
海鷹丸南極航海計画

平成14年度～17年度 科学研究費補助金 基盤（A）（海外）
「南大洋インド洋セクターの生態系と海洋構造」
14年度，16年度に航海を実施
【目的】
練習船「海鷹丸」により，国立極地研究所の「しらせ」，オーストラリア南極局

のオーロラ・オーストラリス、極地研の傭船する観測船と共同して，観測データ
の少ない南大洋インド洋区の海洋構造と生物生産構造を明らかにする．



東経140度ラインにおけるマルチシップ観測



東経140度ラインで行う生物生産とそれに伴う化学過程の経時変化に関する研究



１．インド洋底層水の起源と流路の解明
インド洋セクターに位置するAdelie　Land　沖で形成される底層水
（ADLBW）は、Bindoff （2000）によれば、東経140度以西の南極大陸より
の深層に見られ、東経150度以東には見られない。また、この水はAdelie
Coast に沿って西向きに流れ（Slope current と呼ばれる）、一部は
Princess Elizabeth Trough を通って西に、残りは西北西に流れて
Kerguelen Plateau 沿いの境界流として北上し、南緯50度付近から東に転
じて南極周極流（ACC）の南端に（あるいはACCと合体して）東向流を形成
する（この部分はSlope current のRecirculation と呼ばれる）。
　平成15年1月から、日本・豪州の共同研究が計画されており、Kerguelen
Plateau の東岸8測点に30台の流速計を係留し、Kerguelen 境界流の構

造と時間変化を把握することを目標としている。本学海鷹丸による観測がこ
れに先駆けて行われることは、国際共同研究への貢献という意味で大きな
意義がある。



２．表層生態系と海洋環境との関係

南大洋は従来珪藻を基礎生産者とし，オキアミを一時消費者とする単純で効率の高

い生態系が卓越すると考えられてきた．近年これに対して，微小植物プランクトンやゼ

ラチン質動物プランクトンを低次生産者とする全く異質の生態系が卓越する海域があ

ることや，そのような生態系の出現が海氷の発達などと関係しており，従って地球温

暖化がそれらの出現と深く関わっていることが指摘されるようになった．

インド洋セクターでは，西側でオキアミの卓越する生態系が，東側でゼラチン質プラ

ンクトンであるサルパが卓越することが，今までの研究で明らかとなった．

本研究では，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

かにすることを目的とする．



３．中深層生態系の解明

南大洋では植物プランクトンやアイスアルジーによる基礎生産が，太陽光の利用で

きる南半球の夏に集中的に行われるため，これにより生産された有機物は急速に

沈降，あるいは食物連鎖を通じて中深層に達し，動物プランクトン，ハダカイワシや

オキアミなどのマイクロネクトン，イカなどの遊泳生物の生物体として蓄積され，周

年にわたり生物活動を支えることになる．魚類やイカなどは，ペンギンやゾウアザラ

シ，鯨類などの重要な餌料となることが捕獲された動物の胃内容物から知られてい

るが，実際にどのように分布し，どの程度の生物量があるかについてはほとんど解っ

ていない．

本研究では，計量魚探による観測と大型開閉式ネット（ＲＭＴ），中層トロールによ

る採集を実施して中深層生物の群集構造を明らかにする．



４．水色リモートセンシングアルゴリズムの改良

インド洋セクターにおいては，従来のアルゴリズムでは，正確なクロロフィルや基礎

生産の見積もりができないといわれている。本研究では，アルゴリズム改良のため

に，各観測点および，航路上では毎日午前10時ごろに短期間停船し，水中光学的

観測と光合成色素，基礎生産測定のための観測を行なう（岸野，平譯）。

５．ARGOブイの放流

ARGO計画に協力し，ブイの放流を行なう（JAMSTEC）。放流海域はケルゲレン海
堆からフリマントルにいたる南緯40-53度の5ｹ所である。

６．乱流観測

　 TurboMAPによる乱流観測を行う。また、乱流拡散率空間分布解明のための研究
（東大）に協力し、XCP/XCTD観測を行う。





                 海鷹丸遠洋航海予定表（ 案）

　　　　平成14年12月３日～平成15年3月１２日

港　名 浬 数 累 計 着 月 日 発 月 日 備 　 考

東　京 ー ー 　12-  3（火）

3,050
Bangkok 3,050 　12- 11（水） 　12- 16（月） 補給・見学・交流

（Thailand） スンダ海峡通航
1,860

漁　場 4,910 　12- 21（土） 12- 26(木） マグロ延縄実習、漁場調査
(10 Ｓ, ９８ Ｅ) 操船実習

2,400
Port Louis 7,310 　12- 31（火） 　 1-  ３（金） 補給・見学
(Mauritius) Kerguelen Plateau 観測

