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Abstract  Sea ice greatly affects the biological ocean environment as well as physical one.  
Also, it becomes significant hazards to the ship and ocean structures.  It is necessary to build a 
system to predict its effects on ocean environment with taking account of sea ice dynamics, 
spilled oil diffusion, effects on ecosystem, and analysis of ice load on the structures.  This 
project has developed several numerical models to describe biological and physical system of 
ice-covered seas, and has constructed huge database consisting of climate and sea ice data.  
The numerical prediction programs and database are combined with a GIS software to manage 
the data and to provide the results to the public though the Internet.  Using this application 
system, numerical simulation of sea ice change in the Sea of Okhotsk was executed.  The result 

showed reasonable ice distribution, and the error in ice concentration obtained from one-month 
prediction was reduced down to 10%.  

1. はじめに 

 海氷が気象や海洋環境に及ぼす影響は大変大きく、また氷海を航行する船舶や氷海用構造物にと

っては危険な存在である。わが国で唯一海氷が見られるオホーツク海は漁業資源の宝庫であるが、

近年では埋蔵される石油・ガス資源について活発に開発が進められており、油流出事故に対する危

惧も増している。この場合、海氷と油の流動を数値モデルによって精度良く予測できれば、環境調

和型の開発、非常時の危機予測に資するところが大きく、また地球環境の機構解明にも役立つ。そ

のためには複雑な自然現象をそれぞれ解析

する数値モデルを構築する必要があり、予

測計算に必要なデータ量も膨大である。さ

らに数値モデルの解を有効に解釈するため

には、解析や利用の手法にも工夫が必要で

ある。 

 

 本研究課題では、氷海に関する物理現象

を予測する数値計算モジュールおよび大量

の数値計算用データを管理するデータベー

スを作成し、これらを地理情報システム

(GIS) によって統合した環境変動予測シス

テムを構築し、その実用化を目指した。こ

のシステムの概要を図 1 に示す。 

2. 数値計算モジュール 

 

図  1：海氷分布変動予測システムの概要 
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（１） 海氷変動モデル：海氷の移動や変形を扱うモデルとして、 DMDF モデル 1) を採用した。

このモデルは研究代表者らによって作成されたモデルで、地球規模スケールの広範囲の計算を可能

にしつつ、海氷の離散的な挙動も考慮できるものである。本研究では、ラフティング現象の考慮、

氷の生成・成長表現の高精度化等、種々の高度化を行うとともに、海洋との連成計算をより完全な

ものとした。 

（２） 海洋モデル：海洋の海水流動および熱塩分布を計算するために、 3 次元プリミティブ方程

式モデルのひとつである MEC モデル 2) を採用した。本研究ではこれをオホーツク海に対応させる

とともに、潮位モデルをカップリングする等の改良を施した。 

（３） 生態系モデル：栄養塩やプランクトンなどの変動について鉛直一次元モデルを作成した。

このモデルでは、栄養物の移流・拡散と、光合成や捕食といったプロセスを表現している。 

（４） 流出油モデル：海洋に流れ出た油の挙動を把握するため、油の移流・拡散モデルを開発し

た。海氷の存在による拡散速度の減少、温度低下による油の性質変化、エマルジョン化の影響の

他、氷盤との干渉を考えて氷海中にも使える数値モデルを新たに作成した。 

（５） 氷盤崩壊モデル：氷海に関する構造物を設計する際には、氷盤と干渉したときの荷重の推

定が必要である。しかし氷盤ははじめ連続体として、崩壊すると不連続体としての挙動を示す。本

研究では、連続体と不連続体の統合理論をベースとした有限被覆法を開発し 3) 、氷盤と構造物との

干渉を解析する数値モデルを作成した。 

３．数値計算用データとデータベース 

（１） 気象庁数値予報データ：大気の変動については気象庁による数値予報データを用いること

を想定し、これを利用するための手法を整備した。このデータは 1 週間先までの気圧、風速、気

温、湿数等を含み、定期的に最新のものが気象協会を経由してデータベースに登録される。この処

理のためにスクリプト言語によるプログラムを作成した。各機関における処理はほぼ自動的に行わ

れる。 

（２） 海氷に関するリモートセンシングデータ：広範囲にわたる海氷の分布 ( 氷密接度 ) を得る

ためには、人工衛星搭載のSSM/Iセンサデータを用いるのが有効である。センサで得られる輝度温

度を氷密接度に変換する全てのアルゴリズムをGISの拡張機能として付加し、海域や目的に応じて

最適なものを選択・使用できるようにした 4) 。 

（３） データフォーマットの策定：広域ネットワークを通じてデータの送受信をする必要性か

ら、データのファイルサイズやデータのフォーマットについて検討し、バイナリのNetCDF形式と

テキストの CSV 形式を併用した。 

（４） データベースの作成：全てのデータはデータベースに格納することを想定し、 Oracle 8i
を用いたデータベースを構築した。計算用データは、作成したデータ変換スクリプトおよびデータ

