2016 年度九州沖縄地区合同シンポジウム
「九州沖縄地区における現場海洋観測とその連携研究」
（日本海洋学会西南支部・水産海洋学会合同シンポジウム）

講 演 要 旨 集

期日：2016 年 12 月 9 日（金）
場所：鹿児島大学附属図書館 水産学部分館 セミナー室
〒890-0056 鹿児島市下荒田 4-50-20
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研究発表プログラム
2016 年 12 月 9 日（金）09:30～16:30
鹿児島大学附属図書館 水産学部分館 セミナー室
09:30 開会の挨拶：日本海洋学会西南支部長 山城徹（鹿児島大）
09:35 趣旨説明：滝川哲太郎（長崎大院水産・環境）
座長：滝川哲太郎
【基調講演】
09:40 東シナ海陸棚域における学際的・国際的共同観測
松野健(九大応力研)，吉川裕(京大院理)，遠藤貴洋(東大海洋アライアンス)，石坂丞二 (名大 ISEE)，
張勁(富山大理)，武田重信・梅澤有(長崎大院水産・環境)，Lee Jae Hak (KIOST)，
Meixun Zhao(中国海洋大)
【話題】
10:20 トカラ海峡周辺域における低次生態系の時空間変動
吉江直樹・中川美和・武藤玲央(愛媛大沿岸セ)，小針統(鹿大水産)，郭新宇(愛媛大沿岸セ)
10:40 －休憩－
10:50 黒潮横断観測による動物プランクトン群集の海域間比較
近藤玲央・小針統(鹿大水産), 岡崎雄二・宮本洋臣(水産機構)
11:10 北部薩南海域における動物プランクトン群集の変動特性
山崎朱音・小針統・遠藤有紀・久米元(鹿大水産)
11:30

2015 年から 2016 年のノリ漁期における有明海の高潮位とその要因
種子田雄・藤吉栄次・玉城泉也・吉村拓(水産機構西水研)

11:50 ―昼休み(日本海洋学会西南支部総会)―
座長：加古真一郎
13:10 複数衛星を用いた全球海上風ベクトルデータセットの構築とその有用性の検証
寺田雄貴・加古真一郎(鹿大院理工),高山勝巳(九大応力研),富田裕之(名大 ISEE)，日原勉(JAMSTEC),
轡田邦夫・久保田雅久(東海大海洋)
13:30 潮流が励起する不安定による河川プリュームの制御機構―tidal plume の観測と非静力モデリング―
岩中祐一(九大総理工),磯辺篤彦(九大応力研)
13:50 ウェブカメラ観測と粒子追跡モデルを組み合わせた米国西岸における 3.11 震災漂流物の漂流量推定
岩﨑慎介・磯辺篤彦(九大応力研),加古真一郎(鹿大院理工),片岡智哉(東京理科大)，
油布圭(九大応力研)
14:10 －休憩－
14:20 九州北部海域における沿岸漁業のスマート化
広瀬直毅(九大応力研・九州北部スマート漁業コンソーシアム代表)
14:40 長崎県水産試験場が行う情報提供の取り組みと今後の展望
高木信夫(長崎水試)
15:00 宮崎県水産試験場の海況情報提供の取り組み
渡慶次力（宮崎水試）
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15:20 －休憩－
座長：小針統
15:30 対馬海域における動物プランクトン群集の変動特性
本間大賀・小針統・兒玉聡伸(鹿大水産),滝川哲太郎(長崎大院水産・環境），渡辺俊輝(山口水研セ),
山田東也(水産機構西水研)
15:50 流動場とプランクトン分布－山陰沖遠距離海洋レーダ海域における物理・生物観測－
滝川哲太郎(長崎大院水産・環境),小針統(鹿大水産),森本昭彦(愛媛大沿岸セ），
渡辺俊輝(山口水研セ),杉谷茂夫・岩井宏徳(NICT),久島萌人(名大 ISEE)，藤井智史(琉大工),
市川香(九大応力研),雨谷純(NICT),山田東也(水産機構西水研)
16:10 【総合討論】
16:30 ―閉会―

【開催趣旨】
大学や官庁・試験研究機関では，練習船・調査船等を用いた海洋観測や，海洋レーダ等のリモートセンシ
ング，定期フェリー・定点観測等の海洋環境モニタリングを行っている．しかし，これらの機関が，必ずし
も連携して観測を行っているとは限らない．本シンポジウムでは，これらの観測の現状を把握するとともに，
水産，海洋エネルギー，海洋プラスチック汚染問題等に関する今後の連携研究の可能性を考える．さらに，
物理－化学－生物学にまたがる横断研究，数値モデルを組み合わせた研究にも着目する．
黒潮は東シナ海から九州南方のトカラ海峡を通過し太平洋の日本南岸を流れる．対馬暖流は，東シナ海か
ら対馬海峡を通過し日本海へ流入する．そして，これらの海流は，低緯度から高緯度へ様々な物質を運んで
いる．運ばれる物質には，栄養塩・プランクトン・卵仔稚魚が含まれており，流動場などの海洋物理研究と
化学・生物学および水産学との連携研究が望まれる．一方，漁業者の立場からは，安定かつ効率的に漁獲物
を得るために，より現実的な漁海況予測の構築・情報提供が望まれている．同様に，海洋エネルギーや海洋
プラスチック汚染問題の分野においても，現実的な海況予測に基づく効果的な政策立案が望まれており，行
政と大学・試験研究機関等による分野横断的な連携研究が必要である．このようなニーズに応えるためには，
時空間的に密な現場観測データを同化した数値モデルが必要となってくる．このような背景から，本シンポ
ジウムを通じて，現場海洋観測とコラボレーションした様々な連携研究が進展・強化されることを期待した
い．

コンビーナー：中村啓彦（鹿大水），滝川哲太郎（長崎大院水産・環境)，小針統（鹿大水），
加古真一郎（鹿大理工）

連絡先：滝川哲太郎
Phone: 095-819-2810
E-mail: tetu@nagasaki-u.ac.jp
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東シナ海陸棚域における学際的・国際的共同観測
松野 健 1・吉川

裕 2・遠藤貴洋 3・石坂丞二 4・張勁 5・武田重信 6・梅澤有 6・
Jae Hak Lee7・Meixun Zhao8
1 九大応力研，2 京大院理，3 東大海洋アライアンス，4 名大宇宙地球環境研，5 富山大院理工，
6 長崎大院水産･環境， 7KIOST，8 中国海洋大
キーワード：東シナ海・
東シナ海を研究対象とした連携研究として、

