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研究成果の概要（和文）：　一般に、海氷厚の係留観測には特殊な測器である超音波氷厚計が用いられる。海洋観測に
広く用いられている超音波ドップラー流速計を用いた海氷厚の計測手法の開発を行うために、アラスカ北部の沖合で、
これらの両方の測器を含む係留系による観測を実施した。3年間に延べ4箇所で両方の測器で良好なデータを取得するこ
とに成功し、一部のデータについて超音波氷厚計の生データから海氷厚を算出した。
　本研究の観測で取得された海氷・海洋のデータを用いて、沿岸定着氷の崩壊、ポリニヤにおける過冷却水とフラジル
アイスの生成、電磁誘導センサーによる海氷厚計測とレーダーによる海氷漂流速度の計測との比較研究についての成果
をまとめた。

研究成果の概要（英文）： Sea-ice thickness is generally measured by specific ice-profiling sonar (IPS). We
 carried out mooring observations off the northern Alaska to develop a method of sea-ice thickness measure
ment by widely-used oceanographic instrument, acoustic Doppler current profiler (ADCP). We have successful
ly obtained valid data by a pair of an IPS and an ADCP at total of four locations over three-year period a
nd derived sea-ice draft from raw IPS data.
 Using sea-ice and oceanic data obtained by our mooring observations, we have investigated break-up of coa
stal landfast sea ice, production of supercooled water and frazil ice within a coastal polynya, and compar
ed our ice-thickness data by IPS with those by airborne electromagnetic sensor and ice-drift data by ADCP 
with those by coastal radar.
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様 式

１．研究開始当初の背景
海氷の厚さはその拡がりとは異なり、衛星

による観測が難しいため、気候に与えるイン
パクトが非常に大きいにも関わらず、十分に
データが取得されているとは言えない。係留
観測で海氷厚を計測するためには専用の測
器である超音波氷厚計を用いるが、より多く
のデータを取得するには広く普及している
海洋測器である超音波ドップラー流速計を
用いた手法の開発が有効であると考えられ
る。この手法については以前から提唱されて
いるが、その妥当性や精度を検証するために、
この両方の測器で同時に取得したデータに
基づいた研究はなかった。そこで、
夏期からアラスカ北部の沖合でこの両方の
測器を用いた海氷・海洋の係留観測を開始し
ており、
所で良好なデータが取得されていた。
 
２．研究の目的
超音波ドップラー流速計による海氷厚の計

測手法を開発するため、この測器のデータか
ら算出される海氷厚のデータを、海氷厚を計
測するための専用の測器である超音波氷厚計
によって得られるデータと比較し、この手法
の妥当性および精度を検証する。
 
３．研
(1) 係留観測の実施
アラスカ北部沖の沿岸域の

（図
超音波ドップラー流速計などを取り付けた
係留系の回収と再設置を実施する。係留作業
は、観測を共同で行っているアラスカ大学フ
ェアバンクス校の関係者と共に、現地でチャ
ーターした小型ボートを使用して実施する。
 

図 1：アラスカ北部沖での係留観測点
広範囲の地図の陰影を付けた部分が拡大し
た地図の範囲。
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１．研究開始当初の背景
海氷の厚さはその拡がりとは異なり、衛星

による観測が難しいため、気候に与えるイン
パクトが非常に大きいにも関わらず、十分に
データが取得されているとは言えない。係留
観測で海氷厚を計測するためには専用の測
器である超音波氷厚計を用いるが、より多く
のデータを取得するには広く普及している
海洋測器である超音波ドップラー流速計を
用いた手法の開発が有効であると考えられ
る。この手法については以前から提唱されて
いるが、その妥当性や精度を検証するために、
この両方の測器で同時に取得したデータに
基づいた研究はなかった。そこで、
夏期からアラスカ北部の沖合でこの両方の
測器を用いた海氷・海洋の係留観測を開始し
ており、2009-10
所で良好なデータが取得されていた。

２．研究の目的 
超音波ドップラー流速計による海氷厚の計

測手法を開発するため、この測器のデータか
ら算出される海氷厚のデータを、海氷厚を計
測するための専用の測器である超音波氷厚計
によって得られるデータと比較し、この手法
の妥当性および精度を検証する。

