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東北水研研究報告第34号昭和49年 12月

Bull. Tohoku Reg, Fish. Res. Lab .. No 34, December, 1974 

道東 ・三陸漁場にbけるマサパの生息環境

2.水 塊配置 と漁場形成の関連＊

佐 藤 私ー

ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING TO THE DISTRIBUTION 

OF THE MACKEREL SHOALS IN THE DOTO AND THE 

SANRIKU FISHING GROUNDS, NORTHEASTERN 

SEA OF JAPAN 

(2) ON THE RELATION BETWEEN THE FORMATION OF THE FISHING 

GROUNDS AND THE OCEANOGRAPHIC CONDITION, 

ESPECIALLY THE ANNUAL VARIATIATION 

IN THE CURRENT SYSTEMS 

By 

Yuji SATO 

In the present paper the oceanographic conditions related to the formation of the 

mackerel fishing grounds off Doto and Sanriku are presented. 

1. 0宜 Doto,the presence and the scale of the warm water mass off Kushiro (WH) 

and its accessibility to the coast of Doto are very important conditions for the forma-

tion of the fishing grounds in this sea area. 

2. Off Sanriku, the maintenance and the prosperity of the丑shinggrounds depend 

on the interactions of the Tsugaru warm current, the first branch of Oyashio and the 

warm water mass derived from the Kuroshio. 

東北海区におけるマサノミ漁場の環境条件に関しては従来概念的な知見（村上 1966，川崎 1971）が得られ

ているものの，具体的な解析が行なわれた例はない．

この報告では近年の道東 ・三｜控のまき網漁場について，月々の魚群の分布状況と水温分布によって推定さ

れた水塊配置との関連を研究した結果を述べたい．

前報では主として表面水混と漁獲量の関連を解析したが，これを一歩進めて漁場の形成状況を東北海区に

おける水塊配置と関連つeけて検討をす与めたものである．

基礎資料としては各年の東北区水研漁場海況概報，気象庁全国海況旬報，水路部臼本近海海況図，剣｜路水

試漁海況速報，漁業情報サービス ・センターおよびその前身の漁場知識普及会漁況速報等を参考にした．こ

れらの資料には著者が東北水研わかたか丸その他でー行なった観測結果も含まれている．

漁場の分布については当業船の漁況通報資料によって日々の漁場（まき網船の投網位置）を知り， これを

とりまとめ処理した．

稿を進めるに当り ．とりまとめの段階で討論していた工いた飯塚；妖記 ・小滝一三の丙技官および原稿を校

関していた工いた，安井達夫人戸支所長 ・黒田隆哉海洋部長に謝意、を表したい．

＊東北区水産研究所業績第293号
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佐藤祐

1. 一般海洋構造と漁場の分布

1967～’73年の7ヶ年について道東 ・三陸のまき網漁場の分布と Om および lOOm層の水温水平分布を対

比して漁場形成時における海洋条件を検討した

資料整理の都合と海洋条件の変動を考慮して検討の単位期間としては旬をとり ，旬別の変動をと り扱う．

た工し lOOrn層の観測結果はすべての旬について得られていないので，この深度の水温分布によ る海況の検

討は資料を入手した旬に限られる．

以下，道東 ・三陸各海域別に記述する．

〔道東〕

(1) 概括的な漁場形成の特性

1967～’73年の各年各旬の 100rn層水温から判断した道東近海の水機配置の特長と同時期の表面水混の分

布および漁場形成状況を第 1表 A～Gに概括した．

第 1表 各年の句別水塊配置と道東マサノマ魚場の形成状況

A. 1967年

月 旬

7 月 上 旬

7 月 中旬

7 月下 旬

8 月上旬

0 rn 

15°C以上の暖水が三陸

北部をお与う

100 rn 

1. 42°N・145°Eを中，心とし

た.Tioo 14°Cの暖水塊

カfある．

2. T,00 5°Cの暖水先嫡は

二手l己分れ後裳岬近傍と

146°E線を北上している．

百静、 場

T。 10～15°Cの等温線沿い

Tioo 2°C台の中冷水上fC分布

道東釧路沖lζ広く分布

｜丸＞15°Cの高混一…
ょうκなる．（厚岸沖以東が中心）

Tioo 2。Cはほ f T0 15°Cの領域

暖水域は様裳岬近傍まで！基本的な水塊配置は 7月と変！と一致するが， T。16°Cの暖水の

接近 ｜りない ｜道東接近K漁場が形成される

（鎖｜｜路～広尾近海）

I :lじからの冷水南下が目立 1
8 月中旬｜ 内 ｜ 

｜ち，T。20°Cの線は南退｜
｜漁場山一
（釧路沖 80～90海墨付近）

42°N 144°E t己14°Cの媛水の

中心があるが北制lから親潮冷
42°N以南

8 月下旬
水が卓越し 41°N線上を東西

Tiooでみると南下する 中冷水の

先端沿いに東西iζ漁場分布
fC走る 5～10°Cの潮境が形成

T。＜20°Cが42°N,144° T100 5°Cが蛇行し，こ の蛇 中冷水の貫入部分で42°N,144°E 

9 月上旬 E付近から南々東fC流下 行部fC北から中冷水が貫入し 付近が中心漁場

している． ている． T。でみても冷水の先端にあたる．

9 月 中旬 14～15°Cが篠裳岬 SE
To 1i～15°C沿いに小規模な漁場

を東西K走っている．
1褒水塊の勢力は減衰 が形成された．

9 月下 旬 ほ，.9月上旬と同位置

67年の総括前半は比較的好漁で

あったが 8月中旬以後は漁場が南

返し好調とはいえなかった．
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道東 ・三陸漁場tζおけるマサパの生息環境（2)

B. 1968年

月 旬 0 m 100 m 漁 場

145°E を北上する 15°C 親潮系冷水（T1002°C）が 144
T100でみられた 145°E以東の暖

7 月上 旬
！援水の先端が 42°Nt乙llfi ～145°Eを南下

水先端で T1002°Cの領域κ形成

7 月 中 旬
しているが，道東近海は 黒潮分派は 145°E以東を細く

T0 10～15°C K分布

7 月下旬
親潮冷水が優勢である． 北上している．

(145°Eを中心IC42°N以北で東西

IC分布する．）

表面でも襟裳岬から南下
145～146°E方面の暖水は大

8 月上旬
する親潮の強勢が閏立つ

きなl援水塊を形成
北上I褒水の先端で T1002°C～5°C 

20°c以上の水帯の北上
(41. 5°N, 146°E, T 100 12°C) 

