
1. はじめに

誉れ高い日本海洋学会賞を受賞することになり，大変

光栄であるとともに，身の引き締まる思いである。何か

と足りない私が，受賞できたことは，ご指導，導いてい

ただいた先生方，諸先輩，研究や仕事をご一緒させてい

ただいた同僚，研究者，学生，調査船乗組員の方々，に

恵まれたためとしか言いようがなく，この場を借りて深

く感謝したい。

受賞課題となった「北太平洋中層水」は，北太平洋亜

熱帯海域の北緯20度から45度にかけて広く分布する，

中層塩分極小で特徴付けられる海水である（Sverdrup

etal.,1942）。塩分極小はポテンシャル密度26.8・θ付近

に存在し（Reid,1965），北太平洋で形成される最も重

い水塊であることから，海洋・気候の長期変動や，温室

効果気体や栄養塩などの物質循環，生物生産へ影響する

ことが示唆されてきた。

北太平洋中層水の元となる低塩分水の起源は，蒸発に

比べて降水が過剰な亜寒帯海域にあることは明白である
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要 旨

北太平洋中層水の形成・輸送・変質過程について受賞者の研究を総括した。厚い低温低

塩分水塊が，海氷形成に伴う陸棚高密度水沈降や千島列島付近の強い乱流鉛直混合に影響

されて形成される。このオホーツク海モード水が太平洋へ流出し，薄い太平洋水と混合し

て親潮水が形成される。厚い性質を保持した親潮水の一部は，北海道・東北沿岸を南下し，

黒潮続流と合流・混合して，北太平洋中層水を更新する。黒潮水と親潮水の等密度面混合

は，厚い中層親潮水に起因する不安定によって促進される。北太平洋中層水は，亜熱帯循

環に沿って輸送され北太平洋亜熱帯循環域に広く分布する。その北端部分は，移行領域と

呼ばれる海域で低塩分亜寒帯水が表層に層重し，塩分極小が消失した海水が，アラスカ湾

に流れ込み，北太平洋亜寒帯海域での中暖構造を作る。北太平洋亜寒帯中層は，この高温

高塩分水の流入とオホーツク海での低温低塩分水の流入でほぼバランスしている。千島列

島付近やアリューシャン列島付近の潮汐に起因する乱流鉛直混合は，水塊変質と変動に大

きな影響を与える。潮汐18.6年周期変調は水塊変動の一因であり，海洋を通じて気候に

も影響を与えている。
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が，亜寒帯海域のどの海域で形成され，どのような経路

