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複数の海洋観測船を用いた時系列・長期観測

STAGE計画の中心研究課題
1. 生物地球化学循環と気候変化
2. 海氷変動と南極沿岸生態系変動

STAGE計画の中心研究課題
1. 生物地球化学循環と気候変化
2. 海氷変動と南極沿岸生態系変動

背景： リュツォ・ホルム湾はかつて接近不能域といわれるほど厚い海氷に覆われていたが、近年
大規模な海氷流出が頻繁に見られるようになった。

Key question 1:
海氷分布の変動は、海洋低次生物生産過程やペ
ンギンなどの高次生物生産過程の時空間変動をも
たらすか？
もしそうなら、
南極海の生態系変動は、低緯度側から索餌回遊
する生物の動態にも影響を与える

Key question 2:
海洋低次生産過程の変化は、生物地球化学的循
環を通して、南極沿岸の気候変動をもたらすか？
もしそうなら、
南極沿岸の気候変化は、世界を廻る海洋深層循環
を変え、地球規模の気候に影響を与える

リュツォ・ホルム湾沿岸におけるペンギ
ン個体数変化（Kato et al. 2002）リュツォ・ホルム湾における海氷流出の例（牛尾, 

2004）

世界を廻る海洋深層循環
Great Ocean Conveyor Belt (Broecker, 1991)
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海氷変動は、生態系変動・気候変動をもたらす

沿岸生態系

沿岸観測：昭和（日）、デイヴィス（豪）、モーソン（豪）、デュモン・デュルヴィル（仏）
vs

沖合観測：海鷹丸、しらせ、傭船、白鳳丸、みらい、開洋丸、オーロラ・オーストラリス

東京海洋大学「海鷹丸」

CTD+LADCP RMT

Midwater trawl

ケープタウン フリーマントル

メルボルン

昭和基地

東京海洋大学

＋南極観測事業

南極観測事業と東京海洋大学の共同で、これ
まで観測ができなかった昭和基地沖において
約10日間の観測が可能となる
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研究の目標：海鷹丸による沖合観測と昭和基地における沿岸同期観測により海
氷分布の変動と生物生産過程変動、生物地球化学循環変動を明らかにする。

第46次日本南極地域観測隊（JARE）では、
東京海洋大学と共同で「海鷹丸」によるリュツォ・ホルム湾の観測を行う。

JARE史上初めての昭和基地との同期観測である。

観測項目
停船観測
○CTD+LADCP： 水温・塩分（水塊構造）、流向・流速、栄養塩・溶存酸素、化学トレーサー（フ
ロン等）、DMS(P)、メタン、亜酸化窒素、クロロフィルa、一次生産、植物プランクトン組成

○RMT： ナンキョクオキアミ
○Norpac： 動物プランクトン
○Midwater trawl： 魚類
航走観測
○ADCP： 流向・流速
○音響探査： ナンキョクオキアミ
○大気観測： エアロゾル

付随効果：継続的長期観測により大学院学生の安定的教育が可能となり、南極研究を行う後継者の育成することが出来る
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STAGE計画の研究対象海域と年次計画
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