による予算により、韓国、中国、台湾の研究者

国際的連携および学際的連携の面から、過去の

との共同研究体制を構築するとともに、国内の

代表的な研究活動と最近の私たちのグループの

グループでは学際的研究を進めた。そこで取り

例を紹介する。東シナ海は、古くから豊かな漁

組んできた内容について、いくつかのトピック

業資源に恵まれた海域として知られてきた一方

に分けて紹介する。

で、近年漁業資源の減少が大きな問題となって

長江希釈水の広がり：水温・塩分計を搭載し

きた。そして資源管理の必要性が各国で認識さ

た衛星追跡表層ブイを製作し、長江希釈水の挙

れ、周辺諸国でさまざまな取り組みが行われて

動を把握するため、東シナ海陸棚域での追跡を

きた。そうした問題を背景として、東シナ海の

行った。漂流ブイは韓国の研究者との共同研究

海洋学的研究も、さまざまな国際的連携が模索

によって、主として夏季に韓国 EEZ に投入し、

され、いろいろな枠組みの研究活動が実施され

1～2 か月間にわたって取得したデータに基づい

てきた。比較的初期のものとしては JECSS があ

て、長江起源水の希釈過程や広がりの時間スケ

り、WESTPAC の一環としての位置づけで国際

ールの情報を得た。また、漂流ブイによって計

研空集会が開催され、特に海洋物理を中心とし

測された低塩分水と衛星観測によるクロロフィ

た研究者の交流が大きく進み、現在も PAMS と

ル分布の比較や、過去のデータを用いて、ある

して 2 年毎の研究集会が継続されている。また

条件では低塩分水と高クロロフィルとの関連が

共同研究の面では、日中黒潮共同調査研究（JRK）

あることが見いだされた。さらに、こうした観

があり、東シナ海の黒潮に関する日中間の情報

測から得られた情報に基づいた単純化されたモ

交換が進展した。その後 JGOFS の一環として

デル実験により、栄養塩の輸送経路と高クロロ

MASFLEX による東シナ海の物質循環に関する

フィル分布域との関連が議論された。また、こ

研究があり、物理面だけではなく生物･化学面で

の実験から得られた漂流ブイの軌跡は漂着ゴミ

の共同研究が国際的な枠組みの中で実施された。

の輸送モデルの検証にも用いられた。

近年は比較的予算規模の小さいいくつかの共同

台湾海峡通過流：東シナ海陸棚域の循環構造

研究が実施されているが、その中の一つとして

に台湾海峡からの流入が大きな役割を果たして

私たちの研究グループの活動概要を紹介する。

いると考えられることから、台湾海峡通過流量

東シナ海の研究は、その地理的条件から国際

を正しく把握することは重要である。その観点

的連携が必要なだけではなく、生物資源への関

から、台湾海峡横断フェリーに ADCP を搭載し

心から、学際的連携が求められる。私たちの研

て、流量をモニタリングするため、台湾の研究

究も海洋の物理、化学、生物の研究者の共同観

者との共同研究を始めた。2009 年から始めたデ

測を中心とした体制になっており、2003 年の三

ータ取得は、2015 年に代船になったフェリーに

峡ダムの実質的完成を契機に、長江希釈水の東

新たに ADCP を搭載して、現在も継続中である。

シナ海陸棚域での生物環境に対する影響を対象

栄養塩の起源：東シナ海陸棚域の基礎生産に

とした研究から始まった。科研費や振興調整費

寄与する栄養塩は長江起源だけではなく、黒潮
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の亜表層起源のものもあると考えられる。亜表
層クロロフィル極大層における栄養塩の N/P と、
そこに鉛直混合によって供給される栄養塩の量
とに明瞭な関係があることを示すとともに、栄
養塩の起源の推定に化学トレーサーを複合的に
用いてその組成比を見積もる試みを行った。
中国の観測船との同期観測：一連の日中韓台
湾との共同研究を進めてきた中で、中国との共
同観測には困難が大きい。その中で、2013 年に
は長崎丸との、また 2015 年には白鳳丸とのそれ
ぞれ中国海洋大の観測船との同期観測が実現し
た。後者は SCOR によって承認された国際的プ
ログラム GEOTRACES の一環であり、特に化
学成分の相互比較が可能になる。
このように、私たちのグループだけでも様々
な形で、国際的・学際的連携研究を進めてきた
が、他にも当然さまざまな連携研究が実施され
てきた。ただ近年は研究者の個人的なつながり
をベースとした個別研究の性格が強かったよう
に思われる。公的な枠組みの中での共同研究が、
必ずしも自由で柔軟性のある研究活動を保障す
るとは限らないが、実質的な共同研究と公的な
枠組みとの連携も考慮したほうがよいかもしれ
ない。
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トカラ海峡周辺海域における低次生態系の時空間分布
○吉江 直樹 1 ・ 中川 美和 1 ・ 武藤 玲央 1 ・ 小針 統 2 ・ 郭 新宇 1
(1 愛媛大 ・ 沿岸セ、 2 鹿児島大 ・ 水産)
キーワード： 東シナ海 ・ 黒潮 ・ トカラ海峡 ・ 低次生態系
【はじめに】

ナノ植物: 2-10µm, マイクロ植物: >10µm）に分画し、

鹿児島南西沖の東シナ海には、大小様々な島々

DMF により-18℃にて 24 時間色素抽出し、ターナー

からなるトカラ列島が連なり、その海峡部を西側から

デザイン蛍光光度計 10-AU を用いて Chl.a 濃度を

勢いよく黒潮が流れ込んでいる。このトカラ海峡周辺

測定することにより求めた。

域では、黒潮の流入と複雑な地形効果により、活発

【結果と考察】
低次生態系には、黒潮フロントの南北で明瞭な違

な鉛直混合が生じ、亜表層の栄養塩が有光層へ供
給され、生物生産に寄与していると思われる。しかし、

いが見られた（図 1 上・中段）。フロント以北では、栄

この海域での低次生態系の詳細と鉛直混合による影

養塩・Chl.a 濃度が高く、ナノ・マイクロ植物の優占率

響については知見が少ない。そこで本研究では、こ

が比較的高かった。一方、フロント以南では、栄養

の海域における低次生態系の詳細な時空間分布と

塩・Chl.a 濃度が低く、ピコ植物が卓越していた。この

海峡通過の影響を明らかにすることを目的とした。

黒潮フロントは、僅か 10 日間で約 50km 北上し、それ

【方法】

に伴いフロント周辺の栄養塩・Chl.a・植物サイズ組成
が大きく変化していた。

2015 年 11 月、鹿児島大学水産学部付属練習船
「かごしま丸」KG1514・KG1515 航海にて、黒潮を横

トカラ海峡通過前の A-line と通過後の B-line の鉛

断する 2 つのライン観測と 24 時間定点観測を実施し

直断面を比較すると（図 1 中・下段）、海峡通過に伴

た。西側の海峡通過前の A-line では 2 回(11/4～7,

い鉛直的に混合され、B-line では栄養塩・Chla 濃度

11/15～17)、東側の海峡通過後の B-line では 1 回

共に鉛直変化が小さく、栄養塩躍層はなだらかに、

(11/18～20)のライン観測を行った。試水は 10 層（0,

Chl.a の亜表層極大も平滑化されていた。

10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300m 深）から採

両ラインの中間に位置する St. M での 24 時間定点

水した。栄養塩は、Auto Analyzer III により NO3、NO2、

観測から、栄養塩躍層が 20m 程度日周変化すること、

PO4、Si(OH)4 について測定した。植物サイズ組成は、

Chl.a 亜表層極大の濃度が 0.2～0.45 µgl-1 程度日周

縦列三段濾過により 3 サイズ（ピコ植物: 0.2-2 µm,

変化することが明らかとなった。

0

水温

北

南

北

NO3+NO2 (µM)

南

Chl.a (µgl-1)

北

南

100
200

水深(m)

300
0
100
200
300
0
100
200
300

0

50

100

150

0

50 距離(km)100

150

0

50

100

150

図 1. 水温・栄養塩・Chl.a の鉛直断面（上段：A-line 11/4-7, 中段：A-line 11/15-17, 下段：B-line 11/18-20）
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黒潮横断観測による
動物プランクトン群集の海域間比較
○近藤玲央 1・小針統 1・岡崎雄二 2・宮本洋臣 2
（1：鹿児島大学，2：東北水研）
キーワード：黒潮，群集組成，現存量，生産力，海域間比較
【はじめに】
動物プランクトンは低次食物網内に散逸す
る物質やエネルギーを摂餌により集約し、高次
栄養段階へこれらを転送するため、これら動物
プランクトンの生産力は海洋生態系の栄養動
態を制御する主な要因である。貧栄養な北太平
洋亜熱帯水塊が輸送される黒潮流域では、これ
まで動物プランクトン現存量や生産力が低い
海域と認識されてきた。しかし、多くの多獲性
回遊性魚介類にとって産卵場や仔稚魚の索餌
海域となっており、生物生産が低いというこれ
までの認識とは矛盾する（黒潮パラドックス）。
また、黒潮フロントで高い動物プランクトン現
存量や種多様性が報告されてきたが、黒潮流軸
と内側では動物プランクトン現存量や生産力
に大きな違いが見られないことも報告されて
おり、黒潮流域における低次生産構造について
はまだ不明な点が多い。そこで本研究では、複
数の黒潮横断観測により動物プランクトン群
集組成、現存量、生産力の海域間比較を行うこ
とを目的とした。