で亜熱帯海域へ流入し，どのような変質過程を経て亜熱

帯海域に広く分布する北太平洋中層水となるのかについ

ては，必ずしも明らかではなかった。また，これらの諸過

程がどのような物理機構で生じるのか，については今で

も不明な点が多く残されており，数値モデルによる北太

平洋中層水の再現については，現在でも多く課題がある。

この小論では，私が海洋学を始めてから，最近までの

研究を振り返りながら，受賞課題となった北太平洋中層

水の研究について述べさせていただくことにする。

2. 黒潮大蛇行の研究

私は，中学・高校時代に天体観測を趣味にしており，

天文台で星の観測を仕事にすることを夢見ていた。しか

し，教養の数学が解らず，天文学がイメージと違って難

解な数学と物理学を必要とする学問であることを知り，

進学振り分けもあって，比較的近い学問分野である地球

物理学科に進学した。学部時代に，杉ノ原伸夫先生の海

洋大循環の講義を聞き，単純な物理法則で，海の大きな

構造が決まることを知り海洋学に興味をもった。また，

宮田元靖先生の演習で Leblond・Mysakの Wavesin

theOceanを読んだり，尹宗煥先生の演習で，黒潮大蛇

行の数値計算を学んだこともあり，修士課程で海洋物理

研究室に進学した。海洋を選んだのは，幼少の頃夏休み

に母方の田舎の佐渡で，海藻や魚を採って遊んだことや，

食べ過ぎて腹を壊すまで寿司屋になりたいと思っていた

くらい魚好きだったことも関係があるかもしれない。

大学院修士課程では，杉ノ原先生を指導教官として，

尹先生に直々の指導をしていただいた。黒潮流路が大蛇

行路と直進流路の2つの流路をとる現象が非線形力学の

解の分岐・多重性で理解できることが増田章先生

（Masuda,1982）の理想化された流路方程式モデルによっ

て示唆されていたが，この問題に数値モデルを用いて取

り組んだ。解の分岐現象を理解するために，尹先生と同

期の保坂直紀氏とランダウの力学の教科書を丁寧に読ん

だことが，物理学の単純明快さや奥深さ，面白さを知る

機会になった。杉ノ原先生は，広く浅い知識よりも，深

く考えることの大切さを説かれ，先生が納得するまで何

時間も議論に付き合っていただいた。

九州・南西諸島と伊豆海嶺を東西の境界及び日本南岸

を北の境界，南は仮想的な境界とする四角い海に，トカ

ラ海峡を流入口，及び，三宅島と八丈島の間の深い部分

を流出口，と単純化した順圧凖地衡流モデルを作り，流

入・流出流速や水平渦粘性係数，境界条件を変化させる

数値実験を行い，流速のある範囲で大蛇行と直進路が両

方存在し，履歴によって流路が選択されること，直進流

路では水平渦粘性による渦位の消失が大きいこと

（Yasuda,etal.,1985），日本南岸を傾けると水平渦粘

性による渦位消失が促進され直進路が全ての流速で存在

し，多重解として蛇行流路がある流速範囲で存在するこ

と（YoonandYasuda,1987）などがわかった。この

研究を通じて，単純化することによって本質が見えるこ

とを学んだ。修士課程では，東京水産大の大塚先生のお

取り図りで，吉田次郎先輩や田中祐志氏と一緒に神鷹丸

に乗船し，黒潮でのナンセン観測を経験した。

3. 東北海域暖水塊・津軽暖流・マサバ・サン

マ漁場の研究

研究で飯が食べられるようになりたいと考えていた時

に，教授の永田豊先生から，水産庁水産工学研究所で研

究員を公務員試験物理職で採用する予定があると紹介さ

れ，幸いにも3度目の公務員試験に合格したこともあり，

応募することにした。茨城県波崎への赴任を間近にした

3月に，水工研に宿舎があるか電話したところ，宿舎は

あるが，私は研究所でなく1年間霞ヶ関で修行してもら

う，と告げられた。職業研究者として張り切っていた時

だったので当時本当に残念であった。霞ヶ関の1年の間

に，水工研で一緒に研究する予定だった当時理研にいた

長島秀樹先生の赴任がキャンセルになり，紆余曲折を経

て，東北区水産研究所に赴任することになった。霞ヶ関

では，大蔵省との予算折衝や国会待機など，中央官庁の

実態を垣間見，また，行政官と知り合いになることもで

き，また東北水研に行けたことを考えると，今は有益だっ

たと思っている。

東北水研に赴任した当時，福島信一部長の下，海洋

第1研究室には工藤英郎室長，奥田邦明・水野恵介主任

研究官，第2研究室には私と，翌年留学から帰国した平

井光行さん，半年遅れで赴任した小川嘉彦室長，と個性
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溢れる強力なメンバが揃っていた。東北大花輪先生，川

村先生，久保川先生，東大海洋研杉本先生・川崎先生，

東海水研友定さん・稲掛さんが参加する「暖水漁場」と

いう津軽暖水と暖水塊の周辺に形成されるマサバ漁場予

測を目的としたプロジェクト研究が進められ，大変賑や

かだった。

マサバ漁場が形成される秋季には，津軽暖水は渦モー

ドと呼ばれる下北半島東方に突出した形状をとる。この

形状は約1ヶ月周期で変動し，その間南北に分裂し，南

側の突出部は前線波動として発達しながら南へ伝播する

（安田他,1988）。これら突出部の南端にマサバ漁場が形

成され，前線波動の伝播と共に南下する（平井他,1988）

ことを用いて，衛星画像を用いた漁場予測手法が開発さ

れた（奥田他,1988）。津軽暖水突出の形状変化は水槽

実験で再現され（川崎・杉本,1988），渦モード形成や

前線波動の発達は久保川さんによる理論化がなされた

（Kubokawa,1988;1991）。

水野さんとは，赴任直後にわかたか丸に乗船し，黒潮

続流と暖水塊の観測を行なった。頻繁に止まるグランデ

イSTD（水温塩分深度計）を使い，船上局の基板を磨

きながら何とか水温塩分のデータを得（水野他,1986），

船員さんからは沈みそうな船で沖合の黒潮観測はやめろ

と責められながらの観測だった。親潮水と黒潮水が入り

組む複雑な東北海域の海洋構造を目の当たりにし，興奮

を抑えられなかった。同時に，東北沖の海洋構造と変動

はあまりに複雑で，それまでに学んだことでは到底理解

できなかった。水野さんはどんな時でも楽しい雰囲気を

作れる方で，観測の重要性とともに人生の楽しみ方を教

えていただいた。

この頃，黒潮から切り離された時計回り渦である暖水

塊が日本海溝に沿って北上する現象を，急峻な海底傾斜

を壁とみなした鏡像効果で説明し，スリップ境界と粘着

境界とで移動方向が反対になることを数値実験で示した

（安田他,1986）。その後，北上過程についてモドンを用

いた考察（YanoandYasuda,1992），千島沖まで北上

した渦について，日本海溝に沿った深層流が作る擬似

ベータ効果による可能性（Yasudaetal.,2000a）を指

摘した。

1986年春季に黒潮から切離した大型の暖水塊86Bは，

北上すると共に，翌年沖から移動してきた大型の暖水塊

から大量の海水を剥ぐように巻き付け大型化した。これ

らの現象を，奥田さん・平井さん・横内さんらと，数ヶ

月おきにわかたか丸・北光丸，俊鷹丸などで連続して観

測し，構造の変化を明らかにした（Yasudaetal.,1992;

