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The outline and report of the observation in the Antarctic Ocean by Umitaka 2004.
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 東京海洋大学練習観測船海鷹丸はその第 15

次航海において南大洋での観測を行い、貴重な

データを得た。ここではその大まかな概要と簡

単な報告を各観測項目別に述べる。 

 海鷹丸は東京を 2004.11.17 に出港しマグロ

延縄実習などを行いながら 2004.12.26 南アフ

リカ共和国 Cape Town に入港。本大学研究者及

び国立極地研究所研究者など合計 17 名を乗せ、

2004.12.31 に Cape Town を出港、観測を行い

ながら南大洋 Lützow-Holm 湾を目指した。

2005.1.6 には Lützow-Holm 湾に至り、8日間の

集中観測を行った（Leg1）。その後観測を続け

ながらオーストラリア Fremantle に向け航走。

2005.1.25 に入港。Fremantle にて補給を済ま

せ、新たに 10 名の本学研究者を乗せ再度南大

洋を目指した。一日一度の定刻観測を行いつつ、

南大洋アデリーランド沖に至り、24 時間体制

での観測を開始した（Leg2）。東に航走したの

ち、東経 140°ラインを北上。何日間の 24 時

間体制観測を終了し、オーストラリア

Melbourne を目指した。Melbourne へは 2月 20

日に入港。研究者は Melbourne で下船した。 

なお、大まかな南大洋での航跡を下図

Fig.6-2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leg.2 アデリーランド沖 

 Leg.1 昭和基地沖 

 

 

 

 

 

Fig.6-2-1 Track 
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観測項目とその概要・報告 

 

 

１ 表層生態系と環境 

1-1 基礎生産と植物プランクトン群集組成 

1-2 オキアミとサルパの分布の関係 

1-3 微量栄養塩の分布 

1-4 微量金属 

1-5 計量魚群探知機による生物種識別・オキアミ類等の資源量推定 

 

２ 魚類 

    2-1 南大洋の魚類について 

 

３ CPR 

    3-1 CPR 観測 

 

４ 大気エアロゾル・DMS （Cape Town～Fremantle のみ） 

4-1 大気エアロゾルの観測 

4-2 DMS について 

 

５ 極域海色リモートセンシング （Cape Town～Fremantle のみ） 

 大気・水中光学場の同時観測・総合的検証 

 氷縁付近において数点の停船&連続観測 

 SeaWiFS HRPT データのリアルタイム受信 

 

６ TurboMAP を用いた乱流微細構造の測定について 

（Fremantle～Melbourne のみ） 

 

７ 南大洋インド洋セクターにおける CTD LADCP 観測について 

（Fremantle～Melbourne のみ） 

 

８ 船橋における目視観測（氷山・鳥類・鯨類・漂流物）について 

 

 

 

 

 

 

※ なお、本文中に掲載している図、表は本船に乗船した研究者が作成したものを含

んでいるため、他への複写・転載を禁止する。



1-1 基礎生産と植物プランクトン群集組成 

 

BACKGROUND

南大洋における植物プランクトンの群集組

成や基礎生産は非常に特徴的である。というの

も、南大洋は地球上における非常に生産性の高

い海域であるからである。深層水が湧昇するこ

の海域は栄養塩に富み、多くの植物プランクト

ンの基礎生産を支えている。特に珪藻がその生

産の大部分を占め、これら珪藻類を基礎生産者

とし、オキアミを一次消費者とする単純で効率

の高い生態系を形成しているのがこの南大洋

と考えられていた。しかしながら、この珪藻を

一次生産者とする一連の流れのほかに微小植

物プランクトンやゼラチン質動物プランクト

ンが低次生産者や消費者となる生態系も確認

されており、まだまだこの南大洋の生態系は謎

に満ちているのが現状である。さらに近年では

南大洋の基礎生産はその栄養塩濃度に対して

非常に低いという見積もりがなされている。こ

のことから南大洋はHNLC海域（High Nutrients 

Low Chlorophyll）と呼ばれ、現在その原因を

多方面から探っている状況である。このような

背景の中、本航海では南大洋における植物プラ

ンクトンの群集組成や基礎生産について調

査・研究を行ったものである。 

 

 

PURPOSE 

 インド洋セクターの東西で南極周極流や発

散線を横断した観測線を設け，微量金属元素を

含む栄養素の濃度分布，植物プランクトンのサ

イズ組成の変化，動物プランクトンの分布を調

べることにより，生態系の特色と海洋環境との

関係を明らかにすること． 

 

 

METHOD

 ●1 植物プランクトンの種組成と現存量 

① NORPAC ネット(Fig.6-2-2)を使用した有

光層内（深度 0m～150m）の植物プランク

ト ン ・ 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 採 集

(Fig.6-2-3) 

② CTD(Fig.6-2-4)を用いたChl.aなどのセ

ンサーデータの計測 

③ CTD の採水器による各深度での試料水サ

ンプリング(Fig.6-2-5) 
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    Fig.6-2-2 NORPAC Fig.6-2-4 CTD 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6-2-5 Photosynthesis 
Fig.6-2-3 Sample 



●2  植物プランクトンの基礎生産量の測定 

CTD により各照度層から採水したサンプル

水を擬似現場法（トレーサー（13C，安定同位

体）を加えて，一定時間培養し，植物プランク

トンがどのくらい 13C を取り込んだのかを調

べ、基礎生産量に換算する方法）により基礎生

産量を測定する。 

 

 

