・5年統計値は、左から「年（0000で

2016年10月までの1年間について、宮城県沿岸

表示）」、「月」、「日」、「海域番号」、「平年値」、

での観測値と掲載値との比較結果を図7に示す。

「5年平均値」、「5年最高値」、「5年最低値」で

まず、掲載値のうち、本コンテンツに使用し
たHIMSST速報値とMGDSST再解析値との比較で

ある。

は、両者の差は、6月の一時期を除いて概ね±
0.5℃以内に収まった。個々の格子点では若干
の差が見られても、領域を平均するとその差は
小さくなるものと考えられる。
掲載値と観測値との比較では、観測地点によ
って若干の違いが見られるが、総じて掲載値の
方が観測値よりも季節進行が遅く、晩秋から冬
にかけて、掲載値は観測値に比べて高い傾向が
あり、春は逆に若干低い傾向がみられる。過去
数年間比較した結果（図略）も同様であった。

図6 数値データ（宮城県沿岸の例）
左：日別海面水温値 右：平年値・5年統計値

比較結果を解釈する上で、沿岸水温観測値は
陸地の影響を受けやすい海岸付近の、しかもポ

3.6 数値データの掲載期間
数値データの掲載期間は、2017年12月現在で

イントの値であることから、やや沖合いまで含
めた領域平均値である掲載値とはもともと差
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図7 宮城県沿岸の沿岸水温観測値と本コンテンツ掲載の
細分区平均海面水温値との比較
（2015年10月1日〜2016年10月31日）
図9

利用している項目（複数回答）

が生じるものであることを考慮しておく必要
がある。その上で、この比較結果は、海洋に対
して季節進行の早い陸地の気温変化の影響を
受けやすい観測値に対して、沖合いの格子を含
む掲載値の水温変化が遅れる（特に沖合いで混
合層が発達する晩秋〜冬に顕著となる）ことを
示唆している。
5.利用状況アンケート
本コンテンツの利用状況を把握し、今後の海
洋情報の改善の参考とするため、公開から約半

図10

利用の目的（複数回答）

年が経過した平成29年9月に東北地方（茨城県
を含む）の水産試験研究機関を対象としたアン

利用の有無については、「利用したことがあ

ケート調査を実施した（回答数：17）。

る」の回答は約41％であったが、「利用したこ

質問項目は以下のとおりである。

とはないが、今後利用したいとの回答が約47％

・利用の有無（利用したことがあるか）

あった。

・利用頻度（週、月あたり何回閲覧か）

利用している回答者を対象に利用頻度を質

・利用している項目（グラフか数値データか）

問したところ、
「月1〜2回程度」の回答と「月1

・利用の目的など

回以下」の回答が同じ約43％となった。

そ の 結 果 を 図 8 〜 図 10 に 示 す 。

利用している項目については、「各細分区の
グラフ」とした回答が、
「テキストデータ」
（数
値データ）とした回答よりも多かった。
利用の目的を質問したところ、「海況変化の
確認」が最も多く、
「調査研究」
「魚群形成の目
安」がそれに次いだが、「稚魚放流の目安」と
した回答はなかった。具体的な利用内容につい
ては、以下のことが挙げられた。

図8

左：利用の有無 右：利用頻度

・スルメイカの来遊状況分析
・昨年や平年との比較を行い、現況把握に利用
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・ワカメの養殖開始可能時期の推定
・観測ブイとの比較
・漁業者や市民からの問い合わせ時に、最新の
海況を把握
・テキストデータから平年偏差値の算出
・魚種動向と水温変化の関係調査等
6.

おわりに
本コンテンツは、領域は固定化されているも

のの、日々の海況変化を手軽に確認できること
や、数値データを直接表計算ソフトに取り込む
ことができるなど、比較的利用しやすい形とな
っている。
本コンテンツは、1項で述べたとおり水産関
係機関や漁業者を中心に、海況変化の把握、漁
場形成・回遊魚の来遊タイミングの推定、稚魚
放流の目安としての利用、過去データを用いた
調査研究への利用を見込んでいるが、今後はア
ンケート結果なども踏まえて、より幅広い分野
での利活用の可能性を追求していきたい。
参考文献
栗原幸雄・桜井敏之・倉賀野連（2006）：衛
星マイクロ波放射計，衛星赤外放射計及び現場
観測データを用いた全球日別海面水温解析．測
候時報，特別号，73，S1‑S18．
吉田隆・遠峯勉・諸岡浩子・片山恭男・高谷
祐吉・永井千春・藤本敏文・永井直樹(2015)：
海洋情報の利活用促進に関するユーザーとの
対話.測候時報第82巻
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海洋速報の利用調査結果について
高橋