に形成された．

は 145°E以東に限定

親潮接岸分校強勢で三陸tζ銭 T100<5°C （沖合暖水の西への張

8 月中 旬
18°C台の水帯が東側か 近している． りだし部分）

ら襟裳由甲へ接近 沖側の暖水の勢力が西へ拡が 表面では T。 14～18°C台に形成

った． (1%111路～広尾沖）

8 月下 旬 ｜…m.:－~i£f,;1c om I 後裳山甲 SE30海里 （T。14°C)IC 

潮流域が狭まる． 小規模漁場

円
同・却下南の枝分岸援潮

つ
親

立
旬上月n吋 ｜ 襟 裟 向 甲 吋 蜘

IC]診成

本句144°Eを北上する唆水が
T100でみると 144°Eの暖水先端

9 月中 旬
143～150°Eでは暖水が

強まって襟裳近海IC接近し親

潮を 2分する形となる．
と千A 0 

目立ち全域で昇湿した．

f口 146Eの暖水先端lζ漁場．

41. 5°N, 146°Eの暖氷塊は強
T。では大きな暖水の両側IC形成

勢である．
された．

月下 旬 I9 ?.! i:j:l'Ei] ！：：…きな｜
T0 14～15°Cの暖71<縁辺部！Ci',1旬、場

暖水が道東lζ接近 形成．

E'B年の総括漁期後半の暖水塊・

l凌水域の卓越で遅くまで活況であ

った．

10月K入っても引き続いて漁場が

持続された．

一一句
0 m 100 m 漁 場

41°30’N, 144°00 E IC T100 

14°Cの大きな暖水塊がある．
145°E以東で沖合の暖水塊の西縁道東近海は 10～12°C台

親潮はこの両側を南下してい
や突出暖71<塊の先端に形成7 月上旬 147°E線沿いに 13°C台

る．道東 42°N,147°E Iとも
(T100 2～4°Cの中冷水上）が北上している．

T100 11。C さらにこの聞を

NW  IC暖水が突出している．

全体の傾向は上旬同様だが沖

釜石？中の暖水から一連の 合暖水塊は東IC移動（42～43°
T100 3°C, T。 12～14。CK漁場

分布と して 10～15°Cの N, 148°E) 三陸の暖水塊は
形成．7 月 中旬

水帯が広〈道東近海をお T100 14°Cで強勢だが 145～
(42. 0°N, 145. 0°E以東）

おう． 146°E 1i'>親潮冷水が優勢に南

下．
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佐藤硲

月句 0 m 100 m t骨、 場

15°C l覆水が道東R.北上
漁場 T。 15～17°C台へ移動

7 月下 旬 しごく近海に 10～15°C
（釧路～厚岸 s50海墨付近）

の潮境を形成．

襟裳由甲からSSEfζ親潮
T100 2～3°C台の中冷水域上le形

の南下がみられるが， 親潮は 144～145°E付近（近
成 Toでみると 15°C等温線を中8 月上 旬

15°C l妥水が接近してい 活t暖水域の沖側）を南下
心tζ漁場が拡がっている．

る．

I 15°C等温線が 145°Eか｜
8 月中 旬 ｜ ｜ 

｜ら道東tζ接近 ｜ 

｜道東近海の To 国～18°C~fc漁
場形成

表面では！援水が接近し，

8 月下 旬
15°C前後の等温線が42° T100 5°Cの北側の中冷水域全体

N以北の道東漁場域を；協i Ki':春、揚が拡がる．

断

l援水域が 14『～145°Eを
l妥水域の西縁tζ漁場が形成され

9 月上 旬 広くお hい，この西縁を

貌潮系水が南下の気配．
る．

なお 15～20。C台の高水
41. 5°N 145°30’EK中心をも

145～146°Eの暖水塊の北側およ

9 月 中旬 温帯が漁場域をお弘う
った暖水塊 （T10012°C)があ

びその西側の親潮流路沿いに漁場

（中心部 20°C)
るが， この西側 143°～144°E

が形成されている．
では 2°Cの冷水南下．

暖水域の中心は 41.5°N, 

145°Eとほとんど変らな 暖水域の北側le形成

9 月下 旬 い． しかし中心水温は 分布域表面水温は 11～12°Cと低

18°C台で先句より 2°C し、．

下降した．

69年の総括 暖水域・ 暖7.k塊の発

速によって漁場は比較的近海に形

成され，かつ活況であった．

一一旬
0 m 100 m 漁 場

｜道東42°N以北10～13°CI 
7 月上 旬 ｜ ｜ 

｜台の水帯接近 ｜ 

I T0 13°C tJ'Q)比較的叩ζ分布

（厚岸～釧路南40～60海塁）

143～144°E線を北上す
州ル叫 fc T叩。｜ 暖水塊の北縁s 中冷水分布域の表

7 月 中旬
る唆水の先端 （13～14°C)

10。Cの暖水塊あり，親潮は 層』ζ形成
は＠｜｜路s20海皇まで接

沖合分校が優勢 T。13～14°C台
近

7月下 旬
書完潮沖合分校の差し込み

表面水温でみられた袋状暖水域内

8 月上 旬
により道東近海tζ袋状暖

(15～180C)κ分布
水域が形成

基本的lζは前旬までと変 道東沖暖氷塊は明瞭fL分雑し

りがないが，三陸近海の て， 41.5°N 145. OE f<'.. T ioo 道東暖水塊の北側 T100 2。～4°C
8 月 中旬

水溜上昇で 20°C台以上 11°Cの中心水fn＇＼＇，をもっ 暖水 海域l乙形成

の7.k干Ifは三陸をお、う 塊がある．
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道東・三陸漁場におけるマサパの生息環境 （2)

月 句 0 m 100 m 漁 場

145～146°£ を南下する

9 月上 旬 親潮が強まる．暖水塊は
釧路以西の近海沿いに漁場形成，

全般に西漸
表面 14～18°C台

前期tζ比べ道東の 15°C
145°Eを北上する暖水が目立

等温線は南下したが，親
てコ．

9 月中旬
潮そのもの〉南下状態は

西から津軽暖流も強勢It張り
漁場は前句It続いて道東沿岸部IC:

不明瞭になった．
だし，親潮沿岸分校は両者の

圧迫されている．

間を南下．

全般に 15°C等温線は約

9 月下 旬 30海塁南返した．
漁場はいぜん道東の西側沿岸IC:残

親潮は襟裳岬近海を南下
存している．

70 年の総括近海暖水の北上， ~II

路沖暖水塊の発達lζより，漁場は

道東近海K圧迫された形になった．

全般に好況

E. 1971年

月旬 0 m 100 m i魚 場

42°20’N 145°20’E を中心lζ

10～12°Cの水帯が道東
暖水塊（T10012°C)あり，こ

暖水塊北側の中冷水上に漁場形成の北縁rr5～10° の潮境形成．
7 月上 旬 Iζ接近しているが等温線

続潮接岸分校l立後裳由甲を南下 (42°N以北 145°E以西）
間隔は例年より広い．

し，その巾は広く，水温も低

し、．

三陸近海暖水が広く北上
暖水は西進して 41°40'N, 145° 以西の中冷水の流域上，表面

7 月中 旬
して 15°C等温線が襟裳

144。ooEt乙中心が移った． で 12°C水帯に分布
岬近海にせまる.(41°30’ 

