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〈開発試験概要〉

１．技術開発試験計画

（１）開発試験の目的と背景

福島県海域の海洋構造は、親潮と黒潮、それから派生する冷水域、暖水舌等に支配さ

れ、短期的・長期的に複雑に変動し、サンマ、サバ類、イワシ類など浮魚類の漁場形成

や沿岸域の生産力に大きな影響を及ぼしている。本事業では、 （音響ドップラーADCP
潮流計）等による流向・流速観測データを組織的に収集するとともに、調査船による海

洋観測データ、人工衛星情報等をあわせて、福島県沿岸・沖合域における海況を高精度

に把握し、漁場・漁況予測に資するための技術開発を行うことを目的とした。

（２）開発試験内容

平成14年度から平成16年度にかけて の流向・流速データの収集を継続して行ADCP
なった。また、海洋観測で収集した100ｍ深水温の平年偏差水温データを用いて、自己

回帰モデル等の予測モデルを用いた水温予測を行い、予測精度の検証ならびに各予測手

法の比較を実施した。

（３）期待した成果・効果およびその活用方法

自己回帰モデルによる水温予測結果と、偏差持続モデル、クラスター解析を利用した

類似年抽出モデルとの比較により、本県海域においては自己回帰モデルによる予測が有

効であることを確認した。また、自己回帰モデルの予測精度を検証し、1～2ヶ月の短期

、 。予報に向いていること ならびに急激な海況変動には十分対応できないことを確認した

以上を踏まえ、自己回帰モデルを東北海区海況予報と併せて発表している福島県沿岸

水温予測に海況予測の目安として活用した。

２．開発試験成果概要

・ 流向・流速データ等の収集ADCP



調査船 いわき丸 の 古野電気 株 製 ３層式 およびＣＴＤ シ「 」 （ （ ） 、 、 ） （ADCP CI-35
ーバード社製、 、センサー式）または調査船「拓水」のＡＤＣＰ（古野電SBE-911plus
気（株）製 CI-60G、3層式）およびCTD（シーバード社製、SBE-19、メモリー式）用い

て、平成 年 月～平成 年 月に各月１回実施した沿岸定線もしくは沖合定線海14 4 16 12
洋観測においてデータ収集を行った。 で得られた潮流データは、岩手県水産技術ADCP
センターおよび東北区水産研究所が中心となって開発した系統誤差補正ソフト（通称

ソフト）を用いて、船固有の系統誤差を除去した（表 。得られた流況データをJoyce 1）
水温図と重ね合わせて黒潮系暖水、親潮系冷水等の水塊区分を行い、水塊循環流速模式