REPORT
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 Leg1、Leg2 共に問題なく観測が行え、十分

なサンプルとデータを採集できたようである。

今後研究室にて解析・分析が行われる予定であ

る。 

 

リュッツォホルム湾（Leg1）：リュッツォホ

ルム湾における海洋観測は今までにないため、

今回の観測データは非常に貴重である。植物プ

ランクトンの群集組成に関しては、比較的小型

の植物プランクトンの優占が目立ち、細胞サイ

ズが小さく群体を成す種が多く見られた。生物

量も比較的多かったようである。 

アデリーランド沖（Leg2）：Leg2 の植物プ

ランクトン群集は Leg1 に比べると、大型の種

が多かったようである。しかしながら、140°

ラインでは生物量は少なく感じられ、今後は南

極発散線の南北での生物相の違いを比較検討

するようである。 

なお、基礎生産関連のデータに関しては今後

研究室に持ち帰り次第、解析が行われるとの事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 オキアミとサルパの関係 

 

BACKGROUND

南大洋の生態系は栄養段階が非常に少なく、

珪藻類に始まり、ナンキョクオキアミを経て鯨

類と最小で 3 段階しかない非常に効率の高い

生態系である。この非常に少ない栄養段階で特

徴付けられる南大洋生態系において、資源とし

て有用なナンキョクオキアミと非常に生態的

地位（ニッチ）の近いサルパ類の存在が話題に

なっている。サルパ類はゼラチン質の体を持つ

低次消費者でナンキョクオキアミと同じよう

な環境で生活していると考えられる。ゼラチン

質のため、ナンキョクオキアミと違い資源とし

ては今のところ有用ではなく、このサルパ類群

集の生長によりナンキョクオキアミの資源量

が減少するのではないかと懸念されている。一

方では、ナンキョクオキアミとサルパ類が棲み

分けをしているのではないかとの説もあり、未

だ不明な点が多い。今回の調査では、このナン



キョクオキアミ、サルパ類の分布や生態を調査

した。 

PURPOSE

ナンキョクオキアミ(Fig.6-2-6)とサルパ類

(Fig.6-2-7)の分布を明らかにする。 

 

 

METHOD 

多段階式開閉式ネット（RMT）、LC ネット（カ

イト式トロール）、ORI ネットを用い、ナンキ

ョクオキアミ・サルパ類の採集を行う.なお、

各ネットの説明は後述. 

 

 

REPORT 

 Leg1：昭和基地沖では、今まで大掛かりなネ

ット観測はあまり行われてこなかった。今回の

観測では、計測機器の不調のため、困難な観測

を強いられたが、それでもRMTを10測点行い、

この海域でのネット観測が十分にでき、非常に

貴重なデータとなる。大まかには各測点ごとに

大きく生物相が異なることはなく、オキアミも

サルパも目だって優先する測点はなかったよ

うである。今後、研究室にて分析・解析が行わ

れる予定である。 

 Leg2：天候が悪く、観測予定にも多々変更を

余儀なくされたが、RMT 観測はほぼ予定通り行

うことができ、アデリーランド沖の観測は、RMT

は 9 測点で行うことができた。比較的南側の浅

い海域でオキアミが大量に採集される傾向に

あった。また、サルパの群集はオキアミに比べ

ると極端に少なかったようである。こちらも今

後研究室にて定量的な解析が行われる。

 

 

 

 

 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6-2-6 Euphausia superba Fig.6-2-7 Salpa thompsoni 

 

 

1-3 微量栄養塩の分布 

BACKGROUND 

栄養塩とは、主に窒素やリンなど植物プラン

クトンの生長に欠かすことのできない栄養素

のことを言う。一般に、海洋ではこの栄養塩を

利用し、生産者である植物プランクトンが生育

するため、生態系の根底を支える環境要素のひ

とつである。特に外洋域ではこの栄養塩は不足

がちであり、植物プランクトンの生長は栄養塩

によって制限されていることが多い。Si（珪酸

塩）はその中でも珪藻（南大洋で優占すること

が多い植物プランクトン）の殻を形成する元素

であり、南大洋では注目されている栄養塩のひ

とつである。南大洋はその性質上、世界の海洋

に深層水・中層水を送り出している海域であり、

この南大洋における栄養塩分布は極端に言え

ば、世界の海に影響を与え、非常に重要な意味

を成すものなのである。近年の研究では南大洋

では珪酸塩が不足しており、この珪酸塩の不足

した水が世界の海に送り出されているとの説

も発表されている。また、南大洋の栄養塩の分

布に関しても、まだまだ知見が十分に得られて

いないため、その生態系を支える要素のひとつ

として研究が求められている分野でもある。 

 



 

 

PURPOSE 

南大洋における微量栄養塩の分布を明らか

にすること 

 

 

METHOD 

各観測点における CTD 採水により得られた

深度別のサンプル水を船内研究室にてオート

アナライザー(Fig.6-2-8)で解析。測定項目は

NO₂-N（亜硝酸塩）、NO₃-N（硝酸塩）、NH₄-N

（アンモニア塩）、PO₄-P（リン酸塩）、Si(OH)

₄-Si（珪酸塩）である。オートアナライザーは

サンプル水中の対象栄養塩に試薬を投入する

ことで色をつけ、その色のついたサンプル水の

光の吸収度合い（吸光度）を測定し、対象栄養

塩の濃度に換算する方法である。 

 

 

REPORT 

今回の観測では深度 5m おきに採水でき、非

常に興味深いデータを得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-2-8 Auto Analyzer 

