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研究成果の概要（和文）： 
沿岸ポリニヤは、風や海流により発散場になることによって形成される薄氷域であり、海
氷の生産工場と呼ばれる。また膨大な結氷に伴い高密度水が形成されるので、海洋の熱塩
循環や二酸化炭素等の物質循環をはじめとした、気候システムに重要な役割を果たしてい
ると考えられている。本研究では、マイクロ波放射計による衛星データから、ポリニヤ域
を検出し、そこでの氷厚を推定するアルゴリズムを開発した。そして主にこのデータから、
ポリニヤメカニズムを調べた。さらにそこから得られる知見をもとにシンプルなモデルを
提案した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Coastal polynya is thin ice area formed by divergent wind or ocean current. Coastal 
polynya is considered to play important roles in the climate system through global 
thermohaline circulation and biogeochemical cycle such as CO2 because the active 
freezing forms dense water. In this study, we developed a new algorithm for satellite 
passive microwave data. The algorithm can detect polynya area and can estimate the 
ice thickness. We examined polynya mechanism by using this satellite dataset. We also 
proposed a simple model based on a new knowledge obtained from the satellite data 
analysis. 
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１．研究開始当初の背景	 
	 沿岸ポリニヤは、海氷野の最も奥の沿岸域
に存在し、現場観測が非常に困難なため(砕
氷船でしか行くことができず，氷厚が薄いの

で上に乗って観測作業が出来ない)、これま
で広範囲で長期間の現場観測は行われてい
ない。人工衛星による観測は、1970 年代頃か
ら行われてきている。主なものとして、時間
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や天候に左右されないマイクロ波放射計
(SMMR や SSM/I)による輝度温度から、海氷の
密接度(単位面積当たりに氷が占める割合)
と種類を推定し、沿岸ポリニヤ域(主に疎氷
域であると定義された)の検出を試みたもの
[Martin	 et	 al.,	 1992;	 Cavalieri,	 1994 な
ど]がある。しかしながら、これらの研究で
は比較・検証データを伴っていないため、衛
星が実際には何を見ているか確認されてい
ない。最近になってわずかではあるが、海中
に係留された音響測器 (Ice	 profiling	 
sonar:	 IPS)によって、現場での氷厚のモニ
タリングが北極海やオホーツク海の限られ
た沿岸ポリニヤ域で行われている[Drucker	 
et	 al.,	 2003]。IPS によるデータは、視野が
狭いため、単体で沿岸ポリニヤ全体の変動を
把握することはできないが、衛星観測の比
較・検証データとしては非常に強力である。
IPS による氷厚や、晴れた日の衛星による赤
外線画像から、沿岸ポリニヤは過去に考えら
れていたような海面が露出している疎氷域
ではなく、ほぼ 100%薄氷で覆われていること
がわかってきた(沿岸ポリニヤが存在する海
域は気温が-20℃以下であるので、海面が一
時的に露出しても、すぐに結氷してしまう)。
過去にマイクロ波放射計による衛星観測か
ら、沿岸ポリニヤ域が疎氷域と誤って定義さ
れてしまったのは、海面と薄氷表面の輝度温
度が似ているので、海氷密接度を見積もるア
ルゴリズムが、薄氷(沿岸ポリニヤ)域を海面
と誤認してしまい、密接度を過小評価するた
め[Cavalieri	 et	 al.,	 2005]と、なによりも
観測が少なく、(薄氷で覆われているという)
沿岸ポリニヤの実態がよくわかっていなか
ったためである。最近になって、SSM/I の輝
度温度を用いて、沿岸ポリニヤ域を検出し、
そこでの薄氷厚を見積もるアルゴリズムが、
他の衛星(AVHRR)や現場観測による検証デー
タとの比較から、北極海のチャクチ海や南極
海で開発されている[Martin	 et	 al,	 2004;	 
Tamura	 et	 al.,	 2007,]。	 
	 沿岸ポリニヤのモデルにも、観測による基
礎的な情報の不足のために生じた問題点が
挙げられる。よく使われる代表的な沿岸ポリ
ニヤのモデルとしてPease	 [1987]によるもの
があるが、これは沿岸ポリニヤ域を薄氷では
なく、完全に海面と仮定してしまっている。
従って、より多くの熱が海洋から大気へ奪わ
れてしまい、海氷生産が促進され、結果とし
て沿岸ポリニヤの大きさ(幅)をかなり過小
評価している可能性がある。実際に Pease の
モデルでは、晴れた日の衛星可視画像から確
認される 50km 以上の幅の沿岸ポリニヤを説
明することが出来ない。気候変動を予測する
ための全球モデルにおいては、沿岸ポリニヤ
域における海氷生産量は、海氷域における熱
塩フラックスの境界条件となる。しかしなが

