
第２節　海洋環境や資源状況の情報とその活用状況
　漁業を行う上で、漁獲しようとしている魚種の資源が十分にあるのか、どの程度までなら
漁獲が可能なのか、また、魚の分布・回遊と密接に関連する水温、海流等の海洋環境がどう
なっているのかなどを知っておくことは重要です。

（１）海洋環境の把握
（人工衛星による海水温等の把握とその利用）
　魚にはそれぞれ好む水温帯があり、また、回遊魚は異なる水塊の境界周辺に集まることが
経験的に知られています。このため、海洋の水温の空間分布をあらかじめ把握できれば、目
的とする魚が分布する場所を推測することができ、漁場を探索する時間と労力を節約し、効
率的な漁業を行うことができます。また、海水温の変動は海洋生物の資源変動をもたらす要
因の一つと考えられ、その長期的な変動を明らかにし海洋生物の変動との関係を把握するこ
とは、水産分野における気候変動への円滑な適応を進める上での重要な課題となっています。
　我が国では、100年以上前から海洋観測で測定した海水温などの海洋環境と魚の分布や漁
獲との関係が調べられてきました。明治・大正期の農商務省技官北原多作は「漁業をして健
全なる発達を遂げしめんには海洋と水族の相互関係を解明ならしむることが特に肝要であ
る。即ち重要水族の生態、海洋の理化学的性状及び漁況とを多年に亘りて調査し、その資料
総合乃至は分析を行い、以て漁業の向かうところを指示し得るに至って初めてその目的を達
成し得るのである」と海洋調査の重要性を説き、明治43（1910）年から漁業基本調査が開始
されました。はじめは、沿岸に設定した観測点での水温や比重の定期的な観測を主体とした
ものでしたが、大正７（1918）年からは複数の観測点を沿岸から沖合に向け伸びるライン上
に配置した定線観測も本格的に行われるようになりました。同時に、我が国周辺の海水温観
測結果をまとめた海水温分布と漁獲の状況を記載した海洋図が定期的に発行されるようにな
りました。これ以降、調査船を用いた我が国沿岸域の海洋の定線観測は、水産庁の水産研究
所（現：国立研究開発法人水産研究･教育機構）及び都道府県の水産試験場等により現在ま
で継続して実施されています（図Ⅰ－２－１）。
　また、漁業者向けの海況情報の提供も継続して行われ、全国規模としては、昭和47（1972）
年から社団法人（現：一般社団法人）漁業情報サービスセンター（JAFIC）がその業務を行っ
ています。人工衛星情報などの海洋環境情報に加え、漁場の海面水温や漁獲物情報、漁港へ
の水揚げ状況などを収集・整理し、漁業に役立つ漁海況情報を発信しています。
　調査船による観測や漁業現場情報に基づく海況情報は、漁業者に届く段階では、過去の情
報となってしまうことから、漁業者が必要とするリアルタイムの海況情報、そして未来の予
測情報の提供は、長年の夢でした。その実現までには、衛星観測技術とスーパーコンピュー
ターを用いた海洋の状態を再現・予測する数値シミュレーション技術の発展が必要でした。
1980年代になり、米国の気象観測衛星NOAA＊１に搭載されているAVHRR＊２センサーによ

＊１	 National	Oceanic	and	Atmospehric	Administration：米国海洋大気圏局又は所属する気象衛星の愛称。
＊２	 Advanced	Very	High	Resolution	Radiometer：改良型高解像放射計
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る海面水温観測データの利用が可能となり、昭和60（1985）年からは準リアルタイムで人工
衛星から見た解像度の高い広域の海面水温マップの提供がJAFICにより開始され、漁業者は
FAX通信を介して、漁場で最新の海面水温の詳細な分布を把握することが可能になりまし
た。これにより、一気に衛星データ利用の時代が到来することとなりました。また、
NOAA衛星からのデータは、比較的簡単な受信装置で取得できることから、1990年代以降、
水産関係の試験研究機関などでもリアルタイムで情報が得られるようになり、利用が広がり
ました。また、洋上におけるデジタル通信の普及により、漁船での海況情報の入手方法も
FAX受信から携帯電話やパソコンによりインターネットを経由して直接利用する方法に変
わってきています。
　我が国においても新しい世代の地球観測衛星の運用が開始されています。平成24（2012）
年に打ち上げられたGCOM-W＊１（しずく）はマイクロ波放射計を搭載し、解像度は粗くな
りますが、通常のセンサーでは観測できない雲に覆われた海域の海面水温を観測することが
でき、他の衛星によるデータと併せて用いることにより海面水温観測の精度向上に役立てら
れています。平成27（2015）年には新しい静止気象衛星ひまわり８号の運用が開始され気象
監視に活躍していますが、同時に10分に１回という高頻度での海面水温観測データが利用可
能となり、海洋分野への利用も開始されています。平成29（2017）年12月にはGCOM-C＊２（し