横内他,1992）。奥田さんからは，処理されたデータだ

けでなく，生データにこそ本当に新しいことが潜んでい

ることを，小川さんからは，魚と海とをどう結びつける

かについて教えを受けた。

米国MITのFlierl教授の下で，渦の研究をする機会

を得て，順圧渦の融合条件（YasudaandFlierl,1995），

順圧渦の融合機構（YasudaandFlierl,1997），暖水塊

同士の相互作用再現と融合・ストリーマの発生条件

（Yasuda,1995）を明らかにした。これらの研究をまと

めて，学位論文を提出した。米国での1年間は，言葉や

コミュニケーションの問題や思っていたよりも研究が進

まず悶々とした。半年経ち，諦めて，家内とあちこち旅

行するようになってからリラックスして，何とかいくつ

か研究をまとめることができた。諦めること，焦点を絞

ることの大切さを学んだ一年だった。米国留学の前には，

東海大の久保田雅久先生と杉森康弘先生の研究室に2ヶ

月お世話になり，数値計算と海面高度計について勉強し

た。暖水塊の研究は，最近では伊藤幸彦さんが進めてい

る（ItohandYasuda,2010a;2010b;Itohetal.,2011a）。

米国から帰国し，サンマ漁海况予報の担当となった

1991年は，それまで千島沖ロシア200海里経済水域で

サンマの漁期前調査をしていた県水試の調査船が入域で

きず，初期漁場がどこに形成されるかわからない事態と

なっていた。当時サンマ研究室の室長をされていた渡邊

良朗さんと，サンマ漁場分布と海洋環境の関係を調べた

ところ，沖合の親潮前線の南北変動と漁場の距岸距離と

の間に関係を見つけた（YasudaandWatanabe1994）。

次のサンマ研究室の北川大二室長とは，大型サンマは回

遊が早いことを用いて距岸距離と東西位置で代表される

サンマ初期漁場位置を，沖合親潮前線南北変動と大型サ

ンマの割合を用いて推定する手法を作った（Yasuda

andKitagawa1996）。これらの研究以上に重要だった

のは，各県水試の調査船のCTD（電気伝導度水温深度

計）を採水塩分で較正し，サンマ調査時の海洋観測デー

タを海洋研究にも活かす道筋を作ることができたこと

だった。
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4. 北太平洋中層水の起源水追跡

暖水塊の観測を行う中で，黒潮流軸の南側中層に，低

温低塩分高酸素の親潮水が潜り込んでいる様子が捉えら

れていた（Fig.1）。この激しい現象がどのようにして

生じるのか明らかにしたい，ということが北太平洋中層

水に興味をもった直接の端緒である。また，学生時代の

恩師である永田豊先生・杉ノ原先生が主導して世界海洋

循環実験計画（WOCE）のプロジェクトを日本で立ち

上げるということで，東北水研は東北沖の中層水の分布

を課題とする担当として加わることになった。

北太平洋中層水が，北大西洋深層水や南極中層水など

と同様に，海面で高密度化した海水が沈み込んで作られ

た水塊であると仮定する（W�st,1930;Sverdrupetal.,

1949）と，北太平洋中層水の塩分極小は，密度鉛直一様

になるはずである。この密度一様水の欠如を発見した

Hasunuma（1973）は，北太平洋中層水は水塊ではなく，

塩分が表面にゆくほど低くなる亜寒帯水の上に高塩分の

亜熱帯水が層重することで形成される，とした。広域の

観測データをまとめたTalley（1993）は，亜寒帯水と

亜熱帯水が隣接し，上下にも両水塊が交差する東北沖の

混合水域で北太平洋中層水が形成され，その後はほとん

ど変質せずに亜熱帯循環の時計回り循環に沿って輸送さ

れることを示した。東北沖での形成過程として，親潮水

が暖水塊の中層に取り込まれることが一例として示され

た（Talley,etal.1995）。

中央水研に異動していた奥田さんと，1992年5月に

東北水研のわかたか丸，中央水研の蒼鷹丸の共同観測を

企画した。当時採用されたばかりの清水勇吾氏が加わり

ADCP（船底超音波流速計）の解析を始め（清水・安田,

1992），黒潮続流を南北に横切るCTD断面観測を房総

付近から東経151度までの12の南北観測線で行なった。

当時のわかたか丸は代船建造直前の老朽船であり，黒潮

を横切るこれだけの観測が出来たのは長谷川峯清船長を

初めとする乗組員の方々の協力無くしてはできなかった。

また，これら2船の観測の他に，東北沖合のサンマ調査

を目的として取得されたCTD観測データを使わせてい

ただいた。これらサンマ調査時の観測データは，東北水

研のサンマ研究室の渡邊・大関・北川室長，高橋技官，

サンマ研究を通じた県水産試験場との協力関係によって

得られたものである。

このCTD一斉観測から，様々な興味深いことが明ら

かになった（Yasudaetal.,1996）。北太平洋中層水の
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塩分極小の中心密度であるポテンシャル密度 26.7－