 

 

1-4 微量金属 
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BACKGROUND 

 植物プランクトンの生育には、前述の栄養塩

のほかにも、いわゆるミネラルと呼ばれるよう

な金属類も不可欠である。Fe（鉄）や Co（コ

バルト）、Ni（ニッケル）や Cu（銅）などが

それに当たる。これらは海洋中に非常に微量に

分布しており、栄養塩同様に植物プランクトン

の生長を制限するひとつの要素である。一般的

な沿岸域でこれら微量金属が不足し、植物プラ

ンクトンの生長を著しく制限することはあま

りないが、南大洋においてはこれら微量金属が

植物プランクトンの生長を制限している可能

性があり、学術的に近年注目されている。とい

うのもこの南大洋は比較的高濃度の栄養塩類

濃度の割に植物プランクトンが生育していな

い海域なのである。つまり栄養塩以外のなんら

かの要素がその生長を制限し、栄養塩があまっ

ている可能性があるわけである。そこでこの微

量金属のひとつである Fe（鉄）が注目されて

いる。Fe が不足し、植物プランクトンが生育

できていないというのである。植物プランクト

ンは二酸化炭素の吸収源でもあるため、この南

大洋に Fe を散布することで、植物プランクト

ンが爆発的に増殖し、地球温暖化に歯止めがか

かるのではとの意見まであるほどである。学術

的知見もまだ不足しているこの南大洋では微

量金属の分布を明らかにすることは非常に重

要である。 

 

 

PURPOSE 

 南大洋における微量金属の分布を明らかに

し、基礎生産との関連性を探る。 

 

 

 

 

 



METHOD 

 各観測点の CTD 観測にて得られたサンプル

水(サンプリングには特別洗浄したニスキンＸ

採水器を仕様)(Fig.6-2-9)を研究室に持ち帰

り、微量金属濃度を測定する。海洋中に存在す

る金属は非常に微量であるため、そのサンプリ

ングには細心の注意を払う必要がある。CTD の

採水器も専用の物を使い、採水のたびに洗浄す

る。採水にも風向など細かい注意が必要である。

(Fig.6-2-10) 

 

 

 

REPORT 

 表層から 300ｍまでを 12 層に分けて採水し

た。予定していた通りの測点でサンプリングが

でき、よいサンプリングであった。船内での作

業は濾過のみで、今後研究室に持ち帰り、分析

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6-2-9 NISKIN X Fig.6-2-10 Sampling 

 

1-5 計量魚群探知機による生物種識別・オキアミ類等の資源量推定 

 

BACKGROUND 

海洋学上、また資源学上において、海洋にお

ける有用魚種やその他生物相の資源量を推定

することは海洋生態系を解明する上で非常に

重要である。しかしながら、この資源量推定は

対象が海洋中の全生物であるため困難である

のも事実である。一般的にはネット観測等によ

り得られた対象海域の一部のデータから全域

の資源量に換算し推定する方法が多くとられ

るが、これには問題点も多い。例えば、パッチ

状に生息するナンキョクオキアミなどではそ

の誤差は大きく正確な値を導き出すことは難

しい。一方でこの計量魚群探知機(以下、計量

魚探)を用いる方法では船舶が航走した海域の

資源量を直接推定することが可能で、注目され

ている分野である。計量魚探は一般的に漁船等

に使用される魚群探知機と仕組みは同様で、海

底に音波を発し、魚群等からの音波の反射を見

ることで魚群の位置や移動を知ることができ

るのであるが、計量魚探は更にこれら魚群等か

らの反射を数値データとして受信することが

可能で、データ解析を行うことで定量的に魚群

等の規模を知ることができる。また、数値デー

タからある程度の魚種の特定も可能で、これら

を利用し水産庁などでも実際に研究が進めら

れている。 

 

PURPOSE 

①ナンキョクオキアミ分布調査 

②ナンキョクオキアミの反射特性計測 

③複数周波数による生物種識別 

④計量魚群探知機の送受信系の較正 
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METHOD 

本船海鷹丸航行中、更に海洋観測中に船体に設

置された計量魚探(Fig.6‐2‐11)を作動させ、

以下に示すような方法でデータを得る。 

○分布調査 

過去の調査で通常の航行速力(18 ノット)で

送受波器を格納した状態でもナンキョクオキ

アミの定量分布状態を知ることができること

がわかっている。今回調査でも、通常の航行速

力にも計量魚探を作動させ、同様の分布を知る。 

○TS 計測 

計量魚探で計測される体積散乱強度(SV)や

面積散乱強度(SA)を分布密度に変換するため

には、平均 TS(ターゲットストレングス)の値

が必要となる。しかし、オキアミの TS に関し

ては測定が難しく未だ信頼たる平均 TS の値が

明確ではない。そこで、今回は自然状態におけ

る TS を計測し、またエコートレース解析とい

う高度な方法で TS の平均に必要な遊泳姿勢な

どを知る。 

○生物種識別 

エコーの波形やスペクトルや複数周波数の

SV の違いなどから、生物種の識別する研究の

一環として、オキアミとサルパなどが混在する

海域でエコーを収集する。 

 

 

REPORT 

 今回の調査では計器の故障等もなく、東京出

港から入港まで常時データ(Fig.6‐2‐12)を

得ることができた。南大洋においてもオキアミ

のパッチやその他の魚類等のデータも取得で

きている。今後研究室におけるデータの数値解

析が待つのみである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6‐2‐11 Sensor Fig.6‐2‐12 Data 