親潮は沖合分校が強勢となる （鎖｜路 s30～40埋）
N線）

句下月ヴ

t
｜漁場は 41.5°N~42.…り
どちらかといえば南偏傾向

親潮増勢の気配
蛇行している T。＜15°Cの等温線

8 月上旬 15°C等温線は道東漁場
の周囲rr形成

内で蛇行し 20°Cも南下
(42°20’N線沿いで 144～146。Efr 

拡がる）

146～147°£ でや〉昇温 親潮接岸分校が増勢・ニ陸沖

8 月 中旬 の気味あるが，15～20°c 暖水 （中心 40.5°N, 144. 5°£ 
道東漁場域は全般に南退

の等温線開隠はl玄い． Tioo I0°C)も勢力を弱めた．
(42°N以南）

8 月下旬
I …ゴ七は μ～19。C 140.5。
20。C＜はみられなb、． ｜；勢カを弱めた． ｜（郵ii路正南線）

襟裳 S/ESO海里に ToI 

19°Cの媛水があるが，

道東近海は 15°C以下κ
低下

道東近海域T015°C以下に漁場

は限られた．
9 月上旬
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佐藤祐

月句 0 m 100 m i魚 場

三陸は樟経暖流と，唆水塊が
T。15～16。C T100 2～6。Cの水

9 月 中旬 9月上旬とほ f同様 合体した形で巾広〈高温，こ
帯上（道東近海） Iζ分布，表層水

の沖合を南下する親潮は強塁手
混でみて，北上する暖水の先端部

である．

15。C以下の冷水が144～

9 月 下 旬 145°Eを41°N線まで南
T。でみられた冷水の南下流域の

下
41°N線に漁場分布

親潮系冷水は南下著しい

前句より緯度で lo下っ

た暖水は近海から襟裳岬

10月上旬 近海の 144°Eiζ張り出 冷水域でしかも T。でみた東西か．

すものと 146°Eに残存 らのi凌水の突出古iilfζ漁場形成

するものがあるがそれぞ

れ 42°N線で親潮を東西

から狭む．

10月中旬｜｜道東は 12～14°C台まで｜｜三陸近海で も冷水南下が目立 わずかに T。13°C台の水帯（42°N

水温低下 つ 144～145°E）に漁場分布

71年の総括 lOOm層水温でみる

ょう tζ全般に暖水塊の南偏があり，

魚群密度は近年の中では低かった

F. 1972年

月句 0 m 100 m 漁 場

全域とも高温で襟裳仰以西で

15°C等温線が道東漁場 は親潮系冷水がない．
145. 5°E～147°E 付近の道東近海

7 月 上旬 κ北上 10～15°Cの潮境 北上暖水は 145～146°Eで
l褒水突出部花形成

を形成 顕著 39.00N 144°30’E T100 

16°Cの暖水塊あり．

40°10’N, 146°['0’E IC T100 暖水の北縁以北2。Cの中冷水の占
40°20’N 線を 15°C前後

13°Cの暖水塊が派生，三陸 有域の表層K漁場形成
7 月中旬 の水平症が東西lζ走る．

南部の暖水とともに全域を高 表面 13～17°Cの潮境にあたる．

温にする． (42°N以北，144～147°E一千百；）

I 146°Eを20山の暖水が T。15°C以上に漁場が分布

北上 （漁場の拡がりは前旬同様）

8月上旬門とも開し道東に 漁場は 146°E以西の道東近海域

15°C以下の水帯はない． に形成

T0 16～19°Cの暖水接近部lζ漁場

8 月中旬
145～146°E を北上する 三陸は高温沖合でも 146°E線 集中 T100 13°Cの暖水が 146°E

暖水が道東IC接近する． を北上暖水が道東K接近 を北上しているが，漁場はこの西

側の中冷水域にあたる．

145°E線を中心にした暖
T100でみると143°E,146°E 

T100でみる 2つの暖水の縁辺

8 月下旬
水域の接近があって，

を北上する暖水あり，この中
(T100 5°C中心） .Toでは三陸 ・

16°C以上の水帯が全域
聞の親潮冷水域はせまい．

道東をお h う大l援水域の北西縁iζ

をお 〉う． 沿って分布

( 36 ) 



道東・ 三陸漁場Iζおけるマサパの生息環境 （2)

月 旬 I o m 「 i… 漁 場

句 l 表面の…近は勺い轍し…~I糊 分……s.wrm 
顕著 144。E以東の流域巾を鉱げた． と同じである．

前句みられた親潮域を貫入し
T100でみた媛水の貫入部先端

9 月 中旬 全域でや》降湿した
て 144～145°Eを北上し 42。

(T100 4°C台） fC漁場形成
N 以北に達する暖水がみら

道東のごく近海である．
れる．三陸はなお高温

暖水塊の中心は約1°C水 T。18。C台沿い（道東弱l崎～厚岸

9 月下 旬 混低下したが，いぜん道 f中の距岸20海里） fζ 広く漁場形

東IC接近 成

句を追って水温は下降す 中旬lとなって 144～145°E水

10 月
るが，144～145°Eの北 域の水温は低下し，親潮の影 144～145°Eの北上暖水先端fC10 

上暖水は10月IC入って 号車があるが水温そのものはな 月にも漁場が残る．

も様強 く残る． お高い

72年の総括初漁期以来暖水塊の

発達が顕著で， 10月まで好漁場が

持続した．

G. 1973年

月 句 0 m 100 m 漁 場

15°C等温線の北上が早
40. 5°N, 145°E を中心にし

7 月 上 旬 い 144°～145°E K暖水
た Tioo 13°C の暖水があっ T。で北上1稜水の東縁，10～16°C

て，この先端は 145°E線を の範凶tζ形成
がさ し込む．

北上して，道東近海IC接岸．

15°C等謹話皇が 42°N 線 この暖水の西側では親潮系冷 145°E を北上する暖水の先端 IC

7 月 中 旬 沿いに走る．この縁辺は 水が卓越している．沿岸分校 漁場が形成されている.T。12～

11～14°Cの潮境 は三陸を南下 16°C 

T。＞15°C K漁場が移行した．

146°E付近を冷水南下し，こ

8 月 上 旬
全域とも暖水の北上が目 のため暖水が分断された形で lOOm庖でみると 2つの暖水の先

立つ ある． 三陸 39°N, 144. 5°E 端lζ漁場形成

IC T100 15°Cの暖水塊あり．

145～146°E で親潮の南下が
表面 15°C以上の高温域， lOOm 

8 月中旬 表面で北上唆水が目立つ
ゃ 、目立っている．

層，2°Cの中冷水K形成

（厚岸 S40海里付近）

表面では42°N,145°E以
道東近海は冷水域ICなってい T100でみると 144～147。E ICか

8 月下 旬 東の冷水を狭んで， 暖水

が東西から北上しているι

る． けて中冷水上fC広く分布

表面でも 146°E からの
9 月上旬 親潮南下が目立つ．三陸

は高水温

道東から親潮の南下が目立つ
漁場はや 、南下し，襟裳由甲玉東の

9 月 中旬
が，三陸の暖水塊で3 それ以

42°N 線上fC形成，中冷水の上で
上の南下が阻まれて南東IC流

ある．
れる．

( 37) 



月句

9 月下旬

10月上旬

10月中旬

10月下旬

佐藤訪

0 m 

144°£ 線上を細く 16°C

台の暖水が北上し， iii噛

以西が昇湿

144°£ 線上になお暖水域

が継続している. 145°£ 

以東はや弘水温低下

表面では媛水の北上がか
なり巾広い.15～16°C 
台が近海に接近してい
る．

表面でも急激に水温低下 ｜

し，12°C台までになった ｜

100 m 

秩口tζなって 145。E以西で

は低水温 （10～lf'OC)ながら

北上l援水があり，親潮沿岸分
校は三陸へ接岸しない．

0・

2‘r I m・ I 111・E

漁 場

表面水温の上昇のあった郵ii路以西

の海域t乙漁場が集中した．

漁場は 144°£ 以西K集中

145°£ 以西の道東沿岸K漁場が形

成された．

T。lf'。C T100 3～5°C 

110～12°C…ヵ叩残
っているのみ．

48年の総括，道東の初漁期は暖水
の北上が前年ほどでなく，好漁裂
ではなかった．親潮系冷水も卓越

していたが，局所的な暖11<の北上
などがあって，道東では遅くまで
漁があった．

第 1図 1 1973年道東海域の lOOm層水温分布とマサパ漁場
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道東・三陸漁場ICおけるマサパの生息環境（2)

第1図 2 1973年道東海域の Om層水温分布とマサノf漁場

これらのすべてを図示するのは 繁雑であるから， ごく近年の 1973年の例をとってOm, 100 m および漁

場の形成状況を第l図1・2にあげ，第1表とこの図の説明によって，およその道東漁場の形成状況を述べ，

その特長を抽出することにした．

なお，海洋構造と漁場の形成条件を論議する場合，と’の深度の水温分布によるかが当然問題になるー一般

には前報でも述べたように各時期の魚群遊泳層の水温分布を問題にすべきであろう ．しかし，こLでは遊泳

深度に関する資料も充分整っている とはい L難いし，また水温の資料も充分ではない．したがって概括的な

海洋条件としては他の多くの例に準じて100m 層水温を用い，これに道東海域で‘は比較的表層に魚群が分布

するので，表面水温を検討し，向者の勘案によって漁場形成の特長をみた．

1973年の海況と漁況

第1表で挙げた結果から北上暖水の接近と漁場形成にある程度の関連がうか工われるがこの問題は後でま

とめて考える．

( 39 ) 