26.8・θでの塩分分布と等密度面上での地衡流を近似的に

表す加速度ポテンシャル（モンゴメリポテンシャル）を

重ねたFig.2から，本州東岸に沿って南下した親潮系

の低塩分水（Ⅳ）が房総沖で黒潮続流と合流し，そのま

ま東経150度付近まで黒潮続流に沿って細く帯状に分布

していた。この東向きの流線上の帯状低塩分水は，その

南北での西向きの流線上には見られず，黒潮続流付近で

南西からの黒潮系の高塩分水（I）と等密度面混合して

中間の塩分を持ち広域に分布する新しい中層水ⅡとⅢに

なると推測された。合流するIとⅣの東向き流量をポテ

ンシャル密度0.1・θ毎に見積もると，密度26.4・θより低

密度側では黒潮系水の流量が圧倒的に大きく，一方密度

26.6－27・θでは黒潮と親潮の流量は同程度であった。密

度毎に，流量と塩分を掛算して加え，流量の積算で割り

算して求めた塩分は，密度26.6・θ付近で極小値をとり

新しい中層水の塩分よりも低いことから，黒潮続流に北

から流れ込む親潮水によって北太平洋中層水が低塩分化

され更新される，という描像が支持された。

この観測から得られたもう一つの重要なことは，密度

26.7・θ付近で，黒潮続流に流れ込む親潮水Ⅳの等密度面

間の厚みが，黒潮水Iや新しい中層水Ⅱ・Ⅲに比べて厚

い，ということである。緯度の関数であるコリオリパラ

メタ（f＝2Ωsinθ，Ωは地球の自転角速度，θは緯度）

を等密度面間の厚みで割り算した量は渦位と呼ばれ，水

平方向に大きなスケールの現象では保存される。

黒潮続流や本州近海に見られたこの厚い水塊を，渦位

を用いて元を辿ると，オホーツク海にたどりついた

（Yasuda,1997）。この論文で用いた観測データは，1993

年夏季に実施されたサンマ漁期前一斉調査に北水研調査

（Kono,1997;KonoandKawasaki,1997a;1997b）のオ

ホーツク海部分を加えたものである。密度26.7－26.8・θ

では，西部亜寒帯循環と呼ばれる反時計回りの循環域で

厚みが小さく高渦位，オホーツク海で厚みが大きく最も

低渦位と，近接する2つの海域の渦位は明確な違いがあっ

た（Fig.3）。オホーツク海からの流出水が分布する千

島列島に沿った部分の親潮水は低渦位となっており，そ

の一部は，日本沿岸から黒潮続流に到達していた。オホー
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Fig.2. Isopycnalsalinity（color）andgeostrophicstreamlines（accelerationpotential:contour）at26.7－

26.8・θ.GreenrepresentsOyashioType-IVwaterwiththesalinitylessthan33.8,redKuroshioType-I

waterwithS＞34.2andorangenewNPIW（Type-III）with33.9＜S＜34.0.Type-IIwaterwasdistributed

southoftheKuroshioExtensioneastof147�E.CIis0.2Jkg
－1.ModifiedfromYasudaetal.（2006）.



ツク海では，北太平洋中層水の塩分極小の中心密度であ

る26.8・θで渦位が極小となっていた。この渦位極小水

は，Kitani（1973）でTransitionalWaterと呼ばれた

海水であり，この研究ではオホーツク海モード水と呼ん

だ。渦位極小はオホーツク海水の影響を受けた日本沿岸

の親潮でも弱まりながらも存在していた。黒潮に沿って

輸送される比較的高渦位高塩分水と合流した後は，高塩

分化とともに渦位が上昇し渦位極小が失われた。渦位極

小は鉛直密度一様と同義であり，北太平洋中層水の起源

水は水塊としての性質を持っていたが，勢力の強い黒潮

水と接することで水塊の性質を失ったと解釈された。

WOCEプロジェクトでは，熱・淡水・物質の南北輸

送量を見積もるために，海盆を横切り，岸から岸，海面

から海底までの観測を行うことになっていた。奥田邦明

主席の水産庁開洋丸航海（1994年1－2月の40日間）

の北緯30度P2の観測に物理担当として参加した。初

めの10日間は荒れる海で毎回ケーブルがキンクし，ボ

トル漏れも続き，8時間もかかるキャストもあり，塩分

測定のオートサルも故障を繰り返すなど大変な航海だっ

た。海洋化学の渡辺豊さんや小埜恒夫さんと知り合った

有益な航海であったが，Youetal.（2001）以外論文に

することができなかった。

5. 北太平洋中層水流量の定量化

北大の若土正暁先生，竹内謙介先生のお取り図りによ

り，10年過ごした東北水研から，1994年の10月に北大

地球環境科学研究科大気海洋科学専攻に異動した。松野

太郎先生をはじめとして，池田元美先生，山崎孝治先生，

角皆先生，乗木先生，久保川さん，林さん，謝さん，塩

谷さん，向川さん，大島さん，深町さん等，そうそうた

るメンバが集結しており大いに刺激を受けた。広く海洋

物理から化学・生物，海氷や気象・気候まで広く本格的

な大気海洋科学を学んだ。

転勤した翌年から3年間マイワシの資源変動の解明を

目的としたバイオコスモスというプロジェクト（渡邊良

朗中央水研室長代表）に参加した。過去300年の日本マ

イワシの豊凶と樹木年輪から再構成された北米西岸の気

温との関係を論文（Yasudaetal.1999）にした。黒潮

続流域の冬季水温の変動がマイワシの生き残り変動と関

係があることが見出された（NotoandYasuda,1999;

2003）。マイワシ資源やサンマ漁場が海洋・気候の長期

変動に連動することを目の当たりにして，黒潮や気候の

長期変動を明らかにしたいと思うようになった。黒潮続

流域の熱収支と水温と混合層深度の長期変動について熱

移流の重要性を指摘した（Yasudaetal.,2000b）。

東北水研の杉崎宏哉さんと，マイワシの稚魚採集と黒

潮続流・混合水域での中層水の分布把握を目的とした，

新船若鷹丸による観測航海を1996年5月に行なった。

化学の小埜恒夫さん，成田尚志さんも乗船し，無機溶存

酸素や栄養塩分布についての論文（Onoetal.,1998）

が出た他，吉成浩志君の修論となった。

1997年4月に山形俊男先生のお取り図りで，東大理

学部に転任した。杉ノ原先生・深澤理郎先生が主導して

科学技術振興調整費「北太平洋亜寒帯循環（SAGE）」

プロジェクトが始まり，黒潮続流域での北太平洋中層水

の定量化に関する課題を中央水研と担当するとともに，

中層循環についての一連の課題の取りまとめ役をつとめ

ることになった。1998年5月に，ウッズホール海洋研

究所のJoyce博士らと蒼鷹丸の航海（川崎清主席）を

行った。FrankBahr氏が乗船し，LADCP（垂下式超

音波流速計）や船底ADCPの流速データを準リアルタ
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Fig.3.Isopycnalpotentialvorticity（in10－11m－1s－1）

atat26.7－26.8・θAdaptedfrom Yasuda（1997）.

ShadeddenotePV＜1510－11m－1s－1.