３．研究の方法 
係留観測の実施

アラスカ北部沖の沿岸域の
（図 1 の黒丸）で、
超音波ドップラー流速計などを取り付けた
係留系の回収と再設置を実施する。係留作業
は、観測を共同で行っているアラスカ大学フ
ェアバンクス校の関係者と共に、現地でチャ
ーターした小型ボートを使用して実施する。

：アラスカ北部沖での係留観測点
広範囲の地図の陰影を付けた部分が拡大し
た地図の範囲。 
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１．研究開始当初の背景 
海氷の厚さはその拡がりとは異なり、衛星

による観測が難しいため、気候に与えるイン
パクトが非常に大きいにも関わらず、十分に
データが取得されているとは言えない。係留
観測で海氷厚を計測するためには専用の測
器である超音波氷厚計を用いるが、より多く
のデータを取得するには広く普及している
海洋測器である超音波ドップラー流速計を
用いた手法の開発が有効であると考えられ
る。この手法については以前から提唱されて
いるが、その妥当性や精度を検証するために、
この両方の測器で同時に取得したデータに
基づいた研究はなかった。そこで、
夏期からアラスカ北部の沖合でこの両方の
測器を用いた海氷・海洋の係留観測を開始し

10 年の 1 年間については
所で良好なデータが取得されていた。

 
超音波ドップラー流速計による海氷厚の計

測手法を開発するため、この測器のデータか
ら算出される海氷厚のデータを、海氷厚を計
測するための専用の測器である超音波氷厚計
によって得られるデータと比較し、この手法
の妥当性および精度を検証する。

 
係留観測の実施 

アラスカ北部沖の沿岸域の
で、7-8 月に超音波氷厚計、

超音波ドップラー流速計などを取り付けた
係留系の回収と再設置を実施する。係留作業
は、観測を共同で行っているアラスカ大学フ
ェアバンクス校の関係者と共に、現地でチャ
ーターした小型ボートを使用して実施する。

：アラスカ北部沖での係留観測点
広範囲の地図の陰影を付けた部分が拡大し
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海氷の厚さはその拡がりとは異なり、衛星
による観測が難しいため、気候に与えるイン
パクトが非常に大きいにも関わらず、十分に
データが取得されているとは言えない。係留
観測で海氷厚を計測するためには専用の測
器である超音波氷厚計を用いるが、より多く
のデータを取得するには広く普及している
海洋測器である超音波ドップラー流速計を
用いた手法の開発が有効であると考えられ
る。この手法については以前から提唱されて
いるが、その妥当性や精度を検証するために、
この両方の測器で同時に取得したデータに
基づいた研究はなかった。そこで、2009 年
夏期からアラスカ北部の沖合でこの両方の
測器を用いた海氷・海洋の係留観測を開始し

年間については 2
所で良好なデータが取得されていた。 

超音波ドップラー流速計による海氷厚の計
測手法を開発するため、この測器のデータか
ら算出される海氷厚のデータを、海氷厚を計
測するための専用の測器である超音波氷厚計
によって得られるデータと比較し、この手法
の妥当性および精度を検証する。 

アラスカ北部沖の沿岸域の 2 つの観測点
月に超音波氷厚計、

超音波ドップラー流速計などを取り付けた
係留系の回収と再設置を実施する。係留作業
は、観測を共同で行っているアラスカ大学フ
ェアバンクス校の関係者と共に、現地でチャ
ーターした小型ボートを使用して実施する。
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広範囲の地図の陰影を付けた部分が拡大し
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海氷の厚さはその拡がりとは異なり、衛星
による観測が難しいため、気候に与えるイン
パクトが非常に大きいにも関わらず、十分に
データが取得されているとは言えない。係留
観測で海氷厚を計測するためには専用の測
器である超音波氷厚計を用いるが、より多く
のデータを取得するには広く普及している
海洋測器である超音波ドップラー流速計を
用いた手法の開発が有効であると考えられ
る。この手法については以前から提唱されて
いるが、その妥当性や精度を検証するために、
この両方の測器で同時に取得したデータに

年の
夏期からアラスカ北部の沖合でこの両方の
測器を用いた海氷・海洋の係留観測を開始し

2 箇

超音波ドップラー流速計による海氷厚の計
測手法を開発するため、この測器のデータか
ら算出される海氷厚のデータを、海氷厚を計
測するための専用の測器である超音波氷厚計
によって得られるデータと比較し、この手法

