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非成層期における陸奥湾の吹送流
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Wind-driven Current in Mutsu Bay in the Period of Non-stratification 
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Abstract 

The field current observations were carried out and the temporal chang巴 inspatial distributions of scallop 

larvae was analyzed to infer the horizontal circulation of Mutsu Bay in winter to spring. The observed flow and 

the passive transport of larvae could be simulated using a barotropic ocean model under the re註1wind forcing. The 

simulated current pattern was composed of two vortices at the eastern part of bay. lt is well known that such a 

pair of vortices is formed by the vortic巴ssupply from wind str巴:ss
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緒 日

陸奥湾は津軽半島と下北半島に囲まれ，北西部の狭い海

を通して津軽海峡に接続した閉鎖性の強い内湾である

(Fig. 1)。湾内の南側中央部には北向きに突き出した夏拍半

島があり，この半島を境界に，地元では東湾・西湾と呼ん

で区別している。西湾北側の湾口付近の水深は 60m程度

と比較的深いものの，西湾・東湾内の水深は湾奥に向かつ

てほぼ線形に浅くなっている。

湾口の狭い海峡を除くと，湾内の流れは潮流を含めて全

般的に弱く，湾外の津軽暖流の消長や風の季節変化，海洋

構造や湾内外の密度差の季節変化など諸種の要因がからみ

合って，その時々で変動するので流れの状態を統一的に記

述することは難しい(日本全国沿岸海洋誌， 1985)。湾内の

水平循環流に関しては，漂流クラゲ(青森県， 1973-76)や

水温・塩分分布(大谷， 1977)などから，巨読的には西湾・

東湾それぞれに皮時計四りに循環し，湾奥部にこれと対向

する小循環の存在が示唆されているにすぎない。近年，成

層が発達した夏季の湾内循環流において， Iやませ(東風)J
が夏泊半島の山岳地形の影響を受けて強い水平シアー風

(正の渦度の供給)となり，この風強制による局所的な時計

四りの表層渦流が西湾において一時的に形成されることが
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Bottom topography in Mutsu Bay. Isobath lines 

are drawn every 10 m. Open circles and open 
triangles indicate the observation points of wind 
(Ml市 u (MU)， Rokkasho (RO)， Noheji (NO)， 
Aomori (AO)， Kanita (KA)， Wakinosawa (W A)， 
Towan-buoy (TO)) and current (TA， W1， W2， W3， 
TO and E1)， respectively. Closed circles indicate 
the hydrographic observation stations of Stn. 2 and 

Stn.4. 
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数値モデル計算を用いて再現されている (Yamaguchiand 