イムで示してくれ，船上で親潮系低塩分中層水が実際に

黒潮続流に沿って東に流れるという実証データを得て興

奮を抑えられなかった。船上で海洋構造と流速の対応関

係のメモを作り，共同研究者に配布し，海域毎に論文を

執筆した（Joyceetal.,2001;Yasudaetal.,2001;Hiroe

etal.,2002;Inoueetal.,2003;Komatsuetal.,2004）。

東北水研の伊藤進一さんを通じて，LADCP観測データ

の扱いを教えてもらった。

北海道沿岸から亜寒帯前線の間の親潮海域には，南西

向き成分と北東に戻る成分があるが，多くの場合南西

向き流量が北東向きを上回る。この南西向きの過剰流量

は，亜寒帯前線以南に取り込まれて北太平洋中層水を作

る風成循環を横切る流量となると考えられる。LADCP

の直接流速観測から順圧潮流成分を引いた流速に相対

地衡流を併せて，絶対地衡流を推定し，この風成循環を

横切る親潮流量を密度 26.7－27.5・θの範囲で約 5Sv

（＝106m3s－1）と見積もった （Yasudaetal.,2001;

Shimizuetal.,2001;2003;2004;Hiroeetal.,2002;Itoet

al.,2004;Ueharaetal.,2004）。この親潮水は，南で黒

潮続流に沿って東向きに流れる成分とほぼ一致しており

（Hiroeetal.,2002），黒潮に沿って黒潮続流域に達する

比較的高温高塩の古い中層水流量約12Sv（Hiroeetal.,

2002;Komatsuetal.,2004）と合流して，両者が混合

することにより新しい北太平洋中層水が作られる，とい

う描像を，絶対地衡流を用いた定量的な観測により検証

することができた（Fig.4）。

これら新しい北太平洋中層水が作られる描像は，他の

期間に行われた親潮・混合水域・黒潮続流でのLADCP・

CTD観測に，流量と熱塩の収支が合うという制限の元

に絶対地衡流を求めた結果でも確認され（Masujimaet
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Fig.4. Schematicillustrationofwatermassdistribution,transformationandtransportrelatedtoNorth

PacificIntermediateWater（NPIW）.ThetransportvaluesareinSv（＝106m3/s）inthedensityrangebe-

tween26.7－27.4.EKC:EastKamchatkaCurrent,WSAG:WesternSubarcticGyre,ESC:EastSakhalinCur-

rent,OY:Oyashio,KE:KuroshioExtension,DSW:DenseShelfWater,OSMW:OkhotskSeaModeWater.

BrokencurvesrepresenttheSubarcticFront（SAF）,SubarcticBoundary（SAB）,KuroshioBifurcation

Front（KBF）,andMixedLayerFront（MLF）SubtropicalFront（STF）fromnorthtosouth.Adaptedfrom

Yasuda（2004）.



