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母�母�母� ひやま漁協貝取澗女性部長

秋山　宏子さ
ん

貝取澗支部の女性部員は20人

と少ないですが、その分、集まり

やすく、まとまりがあります。

部長になって今年で4年目。ち

ょうど部長になった年の7月から

『がっぱり海の幸フェスタinわっ

ためがして大成』のイベントが始

まり、女性部でも出店してウニ弁

当を売りました。生ウニは保健所

の関係でだめということになり、

味付けした蒸しウニとアワビをの

せました。ウニとアワビは青年部

が協力して出してくれます。最初

の年は朝3時から起きて、イカ飯

もつくって売りました。初めての

大きな行事だったので準備が大変

でした。今年はウニ弁当を300個

つくりましたが、すぐに完売しま

した。反省会には毎回、青年部を

呼んでごちそうしています。

毎年、5月には船主組合や青年

部と合同で漁港の周りの草刈りや

掃除を行い、その後、焼き肉をし

てみんなで食べます。結構、男の

人達も楽しみにしているようです。

研修旅行も毎年、１泊ですが行

っています。今年は富良野、旭川

方面に行ってきました。

ほかにも、毎月一回、組合のま

わりや倉庫のトイレ掃除を班に分

かれて順番で行っています。

新しいことでは、旅行貯金の積

み立てを女性部として行いたいな

と考えています。

今年のマリンバンクの大会で、

『小さな部落の小さな活動』とい

う題名で、結婚してここに来てか

らの普段の生活や先輩のしてきた

貯金活動など、自分の体験発表を

行ってきました。

私たちは特に変わったことはし

ていませんが、できる範囲でみん

なが協力しながら和気あいあいと

活動しています。

小さな部落の小さな活動
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道立試験研究機関おもしろ祭り
2002年道立試験研究機関おもしろ祭りが８月６

日、マイカル小樽で開催されました。
道立試験研究機関の研究内容などを広く道民に紹

介し、その役割について認識を深めてもらおうと毎
年行われているもので、全道から17の試験研究機関
が参加しました。
水産関係では、中央水試が秋鮭ハムの試食やホタ

テの耳釣り、水圧で縮んだカップメンの容器、ウニ
の殼のペーパーウエイトなどの展示を行い、また、
水産孵化場ではブラックバスやブルーギルの放流禁
止を訴える展示を行っていました。
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北海道立中央水産試験場

海洋環境部主任研究員

田　中　伊　織

今月の
講　座
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北海道周辺の海（３）太平洋
浜から声を大にして
魚道整備を訴える