Kawamura， 2005)。この表層渦流の存在は現場観測では確

認されていないものの，湾内を取り囲む山岳地形によって

大きく変形させられた嵐場が湾内の流れに影響を及ぼして

いる可能性を指摘した研究である。後述するように，陸奥

湾内の風J易は夏季の「やませjよりも，冬季季節風の方が

風速値も大きしさらに長期連吹している。それゆえ，冬

季には定常的な吹送流の形成が示唆されるものの，海面冷

却による鉛産混合のため，水温・塩分場から流れ場の推潤

はできず，非成属期における湾内循環流は現在でも良く分

かっていない。

非成層期に発達する吹送流の理論や数値モデノレ研究に

関する歴史は非常に古い。その基本的な力学はアメリカの

五大湖の一つであるオンタリオ瀧をモデル海域とした

Csanady (1982)の教科書にまとめられている。彼は空間的

tこ一様な風強制を閉じたモデル海に与え，主に，運動方程

式の力学バランスの考察から，水平循環流の時開発達と定

常解を解析的に求めている。そして，海底斜面を予言する単

純地形の単層モデ、ルの場合，最も特徴的な吹送流の循環パ

ターンは，時計四りと反時計回りの渦対の形成であること

を指摘している。オンタリオ湖のリアノレ地形を模した数値

実験的な研究は， Rao and Murty (1970)によって行われ

た。彼らは一様な風強制に加えて，水平シアー風や発散を

伴う風に対する定常解も数{直的に求め，オンタリオ湖では

風場を変えても渦対が安定して存在することを示した。

冬季季節風による湾内渦対の形成は，日本の内湾である

東京湾 (Guoand Yanagi， 1995;宇野木ら， 1980)や噴火

湾 (Inou巴 etal.， 2∞0;清水・磯田， 1997)でも指摘されて

いるが，陸奥湾ではまだそのような報告はない。本研究で

は湾内の流速観測とホタテ貝幼生の時空間分布調査の解析

に数髄モデル計算を組み合わせて，非成盾期の陸奥湾にお

いても渦対が形成されていることを指摘する。このとき，

Yamaguchi and Kawamura (2005)が夏季の「やませjが

山岳地形により歪められていることを指摘したのと同様，

冬季季節風も山岳地形によりシアー風となっていることを

示す。

流速観測と島平析資料

青森県水産総合研究センターの増養殖研究所(以下，養

殖研と略す)では， 1974年から現在まで，湾口付近にある

平舘ブイ (TA)と湾中央部の東湾ブイ (TO)において，長

期の流速モニタリングを行っている (Fig.lのム印)。両プ

イに設置されている流速計は RD社製の ADCP(Acoustic 

Doppler Current Profiler)であり，流速と流向の測定精度

はそれぞれ土0.01mclと::ty，測定問隠は 1時間である。

測定水深は海面下4mから海底付近 (40m)までの 10層

であるが，本解析では 2∞6年 12月から 2007年2月の冬季

の期間，不良データが最も少なかった海面下 15m層の

データを{吏用した。

~ 幸在 59(2)， 2009. 
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本研究では湾内循環流の水平構造を捉えることを目的

に，これらのモニタリング点に加えて，西湾の岸に沿った

3点 (WI-W3のム印)と東湾西側の l点(日のム印)の

4点で自記式流速計を設置した。使用した流速計はア

レック電子株式会社製の電磁流速計 COMPACT-EM

定精震は，流速::t1 cm c1，流向土わであり，設費水深

はWlが8m，W2が 15m，W3が 10m，Elが6mのほぼ

表層付近，澱定間隔はいずれも 1時間である。全測点とも

に2∞6年 l月が観測開始月であり，観測終了月は 2007年

7月以降 (Wlが 12月 11日， W2が9月20日， W3が 12月

13日， Elが7月29自)である。本研究では冬季から春季

に注目するため，解析期聞を 2006年 12丹から 2007年2月

までとした。

2006年8月から 2007年 8月までの約 1年間における湾

内の密度成震の季節変化を調べるために，試験船「なつど

まりjによってほぼ毎月実施されている浅海定点の水温塩

分資料を使用し，西湾・東湾の代表定点として， Fig.lに

@印で示した Stn.2とStn.4を選択した。

陸奥湾は北側に開いた狭い湾口を除いて，標高 i∞mか

ら500m程震の山岳地形で閉まれている (Fig.3 (a)参

照)。それゆえ，陸上の AMeDAS(Automated Meteorologト

cal Data Acquisition System)点で観測されている風速嵐向

は， Yamaguchi and Kawamura (2005)が指摘したように，

各観測点周辺の局所的な山岳地形の影響を大きく受けてい

る可能性がある。それゆえ，このような AMeDASデータか

ら湾内の海上風を推測することは危険であると思われる。

気象業務支援センターでは，格子間関約 IOkm，世界時基準

の3時間毎の自本周辺域におけるメソスケール客観解析

データ (Meso-scaleanalysis data :以下， MANALと略す)

を提供している。陸奥湾は東西が約 5格子，南北が約4格

子の空間分解能で風速風向{直が計算されており，本解析で

は2006年 8月から 2007年 10月の格子データを使用した。

なお，東湾プイ (TO)では海面上 10mの海上風が毎時で

観測されており，このデータを MANALの計算精度を検

証することを目的に使用した。加えて，盤上風と海上風の

関係をみるために， AM巴DASの6地点 (Fig.lのO印で示

したむつ (MU)，六ヶ所 (RO)，野辺地 (NO)，青森 (AO)，

蟹田 (KA)，脇野沢 (WA))における 2∞6年 12月から

2007年2月の風速嵐向毎時デ…タを気象庁のホームペー

ジ (http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/ etrn/ index.php) 

から入手した。

養殖研はルーチン業務として，陸奥湾内のホタテ貝浮遊

幼生を採集し，その出現状況の調査を行っている。謂査地

点は Fig.7中央の白地留にドットと黒丸印で示した 49点

である。この調査は，各調査点によって観測日と観測回数

(2~14 回)は異なるものの， 2007年は 4月 17日から 6月

11自の期間に実施された。ホタテ貝の浮遊幼生は水平方向

の遊泳力が乏しく，陸奥湾のホタテ異の場合，産卵後， 40

日程度で付着サイズ (270μm)まで成長する。すなわち，

幼生は時計仕掛けの受動的なトレーサーとして扱うことが
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ブサンプリングし，間データの時簡を一致させた。両デー

タを上下に並べて， 2006年 8月から 2007年 10月(1年 3ヶ

月間)の風速ベクトル時系列を Fig.2 (a)に示す。全期間の

両データを用いて卓越風向を計算した結果(解析歯は省

略)，東湾ブイ (TO)-MANALともに，北から 2750Tから

2720Tの範囲内にあり，東西風が卓j越していることがわか

る。東風を正として，卓越方向の風成分の時系列を Fig.2

(b)に並べて示すが，見た目にも両者は非常によく似た変

動を示している。

次に，この時系列デ…タを用いて， FFT (Fast Fourier 

Transform)法により，両者のパワースベクトルを Fig.2 (c) 

