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小型水温観測ブイを用いた北海道西部日本海沿岸の

ホタテ養殖漁場における水温予測

阿部圭介1 ・和 田雅昭1*

A Study of Forecasting the Seawater Temperature in ]apanese Scallop 

Aquaculture Sea Area by Using Ubiquitous Buoy System 

Keisuke ABE1 and Masaaki WADAl* 

Abstract 

In this paper， we propose the prediction method of the cold-water mass that obstructs scallop's 

growth. We dev巴lopedand introduced the small seawat巴rtemperature observation buoy that is able to 

observe multiple points and multiple layers in real time. As a result of forecasting cold-water mass by 

using wind stress. we were able to forecast the cold-water mass by the hitting ratio of 66% off the Usuya 

coast. and were able to forecast 100% off the Esashi coast. Therefore this study confirmed that wind 

stress was e任'ectiveas the predictive factor of the cold-water mass and the proposal method had general-

lty. 

1.はじめに

北海道ではホタテガイ生産で全国的に大きな割合を占

めている1)。同東部の能取湖では2008年に観測史上初め

て青潮が発生し，ホタテの鑓死被害が発生している。

沿岸漁業で漁獲する回遊魚や貝類は，海中の貧酸素や高

塩分によって成長を阻害されやすく，このような被害は

能取湖のみでなく，他の海域でも発生しうる問題である。

しかしながら，酸素濃度や塩分濃度値を測定する各種セ

ンサは高額(数百万円)であり，容易に導入することが

困難である。漁業就業者の聞では今日まで，海水温がそ

れらの値を推定するための 1つの指標として用いられて

きた。それを裏付けるように海水温が漁獲量と大きく関

係していると報告もされている2)。

本研究が対象としているホタテ養殖漁業は育成箆を垂

下する施設を用いている。この施設を用いた養殖ではホ

タテの成長に適した水温の水深に，議の水深を約20mか

ら40mの間で、調整している。ホタテ鎗死は主に夏季に養

殖施設のある深層へ冷水塊が流入することにより発生す

2009年10月26日受付， 2010年1月25日受理

る。そのため，養殖施設のある深層の水温情報が重要と

なる。しかしながら，現在の操業では船底に装備されて

いる水温計による表層の 1点観測のみしか行われておら

ずその情報から経験により深層の海況を推測している

のが現状である。

そのため，我々は平成16年度よりリアルタイムで多点

多層の水温観測が可能な小型水温観測ブイ 3) (以下，ユ

ピキタスブイ)を開発し，主に北海道沿岸に導入を行っ

てきた。さらに平成18年度より運用を開始し，漁業関係

者へ水温情報を提供している。そして，水温観測の基盤

構築に着手した次の取り組みとして観測した水温情報を

用いて水塊の流入予測に着手している。

漁業の分野では急激な水温変動を避けるために冷水塊

の予測が重要な意味を持つ。海水温変動は風に依存して

変化4) し，能取湖に関しでも水塊の挙動に関しての研究

が多くされ，風が水塊の挙動に影響を及ぼしていること

が示されている5)。しかし局所的に冷水塊を予測するこ

とは容易ではない。また，これまでの研究では大域的な

水温変動現象を対象とした予測を行っているため，その
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手法は局所的な予測には適していない6)。従って，局所