 

 

２-１ 南大洋の魚類について 

 

BACKGROUND 
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南大洋の魚類の研究は今までにも多く行わ

れてきている。しかしながら、その稚魚の分布

や生活様式に関しての知見はまだまだ少なく、

わかっていないことが多い。今まで、南大洋イ

ンド洋区の中層域には魚類の分布は比較的少

ないというのが定説であった。しかしながら、

前回の海鷹丸南大洋調査航海ではこの定説を

覆すような“500ｍ以深に卓越する種類が数種

みつかっているデータ“を得ることができた。

今回もこれに引き続き中層海域に焦点を当て、

サンプリングを行った。特にノトセニア亜目魚

類仔稚魚に注目し、その比較機能形態学的研究

を目的とする。つまり簡単に言えば、“子供ら

はどんな暮らしぶりなのか、体の形の変化（発

達様式）から推定してみよう”ということであ

る。このノトセニア亜目魚類は、南極周辺に固

有の分類群で、周辺海域に出現する魚類およそ

200種のうち140種くらいがノトセニア類であ

る。浅海の海底（近く）に卓越（うきぶくろを



持たない）ことが特徴で、中層～表層に生息す

る種類はわずか数種（骨が軽い）と言われてい

る。仔稚魚は表中層で生活し、その期間が１年

以上におよぶ種類もある（たとえばマダイでは

2週間くらい）ことがわかっている。 

 

 

PURPOSE 

 ①ノトセニア亜目魚類仔稚魚の比較機能形

態学的研究 

②南大洋の中層域における魚類の生物地理

学的研究 

 

 

METHOD 

 多段階式開閉式ネット（RMT）(Fig.6-2-13)、

ORI ネット（Fig.6-2-14）、LC ネット(カイト

式トロール)（Fig.6-2-15）、稚魚ネット

（Fig.6-2-16）を用い、各観測点において採集

を行う。なお、RMT は開閉式のネットで，１回

の曵網で３層のサンプルを採集することがで

きる。上段には１ｍ＾３のネット（目合 1mm），

下段には８ｍ＾３のネット（目合 4.5ｍｍ）を

備えている。ネットはケーブルを通して船上の

コンピューターからの信号により任意の深度

で開閉するができる。サンプリング後、研究室

にて以下(Table.6-2-1)の観察を行う

計量形質の測定 

体長（BL），頭長，上顎長，胸鰭長，腹鰭長 
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各種仔稚魚の同定 

 

計数形質 

尾鰭・胸鰭鰭条数，顎歯・咽頭歯数 

骨格系 

 

透明標本（Potthoff, 1983）16 個体にもとづ

き各要素の出現・化骨の状態を観察 

 

 Table.6-2-1 observation Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6-2-13 RMT           Fig.6-2-14 ORI Fig.6-2-15 LC 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-2-16 LV 

 



REPORT 

 今回のサンプリングでは非常に貴重なデー

タを得ることができたようである。ここに写真

や種名を挙げることはできないが、ざっと見る

だけでも、この海域からは非常に稀な種や、今

回の観測で初めて発見された種が多くあるよ

うである。今後研究室にサンプルを持ち帰り、

ソーティングを行い、上記に挙げた様な測定項

目を観察することでより詳細なデータとなる。 

 

 

3-1 CPR 観測 

 

BACKGROUND 

 CPR とは Continuous Plankton Recorder の

略称であり、航走中の船舶の船尾から

Fig.6-2-17、18 のような CPR 観測機器を曳航

する。CPR はプロペラを備えており、この回転

により、内部のシルクろ紙がプランクトンを濾

過しながらサンプルを巻き込んで保存する仕

組みで、船舶を航走させながら観測を行うこと

ができる。これらのデータは航跡ライン上全て

のプランクトンを採取することができ、全航走

海域におけるプランクトン群集組成を反映す

る重要なデータを得ることができる。 

CPR は古くから行われている観測方法で、

1926 年から CPR による観測が行われている。

南大洋ではその全海域の 30％でこの CPR 観測

が行われており、現在まで合計 7万海里に及ぶ

データサンプルが得られている。また現在でも

年間で 30 から 40 回の観測が行われ、日本も本

船の観測を含め、全体の 20％ものデータを得

ている。しかしながら CPR 観測はオーストラリ

アの南側海域に集中しており、南大洋全域にわ

たる観測は成されていないのが現状である。

 

 

Fig.6-2-17 CPR Fig. 6-2-18 CPR Picture 

 

PURPOSE
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Using the sensitivity of plankton to 

environmental change as early warning 

indicators of the health of Southern Ocean. 

 

METHOD 

今回は Fig.6-2-19 に示すような４ラインでの

観測を行った。 

①南アフリカ Cape Town～リュッツォホルム湾 

②リュッツォホルム湾～Fremantle 

③Fremantle～アデリーランド沖 

④アデリーランド沖～ Melbourne 

 

REPORT 

 トラブルもなく、観測が行うことができた。

今後サンプルを持ち帰り、解析を待つのみであ

る。今までに CPR 観測が行われていない海域の

観測ができ、非常に意味のある観測であった。 



４-1 大気エアロゾル観測について 

 