の上段，両者のクロススペクトルを Fig.2(c)の下段に示

す。スベクトル解析に使用した期間は， 2∞6年 8月から

2007年 4月までの計 2，048(=2勺{聞のデータを使用した。

なお，三角形周波数フィルターによる平滑化を 4回行い，

それゆえ自由度は 11となる。 l日時期以上のパワースペク

トルにおいて，両者のエネルギーレベルも，数日周期のエ

ネルギーピークもほとんど一致していることがわかる。さ

らに，両者のコヒーレンスは 1日馬期以上では信頼限界

95%以上の有意な線形相関を示し，イ立椙珪もほぼ零度付近

に集中している。以上の解析結果から，気象庁のメソス

ケール客観解析の高い計算精度を確認することができ， 1 

でき，本研究では 3丹中旬ころに産卵された幼生の時空間

変化を調べ，晩冬から春季における湾内の流れ場を推定し

た。ホタテ貝幼生採集方法・分析方法は下記の通りである。

l謂査点につき 4屠 (5，10， 20， 30 m)からそれぞれホ。ン

プアップで 20リットJレの採水を行い，各層ごとに万能投影

機で殻長を 120μmから 3∞μmまで 20μm毎のラーパ数

をカウントし，サイズ那(後述)の全罵平均の出現数を計

算した。本解析では海水 1トンあたりの個体数に換算した

幼生掴体数密度 (ind./ton)を用いた。なお，陸奥湾におけ

るホタテ員の産卵は，養樹首設に垂下された母貝(成貝・半

成貝)と地撒きの i年貝及び2年貝からとなる。各養高直施

設(18医画)からの産卵量の相対的な大きさを推定するた

めに，区画毎の母貝数データを使用した。

陸奥湾の海上嵐

はじめに，東湾ブイ (τ0:41'6.l'N， 140
0

57.9'E)で測定

されている風速嵐向の毎時データと本ブイに最も近い格子

点 (41'4.92'N，140059.12'E)における 3時間毎の MANAL

データとの比較を行い， MANALデータの計算精度を検討

する。まず， MANALデータを日本標準時に修正(世界時

から -9時間)し，東湾ブイ (TO)データを 3時間毎にサ
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(a) AMeDAS&TO田 wind (b) MANAL幽 閉wind
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Fig.3. (a) Wind vectors in winter from D巴:cemb巴r2006 to February 2007 at six AMeDAS points and TO. Contours 

show the land topography at 100 m intervals. (b) Horizontal distribution of wind vectors in winter using 
MANAL data. (c) Wind stress curl which is calculated from data of (b). 