al.,2003），その結果を用いて北太平洋中層水による人

為起源炭素の輸送量を見積もった（Onoetal.,2003）。

加えて，東経147－150度での亜寒帯前線付近における

中規模渦活動に伴い亜寒帯前線以南に取り込まれる親潮

水流量が5Sv程度存在し，また，秋季は岸付近で南西

向きの親潮が弱まることに対応して，循環を横切る流量

が少なくなっていた（Masujimaetal.2003）。また，

北緯37度を横切る観測から，黒潮続流に沿って流れ込

んだ親潮水によってできた新しい北太平洋中層水

12.5sv（うち親潮成分5sv）が北緯37度を北上していた

（Yoshinarietal.,2001;2004）。

黒潮続流に流れ込んだ親潮水は，黒潮に沿って輸送さ

れた高温高塩の亜熱帯水と東経150度付近までの間に急

速に混合し新しい北太平洋中層水が形成される

（Yasudaetal.,1996;Masujimaetal.,2003;Kouketsu

etal.,2005）。この急速な等密度面水平混合は，中層層

厚が大きい低渦位親潮水が黒潮続流域に流れ込むことに

よって中層に渦位傾度が作られ，表層での反対向きの渦

位傾度との間で，波長約200kmの中層で大きな振幅を

持つ不安定波動を伴う黒潮の蛇行によって促進されるこ

とが，航走しながらCTDを曳航して観測するMoving

VesselProfiler（MVP）を用いた観測（Kouketsuet

al.,2005;2007）と理論（KouketsuandYasuda,2008）

によって明らかにされた。黒潮続流周辺に頻繁に出現す

る顕著な塩分極小や小スケールの低塩分渦（Okudaet

al.,2001）は，この不安定波動によって説明され，小さ

いスケールの蛇行により大きな鉛直流が生じることが示

された。

北太平洋亜寒帯海域には，中冷・中暖という水温逆転

構造（Uda,1963）が恒久的に存在する。中暖構造の維

持のためには，水平的な高温高塩水の輸送が必要である。

本州東方の亜寒帯前線と亜寒帯境界で挟まれた移行領域

と呼ばれる海域の海水が太平洋を横切り約3Svがアラ

スカ湾に流入し，塩分躍層を維持していることが明らか

にされた（UenoandYasuda,2000;2001;2003;2005）。

この移行領域のうち北緯40－45度，東経155－165度

の海域には，北緯37－40度，東経150度付近の亜寒帯

境界以南の塩分極小の存在する海域からの海水が春から

秋にかけて到達する。冬季には，北西から低塩分水が表

層に添加されながら300m深，密度26.7・θ近くまで深

い混合層が発達し， 塩分極小構造が消失する

（MasujimaandYasuda,2009）。この水塊が東方へ輸

送されて，アラスカ湾に流入して水温極大を形成する。

1999年夏季には，北水研北光丸のロシア海域の調査

（川崎康寛主席）に乗船し，千島周辺の親潮・オホーツ

ク海・千島ムシル海峡・ブッソル海峡のCTD/LADCP

観測を行い，オホーツク海水の太平洋側への流出流量な

どの評価を通じて熱・淡水・塩分・酸素・人為起源炭素

の変質量が見積もられた（Yasudaetal.,2002）。本州

東方移行領域からアラスカ湾に供給される熱・塩分は，

オホーツク海での冷却・低塩分化とほぼバランスする

（Yasuda,2004）。1日連続観測によってムシル海峡での

流速場と海水交換が見積もられた（Kastumataetal.,

2001）。1993年から1997年の夏季の千島列島太平洋側

の海洋構造の変化とブッソル海峡南に出現する巨大冷水

核高気圧性渦について，サンマ漁期前調査の結果を元に

まとめた（Yasudaetal.,2000a）。

6. 千島列島海峡付近の潮汐混合と水塊・気候

長期変動

SAGEプロジェクトにおいて，数値モデリングによ

り，千島列島付近で日周潮汐流が強く（Nakamuraet

al.,2000a），強い鉛直混合が起きている可能性が示され

（Nakamuraetal.,2000b），大きな鉛直混合を千島列島

付近に与えるとオホーツク海水や北太平洋中層水の再現

性が向上することが示唆された（Nakamuraetal.,

2004）。強い日周潮流が存在することは，北大低温研の

ブッソル海峡全体での潮流を分解できる観測で明らかと

なっていた（Katsumataetal.,2004;Katsumataand

Yasuda,2010）。一般に中深層の鉛直混合は小さく，中

深層の水塊変質に大きな影響を与えることは無い，と思っ

ていたため，衝撃を受けると同時に，現実に起きている

かどうか検証する必要性を強く感じた。

オホーツク海の厚い水塊の性質をある程度保持した約

5Svの親潮水が，風成循環境界を横切り，本州沿岸を南

下して黒潮続流に流れ込み，新しい北太平洋中層水を作

る，という観測から得られた確かな事実のうち，何故

5Svもの大量の親潮水が亜寒帯循環から亜熱帯循環に流

れ込むか，という問題に当時大学院生の建部君と取り組
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んだ。強い鉛直混合により生じる等密度面を横切る湧昇

流が深層から中層に向かって存在するならば，その湧昇

した海水は中層西岸境界流として南向きに流れ，風成循

環境界を横切って亜寒帯から亜熱帯へ流れ込むこと

（Fig.5）が3層モデルとして定式化され，風応力と深

層から中層への等密度面を横切る鉛直流w2を与えたモ

デルで確認され，亜寒帯海域でのw2を大きくするほど

循環境界を横切る流量が増加し，沿岸付近の親潮の南下

が強まった（TatebeandYasuda,2004）。
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北海道沖の親潮の分布は，千島列島付近である程度の

大きさのw2を与えると現実的となり，その上で風が季

節変動すると，冬から春にかけて親潮沿岸分枝が南下し，

春から秋にかけて北退する（小川他,1987）という季節

変動が再現される（TatebeandYasuda,2005a）。この

季節変動の原因は，過去の研究で想定されていた順圧の

西進ロスビー波ではなく，風の季節変動に起因する沿岸

を伝播する地形性波動であった。一方，親潮沿岸分枝の

南限緯度の経年変動は，東から伝播してくる傾圧ロスビー

波で説明される（TatebeandYasuda,2005b）。この中

層水の南下を再現する3層モデルの流速場を用いて，季

節鉛直移動するカイアシ類プランクトンNeocalanusの

輸送や炭素輸送量（Shimizuetal.,2009）について推

定した（Tatebeetal.,2010）。これらの一連の研究は，

東北水研斎藤宏明さんの深層生態系プロジェクトの中で

行なった。

2005年に東京大学海洋研究所に移り，研究所の観測

に対するバックアップ体制や，小松幸生准教授，伊藤幸

彦助教や永江・松本技官などスタッフに恵まれたことも

あり，千島列島付近のロシア船を傭船した乱流直接観測

やイワシ類の資源変動や黒潮の栄養塩供給機構解明を目

的とした冬春季の黒潮観測を行なった。乱流については，

東大理の日比谷さんに教えていただいた。

黒潮・黒潮続流の冬の観測は，中央水研の渡邊朝生さ

ん・大関芳沖さん，海洋研の津田敦さんらに大変お世話

になり，2003年から2006年にかけて，水産庁照洋丸・

開洋丸・白鳳丸・淡青丸での観測を行なった。冬の観測

では，マイワシ仔稚魚は2006年3月の黒潮続流前線付

近で数10匹採れるに留まったが，ゾンデ観測は大きな

成果を挙げた（Tokinagaetal.,2006）他，冬季の生物・

混合層分布について貴重な観測データ（Nonomuraet

al.,2011;TakeuchiandYasuda,2003）となった。こ

れらの中で，鶴見精機のNINJAフロートにクロロフィ

ルセンサを取り付けて5日間隔で40m深を漂流し1.5

年黒潮続流域の混合層を観測した時系列観測によって，

冬季に最も積算生物量が多くなるという興味深い結果が

得られている（YasudaandWatanabe,2007）。イワシ

類の卵仔魚輸送や生残との関係については（Nishikawa

andYasuda,2008;Itohetal.,2009;2010;Nishikawaet

al.,2011;2012）があり，黒潮流軸付近の冬季混合層深

度と水温がマイワシの生き残りに関係することが示され，

その変動が黒潮の流速と冷却の変動で主に説明されるこ

とが示された（NishikawaandYasuda,2011;黒潮続

流の季節変動はTatebeandYasuda,2001）。最近のイ

ワシ関連の研究は，斎藤宏明さん代表の農林水産技術会

議魚種交代プロジェクトSUPRFISHの援助を受けた。

SAGEプロジェクトで小埜恒夫さんや渡辺豊さんが，

親潮の中層の酸素濃度に綺麗な20年周期変動を報告し

ており（Onoetal.,2001;Watanabeetal.,2001），何

故そのような変動が生じるのかについて大変興味をもっ
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Fig.5. Possibleexplanationforthecross-wind-