的な7.Ki監変動を予測するためには予測する海域の風や地

形の効果も考慮して予測を行う必要がある。

本研究では，今後，能淑溺jで起きた事例のような過去

に観ifilJ事例jのない水塊流入による漁業被害の発生を見越

し，リアルタイムに水温情報を提供しつつ，急激な水温

低下が予iJlIJされる際には注意報を発令する情報提供シス

テムの再開E，i選}羽を日指す。研究の最終目襟は最低 2日

前に冷水塊流入を予測することである。これは漁業者に

よって次の日の予定が回定化しているケースがあるため

である。

本稿ではホタテ養殖を行っている北海道酋音11沿岸の臼

谷海域を対象に，冷水塊流入を想定した成応カ値による

予iJ相手法を提案する。そして問手法を北海道東部沿岸海

域へも適用し，提案手法の汎fflt1，に関して検証する。

2.実験材料および方法

1) 7./<5鼠観測機器と実験使用データ

(1) ユピキタスブイシステム

Fig.1 ~こユビキタスブイとそのシステム構成を示す。

海阪から任定、の間隔で水温観測が可能であり， W-CDMA 

通信を用いて約1時間l悶l隔で潟水温情報を取得し，デー

タベースサーバへ送信し， PCや携帯f端求からいつでも

水温情報の閲覧がT可能である。これまでに北海道沿岸で

延べ50恭ほど導入されている。

大きな特徴として，まず，従来の水杭観測ブイと比絞

して安価であることから多点綴iJ!IJに適しており，最大16

隠までの多層水温観測が可能であることが挙げられる O

さらにお~;fち:泡話による W-CDMAim信を用いているため，

新たに基地局の設i置が不姿であり，ユビキタスブイ導入

後，すぐにでも水滋観測が可能となっている。そのため，

北海道のみでなく，例えばir!1潟県への導入もブイ本体の

みがあれば，すぐに迷ffliiJ能となっている。

水温観測機器としてユビキタスブイを用いることで，

多数の鋭iWJ点を設けられ，空間的な水j鼠分布構造の把握

が可能となる。また，拡張性として街裏通信による鋭iWJ

も可能なため，養殖施設のある沿岸部のみでなく，沖合

へも導入を進めることで空間的な分解能を高められるこ

とがj羽待できる。

水温観測機器はこれまでに北海道沿岸を対象とした機

器として， ~t刻電子社製の水ilill.綴ìfiU ブ、イ fマリンアイ」

や北海道大学と株式会社エスイーシーが共同開発したリ

アルタイム海洋情報観測システム iRASJが笑別化さ

れている。双方のブイとも測定した水温情報をインター

ネットによりパソコンや携帯端末で閲覧できるシステム

となっている。しかし， RASに関しては測定可能水深

が5mと25mの 2か月rrのみと観iJ!IJ空間が局所的であり，

マリンアイに隠しては測定水深を定数倍でしか増設でき

Vol. 47 NO.1 

Fig.1 Ubiquitous buoy system. 

ないため， iJ!IJ定可能深度に市Ij約が生じている。

(2) 使用する水温および海上風デ…タ

予測を行う上で使用する風情報は気象庁のfl1j弱気象台

で鋭測された風速・風向の情報を用いた。また， 2006年

以前の水温データは道立稔内水産試験場のメモリー型水

混計 (tidbit) により観測されたデータを用い， 2007年

以降の水温データはユビキタスブイにより観測されたデ

ータを用いた。

2)予測j手法

予測手法には過去の風速・風向情報を冷水塊流入のト

リガとして用いることで予iJ!Uを行う O 過去の研究からも

風応力によって吹j主流や内部波が引き起こされることが

指摘されている7)。予測を行うにあたり，冷水塊水温を

定義し，次に冷水塊流入の有無を判定する風応力値の関

値を定義した。

まず，冷水塊水温を定義するために2002年と20031ドの

8月の最低水温を用い，jilijiドの平均値から冷水塊水温を

11.7
0

Cと定義した。

また，風速.JIDi肉情:液から風応力億rを以下ーのように

計算し，そのj謁値から冷水塊を判断する。

tヱρc[)u2

ここで，pは大気後度 [kg/m2]，c[)は抵抗係数，Uは

風速値 [m/s]を示している。風向情報は Oから 1まで

の閥で数値化し，検設対象海域に対して，沿岸湧奔が起

こる風向11寺に最大値を取るように設定した。

この予測モデルを臼谷海域の2002年と2003年の 8月の

期間に適用し，冷水塊水温に達する前に風応力値のピー

ク億であった0.17を溺仮とした。

3) 実 験 方 法

検証は2008年 8月 1日から31日と， 2009if: 8 fIl7日か

ら31Bまでの期間で，北海道西部沿岸の臼谷海域のil!'合

約5km(ユピキタスブイ観測地点)の水深約40m地点

(Jg;府)に対して行った。 Fig.2に対象地点を示す。この

海域では陸地に大きな山脈等の風を遮る障害物がないこ

とから気象庁の留萌気象台の胤迷・風向情報をそのまま

使用した。
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Fig.2 Buoy position off Usuya coast. 