日周期以上の変動場であれば， MANALデータカ巧言頼性の

高い海上嵐を再現していることが期待される。

Fig. 2 (b)の時系列から，冬季季節風である西風成分の期

間は 9-4月にみられ，特に， 12-2月の冬季には平均風速が

8 m clを超える最強風持期となっている。そこで，この

12-2月の期間の風速風向データを用いて，冬季の 3ヶ月平

均における陸奥湾の嵐場の水平分布を謂べた。子ig.3 (a)は

AMeDASの6地点、と東湾ブイ (TO)の平均風速ベクトル

分布図， Fig.3 (b)はMANALデータを使用して計算した

平均底L速ベクトル分布図， Fig.3(c)はMANALの東西・南

北風成分(院。民)から，海面に生じる風応力 (τx，τシ)=ρG

Cd ( 眠，Oyて2十砂~.2)O.5ヲ叱(J1í二2十 Wy2)仏5) を求め， curl-r= 

δτy/δIX-δむ/δyを計算した空間分布図である。ここで，

pa (= 1 kg m-3
) は空気の密度，Cd (ニ 0.0015)は抵抗係数

である。海上にある東湾プイ (γ0)の風速は，陸上地点で

ある AMeDASの嵐速に比べて 2倍以上も大きい (Fig.3

(a))。ただし， AMeDASデータの風向は，東湾ブイ (TO)と

同様に，西風の傾向を示している。 MANALの底陽も海上

風が陸上風よりも相対的に大きいことを示すが， MANAL 

の陸上風は AM巴DASデータのように極端に小さな風速値

ではない (Fig.3 (b))。そして，陸奥湾北側の風は南東向き，

湾南到の風は北東向きの傾向がみられ，湾中央に風が収束

しているようにみえる。それゆえ，東湾側の curlτ は湾中央

を境界に北側が正，南側が負となり，西風は水平シアーを

伴っていることがわかる (Fig.3 (c))。風応力トルクの大き

さは正負ともに looX10-8 Nm-3程度，空間平均の西風

(2.88 m cl)を応力値で表現すると 12.4X10-3 Nm-2とな

る。これらの風強制の髄は，後で行う吹送流による渦対形

成の議論において，陸奥湾の風強制を代表する指標値とし

て用いる。

2006年8月から 2007年8月における

湾内密度成層の季範変化

Fig.4は， 2006年 8月から 2007年 8月における西湾

(Stn.2)と東湾 (Stn.4)の (a)水瀧と (b)域分・密度のイ

ソプレット陸である。塩分は濃淡で示し，密度のコンター

と重ねて表示している o Stn.2はStn.4に比べて湾口に近

いため，湾口からの底層流入と推測される高塩分水と河川|

水起源と推測される表層低塩分水の出現時期に両地点で時

間差がみられるものの，定性的な水温・塩分変化パターン

は両地点でよく似ている。

両地点の水温構造 (Fig.4 (a))は共通して， 2∞6年 8・9

月と 2007年 6-8月は表層が底層よりも 3-40C暖かくて水

温成層しているが， f也の月 (2006年 10月一2∞7年 5月)は

水深による水温若が比較的小さい。そして，水識が低下し

始める時期は 2006年 10月であり， 2∞7年 3月において

60C以下の最低水温となる。濃淡で示した塩分構造 (Fig.4

(b))をみると， 2006年 10月の底層に高塩分水が存在して

いるが，水温低下に伴って鉛直的に一様な塩分となる。2007

年 3月ころ， Stn.4 (東湾)の表属から中層において厚い低

塩分水が出現し始め， Stn.2 (商湾)における低塩分水は

2∞7年 6月ころの表層付近に出現している。逆に， Stn.2 

(西湾)の底層では 2∞7年2月ころから高塩分水が出現し

始め， Stn.4 (東湾)における高塩分水は 2∞7年 7月の中

層(水深 20-30m)に出現している。このような塩分変化

の結果，水温成層よりも早い時期の 2007年 4-5月から，密

度成層が形成され始めているが，その躍層の水深は底層付

近にある。 Fig.4 (b)の黒矢印の範囲で示した冬季(12-2

月)は，海面冷却による鉛直混合が発達する時期にあたる

が， Stn.2とStn.4の間でわずかな密度差が存在している。

同国の灰色矢印で示した 2007年子4月は，モデル計算によ

るホタテ幼生の移流分散を計算する期間であるが，底層付

近に弱い密度(塩分)成閣が形成され始める時期にあた

る。よって，後述されるように，湾口付近における密度流

の影響は無視できないけれども， 2006年 12月から 2007年

4月において，風強制による湾内JI贋圧応答については単層

モデルで表現することができると考えられる。
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た 45"X30"であり，これは L!x=1，045 m (東西)， L!y=926 

m (南北)，格子数 81X69に対応する。湾口北関の津軽海峡

にある境界は閉境界とした。計算時間ステップは CFL

(Courant-Friedrichs-Lewy)条件を満たす l秒とし，コリオ

リパラメータ fは睦奥湾の緯度から計算される1.0X10-4 

clの一定値とした。水平渦動粘性係数 Amは空間スケール

の小さな擾乱を抑え，顕著な水平粘性境界層が形成されな

い程度の{誌を試行錯誤で求め， 10m2clの一定値を採用し

た。計算は流れのない静止状態から定常風を強制し，主と

して海底摩接項とのバランスによって流れ場がほぼ定常と

なる 20日までの数髄積分を行った。

定常計算は次の 3ケ…スを行い，それらの結果を流速ベ

クトノレ分布園と流跡線分布図(定常場の 4格子毎に粒子を

配置し，その後 50日間の軌跡を描いたもの)として Fig.5

(b)一(d)示した。基本ケ…ス (Fig.5(b))は運動方程式に非

線形項が入っており (Non…linear・model)，風強制は

MANALの冬季平均風 (real-wind:Fig. 3 (b))を格子点

に内挿したものである。 Fig.5 (c)はシアー風の影響をみる

ことを目的とした計算結果であり， MANALの冬季平均風

を陸奥湾馬辺で空間平均した一様風 (spatialuniform-

wind: (Wx，砂';，)エ(2.88，一0.46)m cl) という点が基本

ケースと呉なる。Fig.5 (d)は非線形性の影響をみることを

呂的とした計算結果であり，基本ケースの運動方程式から

非線形項を削除したものである (Linearmodel)。いずれの

計算結果にも湾内にはいくつもの渦流が形成されており，

その循環方向は流速ベクトル関から，渦流の水平的な広が

りは流跡線分布函から判断することができる。流跡線分布

図に示した A及びaは時計函りの渦(負の渦度)， B及びb

は反時計回りの渦(正の渦度)を示す。
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流速観測による冬季の湾内平均流

流速観測を行った 6地点における冬季 (2006年 12月か

ら2007年 2月)の平均流速ベクト Jレ分布閣を Fig.5 (a)に

示す。西湾の沿岸域 (TA.Wl.W2・W3)では岸を右手に

みるような反時計四りの水平循環流の存在が示唆され，東

湾西側の沿岸域 (El)においても岸を右手にみる平均流と

なっている。ただし，湾口における平舘ブイ (TA)の南下

流 (5cm cl程度)は地の地点、における流速 (0.5-3cm cl) 