drivengyretransportthroughthewesternbound-

arycurrent（WBC）oftheOyashio（modifiedfrom

TatebeandYasuda（2004））.



た。北水研の川崎康寛さんも長期の観測データから亜寒

帯海域の水塊が大きく変動していることを示していた。

アリューシャン低気圧の指標である北太平洋指数NPI

（NorthPacificIndex）や太平洋 10年振動指数 PDOI

（PacificDecadalOscillationIndex）にも20年程度の

変動があることが報告されており（Minobe,1999;

Minobeetal.,2002;IshiandHanawa,2005），親潮の

酸素の変動も大気の変動に影響であると考えられていた。

PICESで小埜さんの研究を含む黒潮親潮移行域のレビュー

（Yasuda,2003）をした際，事務局の SkipMcKinnel
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Fig.6. Schematicrepresentationdepictingthethermohalinecirculationandthechangesofthewestern

boundarycurrentandair-seainteraction.AdaptedfromYasudaetal.（2006）.

Fig.7.Differencesinwinter-SST（colorin_C）andSLP（Sea-LevelPressure:contoursinhPa）distributions

betweentheperiodsofstrongandweakdiurnaltidesonthebasisofbi-decadalcomponentsthatare

bandpass-filteredin11.6－25.6－yearperiod.OY:Oyashio,OSMW:OkhotskSeaModeWater,K:Kuroshio,

KE:KuroshioExtension,DSW:DenseShelfWater.AdaptedfromYasudaetal.（2006）.



さんから月軌道面の 18.6年周期変動に伴う潮汐変動

（LoderandGarrett,1978）のことを聞き，調べてみる

と変動の周期や位相が良く合っていたことから，当時学

部4年だった長船哲史君と詳しく調べ始めた。

親潮水と，その上流のオホーツク海や千島列島太平洋

側，ベーリング海，に酸素だけでなく，表層塩分，栄養

塩，動物プランクトン密度，水温極小や極大，等密度面

深度や水塊の厚みにも潮汐18.6年振動に同期した変動

が現れており，オホーツク海・ベーリング海の水塊形成・

循環像に千島・アリューシャンでの強い鉛直混合が

18.6年周期で変動すると仮定した場合と整合的な変動

を示していた（OsafuneandYasuda,2006;2010;2012;

Tadokoroetal.,2009）。アリューシャン低気圧NPIや

北太平洋SST変動パターンPDOも18.6年振動と同期

する変動がみられたことを報告し，TatebeandYasuda

（2004）のモデルを改変して，千島列島付近の鉛直混合

変動に伴う，海洋の子午面－鉛直と熱輸送変動で説明を

試みた（Fig.6，7，Yasudaetal.,2006）。羽角博康さ
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Fig.9. Time-seriesof5－yearrunningmeanPDO（PDO5:thinblackcurve）,bi-decadal（BP20:15.5－23.3

year）componentofthePDO（red）andinverted－18.6－yearperiodmooncycle（TIDE186:blue）wherethe

maximumcorrespondstotheminimumdiurnaltide.ModifiedfromYasuda（2009）.

Fig.8.Mean-PDOonthe18.6－yearperiodmooncycleforD・Arrigo-PDOrecords.Theredcurveisthemean

andthesolidanddashedsky-bluecurvesthe90％ and95％ significance.ModifiedfromYasuda（2009）.



んが千島付近で強めた鉛直混合を18.6年振動させた機

構モデル実験を行い，千島で生じた変動が赤道付近に達

してENSOに影響することで日周潮汐極大（極小）か

ら6年後にラニーニャ（エルニーニョ）傾向になるとい

う変動をもたらす可能性を示した（Hasumietal.,

2008）。樹木年輪等から再構成された約300年のPDO時

系列から，スペクトルに統計的に有意な18.6年周期ピー

クが存在し，日周潮汐極大から3－5年後に負PDO，10－

13年後に正PDO（Yasuda,2009）と，気候モデルと類

似の変動が存在することが明らかになった（Fig.8，9）。

全球で潮汐混合とその変動を与えた気候モデル実験から，

千島での変動が黒潮親潮続流域の水温偏差を作り，アリュー

シャン低気圧も連動して変動するという，やや弱いなが

らも観測と整合的な気候変動をもたらすことを示した

（Tanakaetal.,2012b）。

千島列島付近やアリューシャン付近で，数値モデルで

示唆されているような強い鉛直混合が存在するのかを実

証するために，2000m深まで観測できるケーブル付き

乱流計を科研費で導入し，中塚武さん・西岡純さんが率

いた北大低温研のアムールオホーツクプロジェクトと連

携して，ロシア極東水文気象研究所のクロモフ号を用い

た千島付近の直接乱流観測を2006/2007/2010に行なっ

た（Fig.10）。乱流計はRolfLueck氏が作ったもので

あり，大変安定した機器であるが，ケーブルを掃き出す

装置やウインチ・モータ・ケーブルが度々トラブルに見

舞われ，順調に観測できるまで約3年かかった。潮汐混

合とオホーツク海・ベーリング海の関係については，月

刊海洋（2008年11月号外50，2011年11・12月号）で

特集を組んだ。

浅いウルップ海峡では，潮流が海底傾斜をかけ下る時

に，鉛直混合係数にして0.5m2/sに達する極めて強い

鉛直混合が発生し，海面から海底水深600m付近まで
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Fig.10.Columnaveragedverticaldiffusivity（inm2s－1）directlymeasuredduring2006－2009inthecruises

ofR/VsHakuho-maru,Tansei-maruandKhromov.