和正(第二管区海上保安本部)

１．はじめに
第二管区海上保安本部海洋情報部では隔週金曜日に東北周辺の海洋速報を発行しています。管内
の海流の状況、衛星観測(NOAA など)による表面水温、観測船等による実測値 100m 層水温を取り
まとめ、第二管区 HP 上にて公開しております。

２、利用調査アンケートについて
昨年度、海洋速報の利用調査アンケート実施し、今後海洋速報の提供情報内容充実と、利用促進
を図るため回答を取りまとめた一部についてご紹介させていただきます。
今回のアンケートについては、海洋情報部に情報提供等いただいている機関、海運等港湾関係
海事関係機関様へ 225 件郵送し、二管本部近郊の仙台塩釜港湾地区のアポイントのとれた事務所
を１１件訪問しアンケートの回答を依頼しました。集計については、郵送のほか、電話や FAX 等
にて回答のあったものを取りまとめ有効な回答内容であった、189 件について紹介いたします。
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３、アンケートの回答について
回答数１８９件のうち、利用有の回答は約２５％程度（４８件）あった。回答の多かった海域
としては、金華山沖を基準として北側を航行する船舶等からの回答が多く、業種別では、海運業
系の回答が多かった。

利用について

利用者業種内訳

航行海域
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主な利用目的としては、船舶の運航に関する利用が多く、特に船舶の安全運航に関する回答が
多かった。
利用の際特に注目している海域は金華山沖を基準として北方での注目が多い回答となった。
その他の内訳としては港内のみの利用や、港内漁船、曳き船・押し船、港内作業船などであった。

おもな利用目的

注目海域

「二管区海洋速報」のどの図 を利用しているかについては、海流－水温図の利用者数が多く
１００ｍ水温図の利用は少数で、利用者としては研究機関などであった。
海流－水温図の中では水温より海流の流れについての利用が多く、なかでも観測した海流との
回答が多く、実測海流値を用いた情報提供に関心が高い。

図の利用について
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海洋速報と併せて利用しているデータとしては、交通部が提供している海の安全情報が一番多
く、次いで気象も同時に確認できる気象庁の HP、次いで毎日更新の本庁海洋情報部の海洋速報＆
海流推測図となった。リアルタイムで風向風速・海況情報確認ができる海の安全情報の有用性が
確認できる結果となった。また、利用者のうち多数はパソコンからのネット利用で、うち半数程
度が印刷。スマホでの利用は８件であった。船内にネット環境が無いなどのネットインフラ不備
についての意見も有った。

他の利用について

利用方法

未回答を除いて海洋速報を利用しない理由として多かったのは、他の情報源で十分が最も多い。
「他の情報源」の具体的な他の情報源としては、民間有料の情報提供(ウェザーニューズ等)や会
社（自社）が独自に分析提供しているものや船舶用気象 FAX(JMA)等を使用している意見があった。

不利用の理由について
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今後の利用については同封した海洋速報についての意見として「初めて海洋速報の現物を見た」「存
在を知らなかった」との意見もあり、これを機に利用するとの回答もあったため、まずは認知度を高め利用
者を増やしていきたい。

今後の利用について

４、まとめと今後について
海洋速報について今後、アンケート結果をもとに、周知の機会を増やし新規利用者の増加を促進する
とともに、海洋速報を知っていても利用していないユーザー（約 40%）の求めるニーズを取り入れ利用者を
増やしていきたい。利用目的として特に、安全運航に関する回答が多く、安全の妨げになるような注意情
報、航行時におけるトッピクス等があれば、情報提供をおこなっていきたい。また、二管区の海域特性から
漁業者が多いので、漁協だけでなく漁業者のニーズも重要である（特に表面水温）。特に近年の地球温
暖化による海水温上昇による漁獲量の減少傾向の話題などと絡め、今後漁協を通じての漁業者へのアピ
ールなども有効と思慮する。
よく利用される海流図について、より広範囲の細かい情報の掲載充実を図っていく。具体的には今後、
推測の海流図について、現在海流データの最適化した部分のみを掲載しているが、最適化以外の区域
(気象庁様 MOVE データ参考)も掲載を実施する。
観測した海流データ充実については、使用できる海流データの掘り出しを進めており、昨年度の青森
県水産総合研究所の調査船の ADCP データの提供に続いて、今年度から秋田県水産振興センター調
査船の ADCP データの提供を受けることとなった。さらに海流データの掘り出しを進めていく予定である。
また、想定流線について、信頼性の問題から掲載を確実なものに限って掲載していたが、ある程度推測
できるものについては、掲載できるか検討していきたい。
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第６７回東北海区海洋調査技術連絡会事務打合せ
（１） 平成３０年度海洋調査計画について
仙台管区気象台、東北区水産研究所、海上自衛隊大湊地方総監部から、海洋調査
計画について報告があった。
（別紙参照）
（２） 平成３０年度当番官庁について
順番により、仙台管区気象台が受け持つことで承認された。
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平成 30 年度 海洋気象観測航海計画
気 象 庁
観測目的（案）
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
・北西太平洋域の海面〜深･底層における気候変動シグナルの把握
・西部太平洋熱帯域及び北西太平洋における同化実験結果の検証
・北海道南方海域における海況把握のための観測
・北西太平洋域の二酸化炭素蓄積量変動の把握
・二酸化炭素交換量及び海洋酸性化の推定手法の精度向上と高度化
・海洋データ同化・予報システム及びアルゴデータの標準としての観測
・北太平洋における鉛直混合過程の解明と海洋大循環・物質循環の長期変動の理解
・水中グライダーによる海洋観測