BACKGROUND 

 大気エアロゾルとは、大気中に浮遊する粒子

状の物質のことを指し、雨粒や雲などの核とな

ったり、気体とも関連することで、太陽光を吸

収・反射する。その結果気候に大きな影響を与

えると考えられており、近年問題とされている

地球温暖化への作用も詳しくわかっていない。 

大気エアロゾルの大きさは直径 0.1mm 以下

で、10～100,000 個/cm3 で大気中に存在してい

る。この大気エアロゾルの発生起源は人為起源

と自然起源の二つに分けられる。南大洋昭和基

地にて長年観測されている大気エアロゾルの

起源は自然起源であるが、その起源が土壌起源

であるか、海洋起源であるかという問題が近年

取り上げられている。土壌起源についてはアフ

リカ大陸から南風に乗って運ばれてくるとい

うことが考えられており、また海洋起源につい

ては植物プランクトンが生産する DMS という

化学物質が大きく起因しているのではないか

と考えられている。 

 

 

PURPOSE 

①自然界におけるエアロゾル粒子の生成過程

（新粒子生成）の解明 

②大陸起源エアロゾル粒子の輸送過程の解明 

③南太陽のエアロゾルが気候へ与える影響評

価（放射効果の見積もり） 

 

 

METHOD 

 海 鷹 丸 の コ ン パ ス デ ッ キ ・ 船 橋 に

Fig.6-2-20～25 のような観測機器を備え付け、

風力風向・気象を観測しつつ、本船の灰等の

影響がないと思われる時期を見計らって以下

(Table.6-2-2)の計測を行った。 
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物理計測  

 ＊粒子数濃度 

 ＊散乱・吸収特性 

  （エアロゾルによる視程） 

 ＊オゾン濃度 

 

フィルターサンプリング 

      

 ＊水溶性粒子成分 

 ＊SO2 ガス 

 ＊NH3 ガス 

 

 Table.6-2-2 Sampling data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig.6-2-20 外気の取り込み装置    Fig.6-2-21 SMPA          Fig.6-2-22 ネフロメーター 

         (Scanning Mobility Particle Analyzer) （光の散乱を計測） 

             微粒子計測器（5nm 以上の粒子を計測） 
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Fig.6-2-23 OPC(ﾘｵﾝ)JAPAN Fig.6-2-24 オゾン計 Fig.6-2-25 PSAP 

(Optical Particle Counter) （紫外線の吸収量によって計測） (Particle/Soot  

光学式粒子計測器 Absorption Photometer)  

（100nm 以上の粒子を計測） 吸収計 光の吸収を計測 

 

 

REPORT 

 今回の観測では気象にも恵まれ、非常によい

観測ができたようである。特に昭和基地沖での

観測では良いデータが取れたのではないかと

のことであった。 

①の目的であったエアロゾル粒子の生成過

程については今後サンプルを持ち帰り、データ

を解析、さらに DMS の結果とも兼ね合わせて検

討する。また、②の目的であるエアロゾル粒子

の輸送過程に関しては、低気圧の影響で 1 月

17～20 日に北風を観測し、エアロゾル粒子の

増大を確認。これが大陸からの影響といえるか

どうかは更に解析・検討が必要であるが、その

可能性を秘めたデータサンプルを得ることが

できた。③の目的、気候に与える影響評価に関

しては、実際に大気エアロゾルの太陽光の散乱

の強度を示す散乱強度を測定した結果、大陸付

近では 1×10＾-4～10＾-5〔/m〕という大きな

値に対し、南大洋ではこの 1/10～1/100 である

1×10＾-6～10＾-7 という小さな値を確認で

きた。これは大気エアロゾルの気候に与える影

響が大陸付近では南大洋の 10～100 倍大きい

ことを示している。さらにサンプルを研究室に

持ち帰り分析・解析することで更に詳しいこと

がわかってくるであろう。 

 

 

 

 

 

４-２ DMS について 

 

BACKGROUND 

 DMS とは塩化ジメチルという化学物質で、海

洋においては大型海洋やワカメなどの藻類が

生産する物質を前駆体として作られることが

知られている。身近なものではいわゆる磯の香

りや海の香りが DMS である。ワカメや昆布が分

解され、DMS が生産されることでこの香りがす

るわけである。近年ではこの DMS が地球規模の

気候を左右する機構があるとの説が提唱され、

研究が進められている。 

 チャールソンらは，DMS を介する地球の生物

圏と気候とのフィードバックメカニズムを提

唱した。海洋生態系が DMS をたくさん作ると，

その分大気へ放出される DMS が多くなる。大気

中では DMS は酸化され，二酸化硫黄やメタンス

ルホン酸(MSA)などになり，さらに酸化される

と，硫酸塩エアロゾルとなる。エアロゾルも直

接，太陽放射を妨ぐが，エアロゾルが雲の凝結
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核となってできた雲も太陽放射を妨げる力が

あり、地球に届く太陽放射は減少，地球の気温

は低くなるというものである。気温が低くなる

と，植物プランクトンが作る DMS の量は減り、

結果として、雲の太陽光反射量は減り，再び，

地球の気温を上昇させるという流れがこのフ

ィードバックメカニズムである。つまり、DMS

を介して，生物圏と気候が調節し合っていると

いう考えである。このように，DMS は生物と気

候とを結ぶ可能性があるのであるが，このフィ

ードバック効果は不確定要素を多く含み，現在

のところ十分に証明されていない。特に、南極

に関しては気候変化が生物に与える影響が顕

著に現れると考えられ、その研究意義は大きい。 

 

 