AQUACULTURE ROAD漁業士発―――――アクアカルチャーロード�

「アワビ養殖を檜山管内で最初に

始めたのは貝取澗の青年部。ここが

元祖だ」と話すのは、ひやま漁協の

指導漁業士、成田直彦さん。成田さ

んが旧貝取澗漁協の青年部長をして

いた時代に手がけだしました。

「青年部で本州のアワビ養殖施設

をいろいろ見て回って、着底式でや

りだしたが、始めのころはなかなか

うまくいかなかった。施設の改良や

餌のやり方を工夫したりして試行錯

誤を繰り返し、ある程度めどが立つ

までに10年はかかったかな。アワビ

養殖という目玉事業があるおかげ

で、うちの青年部は、人数は少ない

が、支部としては管内で活動が活発

なほうだと思うよ」

成田さんは底建網漁業を中心に、

イカ釣り、サケ定置網、ウニ、アワ

ビ漁などを営んでいます。

「割と水揚げ量は安定している。

そんなに変動はなく、数量的には極

端な伸びもなければ、落ち込みもな

い。魚種によっては増えたんじゃな

いかなっていうものもある。後は単

価の問題で左右されている」

目下の悩みはトド被害。毎年、12

月末から3月中頃にかけてトドが現

れ、底建網がズタズタにされてしま

うそうです。

「去年は5月まで居座られて、春

漁が壊滅してえらい目にあった。何

とかならないかと各方面にいろんな

お願いもしてきたが…。来年はトド

対策用の強化網を申し込もうかと考

えている」

な。できれば投入場所は、これまで

は、魚礁効果を見るため、何もない

ところに入れてきたが、天然の根の

あるところに抱き合わせで加えてい

ければ、そっちの方がもっと効果が

大きいと思うよ」

ここ2年ほど、春のサクラマス一

本釣り漁が不漁続きで、サクラマス

資源の減少が心配されています。

「稚魚も放流はしているが、やは

り自然の再生産で天然資源を復活さ

せるのが先。それには、サクラマス

が生活できるような河川環境に戻さ

ないとだめだ。魚道のない古いダム

もあるし、名ばかりの魚道も多い。

ダムの撤去は無理でも、せめてきち

んとした、マスが遡上できる魚道を

つくってもらいたい。時間はかかる

だろうが、マスの遡上に適したモデ

ル的な川をいくつか絞って、そこか

ら手がけていったらどうだろうか」

魚道対策が見直されるよう、広域

合併で一つになったメリットをいか

して、足並みそろえて声を張り上げ

よう。浜からの声が大きくなれば、

行政も動いてくれるだろうと成田さ

んは期待しています。

ひやま漁協指導漁業士
成田　直彦さん
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浜から声を大にして
魚道整備を訴える

トドの被害が悩み

サクラマス対策を

魚礁に関しては推進派で、どんど

ん入れてほしいと成田さん。魚礁の

効果は長い目で見たら絶対出てくる

というのが持論です。

「ピラミッド型と円筒形の魚礁が

浜なりに1キロから2キロの範囲で

点々とかなり前から入っていて、そ

こに一本釣りに行くと、ガヤ、ソイ、

アブラコ、ホッケといった類いの魚

がすごく居着いている。魚礁の効果

に対して疑問視する声も聞くけど、

年間通して底建網を30年近くもやっ

ていると、その時期その時期の魚の

動きが分かるが、魚礁を入れてから

根魚が安定して乗網するようになっ

たと経験から言える」

去年の秋、シェルナースという貝

殻を使った新しいタイプの魚礁を試

験的に2礁入れ、継続的にデータを

取っていますが、投入直後の調査で

アブラコの産卵が見られました。

「いい結果が出て、魚礁対策が立

てられるようになって、どんどん魚

礁を入れられる状態になれば最高だ

魚礁効果は必ずある

図１　アメリカ気象衛星ＮＯＡＡによる，2000年10月30日の北海道周辺の
７日間合成海面水温分布画像。
マリンネット北海道（http://www.fishexp.pref.hokkaido.jp/）から。