＊１	 GCOM（Global	Change	Observation	Mission）は地球環境変動観測ミッション。GCOM-Wは水循環変動観測衛星。
＊２	 気候変動観測衛星

資料：�海洋観測に関する都道府県の計画（平成25（2013）年度）に基づき水
産庁で作成
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図Ⅰ－2－1　�沿岸から沖合に向けた定線観測図
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きさい）が打ち上げられました。「しきさい」は高解像度（250mメッシュ）で海面水温、海
色を観測することが可能であり、海況情報の質的な向上が期待されています。このように、
海面水温に関しては、衛星観測の充実によってリアルタイムでの把握が可能になりました。
　一方、海洋の状態を知るには、海面だけではなく海の中の水温や塩分の情報も必要です。
このため、前述した水産関係の試験研究機関による定線観測では海中の情報も収集していま
す。また、2000年代以降、世界各国が共同で実施しているアルゴ計画＊１により、世界中の
海でアルゴフロートと呼ばれる観測機器による水温や塩分の自動観測が拡充され、外洋域の
観測データが定常的に得られるようになっています。
　1990年代以降、衛星観測により海面高度＊２の情報が得られるようになると、現場観測に
よる水温及び塩分データと、衛星観測による海面水温及び海面高度のデータを統合し、海洋
構造を再現する技術や数値モデルを用いた海況予測システムの開発が進みました。国内にお
いても、気象庁、国立研究開発法人海洋研究開発機構、（研）水産研究・教育機構などにお
いて海況予測システムの開発、運用が行われ、１～２か月先までの海況予測情報の定期的な
発信が実施されています。（研）水産研究・教育機構による海況予測情報は、我が国周辺の
イワシ類やスルメイカの漁況予測にも活用されています。
　漁業活動の効率化を進めるため、詳細で精度の高い海況予測情報が必要不可欠です。その
ためには、海洋状態把握の基盤となる調査船調査による多項目データや外洋域で展開される
アルゴフロート等による海洋観測データに加え、漁業活動の機会を利用した漁業者による観
測の実施等により現場観測データの拡充を図ることが効果的です。そして、これらの現場観
測データと高い性能を持った米国のJPSS＊３シリーズや日本のGCOMシリーズなどの極軌道
衛星、静止気象衛星ひまわりによる観測データを組み合わせて漁業活動に有用な情報を創出
していくことが重要な課題です。特に、複雑な海況の影響を受ける沿岸域の漁業に対しては、
海況予測モデルを活用した、解像度の高い海況予測情報の提供が期待されています。

＊１	 全世界の海洋にアルゴフロートとよばれる約3,700個もの観測機器を漂流させ、海洋の表層と水深２千mまでの中
層の水温・塩分などをリアルタイムで測定する国際観測計画。

＊２	 地球楕円体面から海面までの高さ。海面下の水温や塩分濃度の分布を反映して海面の高さにずれが生じ、例えば、
周囲よりも温かいと海面が高くなる。

＊３	 Joint	Polar	Satellite	System：共同極軌道衛星システム

図Ⅰ－2－2　衛星観測データと調査船やアルゴフロート等の現場海洋観測データの活用
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【コラム】人工衛星による海洋観測について