佐藤祐

1973年の道東の漁場形成をみると，この年には道東近海に！凌水が綾近し漁場も退くまで形成された．

7月， 145。00’E線上を北上するl援水があり，親潮は接岸分校が 143～145°Eを巾広〈南下している．道東

には 145。～146。E付近を暖水が接近の気配を示しているが， まだ 42。N以北の主漁場域は親潮系冷水で‘お

与われている（lOOmj脅水温分布）．

表面でみると上旬にはまだ l0°C以下の水帯が 146°E付近にみ られるが，中旬 ・下旬と進んで南から

15。C以上の水平静の北上が顕著になる．

7月の漁場は lOOm層でみられる北上暖水の先端部に形成され，全般に 145。E以東の東側海域に分布して

いる．表面水温では上・中旬に 11～15。C台に分布したが，下旬には明らかに 15。C以上の水帯内に形成される．

8月に入り， 145°～147。E付近から親潮沖合分校と恩われる冷水が南下し，前月北上していた｜援水域が西

漸したかにみえる．三陸沖 39°30’N,144°30’E付近にはTioo 15。Cの｜援水塊が発達している（100m層水温）．

表面水源でみると上 ・中旬は 15°C以上の｜援水が漁場域をおLうが，下旬に入ると次第に親潮系冷水が

42。N以北 145°00E以東で目立つようになった．

漁場は lOOm層でみると北上殴水先端の中冷水の真上にあるが，表面では 15°C以上の高温域から次第に

12～16。Cの冷水側に移る．

9月に入ると親潮勢力は次第に増勢し道東の近海は低温化し T1002。C以下の中冷水が広がる． しかし対

照的に三陸側には T 10016°Cの大きな暖水塊があって，親潮の接近を遮る形となっている （lOOm層水温）．

表面水温も前月下旬にみられた傾向が助長されて下降が続いているが，しかし三陸近海のl援水域はかなり

根強く 15。C等温線の位置は 42。N線上を殆ど動かない．

漁場はやι南返しているが，100m層でみる｜援水先端の中冷水上に形成されるという特長は変らず，また

9月下旬には 144°30’以西の援水域（表面）内が主漁場になっている．

10月に入ると 144。E方面の近海は暖水の北上があり，道東のご く近海で・は親潮系冷水による低温化が進

んでいる．このため全般の傾向として漁場は襟裳岬近海に圧縮されている． この漁場は 100m 庖 5。C等温

線の直上を中心とした 4～7°C水帯にあたる. 10月下旬の下層水温は不明であるが， To 11°C台水域にわ

す．かに漁場が残存するのみとなる．

以上＇ 1973年の例によって漁場分布と水塊配置の関連をみたが， この結果と第1表の記述を参考にして，

一般に道東海域の漁場形成は暖J］（塊の北上接近，東西方向の移動と密楼な関連があり，lOOmj習でみると暖

水先端部の中冷水上，表面で‘は暖＊の北上先端の海域に主漁場が形成されている．

漁場が lOOm層における中冷水の縁辺部 2°C前後の海域の直上に形成されるという特性は福島 （1958）が

述べたサンマの初漁期の場合と全く類似しているが，サ、ノマではその後のJ](llfi'tの下降によって漁場が次第に

第2図道東漁場の表面等温線から読みとった漁場水温の句変化
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道東・三陸漁場tζおけるマサパの生息環境（2)

南下し黒潮前線の北側まで移動するのに比べ，マサノ〈の場合は，産卵期には黒潮縁辺の伊豆諸島まで南下す

るものの， I援7.K塊との対応、で遅くまで漁場が親潟JI域内に形成される点が特長と思われる．

(2) 漁場表面水温の変動と漁況

第2図は前項で述べた漁場の表面等混線の分布から読みとった漁獲水温の旬別変動を 1967～’72年につい

て示したものである．

一般に 7・8月の初漁期に低温で goc前後から 15～16°Cまでであるが旬を追って水温の下限 ・上限とも

に上昇する.8月になると最高になり， 14～15°C以上になる．

9月に入ると次第に水温の下｜晩期に入るが一般に7月の初漁期ほどには下降しない．

7月の上 ・中旬の低温期にはどの年にも来遊資源量は小さくマサノくの北上来遊がよ うやくその絡についた

時期にあたる．

来遊量が多い9月については，表面 14～18°Cの水域が主漁場域となる．

各年の水温分布範囲， とくに最高水温には年による変化があって，たとえば，’67年 8月上旬には 22°C

台まで上昇したが，’69年，’71年はともに 18°C台に止まって約 3°Cにおよぶ相違がある ’71年はとくに

近年では低温で道東海域の漁獲量は少なかった．

次に，道東海域における漁期中の水温の高低と漁況の関連について検討する．

漁況を支配する要因としては魚の資源量の変動 ・漁場への配分量：・種々の環境条件（無機環境 ・食物 ・競

合種 ・害敵）， さらに漁船の探索能力などが考えられ， これらが複雑に関連するので水温条件のみの論議で

は不充分なことは当然である．
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第3図 15°C以上区画数（句別）の漁期間累積値と漁期間累積資源盆指数 ・密度指数の関係
（縦納，左側白 区画数の場合は他，資源量指数 ・密度指数の場合はト ン／区画と読みかえる．）

しかし，第3図に示したように各旬の表面 15。C以上の海域の広さりの漁期間累積値と旬別資源量指数 ・

密度指数の漁期間累積値の聞にはある程度の対応がうか工われ，前報で述べたマサノ〈の分布水温が 14～17°C

の範闘で集合性が高まること と考え合わせる と，l援水域の発達は来遊魚群平の利用可能度 （availability）を支

配するー要因であることは間違いない．

さらに第4図には 1967～’73年の各旬の 15。C以上の区画数と笹度指数を対比させた．一般に最高の密度

指数の旬は高水温の夏季ではなく．親潮系冷水がミ卓越して漁場が低温になる 9月末に出現する．

〔三陸〕

(1) 概括的な漁場形成の特長

道東の漁場形成力旬、わゆる釧路沖l医水塊の動向と関連づけられることは前述のとおり 明らかであり，かつ

また三陸の秋漁は道東海区からの南下群に依存していると思われるので，道東の好漁場形成の条件は三陸漁

1) 41°40’N～43°10’N, 143°15’E～146°30’Eのlilli凶の緯・ 経皮 10’区画の個数であらわす．

( 41 ) 
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道東 ・三陸漁場におけるマサパの生息環境 （2)

第 2表各年の句別水塊配置と三陸マサパ漁場の形成状況

A. 1967年

月 匂

10月上旬

0 m 100 m t骨、 場

143°E以西は 15～20°c

で 15°C以下の親潮冷水｜ 親潮系冷水が卓越し，岩手県｜ 道東11::比べ T。が 4～5°C高自の

が 144～145°Eを南下，｜ 沖合の 143°E線上11::冷水域 I18～19°C, T 100 14～15°Cの津軽

143°Eを中心にした宮古 ｜が発達している． 11愛流域に形成．

近海』ζ冷水域が目立つ．

｜津軽暖流域内に親溜第1 I 
10月 中 旬｜ ｜津軽暖流域は水温が低い．

｜分校の貧人が閤立つ． ｜ 
I T0  1 
が次第｜ζ南下の気配．

表面でも親潮系冷水の南

下が目立つ．襟裳岬から
10月下旬

釜石fl'lc向って親潮第1

分校が接近している．

津軽暖流域はその範囲を

11月上旬 いよいよ狭め，16°C台

の水温干h＂は縮少している．

近海は 13°C台である．

15～20°C 台の l援水が
11月中旬

144°E線上を北上してい

る．

近海の漁場域を南下する

親潮第1分校目立つ．

11月下旬 15°C等温線は 常磐沖の

142°30’E からほ f北東

lζ走る．

12月上旬

B. 1968年

月句 。町1
津軽暖流は表面 19°C台

で 143°Eまで張りだす．

9 月下旬 親潮第1分校は襟裳岬か

ら正南lζ下り黒埼正東』ζ

達する模様．

金華山以南K20°C以上の

高温域が広がり，発達し

10月上旬 た釧路沖暖水と津軽暖流

の間を 144.5°E K沿って

親潮が南下．

三陸沖全域とも次第に低温化

親潮系冷水の接近が目立って

いる．津軽暖流域の範囲も縮

少している．

親潮の接近f(よる低温イじが進

み10°～15°C等温線が近海を

南北｜乙走っている．

三陸近海f(親潮第1分校の援

近により低温化し常磐沿岸tζ

13°Cの水帯を残すのみ．

100 m 

三陸南部宮古沖κ 13°Cの暖

水塊があり，東縁は145°Ef( 

逮し ている．津軽暖流域は

143。Eまで張りだす．道東？中

は 5°C.

