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１．技術開発試験計画

（１）開発試験の目的と背景

茨城県海域の海洋構造は黒潮、親潮及びそれらから派生する渦等により支配され短

期的・長期的に複雑な変動を示し、イワシ・サバ・サンマ・カツオ等の浮魚類の漁場形

成やシラス・オキアミ・コウナゴ等の沿岸域の漁業に大きな影響を及ぼしている。この

ように複雑な海況を迅速に把握するため、ＡＤＣＰ(ドップラー流速計)を用いた観測を

行い、流速データを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

併せて解析することにより、高精度な海況の把握と漁場形成や海況変動予測に用いるた

めの技術開発を行う。

（２）開発試験内容

①系統誤差補正済み流向流速データセットの作成及びその解析

②自己回帰水温予測モデルの検討

③海洋構造の分類・パターン化

④漁場形成と海況変動の特徴の関係整理

（３）期待した成果・効果及びその活用方法

①系統誤差の補正

系統誤差補正ソフトの活用により、信頼度の高いデータの収集を行った。また、毎月

一度海洋観測結果として流向流速データを図化し、黒潮、黒潮系暖水及び 親潮系冷水

の波及具合を広報した。

②自己回帰水温予測モデルの検討

昨年度開発された自己回帰水温予測モデルの解析ソフトを使用し、課題である夏秋季

の常磐沿岸クラスターの水温予測及びその検証を進めた。

③海洋構造の分類・パターン化



沿岸定線海洋観測調査（図１）で得られた100ｍ深の水温値を用いた主成分分析から

季節変動特性及び経年変動特性を解析して変動要因を推定した。また、100ｍ深の水温

分布をクラスター解析によりパターン化を行い、パターンの推移から沿岸水温を予測す

る手法を開発し、冬春季の沿岸水温予測の実用化を行った。

④漁場形成と海況変動の特徴の関係整理

冬春季の100ｍ深海況パターンと沿岸漁業で漁獲されるシラス・オキアミ・コウナ

ゴの漁獲量には、暖水パターンのときシラスは好漁でオキアミ・コウナゴは不漁、冷

水パターンのときシラスは不漁でオキアミ・コウナゴは好漁という関係がみられた。

２．調査・解析

①系統誤差補正済み流向流速データセットの作成

調査船「水戸丸 （2002まで）その代船「いばらき丸 （2003から 「ときわ」それ」 」 ）

ぞれのＡＤＣＰで 「いばらき丸」では。水深480ｍまでの8ｍ毎60層 「水戸丸 「とき、 、 」

わ」では10、50、100ｍの3層で、流向流速データを収集した 「水戸丸 「ときわ」で。 」、

は 開発した 系統誤差補正ソフト で いばらき丸 では メーカーで用意した 系、 「 」 、「 」 、 「

統誤差補正ソフト」でデータを補正した。

②自己回帰水温予測モデルの検討

2002は、2002年予測のシミュレートを、2003は2003年予測のシミュレートを、2004は

2004年予測のシミュレート及び1995～2004年までの夏秋季の予測のシミュレートを行っ

た。

予測モデルには1975年4月～2002年12月に沿岸定線海洋観測調査で得られた水深100m

層23定点の水温平年偏差値時系列データを用いた。時系列データには欠測点があること

から、欠測データをなくすために、クラスター解析で海域を区分し、海域内で平均した

時系列データを作成し、それを用いて主成分解析を行った。算出された各主成分の時系

列データを自己回帰させ、赤池情報量基準により次数を決定した。自己回帰予測モデル

による予測値と実測値との差をとり予測精度を検討した。解析には 解析には統計解析

ソフトである「KyPlot Ver.2.0 beta」及び東北ブロックで作成した予測マクロを使用

した。

③海洋構造の分類・パターン化

予測モデルには1983年4月～2004年12月に沿岸定線海洋観測調査で得られた水深100m

。 、層23定点の水温平年偏差値時系列データを用いた このデータをクラスター解析にかけ

類似年を抽出し、パターン化した。

解析には統計解析ソフトである「KyPlot Ver.2.0 beta」を使用した。

④漁場形成と海況変動の特徴の関係整理

1983～2003年の冬春季の漁場形成と③のパターン化との関係を整理し、それぞれの年

に於いて海況及び漁況に関する予報を行った。



３．成果

①系統誤差補正済み流向流速データセットの作成

水戸丸、いばらき丸、ときわによる観測は、おおむね順調にデータが収録された。と

きわによる観測は、水深200ｍを基準に手動でモードを切り替えることにより、順調に

データが収録されたが、機器類の老朽化によるデータの欠損が問題となっている。

2003年の水深100m層の流向流速の例を図示した（図２，３ 。解析した200から2004）

年における流向流速の特徴は次のとおりであった。

2000～2001年の解析の結果、黒潮系暖水が沖合から波及する場合と鹿島灘南部から舌

状に波及する場合とがあり、いずれも短期間で変動していた。

黒潮は5～6月、7月に大規模な暖水波及をもたらしたが、それ以外の期間2003年は、

は、犬吠埼から東方に流去し、大きな変動がみられなかった。黒潮系暖水は沖合から波

及する場合と鹿島灘に舌状に波及する場合がみられたが、いずれも短期間に留まり、沿

岸域への暖水波及は持続しなかった親潮系冷水は強弱はあるものの2月以降差し込みが

継続し特に8月では差し込みが強く、100ｍ深で5℃以下の親潮水が分布していた

平成16年は黒潮は1～7月に犬吠に接岸後、ほぼ東進した、その後は、北東方向と東方