　海洋観測に用いられる人工衛星は、衛星の軌道により地球を南北に周回する極軌道衛星（太陽同期軌
道衛星）と赤道上の上空を地球の自転と同じ周期で東西に周回し地球上からは静止して見える静止軌道
衛星の２種類に大別されます。
　代表的な極軌道衛星には、米国海洋大気庁が運用するNOAA衛星、欧州気象機関/欧州宇宙機関が運
用するMetop＊１衛星があり、静止軌道をとる衛星には日本のひまわりや米国のGOES＊２などの静止気
象衛星があります。これらの衛星には地球観測のための様々な放射計が搭載されており、海面水温は海
面から放射される赤外線やマイクロ波の測定データを基に算出されます。
　現在、NOAA衛星は３機、Metop衛星は２機が運用され、地表面から800～850㎞高度を100分程度で周回
しながら、搭載されている放射計AVHRRにより軌道下の幅約2,900㎞の範囲を1.1㎞の解像度で観測していま
す。海面水温はAVHRRによる可視光から赤外までの複数の波長帯の放射強度観測データのうち、赤外の領域
で大気中の水蒸気による吸収の少ない幾つかの波長帯のデータを基に算出されます。なお、これらの人工衛星
は、軌道修正のための燃料を必要とし、その搭載量により設計寿命が設定されており、観測継続のため機能
向上を図りながら定期的に後継衛星が打ち上げられています。AVHRRを搭載したNOAA衛星は平成21（2009）
年に運用を開始したNOAA-19が最後となり、平成23（2011）年には、その後継となる放射計VIIRS＊３を搭載
したS-NPP＊４が打ち上げられ、750mの解像度での海面水温、海色の観測が開始されました。また、平成29
（2017）年には同じくVIIRSを搭載したJPSS-1（NOAA-20）が打ち上げられ、AVHRRからVIIRSへの移行が
進んでいます。VIIRSには夜間光を観測するセンサーが含まれており、灯火を用いた漁船操業のモニタリング
にも活用されています。
　我が国においても、高い機能を持つ極軌道衛星を用いたGCOMが宇宙航空研究開発機構（JAXA）により
進められています。平成24（2012）年に水循環のメカニズム解明のため打ち上げられたGCOM-W（しずく）
には国産のマイクロ波放射計AMSR2＊５が搭載されています。海面から放射されるマイクロ波の雲を透過する
特性により、AMSR2のマイクロ波観測データから雲に覆われた海域も含めた海面水温データが得られま
す。平成29（2017）年に気候変動監視を目的として打ち上げられたGCOM-C（しきさい）には解像度の高
い多波長放射計SGLI＊６が搭載され、近紫外、可視から赤外までの19の波長帯で最高250mの解像度での観
測が可能です。海面水温、海色について、250mの解像度での観測が始まっています。
　静止気象衛星ひまわりは、平成27（2015）年から従来よりも大幅に機能が向上したひまわり８号の
運用が開始されました。ひまわり８号は、東経140度付近の赤道上空３万5,800㎞に配置され、西太平
洋を中心とした東経80度から西経160度、北緯60度から南緯60度の領域（ほぼ地球の約３分の１）を
観測しています。搭載されている放射計AHI＊７により、可視から赤外までの16の波長帯での10分毎の
観測が行われ、解像度２㎞の海面水温データと解像度１㎞の海色データが利用可能になっています。
　人工衛星による海洋観測データの漁業への利用は、長くNOAA衛星、Metop衛星による観測データを
基にした海面水温のスナップショット図や合成図を用いる形でした。近年においては、GCOM-Wのマ
イクロ波放射計による雲域も含めた観測データやひまわり８号の高頻度観測データなどの多様な海面水
温情報に加え、海色や海面高度データの漁業への活用も進められています。

＊１	 Meteorological	Operational	Satellite	Program	of	Europe：欧州の極軌道気象衛星
＊２	 Geostationary	Operational	Environmental	Satellite：米国の静止気象衛星
＊３	 Visible/Infrared	Imager	Radiometer	Suite：可視赤外撮像機放射計
＊４	 Suomi	National	Polar-orbiting	Partnership：米国の極軌道衛星
＊５	 Advanced	Microwave	Scanning	Radiometer2：高性能マイクロ波放射計２
＊６	 Second	generation	Global	Imager：GCOM-C搭載の可視赤外放射計
＊７	 Advanced	Himawari	Imager：ひまわり８号搭載の可視赤外放射計
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（２）資源状況の把握
（計量魚探の活用）
　水産資源の資源状況を把握する一連の過程を資源評価と呼びますが、資源評価は資源を適
切に管理し、漁業を持続的に行う上で非常に重要です。資源状況が悪ければ、漁獲を調整す
ることにより資源状況を回復させ、また、資源状況が良ければその状況を維持できるよう適
切に漁獲する必要があるからです。資源評価を実施する上で基礎となる情報が、漁業によっ
て得られる漁獲量等のデータです。
　一方、漁業から得られる情報にはいくつかの制約があり、例えば漁場以外の海域における
情報や、漁獲対象となるサイズ以外の情報については基本的に入手できません。また、禁漁
措置が取られた場合には、漁業からは情報が原則入手不可能となります。そのため、調査船
による調査を実施することによって、漁業とは独立した情報を収集しています。近年、資源
評価に関する調査船調査として、魚群探知機（魚探）調査が行われています。
　魚探調査は、計量魚探と呼ばれる高性能の魚探を用いて対象種の資源量等を推定する調査
です。魚探は、船から水中に向けて超音波パルスを発射し、魚群や海底等から跳ね返ってき
たエコーの反射強度を受信・測定するシステムです。しかしながら、反射強度のみからは魚
群を構成する魚の種類や個体数は分かりません。そこで、魚探によって魚群が見つかった場
合には、魚群の一部をトロール網等によって漁獲し、魚群を構成する魚の種類と体長分布を
調べます。それらが分かれば、魚群中の「魚１個体当たりの反射強度（ターゲットストレン
グス：TS）」の平均値が求められるため＊１、魚群全体から跳ね返ってきた反射強度の総量を
除することによって、魚群に含まれる魚の平均個体数密度が分かります。魚探調査は、この
魚探を稼動しながら、調査海域内に設けられた複数の定線上を航走することによって、各定
線下における対象種の分布密度を求め、それを基に資源量等を推定します。