PURPOSE 

 これまでの研究で、（DMS の前駆体を生産す

る）植物プランクトンを餌とする動物プランク

トンの種によって、DMS が海水中に放出される

量が異なるということが明らかになっている。

よって今回の目的としては、“氷縁域において、

どのような植物プランクトンがどれだけいる

とき、どのような動物プランクトンにどれだけ

摂餌され、どのくらいの DMS が生成するか”と

いうことを調べるためのデータサンプルを取

得することを目的とする。 

METHOD 

 CTD(FSI)(Fig.6-2-26)に付いた 12 L 容のニ

スキンボトルを海水中に降ろし，各深度で採水

を行う。DMS 用の採水には，ガラスシリンジを

用い、ニスキンボトルの採水口にこれをつなぎ，

海水が空気に触れないように採水する。このサ

ンプルを前処理し、GC-FPD(Fig.6-2-26)にて分

析する。(Table.6-2-3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.6-2-25 CTD（FSI） Fig.6-2-26 GC-FPD 

 

測定項目 

・DMS 

・溶存態 DMSP 

・粒状態 DMSP 

 Table.6-2-3  measurement 

 

REPORT  

 今回は CTD で各観測点にてサンプリングを

行った。今回は船内で分析することができた

サンプルのデータからわかることを総合研究
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大学院大学の笠松さんに述べていただいた。

今後、植物プランクトン・動物プランクトン

のデータと照らし合わせることで、DMSP（ジ

メチルスルフォニオプロピオネート）および

DMS（硫化ジメチル）の分布を決定する生物学

的要因がより詳しくわかるであろう。 

 

 

（総合研究大学院大学 笠松 伸江） 

今航海では、観測点 S3 - S10（表面のみ）, L1, 

L4, L5, L8, L9, L12（0 – 200 m）の DMS, 粒

状態 DMSP, 溶存態 DMSP を測定した。粒状態

DMSP の一部は、0.7-2, 2-10, >10μm の 3 段階

にサイズ分画して測定を行った。 

 DMS濃度の表面分布をFig.6-2-27 に示した。

海表面のDMS濃度は氷縁域で高く、L12 の 0 m

では約 11 nmol L-1であった（DMSの世界の海表

面平均濃度は約 2 – 3 nmol L-1）。ここから、

夏の南極海域は世界でも有数のDMSの放出域と

言えるだろう。昭和基地沖におけるSeaWiFS（人

工衛星）のクロロフィル画像と見比べると、ク

ロロフィルの少ない西側でDMS濃度が低く、ク

ロロフィルの多い東側でDMS濃度が高い傾向が

見られた。今後、植物プランクトンの現存量、

種組成のデータおよび動物プランクトン（特に、

オキアミ、サルパ、カイアシ類）の現存量と種

組成のデータとDMSおよびDMSP濃度を照らし合

わせ、植物プランクトン、動物プランクトンが

海水中のDMS濃度にどのような影響を与えてい

る の か 、 検 討 し て い き た い 。
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  Fig.6-2-27    DMS 濃度 (nmol L-1) の表面分布 

 

 

 

5 極域海色リモートセンシング 

 

BACKGROUND 

南大洋を含め、極域での物理現象、生物現象

は未だ不明な点が多い。例えば南極周極流の蛇

行現象にも数年の周期性があるという説や、エ

ルニーニョと関連性があるとのことも言われ

ている。また、この一定の周期性を持つといわ

れる物理現象は生物相にも大きな影響を及ぼ

し、その経過や影響もまだまだわかっていない。

これらを現場で観測することは非常に困難な

ことである。そこでこのデータ不足を補い、極

域を広範囲かつ時系列的生物観測を可能とす

るのが極域海色リモートセンシングである。例

えば、海色を利用し、植物プランクトンなどの

現存量を示すクロロフィル量を推定したり、氷

縁の張り出し状況を観測したりするのである。

このリモートセンシングという技術は今では

世界中多く利用されているが、この技術を極域

（南大洋）で利用するには問題点も多くある。

1つには南大洋は曇りやすく、海面が見えない

ということである。また、水柱の光学的特性の

違いから海の色とクロロフィル濃度の関係が、

熱帯～温帯域と異なったり、エアロゾルが少な

いために大気補正にまた違った影響があらわ

れること、海氷からの強い反射光が存在してい

ることなどがそれである。そこで、これらの影

響を推定するために、現場での観測が必要なの

である。 

 

 

PURPOSE 

①大気・水中光学場の同時観測・総合的検証 

②氷縁付近において数点の停船&連続観測 

③SeaWiFS HRPT データのリアルタイム受信 

 

 

METHOD 



①海鷹丸の衛星受信装置を利用し、SeaWiFS の

データをリアルタイム受信し、クロロフィル

a濃度および海氷分布を観測する。 

② VSF （ Volume Scattering Function ）

(Fig.6-2-28) お よ び SPMR(SeaWiFS 

Profiling Multichannel Radiometer) 

(Fig.6-2-29)を用い、クロロフィル量、光の

散乱度合いを計測し、SeaWiFS のデータのキ

ャリブレーションに用いる。つまり、衛星か

ら得られたデータが現場では実際にどの程

度なのかを計測することで、衛星データの補

正を行うわけである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.6-2-28  VSF                 Fig.6-2-29 SPMR 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

          VSF のセンサー部分 SPMR の観測風景 

REPORT 

 国立極地研究所の平譯先生にコメントを頂いた。 

 

海鷹丸 南大洋観測 「Sea WiFS によるリュッツォ・ホルム湾のクロロフィル a濃度の観測」 

平譯 享（国立局地研究所） 

 