一様にしてしまうことが明らかになった（Itohetal.,

2011b）。日周潮汐の小潮では混合は弱く，比較的強い

混合は，潮流が海底傾斜をかけ下るように転流する際，

及び，短周期の流速変動が通過する際に生じていた

（Itohetal.,2010）。1500mでも1.5m/sもの潮流が存

在するブッソル海峡西水道では，中層1000m深付近で

0.1m2/sを超える大きな鉛直混合が，平均流と日周潮汐

流の両方の鉛直勾配が重なり強調される際に，発生する

ことが明らかになった（YagiandYasuda,2012）。

親潮海域の生物生産を支える鉄の供給に，アムール川

を通じてオホーツク海中層に運び込まれた鉄が，千島列

島での強い潮汐混合によって表層にもたらされることが

観測によって明らかにされつつある（中塚他2008，西

岡他2011）。アリューシャン列島付近においても，直接

観測により，強い乱流の存在が確認されており，ベーリ

ング海の陸棚縁辺に夏季でも生物生産が持続されるグリー

ンベルトの維持に，強い鉛直混合を通じた鉄の鉛直輸送

が重要な役割を果たす（Tanakaetal.,2012a）など，

これまでブラックボックスとして扱われていた乱流によ

る栄養塩鉛直輸送が実証的に示されるようになってきた。

7. まとめにかえて

私が海洋学を始めてから約30年，新しい観測手段と

数値モデリングの進展によって，多くの新しい情報が得

られるようになった。海洋学の革新は，新しい観測によっ

てもたらされることを改めて実感している。私の場合は，

ナンセン採水器から始まり，STD，衛星 SST画像，

CTD，ADCP，LADCP，衛星海面高度計，MVP，等

密度面アルゴフロート，混合層クロロフィルフロート，

乱流計，硝酸計，乱流計グライダなどを通じて，新しい

海を見てきた。今後，数値モデリングの精緻化や衛星・

レーダ観測の高精度化・普及とともに，乱流，深海，海

底付近，生化学パラメタを精密かつ高頻度で観測できる

手法によって，乱流や小規模渦が海洋大循環や気候変動

に果たす役割が定量的に明らかにされてゆくと期待する。

研究を始めた当初，複雑で全ての過程が含まれた魅力

あふれる東北の海に出会ったことが，海への興味を今ま

で持続できた要因だと感じている。複雑でとても自分に

は手に負えないと思っていた東北の海であるが，30年

の間の様々な研究努力や技術革新で，随分いろいろなこ

とがわかるようになってきた。東北三陸海域は，受賞講

演をすることになっていた大気海洋研での大会の直前に，

大震災と大津波に襲われ，多く方々が犠牲となり，漁業

に甚大な被害が出た。世界でも有数の漁業生産を支える

海の物理特性と生物生産過程・変動を明らかにし，漁業

の再生につなげることが，東北の海に対する恩返しと考

えている。
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Abstract

StudiesonNorthPacificIntermediateWater（NPIW）bytheauthorwerereviewedasa

lectureof2011JOS-prize.Thick,coldandlow-salinityintermediatewater-mass（Okhotsk

SeaModeWater）isformedthroughdenseshelfwatersinkingintheOkhotskSea,largely

influencedfromstrongturbulentverticalmixingaroundtheKurilStraits.Thisthickwater-

massflowsouttothePacificandismixedwiththinPacificwatertoformOyashiowater.

SignificantamountofOyashiowaterwhichretainsthethickwatermassflowsalongthe

eastcoastofHokkaidoandHonshu,andmergeandmixwiththeKuroshioExtension,to

formnewNPIW.TheisopycnalmixingneartheKuroshioExtensionisenhancedbyinstabil-

itycausedbytheintermediatethickOyashiowater.ThenewNPIW flowsalongthelarge-

scalesubtropicalgyrecirculation,andapartlosesitsintermediatesalinityminimumstruc-

tureintheTransitionDomainbyoverlyinglow-salinitysubarcticwateranddevelopeddeep

mixedlayer.ThiswaterflowsintotheAlaskanGyreandfeedthemesothermal（temperature

verticalmaximum）structureinthesubarcticNorthPacific.Intheintermediatelayerinthe

northPacificsubarcticgyre,supplyofthiswarmandsalinewaterismostlybalancedwith

coldandlowsalinitydensewatersupplyintheOkhotskSea.Thestrongturbulentmixing

aroundtheKurilandAleutianStraitsetc.hasstrongimpactonmodificationandlong-term

variationsofwatermasses.18.6-yearperiodtidalcycleisacauseofwater-massvariability,

andeventuallypossiblyleadstobidecadalvariationsofoceanandclimate.

Keywords:NorthPacificIntermediateWater，OkhotskSea，Oyashio，

MixedWaterRegion，Kuroshio，KuroshioExtension，

salinityminimum，turbulentmixing，

18.6-yearperiodtidalmodulation，bi-decadalvariability
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