図を作成した（方法は平成 ～ 年度事業報告書に掲載 。9 13 ）

・水温予測手法の開発・検討

年～ 年の福島県および宮城県で実施した沿岸定線海洋観測の ｍ深水温1975 2002 100

18 2時系列データ（計 定点）を用いて水温平年偏差を作成した。欠測を埋めるため、

ヵ月以内の欠測は線形内挿し補完した。さらに、各定点をクラスター分析によりグルー

、 （ ）。プに分類し 変動が類似した海域をまとめることで つのグループに大別した 図3 1

各グループ内で平均した水温平年偏差を用いて主成分分析を行い、算出された主成分ス

コアの ヵ月移動平均データを用いて、変動の周期性を利用した主成分スコアの自己回3

帰予測を行った。 ヵ月先までのスコア予測値を算出し、予測スコアを水温値に変換し3

て実測値との （平均二乗）誤差を計算して予測精度の評価を行った。自己回帰予RMS

測には第 主成分スコアを用い、赤池情報量基準により自己回帰次数を決定した。1

平成 年度は、偏差の持続性を利用したクラスター分析による類似年抽出法と、自14

己回帰による予測手法を実施し、どちらが適当であるかを比較検討した。

クラスター分析による類似年抽出法は、抽出できた年が少ないことや、翌月まで類似

性が持続しない事例がほとんどであったことから、予測手法としては適当でないと判断

した。

平成15年度は、自己回帰予測モデルと、これまでの海況予測で経験的に用いられてい

る偏差が持続すると予測するシフトモデルと比較し、いずれが適当な手法であるか考察

した。(表 )2

自己回帰モデルによる予測結果の実測水温との 誤差は、 年、 年の ヵRMS 2001 2002 1

月予測では平均 ℃、 ヵ月予測では ℃であった。対して、シフトモデルによる1.55 2 1.89

予測結果は、 年、 年の ヵ月予測では平均 ℃、 ヵ月予測では ℃で2001 2002 1 2.95 2 3.83

あり、いずれの場合も自己回帰モデルによる予測結果より悪い結果となった。また、各

月で結果をみると、最も精度の良かった月で ℃、最も精度の悪かった月で ℃0.65 8.33

（いずれも ヵ月先の予測結果）であり、当たり外れが極めて大きくなる傾向がみられ1

た。自己回帰モデルによる水温予測は、シフトモデルよりも良好な結果が得られたこと

から、従来の経験的な予測より実用的な手法であると思われた。

平成 年度は、 年 月から 年 月までの各月より、３ヶ月先までの予測ス16 2003 1 2004 9

コアより予測水温偏差を算出し、実測水温偏差との比較を 誤差を算出することにRMS

より行なった （表 ）。 3

予測値と実測値の 誤差を算出した結果は表 のとおりで、 年、 年ともRMS 3 2003 2004

全体では ～ ヶ月先まで ℃程度の誤差がみられた。今年度は従来と比較して誤差が1 3 3



大きいが、海況図などで検討した結果、親潮系冷水の南偏や、黒潮系暖水の接岸が急激

に起こっていたことが確認された。従って、急激な変動には対応できていないことが明

らかになった。

３．開発試験成果の活用（普及）実績

研究論文発表等６篇，口頭発表等３件

・早乙女忠弘，福島県沿岸水温の解析 Ⅳ，福島水試研報第 号- 11
・早乙女忠弘・伊藤進一，海洋観測データを用いた福島県沿岸海域の水温予測手法の検討、東

北海区海洋調査技術連絡会議事録53号

， ，・早乙女忠弘・伊藤進一 海洋観測データを用いた福島県沿岸域の水温予測手法の検討

東北ブロック水産海洋連絡会報 号34
・伊藤進一・岡部勤・早乙女忠弘・永木利幸・伊藤寛・蝦名浩，ミニシンポジウム「経

験的な水温予測手法の開発」趣旨説明，東北ブロック水産海洋連絡会報 号34
・早乙女忠弘・上野山大輔，福島県におけるシラス漁況と海況の関係、東北ブロック水産海洋

連絡会報 号35

・筧茂穂・伊藤進一・奥西武・蝦名浩・伊藤寛・永木利幸・早乙女忠弘・上野山大輔・

岡部勤，水温予測測解析プログラムによる東北海区 ｍ深水温解析と予測，東北100
ブロック水産海洋連絡会報 号35

100 14・早乙女忠弘 水深 ｍの流向・流速データ及び水温による水塊構造の解析 平成、 、

年度福島県農林水産研究推進研修会

・早乙女忠弘・伊藤進一，海洋観測データを用いた福島県沿岸海域の水温予測手法の検討、平

成 年度水産海洋学会15

・筧茂穂・伊藤進一・奥西武・蝦名浩・伊藤寛・永木利幸・早乙女忠弘・岡部勤，水温