( 43 ) 

T100 11～14°C台まで水温低下t魚、

場はこの上lζ形成された．

T。18～19°C.

渉経暖流域の南端11::分布している．

そろそろ南下の気配．

黒埼 ・宮古沖を中心として，さら

11::金ヨ富山沖まで伸びている．

常磐~t'l l'.:形成されている ．

常磐～銚子沖f(分布している．

｜内側括…町
場は早目tζ南下した．

'lfl.t 場

津軽暖流内（T。18°C) 11::形成．

前句とほ f変りない．



佐藤術

月 句 0 m 100 m 'If.it 場

親潮は143°E線を細〈南 143。Eを南下する親潮がや h

10月中旬 下．津軽暖流域I7°C，岩 強勢となり，5～10°C水干u;
乎県南部沖合 1s0cと高 黒埼まで南下， 三陸南部は10 津軽暖流域の南端と一部は黒埼沖

混目 ～15°C水帯が占めている． lζ形成．

津軽暖流域は中心 18°C台．

一陸北部の状況は不明で

あるが，南部では北上暖
10月下旬 水が黒埼まで接近143°E 八戸玉東から黒埼まで漁場が目立

線上で 19°CIC達してい てコ．

る．

親潮は黒埼にさし込みこ

の方面は 14°Cまで低下

11 月上旬 津軽暖流域は水温低下し
たが，勢力はなお持続し ふた hぴ津軽暖流域内IL形成．

てし、る．

北上暖水は 143°30’Eを 143°E以西の近海は鮫角沖や

11 月中旬 中心IC優勢で，津軽暖流 釜石？中ICそれぞそ冷水がある 、一

域 （17°C) と合体して大 が，創設に 10～15°C台で高 津軽暖流域lζ貫入した親潮との援

きな暖水域を形成． い．金釜山以南は 15。C以上 近部分IC形成 （八戸？中）．

で高温．

一陵南部を占める暖水と

11 月下旬 北部の冷水が金築山～岩

12月上 手県南部で潮境（lfi。C
句中心）を作っている．北 黒埼から宮古まで南下．

創刊はf!f;j温となる．

c. 1969年

月句 0 m 

~埼以南の三陸南部 l乙

22。C台以上の暖水があ

9 月中旬 り，15～20°C台の低温

域は襟裳山甲から南下して

黒埼lζ達する．

暖水が北上して 20°C以

上の水帯が黒埼以南をお

与う．津軽暖流の張りだ
9 月下旬

しは143。Eまで．親潮は

143～144°Eを南下して

し、る．

100 m 

親潮は道東から南下して黒埼

～八戸近海t乙接近し，南のi凌

水域との問lζ潮境を形成して

u、る．
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68年の総括北上暖水の影響で漁

場は遅くまで陸に持続した．

漁 場

八戸沖のごく近海IC接近して形

成．

T。I9°C台の津軽暖流域内IC漁場

分布．



道東・三陸漁場におけるマサパの生息環境（2)

月句 0 m 100 m 漁 場

津軽暖流域は広範lζ18°

C水帯になっている．

10月上旬
20°C台以上の暖水域が

津軽暖流域内re:分布している．
144°Eを北上している．

この中聞を親潮系冷水が

南下している．

144°E線上を黒潮系暖水
親潮増勢し，三陸暖水は東IL

10月中旬
が北上して，このため黒

移動した．津軽暖流は 143°E
八戸沖主体，一部は鮫角正東線以

埼沖 143°E線でも 19°C
まで達している．

南tとも分布．

台まで上昇した．

40°N以南は 15～20°c

以上の高水温，津軽暖流 八戸沖近海から黒埼まで南下して

10月下旬 域は 143。E線まで増勢， いる．親潮南下流路沿いILも分布

南下する親潮は八戸～宮 する．

古関にせまる．

143°E線を北上する暖水

11月上旬
が 20°C以上IL達してい 暖水で南下が遮ぎられt語、場は八戸
る．三陸北部の海域IL親 ～宮古関IL形成．

潮接岸の気配．

基本的には 11月上旬の
ふたたび三陸近海に暖水が北

八戸～宮古聞の 142°E線の T。
11月中旬

形を維持している．
上 15～20°C水温’；rg；が黒埼沖

15°Cの等温線沿い．
IL達し，さらに東側κ広がる．

11月 下旬
降しているが，北部でも

長良埼E線tζ漁場集約．
水温が低下し，黒埼E線

IL潮境が形成．

な、と温低r」速急‘張。
B
P」域全

る
句上田川n

L
 

1
よ l常磐鹿島灘で形成

69年の総括八戸沖からの魚群の

離脱は早かったが，三陸南部の暖

水の影響で漁場は岩手県沖lζ滞泳

した．

D. 1970年

月旬 0 m 100 m 治、 場

津軽暖流域は比較的せま

9 月上旬
い．親潮第1分校はこの

沖を南下するが，流域の
津軽暖流域内κ形成

水温高い（17～180C).

親潮はニ陸re:指向してそ
親潮は 143～144°E間を岩手

9 月中旬 の先端は金華山近海まで
T 100 8～15°Cの津軽暖流域内re:

達している．
県正東まで南下している． 漁場形成．
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佐藤街

句 0 m 100 m 務、 場

親潮が金華山を指向して

、出歪暖流域の高温部分』ζ形成．いるが水温は高くその沖
9 月下旬

側 （144～145°E）を北上 や 注南下の兆し．

する暖水優勢．

親潮流域はや h水温低下

し， 16。C台となったが，
鮫角i沖，表面 19°Cの津軽暖流系

10月上 旬 いぜん高目に経過してい
水の内部．

る.144～14c;0Eを北上

する暖水が目立つ．

144～145°Eの北上暖水
親潮は 143～144°Eを南下し

ている．津軽暖流域の東縁は
はさらに強勢になる．親

143°Eで水温高目（19。CJ. 八戸近海IL.形成．10月中旬
潮流域の水温は若干下降

T100 10°Cの暖水域が 145°E
の気配．

を北上．

津軽暖流は強勢. 144～ 
会般的な水塊配置 は10月中

10月下旬 旬とあまり変らないが，幸司潮 八戸近海に形成．
145°Eの北上暖水も優勢．

はや h流域をせばめた．

津軽暖流域はや h水温下
津軽暖流・親潮流域の水温が 漁場の南下がはじまる．まだ主漁

11月上旬
り（19°C）親潮は 143°E

下降している.145°Eの暖水 場は八戸沖である．宮古方面にも
を南下している．水温は

も南北2つに分断された． 漁場形成
高い（14°C).