代入して生産速度を求め、動物プランクトン生
産力の指標とした。更に、カイアシ類優占種の
個体数密度、生物量、生産速度のデータを多変
量解析し、種組成に基づく黒潮横断観測点の類
別化を行い、環境要因との比較を行った。
【結果と考察】
カイアシ類個体数密度に基づくクラスター解
析を行った結果、台湾沖・沖縄トラフ系群、四
国沖系群、５つのトカラ海峡系群の７つの系群
に類別化された。これは、黒潮内側と黒潮流軸
～外側で群集構造が明瞭に区分されるわけで
はないことを意味する。また、動物プランクト
ン群集の個体数密度・生物量・生産速度は黒潮
内側だけでなく黒潮流軸や外側でも高くなる
観測点があった。他の系群と比べると、トカラ
海峡系群ではカイアシ類ノープリウス幼生や
小型カイアシ類の個体数密度が高く、タンパク
質酵素活性も高かった。他方、台湾沖・沖縄ト
ラフ系群、四国沖系群では動物プランクトン生
物量や生産速度が高かった。また、動物プラン
クトン群集のタンパク質合成酵素活性は混合
層の平均水温や積算クロロフィル a 濃度と明瞭
な関係が見られなかったものの、個体数密度、
生物量、生産速度では平均水温と負の相関が認
められた。
これらの結果より、①動物プランクトン群集
構造は黒潮内側と流軸～外側で明瞭に区分さ
れないこと、②動物プランクトン現存量や生産
力は黒潮流軸～外側でも高い場合があること、
③トカラ海域では特異的な動物プランクトン
生産構造があること、④動物プランクトン群集
の現存量や生産速度は混合層内の水温の影響
を受けていることが示唆された。

【材料および方法】
鹿児島大学附属練習船かごしま丸および海
洋研究開発機構学術研究船白鳳丸により、
2015 年 11 月に台湾沖から四国沖に設定され
た 5 つの黒潮横断観測線
（43 地点）
において、
海洋観測および動物プランクトン標本採取を
行った。双子型北太平洋標準ネットで水深
200m から鉛直曳して動物プランクトン標本
を採取すると共に、この曳網層を CTD 観測し
た。これらの標本を、検鏡により高次分類群別
およびカイアシ類種別個体数密度を求めた他、
乾燥重量を測定した。また、急速冷凍標本から
タンパク質合成酵素活性を測定すると共に、生
息水温・個体数密度・生物量を経験的モデルに
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北部薩南海域における動物プランクトン群集の変動特性
○山崎朱音・小針統・遠藤有紀・久米元（鹿大水産）
キーワード：薩南海域・動物プランクトン・群集組成・バイオマス・生産力
【はじめに】
薩南海域は多様な回遊性魚介類の産卵・索
餌海域となっており、これら初期生残に大き
な影響を与える海域でもある。従って、当該
海域の動物プランクトン群集構造や生産力は、
これら資源量変動を知る上で重要な情報であ
る。折田ら（2014・2015）は北部薩南海域
において群体珪藻が春期に大発生することを
報告しており、この植物プランクトンブルー
ムが動物プランクトン群集構造や生産力に影
響を与えていることが予想される。実際、近
隣海域における動物プランクトン群集には季
節変動が見られるとされているが、その詳細
については不明な点が多い。そこで本研究で
は、鹿児島湾および北部薩南海域の動物プラ
ンクトン群集組成、現存量、生産力を比較し、
変動特性を明らかにすることを目的とした。
【材料および方法】
鹿児島湾～北部薩南海域に設けた海洋観測
線上の 9 地点にて、2015 年 2～3 月、5 月、
8 月、11～12 月、2016 年３～４月、7 月
に鹿児島大学水産学部練習船南星丸・かごし
ま丸により、海洋観測および動物プランクト
ン試料採取を行った。採取した試料は、検鏡
により高次分類群別の個体数密度を求める他、
生物量の指標として乾燥重量も測定した。ま
た、動物プランクトンのタンパク質合成酵素
活性を測定する他、経験的モデルに基づき個
体数密度、乾燥重量、水温から生産速度を求
め、生産力の指標とした。また、高次分類群
別個体数密度データを多変量解析し、群集組
成に基づく観測点の類別化を行い、環境要因
との比較を行った。
【結果と考察】
動物プランクトン個体数密度、生物量、生
産速度、酵素活性の時間的（観測期間）およ
び空間的（観測点間）な変動成分を分散分析
で比較したところ、個体数密度、生物量、生
産速度では時間・空間変動成分のいずれも有
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意であったが、空間変動成分がより大きかっ
た。高次分類群別個体数密度に基づくクラス
ター解析によると 8 系群に類別化され、鹿児
島湾内では主として季節的に遷移する５系群、
薩南海域では主として季節性に乏しい２系群
があり、季節性の違いが動物プランクトン群
集の空間変動（海域間差）をもたらしている
ことが分かった。類別化された系群の出現を
環境要因と比較すると、いずれの系群でも混
合層深度が発達し、水温が低下すると水柱積
算クロロフィル濃度が増加する傾向が見られ
た。タンパク質合成酵素活性について水柱平
均水温とは相関がみられないものの、それぞ
れの系群、特に鹿児島湾内の系群に特異的な
水温帯がみられた。また、水柱積算クロロフ
ィル濃度が高くなるほどタンパク質酵素活性
が高くなることが分かった。更に、動物プラ
ンクトン個体数密度、バイオマス、生産速度
と環境要因との相関を解析したところ、水柱
積算クロロフィル濃度が高くなるほど個体数
密度と生産速度が高くなったが、水柱平均水
温とは有意な相関が見られなかった。
これらの結果から、北部薩南海域における
動物プランクトン群集では、①季節変動より
も海域間変動が大きいこと、②群集構造は季
節変動の違いで特徴づけられ水温に依存的で
あること、③現存量や生産力は餌料環境に依
存すること、が示唆された。

2015 年から 2016 年のノリ漁期における有明海の高潮位とその要因
○種子田 雄・藤吉 栄次・玉城 泉也・吉村 拓
（水産機構 西水研）
キーワード：有明海、潮位、九州西岸域

九州西方の高水温の要因は、気温が高かったことと九州
西岸に黒潮から暖水が流入したことが考えられる。
大浦では12月と1月に月平均満潮位と干潮位も高かっ
たが、干潮位の平年偏差が満潮位や平均潮位のそれより
大きかった。これは干満差が小さい、すなわち潮汐が弱
かった可能性を示す。潮汐の弱まりは潮汐の18.6年周期
の変動とは一致しないので、その他の原因での外洋潮汐
の弱まりや有明海の固有周期の変化による潮汐の弱まり
が原因と考えられるが、原因の解明には詳細な解析が必
要である。

1．はじめに
有明海関係県から2015年～2016年のノリ漁期において
有明海の潮位が高め傾向であったとの情報が得られた。
特に2015年12月後半～2016年1月前半が顕著で湾奥では
検潮所での観測結果より高かったとの情報もある。
今回は、気象庁のホームページから得られる情報やデ
ータおよび熊本県水産研究センターと西水研が取得して
いる水温データ等を用いて、2015年～2016年のノリ漁期
における高潮位の状況を把握してその原因を検討した。
2．データと方法
気象庁ホームページに掲載されている月平均の潮位、
表層水温（100m以浅の平均）および海面気圧の平年偏差
の図（http://www.jma.go.jp/jp/choi/）を利用して、
それらの状況を把握した。また、満潮位と干潮位のデー
タを同ホームページから取得して、月の満ち欠けの周期
（約29.5日）で平均して、月平均値とした。潮位変動と
有明海および九州沿岸の水温変動、海面気圧変動との関
係性を重回帰分析から調べるために、同ホームページか
ら取得できる大浦と苓北の潮位偏差（実測潮位－天文潮
位）、牛深の海面気圧データ、熊本県水産研究センター
から提供された長洲の水温データ（0.5m深）、西水研が
我国周辺水域水産資源調査・評価等推進委託事業で取得
している甑島の水温データ（10m深）を日平均して用い
た（場所は図1参照）。なお、水温と海面気圧について
は前年までの5年間平均からの偏差とした。
3．結果と考察
気象庁が発表した月平均潮位の平年偏差図では2015年
12月と2016年1月の九州西岸や有明海の潮位は7～10cmの
正偏差で、漁期の他期間より大きかった。また、同月の
月平均表層水温の平年偏差図では九州西方海域の表層水
温は1～2℃の正偏差となっていた。この水温偏差から想
定される水位偏差は2～4cmである。月平均の海面気圧は
1月が負偏差（想定される水位偏差は＋0～3cm）だった
が、他の月は正偏差であった。これらから12月～1月の
有明海の高潮位と外洋における水温上昇（に伴う潮位上
昇）や海面気圧の低下との関係性が示唆される。
大浦の潮位偏差に関する重回帰分析の結果、決定係数
は0.8以上で、回帰式および長洲の水温偏差を除く各説
明変数は1%水準で有意であったため、有明海の高潮位は
九州西方の高水温と海面気圧の低下でおおむね説明がで
きるといえる。長洲の水温偏差は潮位偏差に対する影響
が小さく、係数の有意性も見られなかったが、これは有
明海の平均水深（20m）の小ささに因ると考えられる。

