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１．はじめに

　我が国周辺の水産資源は資源評価対象魚種・系群の
４割が低位水準であり、漁獲量はピーク時の４割まで
減少している。北海道周辺の日本海北部海域において
は、図－１に示すとおり1990年度をピークに日本海北
部系群のスケトウダラ資源量１）が著しく減少しており、
水産物の生産力を維持・強化し、持続的に水産資源を
利用することが重要な課題である。
　これらの背景から水産資源の回復や生産力向上を促
進させ水産物の安定供給を目的として、大規模漁場整
備事業（フロンティア漁場整備事業）が行われている。
現在、長崎県の五島西方沖地区、兵庫・鳥取・島根県
沖の日本海西部地区や鳥取・島根県沖の隠岐海峡地区
で事業実施されており、日本海北部海域における事業
の実施が望まれている。
　事業の具体的な工法は、成魚や稚仔魚を外敵から守
る「保護育成礁」、底層の栄養塩を表層に上げ海域を
肥沃化させる「湧昇マウンド礁」などがあり、対象海
域の特性を踏まえた調査・解析により工法選定を行う
必要がある。「湧昇マウンド礁」を検討する場合、水
平流れを湧昇（鉛直）流れに変え、上下方向で密度が急
激に変化する成層界面付近を混合させて、底層の栄養
塩を表層に供給することから、対象海域の成層化状況
を含む海域環境の把握が必要となる。
　著者らはこれまで日本海北部海域において現地調査
を実施し、図－２に示す周年の基礎生産構造を把握し
てきた２）３）４）５）６）。当該海域の基礎生産は、プランク
トンブルーム期以外は低位である。特に夏季、秋季の
基礎生産が低位なのは成層化が発達し有光層（光の届
く範囲）以浅で栄養塩が枯渇することによると考えら
れる。このことは夏季、秋季に「湧昇マウンド礁」に
よる表層への栄養塩供給によって基礎生産の増加の可
能性があると思われる。このため本報告は、日本海北
部海域に位置する武蔵堆周辺の沖合域において夏季（８
月）に現地調査を実施し、成層化の状況（強さや位置）
について考察するとともに、調査結果を今後の事業化
の検討に向けた基礎資料として提供するものである。

２．観測方法

２．１　観測時期

　沖合域では塩分の変化が小さく密度分布は水温分布
が支配的になるため７）、周年の水温変化から観測時期
を選定した。図－３は過去５年間（2010 ～ 2014）の衛
星データによる平均海面水温（SST）である。この衛星
データは宇宙航空研究開発機構（JAXA）から配信され
る人工衛星AQUAに搭載されたMODIS による SST
（空間分解能は１km）を用いた。年変動はあるものの
概ね８月がピークであることから、密度成層が発達し
鉛直混合しづらい時期と考えられるため、調査時期を
８月とし、実際には2014年８月９～ 10日に調査を行
った。また、武蔵堆周辺海域における周年の観測結果
を比較データとする。各観測時期は表－１参照。

図－１　スケトウダラ日本海北部系群資源量１）

図－２　武蔵堆周辺海域の主な調査結果

技術資料

30 寒地土木研究所月報　№752　2016年１月



2009.8.2 4 

2010.5.8 10

2012.2.14

2012.10.5 7

2013.10.30

2013.12.3

2014.8.9 10

SS
T

JW11
L2-1

 JW11
L2-1

15 JW12
L2-4

 JW11
L2-1

31 No.1 

4 No.1 

No.1 

17,L1-1 1-7,
2-7,J2-1 2-7 
17,L1-1 1-7

2-7,J2-1 2-7 
15,L1-4 1-5

2-5,J2-4 2-5 
13,L1-1 1-7,

2-7,J2-1 2-7 

28

, 30

, 11

26

1

1

1

CTD
CTD

,10

(N

(No

(No.1)
ADCP(

(No.1) 
(No.1) 

(No.1) NO
Ch

o.1) 

.1) 

No.1) 24

,
, , Chl.a

3-N,PO4-P,SiO2-S
l.a

h

i, 

２．２　観測位置

　調査位置は武蔵堆周辺の水深220ｍの No. １とした
（図－４中の赤点）。また、過年度の観測として測線
JW、L1、L2、J2の４測線30地点（観測範囲は北緯
44° 30′から北緯45° 00′、東経139° 30′から東
経141° 30′までの区間）のデータを使用した。ここ
で波浪などの海況条件により観測出来ない地点があっ
たため、調査時期により観測地点数は異なる。

２．３　観測方法

　主な観測項目は多項目水質計（CTD）により水温・塩
分の鉛直観測、採水、採泥器による底質観測、ドップ
ラー式多層流向流速計（ADCP）による流況観測、�ネッ
ト曳きによるプランクトン調査を実施した（表－２）。
採水により得られた試料から水質分析および植物プラ
ンクトンの細胞数の計数や種の同定を行った。同様に