・海洋二酸化炭素変動と酸性化メカニズムに関する調査

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底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(アルゴ)フロートの展開

観測種目（案）
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(凌風丸のみ)
※観測目的や観測種目は変更となる場合があります。
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観測航海計画（案）

地震計設置・回収

※RF は凌風丸、KS は啓風丸による観測を表します。
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【お知らせ】
気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」では、気象庁海洋気象観測船の観測データ
を公開しています。各機関での調査や研究等にご活用ください。
URL：http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/index.html

気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」のトップページ。赤枠のアイコンから海洋気象観測のペ
ージへジャンプする。

2017 年春季の北緯 40 度線の観測結果。左：観測点位置図、右：水温断面図
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平成 30 年度 海洋気象観測航海計画(案) 東北区水産研究所
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平成３０年度海洋調査実施計画
第二管区海上保安本部

観測種別
１

海流観測

観測海域
本州東方

実施時期

ADCP 観測

適宜

日本海北部

調査項目

XBT 観測

実施船舶
測量船

釜石・竜飛
２

潮汐観測

山田・気仙沼

適宜

験潮

鮎川・深浦・能代

竜飛
日本海北部
深浦
本州東方

能代
山田
釜石
気仙沼
鮎川

平成３０年度海洋観測実施区域

ー 61 －

―

閉会の挨拶
第二管区海上保安本部海洋情報部長

政岡

久志

昨日、本日と 2 日間にわたりまして、東北の海域における海洋調査あるいは
調査研究発表などを通じて、熱心なご議論をいただき、ありがとうございまし
た。
業務の目的こそ異なりますが、同じ東北の海域で調査を行っている機関が年に
一回一同に会して、業務に関する情報交換や調査研究成果を紹介しあうことは、
非常に有意義なことで、議論が今後の皆様の業務の発展をもたらすことと期待
しています。
今後も引続き、ここにお集まりの機関それぞれの分野で持てる能力を存分に
活用しながら調査研究を継続して、この連絡会等の場で海洋情報の交換、共有
が進み正確な情報を発信することが地域貢献に繋がるのではないかと考えてお
ります。
来年度は、仙台管区気象台が当番官庁ということが決まりました。更に進ん
だ情報交換などが行えることを期待したいと思います。
最後に、皆様の今後のご活躍・ご発展を祈念いたしまして閉会の挨拶とさせ
ていただきます。
どうもありがとうございました。
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東北海区海洋調査技術連絡会規約
第１条

本会は、これを東北海区海洋調査技術連絡会と称する。

第２条

本会の会員は、東北海区に調査船を出動させて調査研究を行う下記４機関の関
係主務職員をもって構成する。

（１）第二管区海上保安本部
（２）仙台管区気象台
（３）東北区水産研究所
（４）大湊地方総監部
第３条

本会は、上記４機関で実施する海洋調査に関して相互に技術的情報を交換し、
特に東北海区の海洋の実態を認識し、その変化を予知するための研究発表及び
討論を行う。

第４条

本会は、前条の目的を達するため年１回会合を開く。また、必要に応じて臨時会
を開くことができる。

第５条

本会は、連絡事項を掌るため上記４機関に幹事をおく。

第６条

本会の世話役は１年交代とする。

附則

1951 年 8 月 21 日制定
1961 年 10 月 19 日一部改正
2013 年 12 月 2 日一部改正

参考
1961 年 10 月 19 日気象庁海洋気象部及び仙台管区気象台が脱会し、大湊地方総
監部が会員に加入して規約の一部が改正された。
2013 年 12 月 2 日気象庁の組織改編に伴い、函館海洋気象台に替わり仙台管区気
象台が会員となり、規約の一部が改正された。
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