図1．測点位置．

図2.上から潮位偏差（実線:観測値、点線:重回帰式
による値）、水温偏差（黒：甑島、灰色：長洲）、
海面気圧偏差の時系列．
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複数衛星を用いた全球海上風ベクトルデータセットの構築とその有用性の検証
○ 寺田雄貴１, 加古真一郎１, 高山勝巳２, 富田裕之３,日原 勉 4, 轡田邦夫 5, 久保田雅久 5
1:鹿大院理工,2:九大応力研,3:名大
ISEE,4:JAMSTEC,5:東海大海洋
キーワード：J-OFURO3、DREAMS、海上風、人工衛星観測、相互比較

1. はじめに

年までの 6 年間のデータを解析の対象とした。

地球の気候システムを理解する上で海面付近の物
理量を広範囲かつ連続的に観測することは非常に重

表 1. J-OFURO２と 3 の⽐較

要であり、それ対して人工衛星は大きな寄与をして
きた。我々のグループは、多くの研究者のニーズに

使用衛星データ

応えるため、2000 年頃、人工衛星観測をベースとし
た 海 面 フ ラ ッ ク ス デ ー タ セ ッ ト で あ る Japanese

J-OFURO V2

J-OFURO V3

ERS-1/2

SSMIs,SSMIs,ERS-1/2,

QuiKSCAT

QuikSCAT,AMSR-E,TMI,

ASCAT-A&B

WindSAT,OSCAT,ASCAT,
AMSR2

Ocean Flux data sets with use of Remote Sensing

格子サイズ

1 度×1 度

0.25 度×0.25 度

Observations (J-OFURO)を公開し(Kubota et al.,

格子化手法

荷重平均

単純平均（風速）
最適内挿法（風向）

2002)、その後、時間解像度や推定精度を向上させた
J-OFURO2 の公開を開始した。現在は、それに包含さ
2.2 数値モデル

れる種々の問題を改善した J-OFURO3 が公開準備の

本研究で使用した数値モデルは、九州大学応用力

段階にある。例えば、J-OFURO2 の海上風ベクトルデ
ータセットが単一衛星プロダクトであったのに対し、

学研究所で開発された Data assimilation Research

J-OFURO3 のそれは複数衛星の複合プロダクトとし

of the East Asian Marine System (DREAMS; Hirose

て構築され、高解像度・高精度化が図られている。

et al. ,2013)である。対象海域は西部北太平洋であ

本研究では、他の全球海上風ベクトルデータとの相

り（15.0°N-62.8°N,105.0°E-179.75°E）、空間解

互比較を通して、この J-OFURO3 の特性を明らかにす

像度は緯度 0.2°×経度 0.25°である。本研究では、

ることを目的とする。これに加えて、海洋循環モデ

DREAMS を 1981 年 1 月から 2007 年 12 月までの 27 年

ルの境界条件として J-OFURO3 を含む種々の海上風

間、Japan 25-year Reanalysis (JRA25)を用いて駆

データセットを適用し、その出力結果を比較するこ

動した後、2008 年から 2013 年までの 6 年間を異な

とで、J-OFURO3 の実利用に対する有用性も検証する。

った海上風データで駆動し、その出力結果の比較を
行った。使用した海上風データセットは、J-OFURO3、

2. 使用データ・モデル

Remote sensing systems 提供の Cross Calibrated

2.1 人工衛星データ

Multi Platform（CCMP）および気象庁 Grid point

表 1 に J-OFURO2 と同 3 の相違点を示す。J-OFURO2

value (GPV)データである。これらのデータセットの

は、単一衛星に対して荷重平均法を適用し、空間解

時間解像度は 1 日であり、空間解像度は J-OFURO3 と

像度 1 度のデータセットとして構築された。一方、

CCMP が 0.25°、GPV が 0.5°である。これ以降、各

J-OFURO3 では、複数の衛星データを使用することで、

モデル計算の結果を J-OFURO3-run、CCMP-run 及び

0.25 度の空間解像度を持つデータセットの構築を

GPV-run と便宜上呼ぶ。各モデル run の再現性の評

実現している。両者は共に、日平均データセットと

価は、複数の衛星プロダクトのアンサンブルディア

して提供されている。

ンとして作成された J-OFURO3 EMSST を用いて行っ
た。

J-OFURO3 の海上風ベクトルは、表 1 に示す全ての
衛星データを単純平均した日平均スカラー風速と、

3. 結果と考察

散乱計データと WindSAT を複合したデータに最適内
挿法(Kako et al., 2011)を適用することで得られ

図には示さないが、J-OFURO3 から得られた海上風

た日平均風向から計算されている。J-OFURO3 は 1990

の平均場は、他の二つのプロダクトから得られたそ

年から 2015 年までのデータ構築が計画されている

れと比べて全体的に値が大きく、標準偏差も最大で

が、本研究では先行的に作成された 2008 年から 2013

あった（3 つのプロダクトのうち、J-OFURO3 の海上
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風が最も強く、CCMP のそれが最も弱い）。空間構造
にも明確な違いが存在し、J-OFURO3 は他のプロダク
トと比べて、より細かな空間構造を持つ。これらの
差は、共に人工衛星データをベースとしているにも
かかわらず、J-OFURO3 と CCMP の間で特に顕著であ
る。
次に、この 3 つのデータセットを境界条件として
用いたそれぞれ 6 年間のモデル計算結果の比較を行
った。J-OFURO3-run と GPV-run から得られた海面水
温(sea surface temperature; SST)の平均値の差は、
日本の南岸および東北沖で顕著であり（図 1b）、そ
れは最大で 2℃にも達する。この大きな差は、再解

図 1. モデル SST の平均差. (a) CCMP-JOURO3 run,

析データである GPV-run から得られた SST のフロン

(b)GPV-JOFURO3 run

ト 構 造 が 、 衛 星 観 測 デ ー タ を ベ ー ス と し た JOFURO3-run および CCMP-run と比べて大きく蛇行す
ることに起因する。この SST 差を熱フラックスに換
算すると、約 200 W/m2 にも及ぶ。
図 2 に、台風 11 号が沖縄の南方を通過した 2010
年 9 月 17 日におけるモデル SST と J-OFURO3 EMSST
の日平均場を示す。この図から、モデル SST は、全
体的に過小評価の傾向にあることがわかる。また、
各モデル run は台風の通過に伴う SST の局所的な低
下を再現しているものの、J-OFURO3-run から得られ
た SST は J-OFURO3 EMSST と比べて台風中心付近
(22.5˚N, 128.2˚E)での水温勾配が大きく、他の二つ
のモデル run は小さい。同年 9 月 25 日に発生した
台風 25 号のケースにおいても、同様の特徴が得られ
た。さらに、台風通過後の水温の時間変化に注目す
ると、J-OFURO3-run、GPV-run および J-OFURO3 EMSST
は冷水の西側への伝播が確認できたが、CCMP-run か
らはそのような特徴は得られなかった（図無し）。
以上の結果から、J-OFURO3 run から得られた SST
は、CCMP run のそれと比べて、人工衛星 SST に見ら
れる特徴を相対的によく再現していると言える。共
に複数の衛星を用いて構築された海上風データセッ

図 2.各モデル計算から得られた 2010 年 9 月 17 日における

トであるのにもかかわらず、顕著な差が存在するこ

SST と J-OFURO3 EMSST との比較結果。コンター間隔は
0.5˚C。台風の中心は、22.5˚N, 128.2˚E 付近である。

とは興味深い。しかしながら、再解析データである
GPV との差は明確でなく、今後、現場観測値等との
比較を通し、より詳細な有用性の検証が必要である。
謝辞
本研究の一部は JAXA 地球環境変動観測ミッション、
東海大海洋研究所および名古屋大学宇宙地球環境研
究所からの助成を受けている。
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潮流が励起する不安定による河川プリュームの制御機構
~tidal plume の観測と非静力モデリング~
○ 岩中祐一(九大総理工)・磯辺篤彦(九大応力研)
キーワード：河川プリューム、慣性不安定、ケルビン・ヘルムホルツ不安定
しつつ上空に浮かべたバルーンに取り付けた
1.