これまでシリーズで日本海（育

てる漁業No.320）、オホーツク

海（No.333）と紹介してきまし

た。今回は太平洋の紹介をします。

太平洋海域では表面水温分布か

らさまざまな海洋現象を見ること

ができます。そこで、インターネ

ット上で水産試験場を紹介してい

る「マリンネット北海道」のホー

ムページで提供している人工衛星

ＮＯＡＡによる表面水温分布図を

中心に利用して紹介します。

太平洋海域では、関東以南の本

州・四国・九州で沖を流れている

主要な海流と言えば黒潮です。東

北・北海道では親潮が主要な海流

であると一般に思われています。

親潮は、本州以南では黒潮ほど知

名度はありませんが、黒潮と同じ

くらい大きな海流です。

ています。図１の水温分布を見る

と、親潮は、流軸が水色で示され

る幅の狭い帯状に分布しているこ

とが分かり、図２の海流模式図の

ように流れています。

ところが、えりも岬より東の道

東太平洋では親潮と北海道沿岸の

間に、学校では教えることのない

別の海流があります。この海流の

存在は1980年代に北海道立水産

試験場の小笠原惇六さん（後の初

代海洋部長）によって明らかにさ

れました。「道東沿岸流」と名付

けられたこの海流は、根室半島か

らえりも岬へ岸に沿って流れてい

ます（図２）。流れの方向は一年

中同じですが、おもしろいことに

流れる海水の性質が変わります。

道東沿岸流として流れる海水の

源は主にオホーツク海の北海道沿

岸域にあります。「オホーツク海」

のところで述べたように、オホー

ツク海の北海道沿岸域には宗谷暖

流が宗谷海峡から知床半島に向か

学校で使っている地図帳で海流

を調べると、東北・北海道沖は千

島列島沖から東北地方へ向かって

流れる千島海流（親潮）が描かれ

はじめに

太平洋海域を
特徴づける海流

道東太平洋の海流
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って流れています。夏から秋は

宗谷暖流の一部が根室海峡や国

後水道から太平洋に流れ出ます。

太平洋に出て、親潮と混じりな

がら道東沿岸流として岸に沿っ

てえりも岬方向に流れます。宗

谷暖流は対馬暖流水を起源とす

るために、この時期の道東沿岸

流は親潮よりも水温と塩分が高

い性質を持ちます。

冬から春ではオホーツク海の北

海道沿岸域に東カラフト寒流が接

岸し、厳冬期には流氷が接岸しま

す。東カラフト寒流も宗谷暖流と

同じように太平洋に流れ出ます。

特に寒い冬では、流氷も太平洋に

流れ出てから道東沿岸を根室半島

からえりも岬方向へ流れることは

よく知られています。この時期の

道東沿岸流は、親潮に水温と塩分

がもともと低い東カラフト寒流な

らびに流氷が溶けた淡水が含まれ

るために、水温と塩分が沖合の親

潮よりも低いという性質を持ちま

す。このため、この時期の道東沿

岸流は「沿岸親潮」と呼ばれてい

ます。

このように、道東沿岸流として

流れる海水の性質は、源となるオ

ホーツク海の北海道沿岸域を流れ

る海流が持つ性質を強く反映し

て、季節的に変化します。

ますが、道南太平洋海域では流れ

る場所が季節的に変化します。

道南太平洋海域では、津軽暖流

の流れ方には大きく分けて二つの

型があることが知られています。

それは沿岸モードと渦モードで

す。沿岸モードは津軽海峡から流

れ出た津軽暖流が下北半島からす

ぐ岸沿いに南下して三陸方面へ流

れる型です。これに対し、渦モー

ドは津軽海峡から流れ出た津軽暖

流が、一度北上して日高沿岸部ま

で達した後、襟裳岬から反転南下

して三陸沿岸に向かって流れる型

です。統計的には、沿岸モードは

冬と春に多く出現し、渦モードは

夏と秋に多く出現する傾向が見ら

れます。

図２に見られるように、津軽暖

流が渦モードの時、道東沿岸流は

えりも岬から渦の東の縁に沿って

向きを南に変えて流れます。

ところが、渦モードが崩れてく

ると、日高沿岸と渦の縁との間に

すき間ができるようになります。

そうなると、道東沿岸流はえりも

岬から岸に沿ってこのすき間から

道南太平洋海域に流入してきま

す。沿岸モードになろうとしてい

る冬の場合を図３に示しました

が、沿岸親潮（道東沿岸流）は根

室半島からえりも岬を経て室蘭そ

して渡島半島まで図４の海流模式