予測解析プログラムの開発，平成16年度水産海洋学会

４．残された課題と今後の対策

実用的な精度を保つため、より広範な海域の海況情報を取り入れた解析を行なってゆ

く必要がある。すなわち、隣県のデータを加えることや、ＡＤＣＰデータを用いた流況

解析により、他海域からの流入による変動をみることが必要とされる。

また、この予測手法を基にした予報を、利用する側の実情に合ったものとするため、

実際に運用してゆくなかで、予報利用者側からの意見をくみ上げ、予測手法の活用方法

の改良に役立てることが必要とされる。

自己評価

自己回帰モデルによる水温予測は福島県沿岸水温予測において、海況予報作成におけ

る根拠の一つとして試験的に利用している。精度に関して問題点があるものの、客観的

な予測根拠として有効に活用されていると考えられる。また、 による流況データADCP

についても漁況との関連がみられ、その収集は、将来的に海況からみた漁況予報の作成

に貢献するものである。



表1　平成14年度～平成16年度のADCPデータ系統誤差補正状況（補正はすべて対地モードによる）

データ収録年月 データ収録年月 データ収録年月
α° 1＋β α° 1＋β α β＋１

平成14年4月 -0.9 0.99 平成15 年4月 -1 0.98 平成16年4月 -0.7 0.98
平成14年5月 -1 0.98 平成15年5月 -1.1 0.98 平成16年5月 -0.7 0.98
平成14年6月 -1 0.98 平成15年6月 -0.8 0.98 平成16年6月 -0.6 0.98
平成14年7月 -0.9 0.98 平成15年7月 -0.6 0.97 平成16年7月 1.2 1
平成14年8月 -0.8 0.98 平成15年8月 -0.6 0.98 平成16年8月 0.7 0.98
平成14年9月 -0.1 0.97 平成15年9月 - - 平成16年9月 0.5 0.98
平成14年10月 -0.8 0.98 平成15年10月 -0.7 0.98 平成16年10月 0.4 0.98
平成14年11月 -1 0.99 平成15年11月 -0.6 0.98 平成16年11月 0.2 0.98
平成14年12月 -1.1 0.98 平成15年12月 -0.6 0.98 平成16年12月 0.3 0.98
平成15年1月 -0.9 0.98 平成16年1月 -0.8 0.98
平成15年2月 -0.9 0.99 平成16年2月 -0.9 0.98
平成15年3月 -0.8 0.98 平成16年3月 -1.5 0.98

平成14年度 平成15年度 平成16年度

補正値（平均値） 補正値（平均値） 補正値（平均値）

1ヵ月先 2ヵ月先 1ヵ月先 2ヵ月先
平均値 1.55 1.89 2.95 3.83
最大値 3.55 4.59 8.33 8.59
最小値 0.37 0.70 0.65 0.97

表2　自己回帰モデルとシフトモデルの予測結果比較

 2001年～2002年を予測した結果のRMS誤差   単位：℃

自己回帰モデル
シフトモデル

（スコア3ヵ月移動平均）

２００３年予測
1ヶ月先 2ヶ月先 3ヶ月先

２００４年予測 １月 1.05 1.41 1.25
1ヶ月先 2ヶ月先 3ヶ月先 ２月 3.70 4.19 4.09

１月 2.18 5.12 2.57 ３月 3.30 4.67 3.30
２月 5.92 4.33 3.33 ４月 3.08 2.52 2.72
３月 3.06 2.68 3.73 ５月 2.57 3.09 2.38
４月 2.34 3.79 2.69 ６月 2.72 2.30 3.92
５月 4.15 2.97 2.55 ７月 2.62 4.07 3.75
６月 3.14 2.74 2.02 ８月 4.14 3.83 2.72
７月 3.20 2.37 2.00 ９月 4.02 2.66 4.37
８月 2.42 2.12 １０月 2.51 4.40 1.09
９月 3.00 １１月 4.60 1.73 1.69
平均 3.27 3.26 2.70 １２月 3.47 2.93 5.24

平均 3.15 3.15 3.04

表3　各月における３ヵ月後までの予測値と実測値のRMS誤差
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図1 解析に用いた観測定点（●：福島、◎：宮城）

とクラスター解析に基づく海域のグループ分け