143°E以西のニ陵近海域ICは

近海を南下する親潮が強 15°C以上の暖水が残ってい
津軽l援流域の八戸沖と三陸の残存

11月中旬 勢津軽暖流域は停滞気味 るが，この？中合の水温は下降
暖水域内rr漁場形成，後者が主体．

(19°C). (8°C台）冷水域は沖合から

金望書山指向．

親潮は強勢となり， 15°C

11月 下 旬 以上の水帯も近海lζせま 宮古～気仙沼の沿岸域l乙圧迫．

くなった．

句 I1…一常磐 1
Iζ限られる． ｜ l開 ζ南下

E. 1971年

月匂 0 m 100 m 

｜干O年の総括親潮は近海を南下し

ているが，流域水温は比較的高間

で，漁場の南下時期は普通．

漁 場

親潮沿岸分校の流下がこの頃

表面水温は高く ，20～24Iから 目立つ. lOOm層 2°c'
I ｜津軽暖流南端と親潮境界域の暖水

8 月中旬 ｜。C台が広く三陸をお》 lの冷水が宮古近海まで接近し l
｜ ｜側IC漁場形成．

う． 1ている．沖合暖水の温度も低 l ー

し、．
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道東 ・三陸漁場におけるマサパの生息環境（2)

月旬 0 m 100 m 漁 場

表面でみても 143～144

8 月下旬
。E 悶を 17°C 台の低水 漁場は八戸沖の津軽暖流域内I己分

温域が宮古東方まで南下 布．

してし、る．

親潮の近海での南下は強勢．

親湖南下流域の水温はや 津軽暖流域は， 142°30’E ま

9 月上旬
h下降している.20°cの で張りだす． 40° 30’N 144° 津軽暖流域内の T018～I9°C, 

等温線は金華山？中を東西 30E を中心とした直径 60海 T100 15°C以上の海域K形成．

tζ走る． 里の暖水塊がある．この南側

K暖水域が速なる．

親潮の宮古～釜石への接
三陸近海の 143°00’Eでは前

句にあった暖水塊の接岸でや

9 月中旬
岸が目立つ．津軽暖流域

注水温が上昇した．しかし金 八戸沖K集中
は南下する親潮によって

域とも低温で釜石沖Kも冷水
南から圧迫されている．

域が残っている．

前旬南から津軽暖流域へ

9 月下旬 差し込んだ冷水は孤立し 津軽l褒流域lζ東西IC広く分布．

7こ．

143°E以西は 17～1s0c
津軽l援流と接岸暖水塊の影響

台が広く卓越した水;/lf.
でP 北部は高水温であるが，

この沖側を冷水南下し，
沖合を南下する親潮勢力 もか

主漁場 T013～I5°Cの津軽暖流

10月 上旬 その先端は 39°N線を閤
なり強い． しかし 38°N以南

域内にある．

行し，気仙沼近海lζせま
では暖水域が広くお hってい

親潮の南下流域にも魚群分布．

り，金書雲山以南の暖水域

との関』ζ潮境をつくる．
る．

10月下旬
明不mm 
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10月中旬

三陸北部はあまり明らか

でないが，38°Nを東西

11月上旬
K走る潮境があり，その 漁場は南下し， 黒埼～金主主山Kか

西縁の 17～20°Cの潮境 けて南北K広い漁場を形成した．

は 141°30'Eを南北に走

る．

13～14°C 台の親潮域が 三陸は全域とも 10～15°Cの
北は八戸沖から南は金華山までと

11月 中旬 宮古～金華山lζ接近して 範囲である．金華山以南の暖

し、る． 水域は広い．
南北に分布

金基富山以南 tζは 143°E

11月 下 旬
線を北上する暖水が強 黒埼以北の漁場は消失 し，士長屋

勢． この岸側の冷水の南 埼～黒埼f（広く分布．

下流路は魚道となった．

2月上旬｜常磐沖は比較的高水温で｜
I 11°C台が卓越． ｜ 
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佐藤街

月匂 0 ロ1 100 m 漁、 場

12月 中旬
三陵北部は 10～15°C台まで

低下．常磐沖κ南から暖水北 南下して銚子沖κも分布．
12月下旬

上

71年の総指．北では親潮沿岸分校

の発達で 11月上旬に漁場南下．

しかし，金華山以南の暖水で三陸

IC長く滞留した．

F. 1972年

月旬 0 m 100 m 漁 場

津軽暖流の張り だ しが，

表面で 21～20°Cの水帯
142.5。Eまでである．宮古？中

津軽暖流南端と親潮の接近部の暖
9 月下旬

が広く三陸をお h う．
暖水塊 （41.5°N 145. 0°E）は

水側に形成．表面 19°C.
強勢． この間を T100 13°C 

19°C台の親潮が南下．

親潮は襟裳出甲以西ICみら
漁場は T019°C台の八戸沖近海

れず，全域とも 15～20
10月上 旬

。Cの水平苦お〉われてい
に広く形成され，襟裳山甲南西の潮

る．
境域にも小規模な漁場がある．

襟裳由甲以東の海商では低

湿域が拡がり，全体とし
漁場の主体は津軽暖流域lζ形成．

て三陸は 18～19°Cが近
10月中旬

海をお〉う．親潮は 143
襟裳由甲 s20～25海里にも漁場が

～144°Eを南下するが，
ある．

水温は高い．

親潮は道東近海から，襟

10月下旬
裳由甲を南下し，その先端 漁場はや〉南下し，八戸～黒埼関

の 15°C等温線は，40°N IC主漁場が形成された．

まで達している．

15°C 以下の親潮域は篠
表面問機，貌潮の主流域は襟

裳由甲以東IC限られ，近海
裳岬以東』E限られる． ふた、ぴ八戸沖n：漁場形成．南は

11月上旬 は高水温持続，津軽緩流
しかし その先端の 10～15°C 黒埼まで．広い範囲lζ好漁場形成．

域，三陸南部は一連の暖

水域．
水干苦は黒埼近海へ接近した．

主漁場八戸沖．

前句と変りない．宮古以 津軽暖流域と宮古以南までの ごく一部は南下して，宮古～釜石

11月 中旬 南は 17°C台以上の高温 三陸は一連の高水温域であ 沖にも分布．こ＇ 1～2年の傾向

域． る． とちがい＇ 11月中旬も主漁場，八

戸沖

北部から次第IC低水温lζ

なっている．しかし三陸 本句八戸沖から主群南下．

11月下旬 南部の高水温域は勢力を 鮫角E東から気仙沼沖までの広い

持続して， 15°C等温線 海域』ζ漁場が形成された．

の北繍は黒埼沖．
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道東・三陸漁場におけるマサパの生息環境 （2)

月句 0 m 100 m 漁 場

全域とも低温となり，ニ陸 ・

宮古以南tζ暖水の影響は 常磐はほ，.13°C になった．
漁場は宮古から銚子沖まで広範に

12月上旬 残っているが3 全域とも 金華山沖lζは3 沖から親潮が
分布して活況．

親潮が卓越しはじめた． さし込んで，三陸より常磐北

部がむしろ低温．

15°C等温線は常磐まで
主漁場は常磐であるが， 金華山近

12月 中 旬
下って， 13～15。Cの潮

海にもかなりの漁場が形成されて
境を形成し3 この南を黒

し、る．
潮主流が北東lζ百IE去．

47年の総括，八戸沖にも遅くまで

漁場が形成され，三陸沖暖水Iζよ

って岩手～犬吠湾沖各地に広く治、

場が形成された．

G. 1973年

月句

9 月中旬

9 月下旬

10月上旬

10月中旬

10月下旬

11月上旬

11月 中 旬

0 m 

三陸は全域とも高温．

八戸沖にあるl愛水を迂回

して低温域が籾く南下し

て経埼にせまる．

津軽暖流域は 20°C台

八戸沖の暖水を迂回して

沖合からの冷水（17～

18°C)の差し込みが目立

ィコ．

144～H5°Eを南下する

親潮が目立つ．

津軽唆流域と八戸沖の北

上暖水が合体した形であ

るが，全般K水温下降気

味（16～1アC).