（３）海洋環境の変化と水産資源との関連
（海洋環境と資源変動）
　水産資源の資源量は海洋環境の影響を強く受けます。特に、卵や仔

し

稚
ち

魚
ぎよ

と呼ばれる発生の
初期段階における生残率は、海洋環境の影響を強く受けます。また、影響を与える環境要因
としては、水温、海流、餌量等があり、中でも水温については、他の要因よりも測定が容易
で情報量が豊富なため、多くの資源について資源変動との関係が調査・報告されています。
例えば、北太平洋の水温には、レジームシフトと呼ばれる数十年規模の変動が認められてい
ますが、我が国周辺水域では、水温が温かい時代である温暖レジームにはカタクチイワシや
スルメイカ等の漁獲量が増え、逆に冷たい時代である寒冷レジームにはマイワシやスケトウ
ダラ等の漁獲量が増える傾向にあります。1990年代以降、我が国周辺水域は温暖レジームに
あり、カタクチイワシやスルメイカの資源状況が良好でしたが、近年はこれらの魚種の資源
量が減るとともに、マイワシの資源量が増えており、寒冷レジームに移行しつつある可能性
が示唆されています。このような魚種交替が生じるメカニズムについては未だ不明な点が多

＊１	 TSについては、予め室内実験等により、魚種ごとに体長とTSの関係式が求められているため、その式に観測さ
れた魚種の体長分布を当てはめることによってTS分布に変換し、それから各魚群の平均TSを算出する。
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いのですが、例えば、マイワシ仔魚の方がカタクチイワシ仔魚よりも成長に好適な水温が低
いことが確認されており、これが寒冷レジームにおいてマイワシは増えるが、カタクチイワ
シは減る一因となっている可能性等が示唆されています（図Ⅰ－２－３）。

（気候変動による影響と適応）
　気候変動は、地球温暖化による海水温の上昇等により、水産資源や漁業・養殖業に影響を
与えます。海水温の上昇が主要因と考えられる近年の現象として、ブリやサワラ等の分布域
の北上があり、ブリについては、近年、北海道における漁獲量が増加しています。また、沿
岸資源については、九州沿岸で磯焼けが拡大してイセエビやアワビ等の磯根資源が減少した
り、瀬戸内海では南方系魚類であるナルトビエイの分布拡大によるアサリへの食害が増加し
たりしています。さらに、養殖業においては、陸

む
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でのホタテガイの大量斃
へい

死や広
ひろ

島
しま

湾
わん

で
のカキの斃死率の上昇、有

あり

明
あけ

海
かい

でのノリの生産量の減少等が報告されています。このような
状況に対処するためには、例えば、分布域が北上した魚種については現地での利用を促進し
たり、ホタテガイの大量斃死を防ぐために、水温が20℃を超えた際に養殖施設を水温の低い
下層に移すなどの対策を検討していくことが必要です。
　我が国周辺水域は1990年代以降温暖レジームにあり、近年観測されている海水温の上昇が、
地球温暖化によるものか、レジームシフトによるものかの判断は困難ですが、地球温暖化に
よる海水温の上昇が、今後中長期にわたって進行したと仮定した場合の水産資源への影響評
価も行われています。例えば、日本海のスルメイカや北太平洋のサケ（シロザケ）について
は、そのような仮定に立てば2100年頃に向けて夏季の分布域が当然のこととして北上するこ
とが予測されています（図Ⅰ－２－４）。
　気候変動は、海水温だけでなく、深層に堆積した栄養塩類を一次生産（主に植物プランク
トンによる光合成）の行われる表層まで送り届ける海水の鉛直混合等にも影響を与えるもの
と予測されています＊１。さらに、大気中の二酸化炭素濃度の上昇に伴って海洋の酸性化も
進行するとみられます。このような環境の変化が海洋生態系に与える影響については、調査