はじめに

デジタルカメラで、フロント形状の空撮を行な

河川プリュームは栄養塩が豊富であり、沿岸

った。空撮画像はフロント周辺に散布した GPS

海域に浮力を負荷するため、海洋力学上の興味

付きのブイの位置座標を用いて幾何補正(射影

はもとより物質循環の観点からも関心が高い。

変換；Kako et al. [2011])を行なった。2016 年

近年、河口近くの強い潮流によって変動する河

の観測では、フロント横断方向に ADCP を曳航

川プリュームの研究が盛んに行われている。プ

しつつ、CTD を海表面から水深 10m まで上下

リューム底部で生成される水平流速の鉛直シ

させつつ曳航をした。

アによって生じる Kelvin-Helmholtz billows
はプリューム内外の海水交換を増大させる

数値モデル

3.

肱川河口沖は潮流が卓越する海域である。そ

(e.g., MacDonald and Geyer [2004])。しかし、
多くの既往研究が静水圧近似モデルを使用し

のため、潮流の有無がどのように河川プリュー

ており、プリュームの挙動を変えるような微細

ムの発達に影響を与えるかを確認するため、数

構造を説明することが困難であった。近年、非

値実験を行った。2013 年の CTD データを見る

静水圧モデルを用いた河川プリュームの研究

と河川プリュームの厚さは数 m 程度であった。

が行われつつあるが、研究事例は少なくプリュ

一方で、フロント周辺におけるプリュームの水

ームの挙動に与える影響を理解するのには不

平規模はその 10 倍程度であった。そのため、

十分である。本研究では、潮流によって励起さ

非静水圧モデルである MITgcm を用いて数値

れたプリューム内に生成される微細構造が、プ

実験を行い、観測データと両モデルの結果を比

リュームの発達にどのように影響を与えるの

較した。4 km×2 km の計算領域の中で、プリ

かを議論する。

ュームやフロントの微細構造を再現するため、
水平解像度を 5 m に、鉛直解像度を 1 m に設

2.

観測

定した。FVCOM を用いて別途計算した周辺海

2013 年 7 月 1 日と 2016 年 8 月 2 日に愛媛

域の潮流振幅と、観測時(2013 年 6 月 29 日~7

大学沿岸環境科学センターの調査船「いさな」

月 1 日)の平均河川流量を境界条件として与え

を用いて、河川プリュームの観測を行った。

た。

2013 年の観測では、フロント横断方向に 10 地
点で CTD 観測を実施した後、
「いさな」で曳航

4.

12

結果

空撮画像を見ると、河口フロントは漂流物が
集積することにより可視化されており、河口フ
ロントは波長数十 m 程度のうねりを伴ってい
た(図 1a)。また、CTD データを見るとプリュ
ームの底部はフラットではなく、波状構造が確

図 2：一部を拡大した塩分の水平分布。矢

認できる(図 1b)。潮流を与えた数値実験では、

印は擾乱の発達を示す。

河口フロントは数十 m 程度のうねりを伴って
いる。また、慣性不安定の発達により、数十 m
程度の擾乱(渦)が発達しているのが確認できる
(図 2)。また、潮流と河川密度流によってプリ
ューム内外に生じた流速鉛直シアが、プリュー

図 3：一部を角出した塩分の鉛直断面分

ム底部でケルビン・ヘルムホルツ不安定を発生

布。ケルビン・ヘルムホルツ不安定の発

させていた(図 3)。一方、潮流を与えない数値

達の様子(潮流あり)。黒枠内はリチャード

実験では、水平・鉛直方向ともに潮流ありで見

ソン数が 1/4 より小さい。

られたような微細構造は確認できなかった。両
数値実験において、潮汐ありの方が淡水存在量
は河口近くに多く存在していた。これは潮汐が
存在することにより河川プリュームは河口近
くに制限されると示唆している(図 4)。潮流あ
りの数値実験で確認された微細構造がプリュ
ーム内外の運動量交換の役割を果たしている
ようである。

図 4：潮汐平均をした河口からの淡水存
在量。実線は潮汐あり、破線は潮汐なし。

図 1：(a)射影変換された空撮画像。(b)塩分
の鉛直断面分布。
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ウェブカメラ観測と粒子追跡モデルを組み合わせた米国西岸における 3.11 震災
漂流物の漂流量推定
◯岩崎慎介 1•磯辺篤彦 1•加古真一郎 2•片岡智哉 3•油布圭 1
（1.九大応力研、2.鹿大院理工、3.東京理科大理工学部）
キーワード：海岸漂着ゴミ、3.11 東日本大震災、粒子追跡モデル
1.はじめに

ρa Aa Cda
W
ρw Aw Cdw

UW =

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の津波により、
北太平洋に流入した瓦礫の量は、約 500 万 t といわれてい
る(環境省, 2014)。そして、その約 150 万 t が北太平洋を漂

ここで添字の a(w)は大気中(海中)を意味し、ρ は密度、A

流し、アメリカ西海岸などに漂着する可能性があると報告

は漂流物の投影面積、Cd は抵抗係数、W は風速を示す。

されている(Bagulayan 2012; Lebreton and Borrero 2013)。ま

投影面積の比は 1 から 1/300 の間で変わる乱数を与えてい

た、これらの漂着物に付着した外来海洋生物による生態系

る。計算期間は 2011 年 3 月 11 日から 2016 年 6 月 30 日ま

への影響が懸念されている。国際共同プロジェクト

でである。

(Assessing the Debris Related Impact From Tsunami: ADRIFT)

図 1 に、粒子追跡モデルに組み込んだ漂着・再漂流のサ

では、米国オレゴン州のニューポートにある海岸に設置し

ブモデルのフローチャートを示す。ルール 1 は、あるモデ

た Web カメラから得られた画像をもとに、漂着ゴミ量の

ル粒子が陸に漂着する場合、そのモデル粒子に最も近い風

時系列調査を行っている。その結果、アメリカ西海岸での

データ(ASCAT)から upwelling (downwelling)が生じている

漂着ゴミ量と周辺風系との密な関連を見出し、そのモデル

時のみ漂着を許す(許さない)としている(図 1a)。ルール 2

化に成功している（詳細は、2016 年春季海洋学会での加

は、大潮で、漂着粒子近傍での風(岸と直交成分)が平均値+

古らを参照）
。しかし、解像度の粗い Web カメラ画像の海

標準偏差を超える場合、漂着している粒子は全て海に再漂

岸漂着ゴミから、震災関連のものを特定することは困難で

流させている(図 1b)。

ある。本研究では、太平洋全域を対象とした粒子追跡モデ

漂着×

(a) ルール1: 漂着

陸

●

ルに漂着・再漂流のサブモデルを組み込み、震災関連の海
岸漂着ゴミ量の推定を試みた。

●

●
●

陸

●

●

v<0
v: 岸と平行する風

●

海

upwelling

2.使用データとモデル

漂着◯

●

海

●

海洋再解析プロダクト HYCOM (https://hycom.org/)の海

v>0

●
●

陸

●

(b) ルール2: 再漂流

面流速データと ASCAT 衛星海上風データ(Kako et al.,

海

2011)から計算した風圧流を粒子追跡モデルに与えた。粒

●

子追跡モデルの空間解像度は 0.25°格子で、計算領域は

●
●

●

大潮, u > σ+ave
u : 岸と直交する風

0°-60°N, 120°E-60°W である。本研究では、HYCOM の海

海

●

●

●

●

downwelling

陸

: 風向
v

u

面流速データは 0.08°格子から 0.25°格子に線形内挿したも
図 1. 海岸漂着・再漂流のサブモデルのフローチャート

のを使用した。また、風圧流(Uw)は以下の式で表される
(Kako et al., 2010)。

3. 結果
モデル粒子は、亜熱帯循環系の流れに乗って、北太平洋
東部に流れ(図1a)、2012年にはアメリカ西岸域周辺に到達
していることが分かる(図1b)。2012年以降、モデル粒子は
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北太平洋東部の収束域に集積している様子が確認できる
(図1c-f)。北太平洋東部に集積するという結果は、過去の研