よりも大きい。後述するモデル計算結果から，平舘ブイ

(TA)で観測された南下流は吹送流では説明できない大き

さである。これは湾外と湾内の密度差により，津軽海峡捌

から湾内へ向かつて表層を侵入する津軽暖流水(密度流)

の寄与があるためと推測される。一方，陸奥湾のほぽ中央

に位置する東湾ブイ (TO)では強い西流となっており，こ

の流向は冬季の風強制である西風 (Fig.3 (b))とは明らか

に逆向きである。

強い西風が卓越する冬季の陸奥湾は鉛直的によく混合

していたことから，水平 2次元の単麗モデルを用いて，風

強制のみによる湾内循環流の再現を行った。用いた数値モ

デルは Princeton Ocean Model (Blumb巴rg and Mellor 

(1987)，以下 POMと略す)である。モデル計算領域は，陸

奥湾を矩形に取り囲む 40.760~4 1.340N， 140.420~14 1.430E 

(約 80kmX約 70km)の範閤とし，用いた海産地形データ

は JTOP030(http://www.mirc.jha.or.jp/products/ 

JTOP030/)である。モデル格子の大きさは JTOPOに準じ

単層モデルを用いた冬季吹送流の再現
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基本ケース (Fig.5 (b))をみると，湾の中央付近の北慨

に時計回りの大きな渦 Aが存在し，その南側に酉湾と東湾

に分離した反時計図りの渦 B2.B3が存在している。すなわ

ち，陸奥湾の南北方向に渦対が形成されており，この渦対

の存在は流速観測の結果 (Fig.5(a))を定性的には説明で

きる。西湾の沿岸域 (TA.Wl・W2・W3)と東湾西側の沿

岸域 (El)の岸を右手にみるような反時計回りの水平循環

流は，反時計四りの渦 B2・却を捉えているものと推測され

る。ただし，モデルで再現された平舘ブイ (TA)付近の吹

送流の大きさは約 lcmclであり，観測値(約 5cmcl)よ

りも小さい。風向とは逆向きであった東湾ブイ (TO)の西

流はモデルで再現されており，これは時計四りの渦 Aの西
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向き流の中に位置していることで説明できる。さらに，東

湾の北東部付近には AとB3の渦から分離しているように

みえる小さな渦 aとbが存在していることも，基本ケース

の特徴として挙げておく。

シア…風成分を無視すると (Fig.5(c))，湾内の渦配置や

大きさが変化し，基本ケ…スとの栢違点がシア一風の影響

である O 基本ケースと異なる点は，渦 Aは湾の北側に偏っ

た紹長い形状となり，逆に，渦B2とB3がその南側で拡大

し，東湾の北東部の小さな渦 aとbが消滅していることで

ある。このように，陸奥湾ではシアー風により渦対渦度の

符号が反転することはなさそうである。一方，非線形項を

無観した場合 (Fig.5(d))，渦の配置や大きさは基本ケース



例えば，ある調査地点，ある X日におけるホタテ員浮遊

幼生のサイズ別(130μm以上， 10μm間隔でs分)の幼生

個体数密度(ind./ton)は模式的に Fig.6 (a)のように描け

る。睦奥湾におけるホタテ浮遊幼生のサイズと産卵後の経

過日数との関係は，年々の水温環境によって多少変化する

ものの，浮遊幼生が足糸を出して岩礁や海藻などに付着で

きるサイズ (Adherencesize)である 270μmまで成長でき

る日数は 40目前後である(養殖研の私信)。このようなサ

イズと成長の関係を参考にして，本研究では採集される最

小のサイズ 130μmは生後約 14日， 150μmで生後約 21

日，以下， 7日を単位にサイズと産抑後の経過自数を対応さ

せ，付着サイズ 270μmは42自以降とした。

主産卵時期を推定するために， Fig.6 (b)の模式障に示す

ように，横軸に採集日の X日から過去に遡る時間軸を設定

し，縦軸に浮遊幼生密度を 7日区分毎に合計値で表現し

た。よって，浮遊幼生は産卵後 7白区分で 49呂までの 7つ

のグループ (Sl~S7 と呼ぶ)に分類される。すなわち，産

卵後0-7日と 7-14日の区分の幼生は採集されないが Sl.