南極昭和基地のあるオングル島を取り囲む

リュッツォ・ホルム湾は海氷に覆われているが、

近年その定着氷が比較的湾奥まで流出したこ

とが報告されている。海氷の張り出しは植物プ

ランクトン分布をはじめてし、動物プランクト

ン、更にはペンギンや鯨類のような高次捕食者

の分布に影響するため、リュッツォ・ホルム湾

の海氷の変化はその周辺の生物生産に深く影

響を及ぼしていると考えられる。 

今回の観測では、現場においてクロロフィル

a濃度分布を観測すると同時に、海鷹丸が所有

する衛星受信装置を利用して SeaWiFS のデー

タをリアルタイム受信し、クロロフィル a濃度

及び海氷分布を観測した。比較的晴天が続き、

リュッツォ・ホルム湾沖海氷縁付近の植物プラ

ンクトンブルーム（氷縁部ルーム）の様子を明
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瞭に捉えることができた。また、いくつかの観

測点において、光学観測と衛星観測を同時に実

施することができたため、衛星データの精度向

上等に役立つと考えられる。 

Fig.6-2-30 は SeaWiFS が観測している波長

のうち、青、緑、赤色の波長のデータを使って、

写真のような画像に合成したものである。□は

今回の観測点を示している。青色の部分は海、

白い部分は氷または雲である。昭和基地の位置

は 69S、40E で、定着氷の覆われている。その

沖合いは流氷帯があり、風や流れにより刻々と

その分布が変化する。今年の海氷は例年通りで

あり、大量流出などの現象は見られなかった。 

Fig.6-2-31 は SeaWiFS データから作成した

クロロフィル a濃度の分布である。マップの下

にあるカラーバーがクロロフィル a 濃度と色

漬けとの関係を示している。濃度が低いところ

は水色や青色で示され、濃度が高いところは緑

や黄色で示されている。 

クロロフィル a 濃度は観測海域全体にわた

って比較的高く(1-2mg m⁻³)、観測海域の西側

に比べ、東側の方が高い値を示した。また、氷

縁のすぐ際よりも多少沖合いの方が高い値を

示している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-2-30 True Color で見たリュッツォ・ホルム湾沖 Fig.6-2-31 リュッツォ・ホルム湾沖のクロロフィル a濃度分布  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年海鷹丸で受信した True Color 画像 昨年海鷹丸で受信した Chl.a 画像 
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６ TurboMAP を用いた乱流微細構造の測定について 

 

BACKGROUND 

南極大陸周辺海域は、氷の融解や海面冷却によ

り、極域特有の水温・塩分の分布が形成されて

おり、その分布から、一般的には上層で

Diffusive 型の二重拡散対流が活発であると

考えられている（You,2002） 。このように、

南極海域全体の海洋構造については把握され

つつあるが、南大洋インド洋セクターでの微細

構造・乱流に関する観測、特に直接計測はほと

んど行われていないため、 

 ①乱流拡散 

 ②乱流拡散と二重拡散対流との関係 

については不明な点が多い。 

そこで本航海では、南大洋インド洋セクター

における乱流強度を‘直接’計測し、解析・研

究を行う。 

 

PURPUSE
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南大洋インド洋セクターで‘直接‘乱流を測定

する。次に CTD データから見積もった拡散係数

と、TurboMAP で直接計測した乱流逸散率εか

ら求めた拡散係数との比較を行う。Diffusive

型対流の二重拡散対流が活発であろう海域で

乱流を直接計測し、二重拡散対流と乱流との関

係を調べる。 

 

METHOD 

TurboMAP を用い、各観測点でデータを得る。

TurboMAP とは 

   乱流微細構造（数１０ｃｍ～数ｃｍスケー

ル）を計測する測器(Fig.6-2-32)で、自由落下

（0.7m/s～0.8m/s）をさせて鉛直方向の微細構

造を計測する。(Fig.6-2-33) 

計測項目；鉛直シア、CTD（伝導度、水温・圧

力）、Chl-a、加速度（x,y,z 方向） 

 

Fig.6-2-32 TurboMAP 

 

Fig.6-2-33 Sensor 

 

REPORT  

今回の南大洋観測では、故障や氷の影響もあり、

本来の予定していた観測点での観測はできな

かったものの、変更された観測点での観測を十

分に行うことができている。現段階では数値デ

ータであるが、今後の解析で結果が目に見える

形になるわけである。研究室での解析結果を待

 

つのみである。 

 

 

 

測風景観  
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７ 南大洋インド洋セクターにおける CTD ADCP 観測について 

 

CTD,LADCP を用いた観測に関しては、東京海洋大学大学院生の鳴海さんからコメントをいただ

いている。 

 

 

 

東京水産大学 海洋環境学科 博士後期課程 3年 鳴海 吉洋 

 

ttom Water（AABW）が存在しており、その量

は

ABW の循環および形成は世界規模

の 層循環において重要な役割を果たしてい

す。南大洋の海域区分として、大西洋、太平

く考えます。本研究の対象海域である南大洋イ

ン

L

南大洋には多くの南極底層水 Antarctic 

Bo

世界中の海洋における体積の 3.5％をしめ

ます。この A

深

ま

洋、インド洋これら３つのセクターにわけてよ

 

 