図 3. バンクーバーアイランドにおける(a)空撮画像から

究結果とも整合的である(Maximenko et al., 2012)。

得られた海岸漂着ゴミ集積分布と(b)モデルから得られた
漂着粒子の数。期間は 2014/10/7 と 2014/12/3 の 2 日間。集
積率は海岸面積に対する海岸漂着ゴミの被覆面積の比を
意味する。
図 4 には、全計算期間(2011 年 3 月 11 日から 2016 年 6
月 30 日)におけるモデル粒子の累積漂着数を示す。
45°-53°N 周辺の海岸に累積漂着数が多いことがわかる。累
漂着数の多い海岸は、外来生物による生態系移行の危険リ
スクが高いと言えるであろう。講演時には、漂着するタイ
ミングや海岸漂着数の決定要因について紹介する。

図 2. 各年における粒子の総量。(a) 2011 年、(b) 2012 年 (c)
2013 年、(d) 2014 年、(e) 2015 年、(f) 2016 年における粒子
の総量を示す。
次にモデルの信頼性を確かめるために、バンクーバーア
イランド周辺で観測された海岸漂着ゴミの集積率と比較
した(図 3)。観測結果は空撮画像から得られたものである
(詳細は 2016 年秋季海洋学会での片岡らを参照)。観測とモ
デルは、ピークの位置は若干異なるものの、概ねパターン
は似ていることが分かる。

図 4. 全計算期間(2011/03/11-2016/06/30)の累積漂着数。上
下の図は同じもの。
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九州北部海域における沿岸漁業のスマート化
広瀬 直毅（九大応力研・九州北部スマート漁業コンソーシアム代表）
キーワード

： スマート漁業 ・

海況予報 ・

スマート CTD

人工衛星データや海況予測などかなり情報化の進んだ

の現場実験は小型漁船でも概ね成功、漁業者でも（マニュ

外洋の大型漁業と比較して、沿岸の小型漁業では未だ経験

アル配布など適切な指導によって）水温・塩分・深度のプ

と勘を頼りにした主観的な操業が続いている。気候変動な

ロファイル観測を行うことができることを確認した。更な

どの影響を受けた水産資源の変化に加え、燃料費の増減に

る改善として、漁業者の負担軽減（なるべく操業の邪魔に

伴う収益の不安定、沿岸地域の過疎化と漁業者の高齢化等

ならないことが望ましい）と計測値のリアルタイム性（測

が連鎖し、残念ながら日本の沿岸漁業は長期的に衰退の傾

器落下中にも水温・塩分分布を見たい）を期待する声があ

向にある。

った。CTD 計測器とデータ取得用 PC との連携は概ね良好

そこで当コンソーシアムでは、精密な海況予測の情報を
漁業者のスマートフォンに配信し、出漁の可否判断や漁場

だったが、まれに不安定となるため、適宜改良している。
海況予報効果検証

海況予報モデルとしても、今期は必

設定の目安を与えて操業の効率化を図る、いわゆる「スマ

要なスペック（時空間分解能や予測精度）を見定めるため

ート漁業」を導入して沿岸漁業の好転を目指す。そのため、

の試験期間と位置づけ、年度初めに速やかに対馬海峡の海

最新の海洋科学と漁業者の経験知を IT 技術で融合した、

況予報モデル（約 1.5 km メッシュ）DREAMS_D を作成

地域社会にも地球環境にも優しい「アプリ」の開発を目論

した。さらにウェブサーバーを整備し、７月中には九州北

んでいる。
「スマホ世代」の若者を惹きつけ、地方の漁業現

部の海況予報実験を開始した（図１）。予報モデルは九州大

場に再び活気を取り戻すことが、当研究コンソーシアム設

学応用力学研究所の海洋循環モデル RIAM Ocean Model

立の大目標である。

をベースとし、日本海沿岸帯域モデル（いわゆる急潮モデ

今年度、農林水産技術会議「革新的技術開発・緊急展開

ル）DR_C (Hirose et al., CSR, 2016)と黒潮エネルギー評

事業」に採択された個別・ＦＳ型研究においては、このス

価モデル DR_E の中間海域をカバーする。計算条件もほぼ

マート漁業を実現する鍵となる「漁業者参加型観測」と「沿

既存モデルと同様であるが、浅い対馬海峡の再現性を重視

岸海況予測」に関する２つの中核的な技術要素、つまりス

し、鉛直方向に高分解能化した（最大５倍）。DR_C と計算

マート CTD と沿岸高分解能モデルの開発を先行させてい

海域が重複する島根県沖でモデル結果を比較したところ、

る。漁業者の反応を詳細に分析することによって、次年度

水温・塩分躍層が明らかに強化された（図２）。

以降の本格的な実証型研究へ結びつける予定である。
漁業者用 CTD 試験

この沿岸海況予報に関して、８月５日イカ釣り漁業者

ここで定義する「スマート CTD」

（福岡県宗像市鐘崎）、８月２２日延縄漁業者（佐賀県唐津

とは、安価で小型かつ軽量、スマートフォンで計測データ

市馬渡島）、８月２３日延縄漁業者（長崎県対馬市）、８月

を簡単に確認でき、さらに予測モデルへ同化する（される）

２８日定置網漁業者（佐賀県唐津市加唐島）、９月１４日イ

ことまで想定した CTD 測器のことである。すべての条件

カ釣り漁業者（佐賀県唐津市呼子）、９月１５日まき網漁業

を満足する製品開発には時間と費用を要するので、まず

者（福岡県宗像市鐘崎）と順次面談し、当事業に対する意

JFE ア ド バ ン テ ッ ク に て 販 売 中 の CTD に 無 線 通 信

見や要望を求めた。潮流の強弱や鉛直構造によって操業の

（Bluetooth 方式）機能を試験的に導入した。現場試験と

可否ならびに釣果が大きく左右されるため、高分解能で正

しては、福岡県宗像市沖で６月１３，２４日，７月１日実

確な海況予報を望む声が多かった。強い期待と責任を感じ

施、佐賀県唐津市沖で７月２５，２６日実施、長崎県対馬

るところである。

市沖にて８月２３日実施済みである。無線通信を含む CTD
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図１︓当研究プロジェクトの専用ウェブサイト(http://dreams-d.riam.kyushu-u.ac.jp/)にアクセスし、必要項目を⼊⼒することに
よって、任意の海況変数を視覚化することが可能。３⽇先予報の⼀例として、対⾺海峡表層流の⽅向を⽮印で、強さをグレースケール
で図化した。

図２︓緯度 35.8N，経度 132.75E における水温の時間変化（2016 年 7 月）
。DR_C（左図）に比べて、鉛直分解能を上げた DR_D
（右図）モデルでは季節躍層や主温度躍層の鉛直勾配が強くなっている。
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長崎県水産試験場が行う情報提供の取り組みと、今後の展望
高木
キーワード