｜基…一旬と｜
変りがない．

100 m ？魚 場

T0 21°Cの暖流域内
15°C，~＿暖水塊があり ’ーこれ了

,T 100~でみて津軽暖流域と親潮域
を迂回して親潮が三陸にせま

の接合部IC形成．
る．

津軽i覆流域内 T。20°CIC漁場形

成．

9月とあまり変らぬ水塊配置

であるが津軽暖流域は lOOm lOOm庖でみた低温域の上K漁場

層でみる と弱く ，Tiool0°C が形成された．

の冷水が1帯、場域にある．

津軽暖流域は水温・商積｜津軽暖流域と八戸沖暖水は接｜海上時化多く漁場形成少ない．襟

とも急速に下降.143～｜近しているが合体せず，中央｜裳岬 S4o～50海里の沖合主主（To

144°E線を縫埼まで暖水 ｜を親潮が南下している．親潮 110°Cマサパ生息下限樹で一時

北上． ｜沖合分校は強勢． l好漁場ができた．
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佐藤祐

月 旬 0 m 100 m T官L 場

八戸沖にごく小規模な漁場が形成

11月下旬 全域とも急速に低温化． されているが，三陸南部では漁場

なし．

73年の総指 親潮第1分校が発達

して魚群の南下を早め，三陸南部

で漁場成立しなかった．

（マイワシ全域で卓趨）．

場にとっては来遊資源量を保証する面ではプラスに，道東の魚群を遅くまで北部に滞泳させて三陸漁場の漁

期を短くするという点ではマイナスに働く ことは容易に推定される ．

なお，三！窪漁場で漁業者聞の重要な関心の対象になるのは．八戸沖はじめ各漁場域からいつ魚群が南下す

るかの点である．この問題は漁業調整上の意味もあって，行政側からも関心が寄せられている

以上の点を考慮しながら三陸の漁場形成と環境条件の関連をみた．

道東の場合と同様に 1967～’73年の7ヶ年について lOOm j習水温による水塊配置および表面水温分布に

第5図 1 1967年三陸海域の lOOm層水温分布とマサパ漁場
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道東・三陸漁場におけるマサパの生息環境 （2)

第5図 2 1967年三陸海域の Om層水温分布とマサパ漁場

よって漁場の形成条件をみることにした．

第2表 A～Gは7ヶ年の海況条件の時期的な特長である．

7ヶ年の漁海況を検討して三陸海域のサパ漁況に関連した海洋条件の特長として基本的には2大別できる

ことを知った．

第1は親潮治岸分校が強勢で， これによってサパ漁場も比較的時期的に早自に南下するもので 1967，’73

年の形であり，第2の形のものは北上｜凌水の影響で親潮沿岸分校が比較的微弱となり ，この結果漁場が長く

三陸近海に止まる形で，この形のものは中間的なものも含めて，近年の大勢をなしている．

こ与では第1の形の例として 1967年，第2の例として 1971年の2ヶ年の海況模式図を第5図 1・2，第

6図 1・2にあげ，おのおの簡単な説明によって三陸の漁海況の特長をみることにした．

(1967年の海況と漁況j

10月上旬の 100m層水温をみると親潮系冷水が 143°E線上を顕著に南下している．

この傾向は表面でもみられ，143°E線付近を中心にした岩手県近海の表面水温は全般に低い．

この頃の漁場は To18～20°C, T10o 11～14°Cの津軽暖流域南端と親潮系冷水がごく近海で接近した鮫角

NE～SE 20～30海里の海域に形成されている．

このような当漁場の水温分布は道東漁場ではI援水接近部の中冷水側直上に漁場が形成される点とは異なっ

た特長である．

10月中 ・下旬になっても海況の基本的な特長は変らないが，漁場は 10月中旬頃から 40。NC黒埼）まで

南下して分布するようになった．

一方津経l援流域は次第にその範囲を縮めて 11月中旬になってさらに全域の水温が下がり，八戸以北の漁場

は完全に消滅し黒埼～宮古yq1を中心に金華山沖まで分布しさらに同月下旬にはすで‘に常磐沖まで達している．

従って，この年には三陸近海の親潮接岸分校の卓越によって魚群は早自に南下したようにみえた．
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なお道東海域から三陸への魚群来遊の時期はほ ！｛ 10月上旬前半であって概してこれも早目であった．

〔1971年の海況と漁況〕

第1表に示したようにこの年は道＊漁場が不振であった．

三陸海域の 8月中旬の lOOm層水混でみても 2°C冷水が宮古近海まで南下しY中合の北上暖水の水温も低

い．しかし金華山以南では｜援水の北上が目立っている．

表面水温は全域とも高水温てある．

この頃の漁場は各年と変りなく津経暖流域内に形成された．

9月の水温分布も基本的な様相は8月と変りがなく ，lOOm周水温では親潮接岸分校が 143°E線上を岩手

県沖まで南下している．

表層水温の分布でみても冷水域は宮古～釜石方面に接近しているが，一方金華山以南では暖水が顕著に卓

越している．

10月も同様な傾向が持続されたが下旬になると津軽暖流域内の水温が下降をはじめ，岩手県近海へのま見

潮の接近はし、せ’ん卓越している．

ζの間，漁場は次第に南側に移動して黒埼方面に移った．

11月に入ると八戸沖から魚群が南下をはじめ黒埼～金華山にかけて南北に広い漁場が形成された．

この漁場はおよそ 11月下旬まで続いたが，金華山以南にも次第に親潮系冷水の卓越があって漁場は南下

した．

結局 1971年には親潮接岸分校の接近と津軽暖流域の総少により八戸沖からの魚群の南下は比較的早自に

36・

143・E

第6図 1 1971年三陸海域の lOOm層水温分布とマサパ漁場
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道東 ・三陸漁場におけるマサパの生息環境 （2)

第 6図 2 1971年三陸海域の Om層水温分布とマサパ漁場

起ったが，金華山以南の暖水の卓越は前報で、述べたマサパの分布水温の高水温側の障壁となって魚群を三陸

に止め，こ LUこ比較的長期間にわたって漁場を成立させた．

道東から三陸への魚群のう｜そ遊はおよそ 10月20日頃と推定された．

第2表に示した 1972年には三陸における漁場の滞留は一層顕著であり， 同年秋岩手県近海に発達した暖

水塊によって，魚群は三陸北部沖合に遅くまで滞留した．

以上， 三陸近海の漁海況の推移を通して，当海域の漁場形成に関与する条件は，津軽暖流 ・親潮接岸分

校 ・黒潮系暖水等の相互関係であり，とくに親潮系冷7Jくの流路やその強弱が三位におけるマサノ〈漁場の成立

と関連をもつことが明らかになった

また，秋口の津軽｜援流域の消長は八戸近海における漁場の成立，とくに魚群の離脱南下と密接に関連する

と忠、われるので，次項でこれらの点を補足的に解析した．

(2) 各海域の水温の変動と漁場の動き

こLでは 1970，’71，’72の3ヶ年の青森 ・岩手両県の漁海況地先定線観測資料を用いて水温の変動と漁況
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の関連をみた．

青森県八戸近海の 41°00’N・141。45’E （漁海況全国定線の AMstハ） ' 41 °00’N・142。00’E (stニ）， 40。
31’N・142。00’E (st 22), 40°31’N・142°15’E (st 21）， 岩手県の 40。00’N・142°11’E （黒埼沖定線 st3), 

39。32’N・142。20’E （儀埼r-~1:i定線 st 3), 39°16’N・142°11'£ （尾崎定線 st6), 38。56'N・141°51’E （繕島

沖定線 st3〕等の三陸近海マサノミ主要漁場域内の各点について各水深の月別水温変動をイソプレッ トであら

わし，この変動の形と漁況を比較検討した．なお，漁海況定線観測は月 1回の割合で行なわれているもので

あり，各期間内の水温変動のパターソについては情報を与えない．そのため，こ Lでは各漁船の表面水温の

観測記録や漁業情報サービス・センターの漁海況速報の表面等温線によって，できるだけ期間内の表面水温

記録をプロットしこれによって下庖水温の変化も類推した．

これらのうち，八戸沖漁場と岩手県南部沖漁場の代表例として絞角正東18海里付近の 40。3l'N・142°00’E

と繕島正東8海里付近の 38°56’N • 141°5l'Eの同点について検討した結果を述べる．

上記3ヶ年の漁場の動きは次のようなものである．

1970与
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第7図 1970～’72年，各年9～12月の鮫角沖定点（40°31’N,142°00’E）の水温イソプレフト