ら従来のほとんどのモデルでは、空間スケー
ルの小さな沿岸ポリニヤをうまく解像する
ことが出来ず、表層からの重い水の潜り込み
は、本来あるべき沿岸ポリニヤからではなく、
深い外洋域で生じており、正しく熱塩循環が
表現されているとは言えない。沿岸ポリニヤ
を解像しようとすると、局所的にモデルの空
間解像度を上げる等の工夫をする必要があ
る[Marsland	 et	 al.,	 2007]。さらに、従来
の一般的に用いられている海氷モデルは、本
来数メートルの厚さの海氷で覆われる北極
海中央部を対象としているので、薄氷で覆わ
れる沿岸ポリニヤにおける海氷生産量を再
現するためには、非現実的な仮定をしてチュ
ーニングを行う必要もある[Marsland	 et	 al.,	 
2007]。	 
	 
２．研究の目的	 
	 本研究の第一の目的は、南北両半球全体の
沿岸ポリニヤの変動を、様々な気象・地理的
条件の下、衛星データを中心に用いて長期間
にわたって同一基準で調べ、その変動メカニ
ズムを明らかにすることである。第二の目的
は、データ解析から得られた知見をもとに、
全球規模のモデルに適用可能な沿岸ポリニ
ヤのパラメタリゼーションおよびシンプル
なモデルを提案することである。	 
	 
３．研究の方法	 
	 海氷の断熱効果は、氷厚が薄くなるに従っ
て急激に弱くなる。特に氷厚が 20cm 以下の
場合は、厚さによって大気への熱損失は大き
く異なり、数 cm の氷厚の違いで熱損失が数
百 W/m2も異なる場合がある。従って沿岸ポリ
ニヤにおける海氷や重い水の生産量を考え
る場合、ポリニヤ域を検出し、その薄氷厚分
布を見積もるアルゴリズムを全球で開発す
ることが本研究の鍵となる。現場観測から、
マイクロ波放射計による輝度温度の偏波比
は、薄氷厚と相関関係があることが示されて
いる[Hwang	 et	 al.,	 2007]。(海氷は厚くな
るに従い脱塩するので、海氷表面の塩分と薄
氷厚には相関関係があることが示されてい
る[Kovacs,	 1996]。マイクロ波放射計による
偏波比は、実際には氷厚をみているのではな
く、誘電率を介して海氷表面の塩分をみてい
る[Hwang	 et	 al.,	 2007]。)	 本研究では、こ
の輝度温度の偏波比と氷厚との関係を利用
して、薄氷厚アルゴリズムの開発を行った。
北極海のチャクチ海や南極海では、この関係
を利用したマイクロ波放射計 SSM/I の為のア
ルゴリズム開発が行われている[Martin	 et	 
al,	 2004;	 Tamura	 et	 al.,	 2007]。本研究で
は、SSM/I より空間解像度が面積で約 4倍良
い(約 12km×約 12km)、AMSR-E データを用い
て南北両半球でアルゴリズムの開発を行っ
た。	 



 

 

	 薄氷は「グリースアイス(氷泥)」，「ニラス
(板状軟氷)」，「パンケーキアイス(はす葉
氷)」に大別できる。これらは主に海氷の成
長段階と海況によって決まる。例えばパンケ
ーキアイスは、荒天のうねりがある海況にお
いて、氷盤同士が衝突することによって形成
される。マイクロ波散乱計
(QuikSCAT/SeaWinds)のデータを用いて、薄
氷の種類を判別できるアルゴリズムの開発
も試みた。	 
	 発散場になることにより沿岸ポリニヤが
形成されるので、変動メカニズムを調べるた
めには、海氷の動きを知ることも重要である。
マイクロ波放射計やマイクロ波散乱計のデ
ータから、面相関法を用いて海氷の漂流速度
を見積もる方法は、既にある程度確立されて
おり[Emery	 et	 al.,	 1997;	 Kimura	 and	 
Wakatsuchi,	 2000;	 Fowler,	 2003;	 Kimura,	 
2004 など]、本研究ではこれらをもとにした
ものを用いた。	 
	 沿岸ポリニヤ域での現場観測による比
較・検証データは非常に限られている。本研
究では、2003 年の冬期に、オホーツク海のサ
ハリン北東部の沿岸ポリニヤ域で、IPS 等の
係留系により現場観測された氷厚・漂流速度
のデータを用いた。係留系によるデータと、
フットプリントが 10km 以上あるマイクロ波
放射計・マイクロ波散乱計データとの間には、
分解能の大きな違いがあるので、中間の分解
能を持つ AVHRR や MODIS データ(解像度
1-3km)も間に入れて比較・検証を行った。	 
	 以上のデータを用いて、沿岸ポリニヤの変
動メカニズムを調べた。さらにそこから得ら
れる知見をもとに、沿岸ポリニヤのパラメタ
リゼーションおよびシンプルなモデルを提
案した。	 
	 