信夫（長崎県総合水産試験場）

： 漁海況情報 ・

長崎県総合水産試験場（以下長崎水試）では、2009 年度

九州水温日報 ・ 漁場予測

クロマグロ幼魚を対象とした漁場予測の取り組み

長崎

から新たに漁海況情報発信の充実を柱とした『漁海況情報

水試では、地方重要魚種の資源の評価や、漁獲盛期の漁獲

提供強化事業』
（県単独事業；2009～2013 年度）を立ち上

量予測の情報提供を行っているが、漁業者はより実用性が

げ、更に 2015 年度からは『沿岸漁業高度化支援事業』
（県

高い情報の配信も期待しており、その一つとして「漁場予

単独事業；2014～2018 年度）として、新たな情報の活用

測」があげられる。地方水試により実用化に至った漁場予

による精密化や、漁場予測といった、より実用的な情報を

測は、カツオを対象とした宮崎県の高度漁海況情報システ

提供できるように取り組みを進めているところである。長

ムなどがあるが、これらは主に太平洋海域での取り組みで

崎水試が提供する情報については、海況情報としては人工

あり、長崎県が主漁場とする九州西方海域では漁場予測モ

衛星データや他県情報も含めた調査船観測データを用い

デルは開発されていない。このことから、長崎水試は、よ

て、表面水温情報、観測結果速報を提供しており、漁況情

り実用的な情報提供として、夏季に養殖用種苗として漁獲

報としては地域重要魚種の資源評価や漁獲盛期の漁獲量

されるクロマグロ幼魚（ヨコワ）を対象とした漁場予測に

予測を提供している。本報告では、長崎水試が提供してい

取り組むこととしている。手法として人工衛星データを基

るこれら漁海況情報提供の概要について紹介する。

にHSIモデルを構築し、実用化に向けて2014年から一部漁

九州水温日報 海況情報の一つとして、表面水温・クロロ

業者をモニタとして予測情報の試行を行っている。試行の

フィル情報を九州水温日報として提供している。九州水温

中で一定の予測的中率は得られたものの、日毎の海況変化

日報は、長崎県沿岸海域を含む緯度 29 - 36°50′、経度

が大きい場合は予測が不正確になり、現在の衛星データの

127°50′- 133°50′の範囲における表面水温・クロロフ

配信頻度では解決が困難であることがわかってきた。1日

ィル a の水平分布を示したカラー図による情報である。な

遅れの衛星データでは、特に海況変化が大きい時の適応が

お、配信を開始した 2008 年 10 月当初は土日祝祭日の配信

困難な場合が多くみられた。このことから漁場予測の精度

を行っていなかった。配信開始に際し、あらかじめ長崎県

を上げるためには予測当日に近似したデータが必要であ

の漁業関係者に、このような情報の必要性についてアンケ

り、そのためには、配信頻度の高い衛星データの利用、も

ート調査を行い、複数の配信要望を受けて始めたものであ

しくは沿岸域を正確に再現できる物理モデルデータの利

る。一方で、国内には同様の水温情報等が多く配信されて

用などが必要であると考えている。

おり、これらの情報との差別化を図るためにも、漁業者が

今後の展望

必要とする水温情報内容についても詳しく聞き取りを行

プトは「情報のカテゴリを絞り込むことはできるだけ避け、

った。このうち、特に意見が多かった“①漁海況情報にと

その中で精度が高く・時空間的に密で実用性に則したデー

っては、時間的密度の高さが重要であり、情報発信の頻度

タを提供する。」ことである。これは『漁業者は自分達なり

は最低でも毎日行う必要があること。②雲の影響によるデ

に情報を整理して活用している。提供する側はカテゴリを

ータ欠損を軽減した水温図を提供すること。③水温はでき

絞ることなく、出せる情報は何でも出して欲しい。選ぶの

る限り滑らかな等値線で表示することにより、水温が一目

は漁業者であり、必要な時に得られない情報は全く役に立

でわかるように工夫すること。”といった項目を基本とし

たない』といった漁業者の意見に基づいている。しかしな

て情報作成を行うことで差別化を図っている。九州水温日

がら、現在情報提供に供される漁海況データは限られてお

報は主に軌道人工衛星データに依存しているため、1 日数

り、このため長崎水試が提供している漁海況情報も、決し

回、更に表面の海況情報しか提示できないが、水温のみに

て十分とはいえない。今後は具現性・応用性が高く、将来

ついては、静止衛星の情報を用いることで 1 時間毎の情報

性も見込まれる漁海況データ（例えば先述した物理モデル）

である九州水温時報として発信している。なおこれは雲の

の早急な提供に期待しているところである。

影響を除いていない。
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長崎水試としての情報提供におけるコンセ

宮崎県水産試験場の海況情報提供の取組み
○渡慶次

力（宮崎水試）

1．はじめに
日向灘は，沖合を流れる黒潮と，その沿岸側に広がる
沿岸水，河川水などが相互に分布した複雑な海洋環境と
なっている．このような海の状況（以下，
「海況」と呼ぶ）
の変化が，日向灘に来遊する多種多様な水産資源の分布
や来遊量に影響を与え，日向灘における漁場形成や資源
変動に繋がっている．漁業者は，水温・潮流・海色など
の海況情報を利用して，出漁の判断，漁場の選択や操業
時の効率化を図っている．このような漁業者を支援する
ため，宮崎水試は調査船による船舶海洋観測や人工衛星
情報等の提供を行ってきた．本報では，宮崎水試 HP で
提供する海況情報のうち，HP アクセス件数が上位 2 位
の「浮魚礁情報」と「水試日報」の概要と漁業者の利用
実態について紹介する．
2．浮魚礁情報（図 1）
表層型浮魚礁は，
沖合数十km に5 基設置されており，
沖合域を回遊するカツオ等を蝟集させる魚礁であり，曳
縄漁業，かつお一本釣り漁業，しいらまき漁業等が利用
している．表層型浮魚礁では，表層水温，3 層の流向・
流速，風向・風速，気圧等が毎時観測されており，これ
らの情報は人工衛星経由でリアルタイムに水試の端末に
送られ，漁業者に対して「電話・FAX 応答装置」
，
「イン
ターネット」
，
「携帯電話」により提供されている（中西・
渡慶次，2013）
．
最南部の漁場を主に利用する曳縄漁業者は，浮魚礁の
風速と流向・流速情報を出漁前に携帯電話で確認してお
り，風速 15m/s 以上，風速 15m/s 前後で風向と流向が逆
向きの波が立つ時には時化が見込まれるため出漁せず，
風速が弱い時や浮魚礁の風速が 15m/s 前後でも風向と流
向が同じ時には出漁可能と判断している（私信）
．
3．水試日報
水試日報は，主に漁船情報を利用した，日向灘全域を
網羅する水温や流向・流速，黒潮位置などの各要素が視
覚的に統合された毎日の表層海況図である．
水試日報は，
日向灘表層海況情報を提供するシステム（以下，
「日向灘
海況情報提供システム」
と呼ぶ）
により作成されており，
2015 年度より運用されている（図 2）
．
宮崎水試は，日向灘の広域を高頻度で操業する中型ま
き網漁業船3隻と曳縄船5隻に，
データ転送機能付きGPS
データロガー（ESL 製 SL-5150；以下，「データ転送
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GPS-DL」と呼ぶ）を取り付けて，漁船で計測された水
温と流況データを蓄積しながら，10 分毎に宮崎水試に自
動送付するように設定した．送付された漁船計測の表層
水温値と気象庁の日本近海日別海面水温を統合した水温
及び漁船計測の流況の水平分布図をそれぞれ作図し，両
図に黒潮流軸位置を重ねて，表層海況図を作成する（渡
慶次ほか，2013）
．表層海況図は，毎日正午に画像が作成
され，Web サーバに転送するよう設定されている．漁船
計測から Web サーバの転送に至る一連の作業は自動化
され，作成された表層海況図は宮崎水試 HP のパソコン
や携帯サイトにて「水試日報」として一般公開されてい
る．
本県北浦漁協所属の中型まき網漁業の全 7 船団を対象
とした操業実態調査及びアンケート結果では，水試日報
を利用することで，漁場推測によって水揚金額が増加し
た効果と，操業が難しい速い流れの日に無駄な出漁をし
ないことによる燃油削減や労務時間削減の効果があり，
両者を合せると年間約 2 億円の経済効果であった（渡慶
次ほか，投稿中）
．
4．おわりに
浮魚礁情報や水試日報は，点情報であること，時化等
で漁船情報がない時に精度が低い情報となる等の欠点が
あるものの，情報の確実性（取得の安定性と精度）と頻
度の確保（日 1 回以上）の点から本県の海況情報の中核
となっている．漁業就業者の急速な減少が進む中，有用
で確実な海況情報を，出来るだけリアルタイムに漁業者
に届けることが重要である．そのためには，地方公設水
産研究所が，海況情報に対する地先における漁業種類別
の漁業者ニーズを粘り強く把握しつつ，海況情報の特徴
を踏まえた上で，情報提供の開発及び提供を図るべきで
あろう．
引用文献
中西健二・渡慶次力(2013)宮崎県における浮魚礁整備の
状況．水産工学，49(3)，211-223．
渡慶次力ほか（2013）漁船情報を利用した日向灘表層海
況日報の作成と情報提供の試み．水産海洋研究, 77(4)，
299-306.
渡慶次力ほか（2016）漁船計測による日向灘海況情報提
供システムの運用と他海域への展開可能性．沿岸海洋
研究, 53(2)， 151-157.