つの観測点
月に超音波氷厚計、

超音波ドップラー流速計などを取り付けた
係留系の回収と再設置を実施する。係留作業
は、観測を共同で行っているアラスカ大学フ
ェアバンクス校の関係者と共に、現地でチャ
ーターした小型ボートを使用して実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒丸)。
広範囲の地図の陰影を付けた部分が拡大し

(2) 
まずは、超音波氷厚計の生データから海氷

の
作業を近くの空港で取得された気圧データ
や係留系で同時に計測されている水温・塩分
のデータも用いて実施する。次に、超音波ド
ップラー流速計のエコー強度データから海
氷底面までの距離を求め、これを水温・水圧
計のデータと合わせて、海氷の
する。これらの
ータ
評価する。
 
４．研究成果
(1) 
 本研究の係留観測と同様の観測は
夏季に開始しており、
2 地点において係留系の再設置を実施してい
た。その後、本研究の開始後には
夏季に係留系の回収と再設置を実施した。
2011
超音波氷厚計が浸水してしまいデータの取
得が出来なかった。また、
岸側の係留系については、
みたが、水中切離装置からの応答が無く、回
収には至っていない。結果として、これまで
の 4
前の
音波ドップラー流速計のペアの良好なデー
タを取得することが出来た。このようなデー
タは世界でも類を見ないものである。
(2) 
 超音波氷厚計の生データから海氷の
を導出するプロセスは、これまでに
年および
終了している。図
年 5
次のステップは超音波ドップラー流速計と
水温・水圧計のデータから海氷の
出するプロセスであ
音波氷厚計のデータの処理に時間を要した
ために、本研究期間中に実施することが出来
なかった。このため、このプロセスおよび最
終的な
検討については今後の課題として残った。
 

 
図 2
係留系での海氷の
 
本研究の係留観測で得られた海氷・海洋の

時系列データは、上記の目的以外にも以下の
ような研究に使用した。
① 

 

(2) 係留観測データの処理と解析
まずは、超音波氷厚計の生データから海氷

の draft（喫水下の部分の厚さ）を導出する
作業を近くの空港で取得された気圧データ
や係留系で同時に計測されている水温・塩分
のデータも用いて実施する。次に、超音波ド
ップラー流速計のエコー強度データから海
氷底面までの距離を求め、これを水温・水圧
計のデータと合わせて、海氷の
する。これらの
ータを比較して、後者の値の妥当性と精度を
評価する。 

４．研究成果 
(1) 係留観測の実施
本研究の係留観測と同様の観測は

夏季に開始しており、
地点において係留系の再設置を実施してい

た。その後、本研究の開始後には
夏季に係留系の回収と再設置を実施した。
2011 年に回収した岸側の係留系については、
超音波氷厚計が浸水してしまいデータの取
得が出来なかった。また、
岸側の係留系については、
みたが、水中切離装置からの応答が無く、回
収には至っていない。結果として、これまで

4年間で延べ
前の 2009-10 年を含む）、超音波氷厚計と超
音波ドップラー流速計のペアの良好なデー
タを取得することが出来た。このようなデー
タは世界でも類を見ないものである。
(2) 係留観測データの処理と解析
超音波氷厚計の生データから海氷の

を導出するプロセスは、これまでに
年および2010-11
終了している。図

5 月までの海氷の
次のステップは超音波ドップラー流速計と
水温・水圧計のデータから海氷の
出するプロセスであ
音波氷厚計のデータの処理に時間を要した
ために、本研究期間中に実施することが出来
なかった。このため、このプロセスおよび最
終的な 2種類の海氷の
検討については今後の課題として残った。

2：2009 年 11
係留系での海氷の

本研究の係留観測で得られた海氷・海洋の
時系列データは、上記の目的以外にも以下の
ような研究に使用した。

 本研究の観測域であるアラスカ北部沖の

係留観測データの処理と解析
まずは、超音波氷厚計の生データから海氷

（喫水下の部分の厚さ）を導出する
作業を近くの空港で取得された気圧データ
や係留系で同時に計測されている水温・塩分
のデータも用いて実施する。次に、超音波ド
ップラー流速計のエコー強度データから海
氷底面までの距離を求め、これを水温・水圧
計のデータと合わせて、海氷の
する。これらの 2つの独立に求めた