1970年には親潮接岸分校が近海では比較的微弱で同海域の水温も高目であり ，八戸沖の漁場も持続した．

11月上旬には宮古方面に移り約1ヶ月岩手県南部一帯に主漁場が形成された.1971年には八戸沖のマサノ〈

魚群は割合早自に南下しこ与に好漁場を形成した．

1972年には三陸沖の暖＊嫌によって全域とも高温に経過しマサパ漁場は遅くまで三陸北部沖に残存した．

絞角正東定線の水温イソプレットは第7図に示した通りである．

10・11月の主漁期における水温分布をみると夏季の成層期をよ うやく脱して鉛直混合が活滋となり ，ほ

工水深 lOOmまでは均一な水温分布を示す時期にあたる． この間魚は上限で 20m，下限で 70～80mの水

深に分布する（第8図）．

各年のイソプレットから判断して 10月下旬頃から全般に水混が下降し表層で 15。C台以下になると魚群

が南下を始め次第に魚の遊泳I~ も深くなる ．

一般にこのよう な魚群の南下，したがって漁場の消失の年による遅速は夏 ・秋の定点における水温の高低

と平行するように思われ，1972年がもっ とも高水温であ り，以下’70，’71年のII頂になる．
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第9図 1970～72年各年9～12月の椿島沖定点（38°56’N, 41°51’E）の水温イソプレット

いうまでもなく ，当海域の｜援水が津軽暖流系水のみとは速断できないが， 秋季には親潮系水塊の接近に

よって水温が下降し魚群の南下がおこる．従って各海流系の消長が漁場の形成 ・消滅と密接に関連する．

椿島東方定点 （38°56’N,141 °51’E）のイソプレッ トは第9図に示した．

この海域では春から初夏にかけて親書91系冷水が広がるが次第に表層から温暖化が進む．一般に当海域では

表面 20°C以上の高水温が避くまで持続し， 10月～11月はじめまではほとんど魚群が分布しない.11月以

降水温の下降とともに漁場形成の条件が生じてくるが，とくに 1971，’72年には 15°C台前後の水幣が 12月

に入っても存続し岩手県南音llから宮城県北部の海域一得に漁場を停滞させる条件を作っている．

なお，岩手県沖合漁場の遊泳j習は第8図に示したよ うに年による変動はあるが，八戸沖漁場よりも深く ，

上限 60～70m，下限 100～120m 付近である ． 第 8 図から明らかなように八戸沖漁場を自f~脱後に遊泳層の変

化が起る．
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総括

代表的な 3ヶ年の漁海況の説明で三陸・道東雨海域の漁場成立と海洋構造の関連を検討した．

両者の特質を要約すると道東の漁場形成はいわゆる釧路沖｜援水塊 （近海の黒潮北上分派先端）の道東近海

への離接岸と関連があるし三i瑳における漁場形成は津i経暖流，親泊mi安岸分校および：lヒ上i凌水の相互関係で、支

配されている．

従って各年の漁海況予測（現在6月末と 9月末に実施〕において全般的な東北海区の氷塊配置やその推移

を問題にすることは基本的に意味のあることである．

lOOm層水混分布（氷塊配置〉でみると道東漁場の形成位置はi援水域北縁の中冷水上にあたり三｜笠漁場で

はその主要漁場である八戸沖で洋経暖流系水域の内部に形成される．この点は丙漁場の鉛直的な海洋機造の

最も顕著な相異点である．すなわち道東漁場の魚群は表層を滞く （20～30m）おLう1ヒ上！援水域に分布し，

一方三陸漁場では先に述べたように時期によって若干の変化はあるが最深部 120～130m までに達する中層

に分布している．しかし｜援水の強勢 ・滞留が漁場持続の基本的な要因であることは向漁場に共通している．

マサパの漁場形成と水温を中心とした環境条件について，古く高山 ・字国 ・筑紫 （1936）は日本海沖合に

おける流し網 ・延縄・ 一本；釣等の各種漁業において 14～16°Cの潮境域が主漁場になることを述べ，単位努

力あたり漁獲量の増大は適温帯をはさんだ上 ・下層の水温差の増加と関係があり，まずこ水温の高低で、言語、期の

早晩が予測できるとした．

宇田 （1958）は日本海におけるサパ漁場の移動が対馬暖流内の最高境分水系の季節的な北道および 12～

18°C (14～16°C中心）の最高適水温帯と合致しているとした

戦後間もなく （1954，’55）盛業した石狩湾のマサパまき網漁場の環境としては，沿岸lfくの影響を受けた水

温 13～15°C，塩素量 17.3～18.9%oの澗流部が好漁場であったという（佐野ほか 1956).

東シナ海 ・黄海方面ではマサノくは内弧I]沿岸前線に沿って分布し，ゴマサパは対馬暖流の外側前線の大陸棚

縁辺に分布している（字回 1958，字回 ・大坪 1956).

辻田・近藤 （1957）は東、ンナ海方面における漁場形成条件として，いわゆる冷水濠下現象 （Cascading）が

重要で、あるとした

太平洋側のマサノミの分布綴境に関して，藤森ほか （1969）は関東近海の海流系と漁場形成の関連について，

Nakai et al. (1964), Fujimori (1964）は 1963年の異常低温現象と漁場形成の関連を論じている．

宇佐美 （1970）は成魚、の生活年周期別の整理を通じて各々の集合特性と 50m層水温および黒潮流軸の位

置の相互関連をみた

渡部 （1970）は成熟の進行と漁場水温の関連を詳しく検討している．

常磐海域の漁場については市村（1967）が大洗正東海域における鉛直断面適水温帯の広狭と会瀬定置網漁

場の好不況が関連するとし， 小沼 （1970）は南下期ま き網漁場の形成と lOOm庖の水温分布（等温線の分布）

との関連を明らかにした．

北上期のマサノ〈成魚と海洋構造に関しては川崎（1966）が東北北部海域のはね釣盛況時代と道東のまき網

盛況時代との比較を行なっている．

以上のように，マサノミの漁場形成に関連して多くの知見は得られているが，前報で述べたように環境条件

と魚群自身の生態的特性を組み合わせて論じた例は少はい．

著者はこの報告で，三陸漁場の魚群南下の機構として親潮系冷水の卓越を重視すべきことを述べたが，早

期南下の例と してあげた 1967年と最近では漁獲対象となる魚群の年令構成変動があって，前者は III年；魚、以

上が主体の成魚群，後者は未成魚主体となっている．このような発育段階の差は当然魚群の行動に影響する．

この報告では，これらの点は一応捨象して現象的な漁場形成と水塊配置を対比させたが，今後充足されな

ければならない．単に7］て温分布に止らず，塩分 ・栄養滋 ・流動 ・海底地形等の要因も検討が必要なことはい

うまでもない．
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道東・三陸漁場Kおけるマサパの生息環境 （2)

要約

1967～’73年の 7ヶ年の資料によって，道東 ・三｜控両漁場における漁場形成と氷塊配置の関連性を検討し

fこ．

道東漁場は一般に北上するl凌水域の先端部に形成され，100m周でみると道東近海における中冷水の真上

に形成される．

漁場の移動はl援水域の移動とよく対応している．

15°C以上のi援水域が漁場域を占有する程度の大小は漁期間の総漁獲量とよく対応していた．

三陸漁場は初漁期（9・10月〉には津ij窪｜援流域内に形成される．

三陸近海の北上暖7j(，親潟n接岸分校の強弱は漁場の形成と関連し， とくに親潟JJの卓越する場合には漁場は

早自に南下し，三陸｜援水の優勢な場合には漁場を比較的長期にわたり滞留させるとし、う関係がある．
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