図 1 「浮魚礁情報」の概要図．

．
図 2 「日向灘海況情報提供システム」の概要（渡慶次ほか，2016）
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対馬海域における
動物プランクトン群集組成の変動特性
〇本間大賀１・小針統１・兒玉聡伸１・滝川哲太郎２・渡辺俊輝３・山田東也４
（１：鹿児島大学，２：長崎大院水産・環境，３：山口水試，４：水産機構西水研）
キーワード：対馬海域，動物プランクトン，群集組成，現存量，生産力
背景
対馬海域は、スルメイカ、マアジ、カタクチ
イワシなど多くの回遊性魚介類の産卵・索餌海
域となっており、１年を通して好漁場が形成さ
れていることが知られている。そのため、本海
域における動物プランクトン群集組成や生産
力の変動特性は、これら魚介類の漁場形成や餌
料環境を理解するために重要な情報である。本
海域では、春期に植物プランクトンブルームが
発生するが、対馬島陰に中規模渦が頻繁に形成
されるため、動物プランクトン群集には時間的
および空間的な変動が混在すると予想される。
これまでの報告によると、本海域における動物
プランクトン群集では季節変動が支配的であ
るとされているが、その詳細についてはまだ不
明な点が多い。
そこで本研究では、対馬海域における動物プ
ランクトン群集組成、現存量、生産力の時間的・
空間的な変動特性を明らかにすることを目的
とした。
材料・方法
対馬海域の 17 定点にて 2014 年～2016
年の 4 月～10 月に、水産大学校附属練習船
天鷹丸および耕洋丸、山口県水産試験場調査
船くろしおにより、海洋観測および動物プラ
ンクトン標本採取を行った。採取した標本は、
検鏡により個体数密度・高次分類群組成を明
らかにすると共に、生物量の指標として乾燥
重量を測定した。これらのデータと現場水温
から、経験的モデルに基づき生産速度を推定
すると共に、動物プランクトン群集のタンパ
ク質合成酵素活性を測定し、これらを動物プ
ランクトン生産力の指標とした。また、多変量
解析により動物プランクトン群集の時間的・
空間的変動特性を明らかにすると共に、類別
化された高次分類群組成が環境要因とどのよ

21

うな関係にあるのかを比較した。
結果・考察
動物プランクトン個体数密度、生物量、生産
速度、タンパク質合成酵素活性の時間的（観測
期間）
、空間的（観測点間）な変動成分を分散分
析で比較したところ、個体数密度、生物量、生
産速度ではいずれの変動成分も有意であった
が、全ての動物プランクトンパラメータにおい
て時間変動成分のほうが有意に大きかった。質
的な変動を見るため、高次分類群別個体数密度
に基づくクラスター解析を行うと、季節性の乏
しい沿岸群、春期群、春期沖合群、春期～夏期
沖合群が２つ、夏期沖合群、秋期群 7 系群に類
別化された。季節性のある系群では特異的な水
温域にのみ出現することから、これらの群集構
造は水温に依存する（特異的な水温への嗜好性
がある）ことが分かった。他方、量的な変動に
ついて見てみると、クロロフィル濃度が増加す
ると動物プランクトン群集のタンパク質合成
酵素活性が増加するものの、動物プランクトン
群集の個体数密度、生物量、生産速度とは明瞭
な傾向が見られなかった。近隣海域の既往デー
タと比較すると、クロロフィル濃度に対して動
物プランクトン群集の個体数密度、生物量、生
産速度が飽和する傾向があり、対馬海域では上
限域に近い値を示すことから、明瞭な傾向が見
られなかったものと考えられる。
以上のことから、対馬海域の動物プランクト
ン群集において、①時間的変動が大きいものの
空間的変動も混在すること、②沖合域では群集
構造の季節遷移が特徴的で水温環境に依存し
ていること、③高いクロロフィル濃度が高い現
存量や生産速度を支えていること、が示唆され
た。

流動場とプランクトン分布
－⼭陰沖遠距離海洋レーダ海域における物理・⽣物観測－
○滝川哲太郎 1，小針統 2，森本昭彦 3，渡辺俊輝 4，
杉谷茂夫 5, 岩井宏徳 5，久島萌人 6，藤井智史 7，市川香 8，雨谷純 5

3

（1 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科，2 鹿児島大学水産学部，
愛媛大学沿岸環境科学研究センター，4 山口県水産研究センター，5 情報通信研究機構，
6
名古屋大学宇宙地球環境研究所，7 琉球大学工学部，8 九州大学応用力学研究所）

1. はじめに
対馬暖流は，対馬海峡に位置する対馬を境に九州側の
東水道通過流と韓国側の西水道通過流に分かれて，日本
海山陰沖に流入する．これまでの多くの研究によると，
東水道通過流は山陰沿岸を流れる第 1 分枝流となり，西
水道通過流は大陸棚縁を流れる第 2 分枝流と韓国東岸を
流れる第 3 分枝流に分かれる．山陰沖の対馬暖流の流路
を明らかにするために，対馬の北端（舌崎）と萩市相島
に遠距離海洋レーダを設置し，2014 年 5 月から表層流
動場を観測している．この海洋レーダによって，第 1 分
枝流と第 2 分枝流の通過域を観測できる．
この遠距離海洋レーダ観測海域において，年間数回程
度，船舶によるプランクトン調査と海洋環境調査を行っ
ている．本研究では，流動場や水温分布などの物理環境
とプランクトン分布の特徴を紹介する．

表層流動場を観測することができる．この表層流から調
和分解により潮流成分（半日周潮）を除去し，船舶観測
期間の平均流動場を求めた．この平均流動場を用い，粒
子追跡実験を行い，プランクトン分布と比較した．
3. 結果
遠距離海洋レーダ観測結果によると，対馬暖流第 2 分
枝が，大陸棚縁の 200 m 等深線付近を流れていた．この
流れは，東北東方向に流れていることが多かった．ただ
し，第 2 分枝の流軸が陸棚上へ乗り上げている様子も観
測できた．この流軸の変化は，100 m 深の水温フロント
と対応していた．日本海の下層の冷水が，陸棚上に進入
することによって，水温フロントに沿って，南東方向に
第 2 分枝流が流れていた．
通常，カタクチイワシの卵・仔魚の多くは沖合に分布
していた．第 2 分枝流が南東方向に転ずると，カタクチ
イワシの卵・仔魚を含む動物プランクトンは沿岸寄りに
多く分布する傾向を示した．このようなプランクトン分
布の変化は，粒子追跡実験結果でも確認できた．

2. 観測・データ解析
これまで，遠距離海洋レーダ観測海域において，水産
大学校練習船「天鷹丸」
（8 回），
「耕洋丸」
（1 回），山口
県調査船「くろしお」（1 回），海洋研究開発機構研究船
「新青丸」（1 回）による CTD による海洋観測とノルパ
ックネット（目合 100 µm，最大曳網深度 200 m）によ
る動物プランクトン採集を行ってきた（図 1）．
遠距離海洋レーダは 7 km の空間分解能で 30 分毎に
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図 1：遠距離海洋レーダの観測海域と船舶による観測点．直線が重なりあった海域で，レーダから流速ベクトルが得られ
る．一例として，2014 年 6 月 13 日から 6 月 22 日に行われた「天鷹丸」と「新青丸」の同時観測時の測点を示す．
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