を比較して、後者の値の妥当性と精度を

 
係留観測の実施 

本研究の係留観測と同様の観測は
夏季に開始しており、2010 年夏季には図１の
地点において係留系の再設置を実施してい

た。その後、本研究の開始後には
夏季に係留系の回収と再設置を実施した。

年に回収した岸側の係留系については、
超音波氷厚計が浸水してしまいデータの取
得が出来なかった。また、2012
岸側の係留系については、2013
みたが、水中切離装置からの応答が無く、回
収には至っていない。結果として、これまで

年間で延べ 6箇所について（本研究開始
年を含む）、超音波氷厚計と超

音波ドップラー流速計のペアの良好なデー
タを取得することが出来た。このようなデー
タは世界でも類を見ないものである。

係留観測データの処理と解析
超音波氷厚計の生データから海氷の

を導出するプロセスは、これまでに
11年の沖側の係留系について

終了している。図 2に 2009
月までの海氷の draft

次のステップは超音波ドップラー流速計と
水温・水圧計のデータから海氷の
出するプロセスであるが、これについては超
音波氷厚計のデータの処理に時間を要した
ために、本研究期間中に実施することが出来
なかった。このため、このプロセスおよび最

種類の海氷の draft
検討については今後の課題として残った。

11 月から 2010
係留系での海氷の draft の時系列。

本研究の係留観測で得られた海氷・海洋の
時系列データは、上記の目的以外にも以下の
ような研究に使用した。 

本研究の観測域であるアラスカ北部沖の

係留観測データの処理と解析 
まずは、超音波氷厚計の生データから海氷

（喫水下の部分の厚さ）を導出する
作業を近くの空港で取得された気圧データ
や係留系で同時に計測されている水温・塩分
のデータも用いて実施する。次に、超音波ド
ップラー流速計のエコー強度データから海
氷底面までの距離を求め、これを水温・水圧
計のデータと合わせて、海氷の draft を導出

つの独立に求めた draft
を比較して、後者の値の妥当性と精度を

本研究の係留観測と同様の観測は 2009
年夏季には図１の

地点において係留系の再設置を実施してい
た。その後、本研究の開始後には 2011-
夏季に係留系の回収と再設置を実施した。

年に回収した岸側の係留系については、
超音波氷厚計が浸水してしまいデータの取

2012 年に設置した
2013 年に回収を試

みたが、水中切離装置からの応答が無く、回
収には至っていない。結果として、これまで

箇所について（本研究開始
年を含む）、超音波氷厚計と超

音波ドップラー流速計のペアの良好なデー
タを取得することが出来た。このようなデー
タは世界でも類を見ないものである。 

係留観測データの処理と解析 
超音波氷厚計の生データから海氷の draft
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沿岸域に存在する沿岸定着氷について、
その崩壊の要因を調べたところ、2010 年
に見られた崩壊イベントについては係留
観測から得られた海洋流速との明瞭な関
係は見られなかった (Petrich et al., 
2011)。 

② 係留点付近にポリニヤが存在する時期に、
係留観測で得られた水温・塩分のデータ
から過冷却水が存在することを示し、超
音波氷厚計によるエコー強度データから
海面から5-10 mの深度でフラジルアイス
（氷晶）と考えられるシグナルを捉えた。
なお、超音波氷厚計による海中でのフラ
ジルアイスの検知が報告されたのはこれ
が初めてである。この成果については、
現在論文を投稿中である (Ito et al., 
submitted to Annals of Glaciology)。 

③ 2010年 4月に沖側の係留点付近で実施さ
れたヘリコプターを用いた電磁誘導セン
サーによる海氷厚（海氷厚と積雪深の総
和が求まる）データを係留観測の超音波
氷厚計による draft データと比較し、両
者の測定範囲を合わせることで海氷厚の
頻度分布が良く一致することを示した。
この両者のデータを合わせることによっ
て、それぞれ単独のデータからは分から
ない海氷と積雪の割合についても導出す
ることが可能となる。また、岸側の係留
系は沿岸に設置されているアラスカ大学
の流氷レーダーの観測範囲内に入ってい
ることから、レーダーの画像処理から得
られる海氷の漂流速度を係留系の超音波
ドップラー流速計から得られるものと比
較し、両者は良く一致していることも示
した。これらの成果については、現在論
文を投稿中である (Mahoney et al., 
submitted to Annals of Glaciology)。 
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