図に示したように流れていること

を見ることができます。

す。黒潮のちぎれた部分が時計回

りのほぼ円形をした暖水の渦とな

り、北へ移動して北海道沿岸に近

づきます。通常は親潮の南沖を親

潮とは逆方向の千島列島方向へ移

動していきます（図１、図２）。

たまに親潮を横切って図５のよう

に北海道沿岸に近づくことがあり

ます。北海道沿岸に接岸するほど

近づいた場合、親潮は暖水塊の東

側を迂回するように南下する流路

を取ります。道東沿岸流も暖水塊

の東の縁に沿って向きを南に変え

て流れるようになります。そのた

め、北海道沿岸のすぐ近くにまで

黒潮の水の影響が及ぶようになり

ます。

噴火湾では、一年に２回異なっ

た性質を持つ海水が入れ替わる水

塊交替があることで知られていま

す。津軽暖流が渦モードの時、道

南太平洋は津軽暖流水に占められ

るため噴火湾内の水は次第に津軽

暖流水に入れ替わります。冬・春

の津軽暖流が沿岸モードの場合、

噴火湾内は津軽暖流水から次第に

沿岸親潮に入れ替わります。

以上、太平洋海域の沿岸は主に

道東沿岸流と津軽暖流の影響が大

きいことを紹介しました。

今回紹介したように、水温分布

のパターンからだけでも、いろい

ろな海洋現象を知ることができま

す。ところで、この合成画像につ

いては、どのように合成されてい

るのかという質問を受けます。こ

の質問の中には画像から情報を引

き出す時に知っていなければなら

ない重要な問題が含まれていま

す。そこで、残りの紙面を使って

一方、えりも岬より西側の道南

太平洋では、日本海を流れる対馬

暖流の一部が津軽海峡から津軽暖

流となって流れ出てきます。津軽

暖流も地図帳には書かれていない

海流です。この津軽暖流は、最終

的には三陸沿岸方面に流れていき

流れが連続している海流とは別

に、道東太平洋と道南太平洋に影

響を及ぼす海洋現象に暖水塊の存

在があります。暖水塊は、北海道

のはるか南方を流れる黒潮が北に

大きく蛇行した部分が切り離され

ることによって形成されるもので

図２　太平洋海域の海流模式図（図１を改変）。青色：親潮，茶色：道東沿岸
流，桃色：津軽暖流，赤色：暖水塊。

図３　2001年１月17日のＮＯＡＡ画像。他は図１と同じ。

道南太平洋の海流 暖水塊

噴火湾

終わりに
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画像の合成方法

人工衛星による
水温分布図（画像）
の作成方法

人工衛星による
水温分布図を
みる場合の注意点

解説することでこのシリーズを終

わりにしたいと思います。人工衛

星による水温分布図がどのように

して作成されているかを理解する

ことで、「マリンネット北海道」

から得られる、リアルタイムで得

られる人工衛星による水温分布図

および２カ月に一度の観測船によ

る水温分布図から、必要な情報が

最大限に引き出せるようになるこ

とを願っています。

ほぼ同じ大きさですから、この図

を構成しているひとつの画素は約

１キロメートル四方の表面水温情

報を平均した値を示していること

になります。実は、水温を測定す

る人工衛星の温度センサーの空間

分解能力がだいたい１キロメート

ルくらいです。複雑な処理過程が

現実的にはありますが、人工衛星

が測定できる最小面積単位の平均

温度を、ひとつの画素の値として

描いた図が、水温分布図になって

いると理解して良いと思います。

定されたあるひとつ画素につい

て、衛星による最新の温度情報が

得られた時刻から48時間前まで

を考えます。人工衛星ＮＯＡＡは

１日に２回上空を通過して温度を

測定します。したがって、現在２

機が運用されているＮＯＡＡから

は１日に最大で４回の水温値が得

られます。48時間では最大８回

までの水温値が得られることにな

ります。その48時間の間に得ら

れた水温情報の中から最高水温値

を選び出します。この最高水温値

をこの画素の48時間合成画像の

水温値とします。

このようにして得られた水温値

を持つ画素から作成された水温分

布図が48時間合成画像です。つ

まり、この合成画像は最大で48

時間離れた水温値によって作成さ

れています。

ＮＯＡＡは102分間で地球の極

軌道を１周するので、わずか数分

間の測定で北海道周辺の水温分布

の１画像が得られます。これを同