向の流れを繰り返しつつ、常磐沿岸に暖水を波及させた。黒潮系暖水は鹿島灘に舌状に

波及する場合が中心であったが、10月以降金華山沖の暖水塊からの南下がみられた。親

潮系冷水は強弱はあるものの、2、4、6月に南下し、影響は9月まで持続した。

、 。いばらき丸による観測の12月分を詳細に検討した結果 黒潮の断面構造が観察された

②自己回帰水温予測モデルの検討

平年偏差時系列データをクラスター解析した結果、各観測点は3つのクラスターに分

類された。

クラスター解析により区分されたグループ内のクラスター毎の水温変動は類似性を持

つことからグループ内で平均した平年偏差値をもとに主成分解析を行った。

第1主成分は犬吠、沖合グループを中心に全体で変動し、第2主成分は沿岸グループと

犬吠沖グループとの間でシーソー変動し、そして第3主成分は沿岸グループと沖合グル

ープの間でシーソー変動していた（図４ 。）

主成分解析の結果算出された1975年4月～2004年12月の主成分スコアをもとに自己回

帰による解析を行った。各主成分ともにスコアの値では自己回帰次数が1となり自己回

帰モデルへの当てはめがうまくいかなかったため、主成分スコアの3ヶ月移動平均値で

自己回帰モデルへの当てはめを行った。第1主成分の自己回帰モデルの次数は27であっ

た。

自己回帰予測モデルから求めた予測値は、親潮の急激な南下や冷水傾向から暖水傾向

への転換、暖水説の形成による暖水の波及といった突発的な事象の予測には向かなかっ

たが、傾向は期中はほぼ冷水傾向が継続すると予測され、実測値と類似した（図５ 。）

また、比較的実測値の収斂する夏秋期（9～12月）の、1995～2004年について予測を

行った。その結果、実測値のプラスマイナス1℃以内に予測値がきたケースは、20％程

度であった。



③海洋構造の分類・パターン化

冬春期の海況を、各月毎に分割した時系列データについてクラスター解析を実施した

結果、3つの海況パターンに類型化された。第1～3のパターンは平年偏差及び水温分布

、 、 、 （ ）。の状態から それぞれ｢暖水パターン｣ ｢冷水パターン｣ ｢中間パターン｣とした 図６

1～2月が暖水パターンであると3～6月も暖水パターンが継続しやすく、逆に1～2月が冷

水パターンであると3～6月も冷水パターンが継続しやすいが、2月に中間型が出現する

と3～6月の海況パターンは暖水・中間・冷水パターンが不連続に出現した。1月の海況

パターンと沿岸の漁場域の水温(那珂湊定地水温)との関係では1月が暖水パターンであ

ると2～6月の定地水温は暖かめで推移し、逆に1月が冷水パターンであると2～6月の定

地水温は冷ためで推移することが明らかとなった。この結果を利用して沿岸漁業者向け

に冬春季の海況予測を行った（図６ 。）

④漁場形成と海況変動の特徴の関係整理

冬春季の漁場形成と③のパターン化との関係を整理した結果、１、２月が冷水パター

ンの場合は、その後も冷水パターンが続く傾向があり、オキアミ、イカナゴが好漁にな

りやすく、シラスは不漁になりやすく、暖水パターンの場合は逆であることがわかった

（図７ 。）

その結果、2002年、2003年、2004年の冬春季に予測を試験的に公表し、概ね予測どお

りの漁況を得た。2005年についても実施予定である。
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自己評価

ＡＤＣＰによる観測の精度向上により、茨城県の海況予測に重要な水塊構造の特徴が

把握できたことで、今後データの累積により、海況研究の推進に大きく役立つものであ

ると考えられる。また、茨城県にとって重要課題であった冬春季の沿岸水温の予測のみ

ならず、漁況の予測が可能になり、成果は非常に有益であったと考える。

一方、途上での終了となったため、収集したデータの解析及び予測の検証及び予測向

上についてのチューニングが、今後の課題として残った。



図１ 海洋観測定点

図２ 表面水温とADCPデータの重ね合わせの例（２００３年７月）
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図３ 表面塩分とADCPデータの重ね合わせの例（２００３年７月）

図４ 海域のクラスター区分の例と各主成分の寄与率及び振幅

図５ 予測偏差と実測偏差の差の例（２００４年の予測）
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図６ 類似年分析における各ﾊﾟﾀｰﾝの水温分布の例

図７ 常磐海域の各年の冬春季のパターンの分布とシラス、メロードの漁獲量

春シラス漁獲コウナゴ メロード
1984 3 14,802 1,153
2003 510 49 0
1976
1996 790 3,751 2,041
1992 755 5 18
2004 8
1993 302 155 0
1998 192 51 39
1990 236 164 385
2001 2,734 873 8
1981
2000 281 0 361
1994 1,459 1,141 244
1985 99 7,024 5,565
1989 715 94 634
2002 272 189 0
1995 2,016 4,159 6,425
1991 1,390 185 736
1997 2,005 6,032 6,946
1999 362 266 550
1977
1979
1988 835 2,389 1,286
1987 53.35 7,573 11,621

暖水パターン
冷水パターン
中間パターン

5 612 1 2 3 4