ベース登録インターフェースにより、半自動的にデータベースに登録する。データ利用時には、

Oracleに接続し、必要とする時間・空間の条件についてクエリを行って、そのデータを取り込むこ

とができる。 

４．地理情報システム (GIS) による統合環境 
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（１） データ閲覧・解析ツールとしてのGIS：本研究では、システムの中心となるGISアプリケ

ーションとして ESRI 社の ArcGIS 8 を採用した。これは図 2 のようなインターフェースになって

おり、投影法の変換やデータ抽出・加工などの機能を備えている。本研究ではこの機能を拡張し、

データの切り出し・補間等、計算用のデータ作成から計算結果の閲覧まで、一連の作業を定型化

し、常にGIS上で確認しながら作業できる様に

した 5) 。 

（２） データベースとの連携：GISのデータ

ベース連携機能を拡張し、 VBA スクリプトに

よって Oracle 8i に登録されたデータから必要

な部分を取り込む機能を実装した。これも、

ArcGIS の拡張機能として動作する様にした。 

（３） ユーザへの配信：本研究で想定される

ユーザは、数値予測データを有効に二次利用し

たい専門家と、閲覧のみを目的とする一般的な

ユーザである。専門家はここで構築したシステ

ムをそのまま利用して、種々の解析をすること

ができる。一方、一般的なユーザにとっては、より

ArcIMS を導入し、データや計算結果を、ネ

可能にした。 

５．海氷変動予測計算例 

 本システムを用いた計算例として、

1993 年度冬期のオホーツク海における

海氷変動計算の結果 6) を図 3 に示す。計

算は 11 月 1 日（氷なし状態）を初期値

とし、データ同化等は行っていない。図

3 は、計算開始後ほぼ 2 ヶ月経った状態

の観測との比較であり、 2 ヶ月間何の修

正もしていない計算であることを考える

と、観測との一致度は良好と言える。 

図 4 は、海氷密接度の 2 乗平均誤差

（RMSE）の推移を示したものである。

30 日で 10 ％程度、 90 日で 20 ％程度である。

度の誤差が生じていたことを考えると、格段の進歩

６．ネットワークの活用について 

 本研究課題で構築した気象データベースは気象協

他の高速ネットワークで接続されている。また計算

バは広域ネットワーク ( インターネット ) で接続し

 海洋の観測データ、あるいは人工衛星によるリモ
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図 2： GIS インターフェース 
簡便な閲覧方法が望ましい。そのために
ットワークを介してウェブブラウザで閲覧することを

 

図 3：数値モデルによるオホーツク海の海氷密接

度；左図は計算開始後 67 日目の計算値、右図は当

日の SSM/I センサ（観測）による観測データ。 
本研究開始以前は、数日の予測計算でも30%程

と言える。 

会に、氷データベースは東大にあり、 IMNET
サーバ、GISサーバは東大に設置され、各サー

ている。 
ートセンシングデータは、欧米のウェブサイト



で公開が進んでいる。本課題ではそれらを積極的に利用すると共に、ここで構築したシステムが逆

に利用されるよう、インターネットによるウェブ配信の仕組みを導入した。 

７．まとめ 

 本研究では、海氷変動等の数値モデ

ルとデータベースを地理情報システム

(GIS) によって統合した。数値予測の

手法については、精度の良い海洋モデ

ルや海氷のラフティング効果などを取

り入れることによって高度化され、環

境変動を評価するための流出油拡散モ

デルおよび生態系モデルや、氷海用構

造物の設計に必要な氷盤の崩壊挙動の

解析モデルといった新たなモデルが開発された。モデルによる計算結果としては、氷の密接度に関

する 30 日後のRMSEは 10 ％程度であった。数値計算モジュールは今後も高度化作業を継続する

ことが望まれるが、ここで構築したGISインターフェースを利用すれば、その作業が飛躍的に効率

化されることは間違いない。 

 
図 4：計算海氷密接度と SSM/I センサデータとの平

均二乗平方根誤差 (RMSE) 推移 

８．研究究実施体制 

山口     一（東京大学・工学系研究科）※１ 研究取りまとめ・海氷モデル・GIS 
白山      晋 ( 東京大学・工学系研究科 )  データベース・結果の可視化 
鈴木  克幸 ( 東京大学・新領域創成科学研究科 ) 構造物・船舶への氷荷重推定と崩壊予測 
林     昌奎 ( 東京大学・生産技術研究所 )  海氷モデル・リモートセンシング 
多部田  茂（東京大学・新領域創成科学研究科）海洋モデル・生物環境 
岡田    弘三 ( 財団法人日本気象協会 )  気象データ・気象予報 
白木       東（エヌケーケー総合設計株式会社） ネットワーク・データベース 
小野   延雄（社団法人日本雪氷学会）※２ 研究全体へのアドバイス・計算結果の検討と評価 

※１：研究代表者、※２：研究協力者 
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