表－２　主な調査項目

表－１　観測時期

図－４　調査位置図

図－３　衛星データによる平均海面水温（SST）【宇宙

　　　　航空研究開発機構（JAXA）/ 東海大学（TSIC/

　　　　TRIC）提供】

動物プランクトンについても種の同定と個体数の計数
を実施した。

３．成層化の状況の把握

　｢湧昇マウンド礁 ｣を検討する場合、密度成層の位
置や強さを把握する必要がある。このため季節毎の密
度の鉛直分布の他にブラント・バイサラ周波数やリチ
ャードソン数８）９）と言われる成層化の強さや安定度を
示す指標を用いた。以下にこれらの算出方法を示すと
共に季節的な密度成層の変化について考察を行う。

３．１　算出方法

３．１．１　密度（ρst）の算出

　海水密度（ρst）の算出方法は、水温と塩分で表され下
式のとおりである。ここに ρst は密度（g/cm3）、Cls は塩
素量（‰）、Sは塩分（psu）、tは水温（℃）を表す。また、
添え字 st は塩分、水温を表す。
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３．１．２　ブラント・バイサラ周波数の算出

　ブラント・バイサラ周波数は、安定な密度成層流体
で生じる鉛直振動の周波数であり、復元力の強さを表
している。つまり、成層状況が強い場合にブラント・
バイサラ周波数は大きくなる。これは一般に成層化強
さの指標として用いられている。算出式は以下のとお
りである。ここにNはブラント・バイサラ周波数（s－1）、
gは重力加速度（m/s2）、ρは密度（g/cm3）、ρ0は代表密
度（g/cm3）を表す。

（2）

　ここで現地観測は鉛直１ｍ毎の観測を行っており、
水温・塩分に大きな振動が見られる場合があったため、
５ｍの移動平均値を用いることで鉛直的に平均的なブ
ラント・バイサラ周波数を算出した。
３．１．３　リチャードソン数の算出

　リチャードソン数は、成層化の安定度を表す指標で
あり、成層を維持する強さと崩す強さの比で表される
８）９）。具体的には、成層の強さを表すブラント・バイ
サラ周波数と速度勾配（du/dz）の比であり、下式のと
おりである。ここに Ri はリチャードソン数、uは流
速（cm/s）を表す。

（3）

　なお、Ri の臨界値は0.25であり10）、この数値が大き
くなるほど成層状態が安定していることを示してい
る。つまり、N2が大きくなる場合または速度勾配（du/
dz）が小さくなる場合にはRi は大きくなり、成層状況
は安定した状態となる。

図－５　水温・塩分の鉛直分布および N2
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り比較的バラつきが大きいが、この時の測点のうち沿
岸域に位置する４地点（JW-11，L1-1，L2-1，J2-1）は、
融雪出水（淡水）の影響を受けており、この４地点の塩
分（平均塩分は31.9psu）は、その他の測点（26地点）の
平均塩分（33.9psu）より小さいため、N2が大きくなった
と考えられる。夏季②は最も平均N2（1.86×10－3）が大
きく、周年の中で成層状況が強い時期を捉えたものと
推測される。また、上述したように夏季と秋季の差異
である密度成層位置は、夏季から秋季に10 ～ 20ｍ程
度の成層位置の低下が見られることがわかる。
３．２．２　リチャードソン数

　流速観測を実施した夏季②、秋季②の密度と流速お
よびリチャードソン数（Ri）について図－７に示す。
　夏季②の密度成層位置である28ｍ近傍の深度25 ～
35ｍ間の流速差は0.4cm/sec、Ri は1.15であった。

３．２　成層化強度および安定度

３．２．１　密度とブラント・バイサラ周波数

　各季節の代表的な測点における水温・塩分、密度お
よびブラント・バイサラ周波数の２乗の鉛直分布を図

－５に示す。なおブラント・バイサラ周波数が最大と
なる深度を密度成層位置とし、これより上層を混合層
とした。
　冬季の密度は表層から底層に向かって増加し、密度
成層を示すN2は見受けられない。春季は深度25ｍにN2