S2に分類し，採集最小サイズである S3は 14-21日前に産

卵された幼生，同様に S4は21-28日前， S5は28-35日前，

S6は35-42日前， S7は42日以前に産卵された幼生である

と推定できる O なお，サイズ別の幼生{間体数密度の違いを

表現するために，サイズ毎の棒グラフを濃淡で表示した。

矢幅ら:非成層期における陸奥湾の吹送流

Fig.6 (b)のような表示形式を用いて，養殖:研が 2007年

に実施したホタテ貝浮遊幼生調査データの中で，調査がほ

とんど欠測なく行われ，陸奥湾のほぼ湾軸に沿った 9地点

(中央白地図の黒丸印)における時系列国を Fig.7に示し

た。西湾 (Stn.1-5)の産卵期間は 1丹末から 4月末にあ

り，産卵最盛期は 3月中旬ころにあると推定される。東湾

(Stn.6-9)の産卵期間は西湾よりも多少長くて l月末から

5月中旬にあり，幼生採取量も継続して多いのが特徴であ

る。後述するように，東湾の幼生採取量が多いことは，必

ずしも，西湾よりも東湾で大きな産開量があることには対

応せず，むしろ，西湾から東湾への幼生輪送もしくは幼生

が東湾に長期滞留していることを原困とする。陸奥湾にお

けるホタテの産卵期間は 3-4ヶ月継続しているものの，主

産卵時期は西湾で明瞭にみられるように， 3月中旬ころに

ある。そこで， 3丹 18…24日に産卵された幼生にのみ注目

し，その成長に伴う空間分布から幼生の湾内輪送過程を推

測する。

とほとんど変わらない。すなわち，渦対の形成に関わる物

理的考察には，非線形性は重要ではないと考えられる。

モデルで再現した基本ケースの吹送流は， 6地点の流速

観鴻結果とも矛盾せず，西湾では反持計四りの領環流，東

湾では南北方向に配置した渦対の存在を示唆している。西

風が連吹する非成層期，または，弱い成層発達期において

湾内で卓越するこのような水平循環流は，ホタテ貝浮遊幼

生の移流分散にも大きな影響を与えているはずである。

ホタテ幼生の時宝関分布

主産卵時期の推定

3月 18-24日生まれの幼生の成長に伴う空間分布

3月 18-24自生まれの幼生を想定し， 2;I昼間後の 4月 1-7

日の調査資料の S3サイズ(14-21μm)を集計， S4から S6

も同様に集計し，付着サイズの S7(270μm以上)は 4月

30日から 5月7日までとして集計すれば，成長に伴う空間

分布図を得ることができる。そのようにして作成したサイ

ズ別幼生個体数密度の水平分布図 (0づ∞・5∞-2，000・2脚
ind./ton以上の 3段階表示)を Fig.8の上段，各サイズ期

間に対応した 7日平均の MANALの風速ベクトル分布図

をFig.8の下段に示す。なお， Fig.8上段の×却は欠測点ま

たは指定した 7日間に調査が行われなかった調査点、であ

る。

3月 18日から 5月7日までの期間は，冬季季鮪風が弱ま

る時期であるが， rやませJ系の風である東風が S5-S6サイ

ズに当る 4月 20日前後に現れた以外，平均風速 3-5m c' 

の西風が卓越していたことがわかる。産卵後， 3適閤自にあ

たる S3サイズの幼生は西湾南の湾奥と東湾のほぽ全域に
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矢i幅ら・非成層期における陸奥湾の吹送流