流量が、D-Line に比べ C-Line の方が多いこと

がわかりました。このことから、陸棚斜面に沿

った西向きの流れ以外にも北向きの輸送があ

ると考えられました。 

そこで、今航海では、緯度線に沿った E-Line

を設け（Fig.6-2-36）深層流の南北の輸送を調

べました。その結果、Stn.E07 では北向きの強

た

ig.6-2-3 考えら

てきた陸棚斜面に沿った西向きの流れであ

る

ド洋セクターには多くの AABW が存在してお

り、その量は南大洋の AABW のうち 14％を占め

ていると考えられています。 

南大洋インドセクターにおける AABW の起源

の１つとしてアデリーランド沖の陸棚および

陸棚斜面であることが知られています。ここで

作られた AABW は南極大陸沖の陸棚斜面にそっ

て西方に輸送されます。この流れをスロープカ

レントと呼びます（Fig.6-2-34）。 

底層水の起源底層水の起源Enderby
Basin へ
Enderby
Basin へ

スロープカレントスロープカレント

ACC

Recirculation境界流

ACC

Recirculation

ACCACCACC

RecirculationRecirculation境界流

 Fig.6-2-35 CTD+LADCP 観測風景 

2003 年に実施した海鷹丸第 9 次航海の観測

では、130°30′E（D-Line）および 140°E

（C-Line）における流量の見積もりを行いまし

た。その結果、スロープカレントである西向き

い流れ（2000m で 25cm/s）が見られまし

（F 7）。このことにより、従来

れ

スロープカレントの他に北向きの分岐流の

存在が期待される結果となりました。

 

 

 

物理班は、深海用 CTD に音響流速計（LADCP）

をとりつけることにより（Fig.6-2-35）、深層

の流れを実測し、スロープカレントの流量の見

積もりおよび流れの構造を調べています。 

Fig.6-2-34 南大洋インド洋セクターにおける 

深層流の模式図 

 
 

 
Fig.6-2-36 今航海でのCTD＋LADCP観測地点
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参考 Visbeck による LADCP の解析方法 

Fig.6-2-37 Stn.E07 で観測された流速
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８ 船橋における目視観測（氷山・鳥類・鯨類・漂流物）について 

 

BACKGROUND 

 海鷹丸では、航走中・海洋調査中共に船橋（ブ

リッジ）に航海当直として航海士と共に実習生

が見張り（ワッチ）を行っている。この見張り

中に目視によって得られた情報を常にパソコ

ンに打ち込み、情報を蓄積しているのであるが、

今回南大洋においては特に氷山・鳥類・鯨類に

ついて事前学習を行ない、学術的にも利用でき

るデータとしての目視観測を試みたので報告

する。 

氷山は主に南極大陸の氷縁から、氷河が溶け

出したり崩れ落ちたりして海洋に移動し、長い

間漂流することになる。氷山は船舶の航行に対

しては危険であり、常にその位置と大きさ、動

向を見張る必要がある。また、学術的にも氷山

がどこで作られ、どのように移動し消滅してゆ

くかは興味深い。物理的な熱の移動や流れ、気

象・海象にも深く関わっており、氷山の規模や

数を目視によって観測することは非常に重要

源量などを見積もったり、それぞれの種の生態

を研究する際の手段として目視観測がある。特

に鯨類に関しては目視による資源量調査は現

在主としてとられている方法のひとつで、船舶

の少ない南大洋における海鷹丸の鯨類目視観

測は重要であると考えられる。 

 

PURPOSE

な意味がある。 

鳥類・鯨類に関しては、その種を特定し、資

 

 南大洋において鯨類・鳥類の種識別を行い、

分布や資源量を推定するデータを得ること。 

 南大洋の氷山の動向や量を観測すること。 

 

METHOD 

船橋において 24 時間体制で双眼鏡を利用し、

目視によって鯨類・鳥類の観測を行う。鯨類に

関しては日本鯨類研究所で使用している記録

用紙に記入する。鳥類・氷山、その他のものに

関しては発見し次第、発見時間・数・距離・大

きさ・色・位置をパソコンに打ち込む。 

鯨類に関して、我々は東京出港前に日本鯨類

研究所にて研究員から特別の講義を受け、鯨類

の目視観測の方法を学び、実際に鯨類の観測を

行った。また、鳥類に関しては書籍などから、

南大洋特有の種をピックアップし、それぞれの

種ごとに特徴をまとめ、種の同定を行ってきた。 

 

REPORT 

今回南大洋で目視によって鯨類 105 件、鳥類

4939 件、氷山 318 件、流氷 73 件、アイスパッ

ク 664 件の目視報告があった。Leg.1 と Leg.2

有意義なデータを得る事が

できている。氷山は Leg.2 よりも Leg.1 で多数

観測され、鳥類では Leg.1 でナンキョクフルマ

カモメ・マダラフルマカモメ・ユキドリが目立

ち、Leg.2 ではマユグロアホウドリ・ハイイロ

アホウドリが目立った。鯨類では Leg.1 での観

測 95 回に対し、Leg.2 では 10 回とほとんど観

測されず、観測された種にも違いがあった。詳

細は別途海鷹丸 HP に掲載中である。

 

 

氷山 

間でも鳥類・鯨類・氷山に関してそれぞれ大き

な違いが認められ、
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マダラフルマカモメ ナンキョクフルマカモメ 
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ウドリ 

クジラドリ アシナガコ

 

 

 

 

 

 

ロウミツバメ ギンフルマカモメ 

キョクアジサシ 

 

ユキドリ 

 

 

 

 

 

 左記二種の群れ 

 

 

 

 

 

 

ザトウクジラ 鯨類の噴気 