のピークがあり密度成層が存在することを示し、ここ
より上層部は混合層となっている。この時のN2は0.47
×10－3であった。同様に夏季①、②は深度20ｍ、28ｍ
で密度成層され、N2は2.09×10－3、1.84×10－3であった。
秋季②は深度46ｍで密度成層され、N2は1.12×10－3で
あった。
　この結果から、冬季は表層冷却による鉛直混合によ
り密度成層は崩壊しているが、春季、夏季、秋季は強
さに違いはあるものの成層化は生じており、この強さ
を表すN2は、春季は夏季や秋季より比較的小さい。こ
れは表層水温の上昇する時期であり成層化が発達する
初期段階と考えられる。また、秋季は密度成層位置が
夏季よりも深いことが分かる。これは本海域を北上す
る対馬暖流の影響でこの水深帯の水温が上昇したこと
によると考えられる。
　次に全観測データから密度成層位置とN2を算出し、
季節的な変化を図－６に示す。なお、N2および成層位
置の平均値を●として表し、最大から最小値の範囲を
示し季節毎の変動特性を考察した。
　前述したとおり、冬季は密度成層が崩壊しているた
め平均N2は小さい。春季のN2は0.14 ～ 3.66×10－3であ

図－６　季節別のブランド ･バイサラ周波数 図－７　密度・流速とリチャード数の関係
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　このことから ｢湧昇マウンド礁 ｣の検討にあたって
は、成層化が強く、安定した状態が持続的に維持され
ている夏季を対象とする必要があると考えられる。

４．２　植物プランクトン

　夏季②の植物プランクトンの種構成を図－９、主な
出現種は表－３および写真－１に示す。
　植物プランクトンの優占種は Ba c t e r i a s t r u m  
delicatulum（珪藻綱、45％）、Chl.a ピーク層（水深48m）
では Plagioselmis sp.（クリプト藻綱）が85.6％を占めて
いた。細胞数は全層の合計で約36万細胞/ℓであった。
春季ブルーム期には約400万細胞 /ℓが確認されてお
り、成層化が発達した夏季においては細胞数が１オー
ダー小さい状況であった。

　秋季②の密度成層位置である46ｍ近傍の深度40～ 50
ｍ間の流速差は8.8cm/sec、Ri は0.11であった。
　この結果から、夏季②はRiの臨界値0.25を大きく上
回っているため、成層状況は強く安定した状態と考え
られる。これは、N2が周年で最も大きいことに加え、
成層位置近傍の流速差が小さいため、密度成層を崩壊
させるまでには至らないと考えられる。また、秋季②
は臨界値を下回っているため、成層状態は安定してい
ないと考えられる。これは夏季と比較して成層位置近
傍の流速差が大きいことが要因と考えられる。

４．その他の調査結果

　成層化が発達した夏季②で得られた栄養塩、プラン
クトンの調査結果を以下に示す。

４．１　水温・塩分、栄養塩等の鉛直分布

　夏季②、秋季②における栄養塩（硝酸塩、リン酸塩、
ケイ酸塩）の鉛直分布を図－８に示す。夏季②、秋季
②ともに躍層以浅の混合層は硝酸塩、リン酸塩が枯渇
している。しかし、秋季②は躍層の直下から栄養塩が
回復しているのに対し、夏季②では躍層下の補償深度
まで枯渇している。
　これは図－５に示すように秋季②は躍層位置46ｍに
N2の最大値があり、この直下でN2が小さくなっている
のに対し、夏季②は躍層位置28ｍの直下であってもN2

は比較的大きく連続成層化している。また、上述した
ように夏季②の Ri が比較的大きく、成層状況は強く
安定したことにより、下層からの栄養塩の供給が小さ
かったためと考えられる。

56m

220m

46m

69m

28m

220m

:2014.8.9 :2013.10.30

図－８　栄養塩の鉛直分布

10 m 10 m

Bacteriastrum delicatulum Chaetoceros eibenii
Prorocentrum balticum Plagioselmis sp.
Heterocapsa sp.

写真－１　植物プランクトンの代表出現種

図－９　植物プランクトン種構成（夏季②）

表－３　主な出現種
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５．まとめ

　成層化が発達した夏季について、密度成層位置や強
さを把握するため、成層化の強さ（N2）や安定度（Ri）の
指標を用いて検討を行った。以下に主要な結論を述べ
る。
・本海域の周年で最も成層状況が強い時期（夏季②）で
はブラント・バイサラ周波数が大きく、平均N2は
1.86×10－3であった。
・成層化している夏季②と秋季②に対するリチャード
ソン数 Ri の検討では、秋季②は成層状況が安定し
ていないのに対し、夏季②はブラント・バイサラ周
波数が大きく躍層間の流速差が小さいため、成層状
況は強く安定した状態であることがわかった。
・成層化の強さと安定度の検討により、夏季②は栄養
塩の枯渇状態は、躍層上層の混合層に加え、躍層下
層も連続成層していることにより補償深度までに及
んでいることがわかった。
・本調査時の植物プランクトンは Bacteriastrum 

delicatulum（珪藻綱）が優占種となり、細胞数は春
季ブルーム期に対して夏季②は１オーダー小さい状
況であった。
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