4,850
Fremantle 12,160 　 1-  18（土） 　 1-　23（木） 補給・見学・休養
(Australia)

1,900
南極洋 14,060 　 1-  28（火） 　 2-  8（土） 南極洋海洋調査（約1600マイル含）

2,950
Hobart 17,010 　2-　12（水） 　2-  18（火） 補給・見学・交流

(Australia) Lanceston AMCへの回航を含む
2,020 海洋調査

Noumea 19,030 　 2-  24（月） 　 3-  1（土） 補給・見学・交流
（New Caledonia）

3,900
東　京 22,930 　3-  12（水）



観測項目
１）定点における海洋環境，生物の基礎データの収集

a）オクトパス（CTD）システムによる水温・塩分，クロロフィルの鉛直分布
b）LADCP(垂下式音響ドプラー流速計）による精密流速測定
c) 分光放射計／輝度計による光学的測定
d) 各層海水の採集と光合成色素，栄養素，有機化学成分の分析
e) 基礎生産力の測定
f) NORPACネットによる植物プランクトン・小型動物プランクトンの採集
g）多段開閉ネットによる大型プランクトンの採集（110°E，１４０°Eライン）
h）中層トロールによる魚類，頭足類の採集（110°E，１４０°Eライン）

２）航走中の連続観測，採集
a) 表層モニタリングシステムによる水温・塩分，クロロフィル，動物プランクトン

サイズ組成の連続測定
b) 連続プランクトン採集器の曳航による動物プランクトンの採集
c) ＭＶＰ（昇降式プロファイラー），XCTD，ＸＢＴによる各層水温・塩分の測定
d）船底設置型ADCPによる各層流速測定
e) 定量魚群探知機によるオキアミ等の生物量測定

　



研究組織
官職等 氏　　　名 担　　　　当 備考
教　授 石丸　 隆 調査・研究の総括
船舶関係
教　授 小池義夫 船体装備機 船長
教　授 米元博明 海洋観測機器による調査 機関長
物理系
教　授 松山優治 物理分野研半 ）
教　授 長島秀樹 物理分野研半 ）
助　手 北出裕二郎 海洋の鉛直微細構造
大学院学生 川村有二       〃
大学院学生 鳴海吉洋 ｽﾛｰﾌﾟｶﾚﾝﾄの見積もり
大学院学生 日下朋子       〃
生物系
教　授 山口征矢 生物分野研究代表者
助教授 佐藤博雄 基礎生産
助教授 土屋光太郎 頭足類に関する研究
助　手 茂木正人 魚類に関する研究
大学院学生 甘糟和男 計量魚探による資源量推定
大学院学生 原田友佳子 魚類に関する研究
大学院学生 橋濱史典 光合成色素に関する研究
大学院学生 伊藤洋介 基礎生産の測定
大学院学生 花町優次 光合成産物に関する研究 筑波大学大学院生命環境
大学院学生 高橋邦夫 動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの分布 総研大学院数物科学研究科
大学院学生 渡辺茂樹 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ増殖と鉄濃度の関係 東京大学院農学生
化学系
助教授 神田穣太 化学分野研究代表者
大学院学生 荒島正道 栄養塩の分布
大学院学生 中岡慎一郎 水中二酸化炭素濃度の測定 東北大学院理学研究科
大学院学生 笠松伸江 硫化ジメチル濃度の測定 総研大学院数物科学研究科
海中光学とﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ
助　手 平譯　享 基礎生産推定ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの開発 極地研南極圏環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ
技術補佐員 岸野元彰 海中光学的測定