分布している。 4週間目の S4サイズは湾中央付近に欠測点

が多いため，分布の記述は難しい。 5週間自の S5サイズ分

布と S3サイズ分布を比較すると，西湾南の湾奥における

幼生密度が減少し，夏泊半島の西側へ高い幼生密震が移動

しているようにみえ，東湾では北部海域の幼生密度が高

い。 6-7週間目の S6・S7サイズになると，西湾全域で幼生

密度が低くなるのに対し，東湾では高い幼生密度が継続し

て分布していることがわかる。次に，このような幼生密度

の時空間変化の特徴が吹送流を再現した数値モデルで、どの

程度説明できるかを調べる。

ホタテ幼生輪送の数値シミュレーション

産卵量及び産卵場所の推定

陸奥湾のホタテ幼生は，同湾に存在する産卵母貝から産

卵される。産卵母貝は養F酎包設で予言てられている 2年員を

成貝 (adult)，1年員で未成熟の都合が多いものを半成員

(immaturity)と呼び，また，数量は非常に少ないものの，地

撒き貝の i歳のものを i年貝 (oneyear)， 2歳になるもの

は2年貝 (twoyears)と呼び，計4種類に分類されている。

(a) Equipment area of scallop 

18 に区分されたホタテ員漁場区富 (CD~⑬)を実線の矩

形領域として Fig.9 (a)に示す。 2007年 2月までの母貝出

荷数を差し引き， 2007年 3月の時点で，18i，R画毎に存在す

る4種類の総母異数を棒グラフとして Fig.9 (b)に示し

た。 l母貝当たりの産卵量は 4種で異なり，成長を1.0とし

たとき，半成貝は 0.13，1年貝と 2年員はそれぞれ0.48，1.01 

となる(養殖研の私信)。これらの値をもとに，各ホタテ貝

漁場区画でどの程度の産卵が推定されるのかを棒グラフで

示したのが Fig.9 (c)である。産卵数が最も少ない区画は

⑦であったので，⑦区画内の産卵量を 3として，全ての区

画の値を規格化(小数点以下は四捨五入)して閣を表示し

ている。基準の産卵量を 3とした理由は，漁場毘聞にモデ

ノレ粒子で模した幼生を配置するとき，区画内の岸・沖餓・

その中間の 3地点に粒子を置き，岸沖方向に異なる流れに

よって輸送される幼生を表現したいと考えたためである。

Fig.9 (a)の黒丸却で示すように，区間内の岸沖方向 3粒

子の配置を基本として，全区画に総計 183個のモデル粒子

を設定した。夏泊半島北側の装画⑪中央を境界に，東西を

分けると，西湾が合計85粒子，東湾が合計98粒子となる。

このように商湾・東湾の関で相対的な産卵量の差はほとん

(b) Number of spawning scallop 
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(c) Relative amount of spawning eggs 
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Fig.9. (a) Locations of eighteen scallop-cultures (①⑬) in Mu削 Bayラ andth巴 initialpositions of model partic1es 

denoted by dots. (b) The number of spawning scallop at each culture. (c) The estimated re1ative amount of 

spawning eggs at each culture. 
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どなく，漁場面積の小さい西湾ほど，むしろ産卵量密度は

高い{頃向にあることがわかる。

ホタテ幼生輸送の計算条件と計算結果

Fig.9の 183個のモデル粒子が産卵された産後のホタテ

幼生を代表し，輸送計算の初期位置となり，計算初日は 3

月 18日とした。{吏用したモデルは前述と同じ単層 POM

(基本ケース)であり，流れ場の計算条件も同じである。た

だし，強制した嵐場は 3時間毎の MANALデータを格子

点に内挿した値を用いており，時間変化する流れ場が計算

される点が異なる。幼生輸送はオイラー・ラグランジェ法

により， 1時間毎の粒子追跡で表現した。また，移流場に内

在する乱れ成分は，次の分散効果で表現した。分散効果に

よって空間的にばらつく粒子の移動距離 Rはx，y方向で

同じとし，R=r・(2L1t.D)0.5の式を用いて計算した。ここ

で rは平均が0，標準偏差が iの正規乱数，L1tは計算時

間間轄の 1時間，Dは分散保数で水平渦動粘性よりも l

オーダ小さい値 1m2 clを与えた。ここでは示さないが，

D=lOm2 clとすると，ほとんど分散効果によって，湾内全

体に粒子がばらつく結果となり ，D=O.I m2 clとすると，

(a) AII areas in the Mutsu Bay 

(b1) West area in the Wesj Bay 

(b2) East area in the West Bay 

桑報 59(2)，2009. 

分散が小さ過ぎて移流場だけが支配的な結果となった。ま

た，沿岸近くのモデル粒子が分散効果によって陸上格子に

移動した場合には，過去の海上格子点に粒子を戻して計算

をやり直した。

Fig. 10 (a)の左側がモデル粒子の初期位置，右側が付着

サイズ S7に相当する 49日後のモデル粒子位置と流跡線

で表現した軌跡である。なお，多くの流跡線が震なってい

るため，判断し難いけれども， 25日まで(サイズ S3とS4

の間に相当し，前半と呼ぶ)の流跡線を濃い灰色線，その後

(後半と呼ぶ)の流跡線を薄い灰色繰で示している。できる

だけ現実的な産卵量・産卵位寵・変動する嵐場を用いた粒

子追跡苦十算を行ったにもかかわらず， S7サイズのモデル粒

子 (Fig.lO(a))は陸奥湾全体に拡がっており， 6-7週間自

(S6・S7サイズ)において西湾全域で幼生密度が低くなる

傾向は，うまく再現することができなかった。

Fig. 10 (bl)-(b5)の臨の表示は Fig.10 (a)と同じである

が，モデル粒子の初期位置を酉湾の西部・東部，東湾の南

部・東部・北部の 5ケースに分離して表現し直したもので

ある。西湾西部 (Fig.10 (bl))に配置したモデノレ粒子は南

下の傾向を示すものの，その場に滞留する粒子が多く，後

(b3) South area in the East Bay 

(b4) East area in the East Bay 

(b5) North area in the East Bay 

Fig. 10. The initial locations of mode1 particles (left) and the simulat巴dtrajectory of model pm1icles during 49 days 
(right) in cases of initiallocations for (a) all areas in Mutsu Bay， (bl) w巴starea in th巴W巴stbay， (b2) east 

area in the West bay， (b3) south area in the East bay， (b4) east area in the East bay， and (b5) north area in 
the East bay. The lines of black and gray show th巴 trajectoryb巴foreand after simulated date of 25 day， 

respectively 
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半になって，一部の粒子が反時計匝りに移動して夏治半島