時性の高い観測といいます。では、

なぜ48時間や７日間の合成画像

を作るのでしょうか。

テレビの天気予報では人工衛星

「ひまわり」の可視画像による雲

の分布を毎日何回も見ることがで

きます。この時、広い範囲で雲が

まったく無い場合は少ないことに

気付きます。

人工衛星に搭載されている水温

センサーは大気中に含まれる水蒸

気の影響を強く受けます。大気中

に含まれる水蒸気量に応じて水温

値を補正する方法も考えられてい

ますが、十分なものとはなってい

ません。そのため、海上に雲や霧

があると、水温センサーは海面の

温度を測定することができずに、

雲や霧の上面、あるいは水蒸気の

影響を強く受けた温度を測定して

しまいます。

大気温度は上空に行くほど低く

なっています。これは登山をする

と体感できることから良く知られ

ている現象です。背が高い雲の場

合、水温センサーが測定した雲の

上面の温度は海面の温度よりもは

るかに低くなっています。この性

質を利用して、ある画素で過去

48時間の中で得られた温度情報

のうち低い温度のものは雲の温度

を測定したものとしてとしてすべ

て捨て去り、最も高い温度の情報

を海水温度とみなした結果を合成

画像は表示しています。また、最

高水温値として残った値が海水温

度ではあり得ないほど極端に低い

値であった場合、その画素の位置

には48時間の間ずっと雲があっ

たと判定して、水温分布を示す画

像の上では白い色で表示します。

つまり、合成画像を作成する意味

は、これらの操作を行うことによ

って、雲の影響をできるだけ取り

除いた画像を作るということにあ

るわけです。

ホームページ「マリンネット北海

道」開設準備段階で、人工衛星ＮＯ

ＡＡによる水温分布図をどのような

画像で提供するか検討しました。雲

がたくさん入っているけれども同時

性の高い画像にするか、同時性は犠

牲にしても雲が少ない画像にする

か。結果は、雲のない画像を見たい

という要望が強かったので、合成画

像にすることにしました。

雲があるとは判定されないけれ

ども水蒸気量が多い場合の測定値

は、実際の海水温度とは異なって

いるにもかかわらず、水温分布図

に温度表示されていることに注意

しておく必要があります。水温分

布図について、ある場所の水温が

正しいかどうか質問されることが

あります。画像を提供する側の私

たちにもこの質問には答えること

ができません。なぜなら、その場

所の水温はそこで温度計で測るこ

でしか本当の値を知ることができ

ないからです。また、海面より深

いところの水温情報は人工衛星か

ら知ることができません。これが、

調査船を含む船舶を使った海洋観

測が本質的に重要である理由です。

「マリンネット北海道」では、

北海道周辺の人工衛星による表面

水温分布図を北海道周辺を一枚に

した画像と、日本海海域、オホー

ツク海海域、太平洋海域の３海域

に分けた画像で提供しています。

北海道周辺を一枚にしたものは７

日間の合成画像で、その他の３海

域はそろぞれ48時間の合成画像

として作成してあります。

画像合成の話の前に、衛星画像

がどのように作られているか説明

します。

温度分布を示す画像は点の集ま

りで構成されています。このひと

つの点を画素と言います。たとえ

ば、図１の北海道周辺の画像では、

南北方向には北緯37度から北緯

48度まで緯度で11度の範囲まで

を示しています。緯度１度は111

キロメートルですから、緯度11

度では1221キロメートルを示し

ていることになります。また、こ

の画像は南北方向に1200個の点

（画素）で構成されています。１

画素は南北方向にも東西方向にも

ここから48時間合成画像につ

いて説明します。７日間合成画像

についても考え方は同じです。話

を簡単にするために、人工衛星が

測定する最小面積単位を１画素と

して話をします。

緯度経度で表される海面上に固

図４　太平洋海域の海流模式図（図３を改変）。小豆色：沿岸親潮（道東沿岸
流），他は図２と同じ。

図５　1997年４月に暖水塊が北海道に接近した時の海流模式図（北海道立水
産試験場海況速報N0.55を改変）。あとは図４と同じ。マリンネット北
海道から。
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