は便配

Fig.3 Buoy position off Esashi coast. 

検証手JIIHはまず，風!志カ飽から関f直を超えるかを判定

する。そして，閣僚を超えた場合に何時間後に冷水塊流

入が発生するかを確認するものとした。

また，予ilW手法の汎F自性の検設は，冷水塊水iELに透し

ている2008年8月21日から26EIの期間で，北海道東部沿

岸の雄武海域の沖合約2km(ユピキタスブイ観測地点)

の水深約20m地点(成総)に対して行ったo Fig.3に対

象地点を示す。冷水塊水i昆は2007年の 7月の最低水識か

ら13.5
0

Cと定義し，風応カ値の樹伎は臼谷海域での検証

と向伎を用いた。予iJW手法の評舗には検証で判定した冷

水塊流入の予測的r.ti!容により評価する。

3. 実験結果

1)臼谷海域での結果

Fig.4に2008年 8月の水温の時系列データ(上回)と
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Fig.4 Seawater temperature (above figure) and 
Wind stress off Usuya coast (below figure) 
in 2008. 
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Fig.5 Seawater temperature (above figur・e)and 
Wind stress off Usuya coast (below figure) 
in 2009. 

風応力値(下図)を示す。本データに対する検証でiま，

検証期間内に計3悶の冷水塊流入が発生した。それに対

し，予測手法では 2図の冷水塊流入を予測することが出

来た。予測できた 2阪とも，風応力値が関佑を越えてか

ら31時間後に冷水塊が発生したことを確認した。

また， Fig.5に2009iF8月の水温の時系列データ(上

~f)と風応力依(下回)を示す。本データに対する検証

では，検託期間内に冷水塊流入は確認されなかった。そ

して，風応力依に関しでも検証期間内にi翁債を超えるこ

とはなく，誤報は見られなかった。

2) 他海域での結果

Fiほg

デ一夕 (上図) とE風丸応応、カf値直 (一下fl忍主翠f) を示す。 検託;郊関問内

に計計匂 1郎の冷水塊流入が発生した。それに対し，予測手

法ではその 1回の冷水塊流入を予測することができ，風

応、カイ直が!羽僚を超えてから291時間後に冷水塊が発生した

ことを確認した。



域における予社w手法のifLffl性の検証結果に関しては，風

応力伎の関値は変更せず，冷水事~水温の定義値のみの変

更で冷水塊流入を予測できたことから，風花、カ値は水塊

の流入に依存せず，水塊の流入に…定の影響を与えてい

ると考えられる O

また，風を起悶とする海流には沿岸湧界による鉛直循

環が挙げられるが，これは一定方向の風が数臼間吹き続

けて起こる現象であるため，本稿のような突発的な!誌を

対象とした予測と異なるアブローチが必姿になると考え

られる。
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Fig.6 Seawater temperature (above figure) and 
Wind stress off Esashi coast (below figure) 
in 2008. 
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これまでに，風と水塊の挙毅jの関係に関して研究8)，9)

が行われてきたが，多くがi却jや湾といった半閉鎖的環境

を対象とし，数理モデルにより脊i羽の発生メカニズムの

解明に取り組んでいる。これに対して本研究では沿岸部

を対象に風応力佑をトリガとした予iJ!IJ手法の有効性を示

した。

また， Fig.7に北海道関flJi管内の過去 3年分の漁獲量

と，定義した冷水塊水滋より冷水塊流入回数の関係を示

す。漁獲量のデータはマリンネット北海道10)のデータ

を使用した。その給条， 7.((¥1隻裁と冷水塊流入回数との!均

には反比例の関係が見られ，漁獲量の綴点から冷水塊の

影響を確認できた。

臼谷海域で、の検証結采にi対しては，これは一時的な強

風により水塊が流入していることを表している O 校卒i/l):

『
M
M

分
。

4
2
z
y〈

向
〉

露妻君邸主宰IVcatch(u

ω 鐘 F，日quencyof
cold-'鴨志termaS5

38 

考

40 

3S 

30 

25 

0

5

O

 

z
-
-

4. 

10) 

2003 2006 2007 

Comparison between fish catches and number 
of cold water-mass. 

Fig.7 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