を越えて東湾へ移動している。西湾東部 (Fig.10 (b2))の

モデル粒子は全て，前半で夏泊半島を越えて東湾へ移動

し，後半は一部の粒子は東湾の岸に沿って南下，もしくは

東湾北側の時計屈りの渦に取り込まれ，残りの粒子は再び

西湾に戻って，湾の中央付近を北上する粒子と南下する粒

子に分かれている。このように，商湾西部の粒子の移動が

小さいため，西湾における S7サイズの幼生密度が低くな

ることの再現は，定量的に不卜分な結果となった。しかし，

卓越する西風で強制された吹送流による西湾から東湾への

輸送により，西湾における初期粒子の数は明らかに減少し

ている。おそらし湾口から流入する密度流がモデルで考

慮されれば，西湾西部に配置した粒子の南下量が大きくな

り，多くの粒子が酉湾東部まで達して，東湾へ移流される

可能性が高くなると推測される。一方，東湾に配置した粒

子のほとんどは東湾内に滞習しており，粒子数の減少はほ

とんどないことがわかる。東湾南部 (Fig.10 (b3))に配置

した粒子は，東湾東側の岸に沿って北上するものと東湾北

側の時計四りの渦に取り込まれるものがある。東湾東部

(Fig. 10 (b4))に配置した粒子は，前半は同海域に滞留する

ものが多いが，後半は一部の粒子が東湾北側の時計屈りの

渦に取り込まれている。東湾北部 (Fig.10 (b5))に配置し

た粒子のほとんどは，すぐに時計回りの渦に取り込まれ，

東湾中央部に長期滞留している。

吹送流のみを考慮した粒子追跡のモデル計算から，酉湾

で産卵した幼生は沿岸を反時計回りに移動して東湾へ輸送

される傾向があること，東湾で、産卵した幼生は時計回りの

渦に取り込まれて東湾内で長期滞留することが示唆され

た。このようなモデル結果は， S7サイズにおいて西湾の幼

生密度が低くなる傾向と東湾の高い幼生密度が維持される

領向を定性的に説明できると考える。西湾における幼生輸

送の再現がよくなかったことから，[!l3湾の幼生輪送に関し

ては吹送流のみが影響を与えていると結論できないが，東

湾における幼生の長期滞留に関しては吹送流として形成さ

れた渦対，特に，北側の大きな時計回り渦流の形成がその

原閣と考えられる。

ま と め

本研究では陸奥湾内の流速観測とホタテ幼生の時空間
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分布調査の解析に数値モデルを組み合わせ，冬季季節風

(西風)が連吹する非成層期において，東湾に渦対が形成さ

れていることを指摘した。 j民対を励起する西風は山岳地形

の彫響を受けた水平シアー嵐であり，リアル地形の数値モ

デル計算から，水平シアーの有無による渦対の大きさに変

化が生じることが示唆された。

謝 辞

本研究をまとめるに際して有益なコメントを頂いた査

読者に感謝致します。また，本研究を遂行するにあたり，プ

ロジェクト研究 f陸奥湾の流れの季節変動に関する研究j

の補助を受けたことを付記する。

引用文献

青森県 (1973，1974， 1975， 1976) むつ湾漁業開発基本計画
調査報告書.青森県.

Blumberg， A.F. and Mellor， G.L. (1987) A Descriptiom of 
a Thre巴-DimensionalCoastal Oc巴anCirculation Model， 

in Three-Dimensional Coastal Oc巴anModel， Coastal 

Estuarine Sci.， vol. 4， edited by N. S. Heaps， pp. 1-16， 
AGU， Washington， D.C 

Csanady， G.T. (1982) Circulation in the coastal ocean. D. 
Reidel Pulishing Company， 279 pp. 

Guo， X. and Yanagi， T. (1995) Windャ drivencurrent in 

Tokyo Bay， Japan during winter. La mer， 33，89-101 
Inoue， J.， Kawashima， M.， Ohshima， K.I.， Fujiyoshi， Y. and 
Maruyama， K. (2∞0) Wind Fields over Funka Bay and 

Their Effect on Water Circulation in the Bay. Journal 
01 Oceanographyヲ 56，507-515. 

日本海洋学会沿岸海洋研究部会(1985) 日本全国沿岸海
洋誌.東海大学出版会.

大谷清経 (1977) むつ湾の湾内水の更新.沿岸海洋研究
ノート， 14， 1-9. 

Rao， D.B. and Murty， T.S. (1970) Calculation of the 
Steady State Wind-driv巴nCirculations in Lake Ontario 
Arch. Met. Geoph. Biokl.， S巴r.A， 19， 195-210. 

清水学・磯田豊(1997) 冬季l噴火湾におけるスケト
ウダラ卵の輸送過程.水産海洋研究， 61， 134-143 

宇野木早苗・岡崎守良・長島秀樹(1980) 東京湾の循環流
と海況.Tech. R巴p.No. 4， ~民研海洋物理研 262 pp. 

Yamaguchi， S. and H. Kawamura (2α05) Influence of 
orographically steer巴dwinds on Mutsu Bay surfac巴 CUl拘

rents. J. Geophys. Res.， 110， C09010， doi:IO.1029/ 
2004J C002462. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