資料：�（研）水産研究・教育機構
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図Ⅰ－2－3　�魚種交替がみられる魚種の漁獲量の推移
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船や人工衛星を用いてしっかりモニタリングしていくことが重要です。
　気候変動に対しては、温室効果ガスの排出抑制等による「緩和」と、避けられない影響に
対する「適応」の両面から対策を進めることが重要です。このうち適応に関して、国は、平
成27（2015）年に政府全体として「気候変動の影響への適応計画」を決定しました。また、
特に農林水産分野における適応策については、同年に策定した「農林水産省気候変動適応計
画（適応計画）」に基づき、将来予測等を踏まえて計画的にきめ細かく対応することとして
います。このうち、水産分野に関しては、環境変動下における資源量の把握や漁場予測の精
度向上を図ること、高水温への耐性を持つ養殖品種の開発や魚病への対策を講じること等に
より、環境の変化への適応を進めていくこととしています。例えば、ノリについては、既存
品種は23℃以下の水温にならないと安定的生産ができないため、24℃以上で２週間以上生育
可能な育種素材の開発が進められています。また、魚病については、水温上昇に伴い養殖ブ
リ類の代表的な寄生虫であるハダムシの繁殖可能期間の長期化が予測されています。ハダム
シがブリ類に付着すると、魚が体を生

いけ

簀
す

の網に擦り付けることで表皮が傷つき、他の病原性
細菌等が体内に侵入する二次感染によって養殖ブリ類が大量に死亡することがあります。そ
のため、ハダムシが付きにくい養殖ブリ類の品種の作出が進められています。
　さらに、平成28（2016）年５月には、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための
政府の総合計画として、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。農林水産省では、こ
れを踏まえた「農林水産省地球温暖化対策計画」を平成29（2017）年３月に策定しました。水
産分野では、省エネルギー型漁船の導入の推進等の漁船の省エネルギー対策、流通拠点漁港等
における効率的な集出荷体制の構築等の漁港・漁場の省エネルギー対策、二酸化炭素の吸収・
固定に資する藻場等の保全・創造対策の推進により、地球温暖化対策を講じていくことが盛り
込まれました。今後、「適応計画」と一体的に推進していくこととしています（図Ⅰ－２－５）。

図Ⅰ－2－4　�2050年、2100年頃のスルメイカ、シロザケの分布変化の図

温暖化による水温予測結果を用いた７月の日本海に
おけるスルメイカの分布密度予測図

資料：�地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応
技術の開発（プロジェクト研究成果シリーズ483）

2000年 2050年

少ない 多い

2100年

温暖化による水温予測結果を用いたサケの分布域予測図

資料：�地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の
開発（プロジェクト研究成果シリーズ559）

　注：�緑の領域：サケの分布域、青線：南限水温、赤線：南限塩分。

現在 2050年 2095年

３月

８月

＊１	 温暖化により表層の水温が上昇すると、表層の海水の密度が低くなり沈みにくくなるため、鉛直混合が弱まると
予測されている。
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（４）情報の収集・活用の重要性
　以上みてきたように、漁業を行う上で、海洋環境や資源状況を把握することは非常に重要
なことです。今後も、発達の著しいICTを始め新しい技術を活用して、多くの情報を収集・
分析しつつ海洋環境や資源状況に関する研究を進め、漁業者に信頼度が高い情報を提供する
ことによって、持続的な漁業につながることが期待されます。

資料：�気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気候変動とそ
の影響』（2012年度版）

気候変動
（地球温暖化）

人間活動による
温室効果ガス濃度

の上昇を抑制 最大限の緩和策
でも避けられない

影響を軽減
影響

【緩和策】
温室効果ガスの排出削減と吸収対策

《例》
◆ 省エネルギー対策
◆ 再生可能エネルギーの普及拡大
◆ CO2の吸収源対策
◆ CO2の回収・貯留

【適応策】
悪影響への備えと新しい気候条件の利用

《例》
◆ 渇水対策
◆ 治水対策、洪水危機管理
◆ 熱中症予防、感染症対策
◆ 農作物の高温障害対策
◆ 生態系の保全

図Ⅰ－2－5　�気候変動と緩和策・適応策の関係
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