４．研究成果	 
	 マイクロ波放射計 AMSR-E による輝度温度
データを用いて、天候に左右されずに 0.2m
以下の氷厚を推定できるアルゴリズムの開
発を北極海、オホーツク海、南極海で行った	 
[Iwamoto	 et	 al.,	 in	 press;	 Nihashi	 et	 al.,	 
2009;	 二橋・大島,2010]。アルゴリズム開発
は、輝度温度の偏波比と、AVHRR や MODIS に
よる晴れた日の赤外線画像を用いた熱フラ
ックス計算から見積もられた氷厚との比較
から行った。オホーツク海では、サハリン沿
岸ポリニヤ域で取得した係留氷厚計による、
現場観測データ	 [Fukamachi	 et	 al.,	 2009]	 
も比較・検証に用いた。南極海と北極海にお
ける AMSR-E 薄氷厚アルゴリズムは比較的良
く似ていたが、オホーツク海のものは少し異
なっていた。AMSR-E は、従来用いられていた
マイクロ波放射計 SSM/I よりも空間解像度が
面積で４倍良いので、より詳細に沿岸ポリニ
ヤの変動を調べることが出来る。また AMSR-E

データは、海氷生産量の大きい岸近くをより
よく解像できることが示された。	 
	 AMSR-E による薄氷厚，海氷密接度，海氷漂
流速度データを用いて、主に熱収支解析から、
オホーツク海で熱塩フラックスデータセッ
ト（何時何処でどれだけ大気‐海洋間に熱の
やりとりがあり、それに伴う海氷生成（塩分
排出）量ならびに融解（淡水供給）量を示す
データセット）の作成を行った。このデータ
セットから、これまでよく分かっていなかっ
た海氷過程（結氷・移流・融解）による熱と
塩の再分配と輸送が示された。このデータセ
ットは、モデルの forcing や比較・検証デー
タとしても用いることができる。また、春季
に海氷融解量が大きい海域と、人工衛星	 
(MODIS)	 により観測された植物プランクト
ンのブルーミングが生じる海域が一致する
ことが示され、このデータセットが、気候シ
ステムの理解のためだけでなく、生物活動や
物質循環に関する研究にも利用可能なこと
が示された	 [Nihashi	 et	 al.,	 2012]。	 
	 南極海では、ポリニヤ面積を求める際に重
要になる定着氷域の検出アルゴリズムの開
発も行った。高解像度（空間分解能は数十ｍ）
の SAR データとの比較から、両者の沿岸ポリ
ニヤ（薄氷）域と定着氷域がよく対応するこ
とが示された。このことは、AMSR-E による薄
氷・定着氷域の推定がうまくいっていること
を示唆する	 [二橋・大島,2010]。	 
	 マイクロ波散乱計 QuikSCAT による後方散
乱係数と AMSR-E 薄氷厚との比較から、沿岸
ポリニヤ（薄氷）域と後方散乱が小さい領域
がよく一致することが示された。薄氷は塩分
が高いので、誘電率特性により体積散乱が小
さく、後方散乱は主に表面の粗度で決まる。
本研究の結果は、沿岸ポリニヤがグリースア
イスやニラスといった、表面が滑らかな海氷
で覆われていることを示唆する。この結果は、
オホーツク海北部の沿岸ポリニヤ域に面し
た、ロシアのマガダン近郊で毎日自動的に撮
影された海氷の写真からも確認された。以上
のことから、沿岸ポリニヤの氷厚の見積もり
だけでなく、海氷の種類の判別も、人工衛星
データから行うことができるようになった	 
[Nihashi	 et	 al.,	 2011]。	 
	 全球的に見てもかなり大きな沿岸ポリニ
ヤが形成されるオホーツク海の北西陸棚域
沿岸ポリニヤを対象に、AMSR-E 薄氷厚データ
を用いて風向に注目して、巨大な沿岸ポリニ
ヤの形成メカニズムを調べた。その結果、風
向きによってポリニヤの拡大具合が大きく
異なることが示された。特に、風向きが沖向
きから左に０°から３０°それる場合、ポリ
ニヤの面積（幅）が非常に大きくなることが
示された。比較的単純なモデルを作成し、風
向き（角度）に注目して、ポリニヤの幅を理
論的に求めたところ、風向が沖向きから左に



 

 

10°それる場合、ポリニヤの幅が大きくなる
ことが示された。これは、風による海氷の動
きがコリオリ力の相対的な影響によって氷
厚に依存し、同じ風速であっても沖側の厚い
氷と岸川の薄氷の速度が風向によって異な
るためである	 [Kawaguchi	 et	 al.,	 2010]。	 
	 本研究課題で作成された AMSR-E 薄氷厚ア
ルゴリズムを用いることにより、沿岸ポリニ
ヤの変動を初めて同一の基準で調べること
ができるようになった。またこのデータセッ
トを用いることにより、これまでのモデルで
は不可能であった巨大な沿岸ポリニヤの形
成メカニズムを説明できるようになった。さ
らに、このデータを用いることにより、海氷
域の熱塩フラックスデータセットを作成す
ることもできた。このデータセットは、モデ
ルの境界条件や、比較・検証データとして用
いることができる。また、物質循環や生物過
程に関する研究にも用いることができるこ
とが示唆された。今後、本研究課題の AMSR-E
データセットを用いることにより、沿岸ポリ
ニヤのメカニズムや、海氷過程の理解がさら
に深まると考える。	 
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