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東北海区におけるサンマ魚群性状と

漁況変動との関係＊
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FishermendistinguishsixshoalingtypesofthePacificsaury，CoZoZa6jss”'α，丘shed

inthewatersoffHokkaidoandnortheasternHonshu（TohokuRegion)．Thesetypesare
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animals・Thepresentauthorsde且nedtheseshoalingtyPes，ａｎｄｅｘａｍｉｎｅｄｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓｏｆ

ｔｈｅｉｒｏccurrencesduringhshingseasonsｆｒｏｍｌ９４７ｔｏｌ９７３、

StatisticalIytwoshoalingtypes，伽噌ａｓ腕-77z”ｅａｎｄｓ〃"'””-""ﾙﾂ'β，weremostfrequently
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iｎｔｈｅｃｏａｓｔａｌｗａｔｅｒｓｗｅｓｔｏｆｌｏｎ9.145ｏＥ・Whentheamountofcatchwasdecreasingin

theearlyl960's，ｔｈｅｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｆ７ｚ昭"s腕-”２，"'Balsodeclined・Ｓｉｎｃｅｔｈｅｎｔｈｅｓ〃γ””‐伽z"'g

dominated，coincidingwiththedecreａｓｉｎｇｃａｔｃｈｊａｎｄｔｈｅｓｈｉｆｔｏｆｔｈｅ丘shinggrounds

offshorebeyondlon9.145.Ｅ（Figures2and3)．Ｔｈｅノｂａ"８－沈獅'eappearedfrequently

duringtransitionalperiodbetweentheprosperｏｕｓｙｅａｒｓｏｆｃｏａｓｔａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｓａｎｄ

theadverseyearsofoffshoreoperations、
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apparentlydependinguponfluctuationsintheamountｏｆcatch・Ｄｕｒｉｎｇｌ９５０ｔｈｍｕｇｈ

ｌ９５７ｗｈｅｎｔｈｅａｍｍalcatchwasontheincrease，ｔｈｅｒａｔｉｏｏｆ７ｚ昭ａｓ〃-"z”'Ｂｗａｓｌｏｗｉｎ

ｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｅａｃｈ且shingseasonincreasingtowardtheｅｎｄＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，the

ratioloweredduringseasonsofｌ９６２ｔｏｌ９６５ｗｈｅｎｔｈｅｃａｔｃｈｗａｓｄｅｃｌｉning，Ｎｏｒｅ型arkable

Changeoccurredduriｎｇ且ｓｈｉｎｇｓｅａｓｏｎｓｏｆｌ９５８ｔｏｌ９６１ｗｈｅｎｔｈecatchremainedatahigh

levelorofl966andthereafterwhentheamountofcatchwascontinuouslysmall(Figlﾕre4)．

表層'性魚類を漁獲対象とする漁業者は魚群を発見した時，それらの‘fむれ，’を遊泳状態の特徴により区
エサモチグン ッキグン

別した数種の名称で呼んでいる．例えば，力､ソオ群には餌持群（小魚を襲撃中のむれ）・サメ付群(ジンベイ
クジラツ キ グ ン キツキグン トリツキグン

ザメと一緒のむれ）・鯨付･群（クジラと一緒のむれ）・木付群（流木に付いたむれ）・烏付群（上空を烏が舞
スナムラ ハムレ

っているむれ）・素美（カツオ単独のむれ）．跳ね群（水面に跳躍するむれ）などの呼び名がある（木村・

1954)．このように魚体が大きく，遊泳力も大きいカツオ群は“付きもの‘‘と共に発見される場合が多いの

が特徴である．
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相沢幸雄・福島信一

一方，サンマはカツオに比べ魚体も小型で，遊泳速力も小さく，習性はかなり相違し，漁具，漁法も異な

るが，やはり数種の名称がある．我が国の漁業者はサンマ魚群を発見時の遊泳状態の差により，ナガシむ

れ・シラミむれ‘ソコむれ・ハネむれ・ポチむれ（またはツポむれ）・ハモノ廻しの６種類に分けて呼んで

いる．ソ連では1960年からサンマ棒受網漁業の本格的操業を始めたが，秋の南下サンマ群を生態と走光性

の相違から，跳躍する群・浮遊する群・積極的に電灯の光に反応する大濃密群・深層群（水深15～20ｍと

25～40ｍの２種）に分けている（HoBmmoBK).Ｂ、1967)．これらのむれの中で，日本の漁業者にハモノ廻

しと呼ばれる魚群は捕食者に追われているむれで，その他はサンマ単独である．従って，サンマ魚群はカツ

オ群と異なり，付きものと一緒に発見される場合は極めて少いのが特徴である．

すでに，漁業者から聴取したサンマ漁獲時の操業状況記録（漁況報告書）を統計的に解析し，上記各魚群

性状の規定，魚群性状と走光性との関係，およびソコむれの出現時期と海況との関係などについて報告した

(相沢1963.1972)．本報では前報の魚群性状の規定を補正し，次いで各むれの出現状況の変還,およびそれ

と漁況変動との関係について論じた．従って，本報はサンマ魚群性状の本質を究明するまでには至らないが，

今後，むれ（shoal）の研究を発展させる重要な手掛りとなるものと考える．サンマ魚群の性状に関する表現

は，地方別に・漁業者により多少は異なるとも言われ，これが統一のためには従来の漁況調査資料による解

析には，自ずから限界があり，現場におけるサンマの生活と環境との微妙な関係を究明する基本的な観測の

充実が必要である．

本文に入るに先だって，サンマ漁況の全国的調査を分担された北海道立中央・釧路水産試験場,岩手．福

島・茨城・千葉各県水産試験場，旧漁場知識普及会,漁業情報サービスセンター，旧農林省水産試験場木村

研究室，および東北区水産研究所資源部の関係職員各位に心から感謝の意を表する．また貴重な情報を提供

された各サンマ漁船の責任者，調査の遂行に便宜を与えられた各魚市場関係者,各調査船乗組員各位に厚く

御礼申し上げる．さらに本報の取りまとめに当っては，東北区水産研究所企画連絡室長堀田秀之博士（前資

源部長）に有益な御助言を頂き，また林繁一資源部長には原稿の校閲をお願いした事を記して感謝する．

資料と方法

本報で用いたサンマ魚群性状に関する資料は,北海道東方沖から三陸～常磐沖へかけての東北海区で操業

したサンマ漁船から収集した漁況報告書である．即ち，1950年以前は旧農林省水試木村研究室，および東

北水研資源部が，宮城県の気仙沼・石巻・塩釜各港において，１９５１年以降は全国的サンマ資源陸上調査実

施要領に基づいて，前述の各試験研究機関が協力して，北海道釧路，岩手県釜石，宮城県気仙沼・女川・石

巻・塩釜・福島県小名浜の各港において，入港漁船から聞き取り調査したものである．

サンマ漁況聞き取り調査に用いた“漁況報告書”の様式は第１図のとおりである．この用紙の各項目につ

いて，各漁船の責任者（漁携長・船長・通信長）から操業１夜単位,漁場が２カ所以上にわたる場合は各漁

場毎に聴取し記載された（第１図)．またサンマ漁渡統計資料は1962年までは農林省統計調査部が，１９６３

年以降は全国さんま漁業協会（全さんま）が取りまとめたものを用いた．

一方，サンマ魚群性状の把握のため，魚群の分布・移動・漁場形成などの海上調査に際し，むれの遊泳状

態の観察に努めた，さらにサンマ漁船の漁携長を対象に魚群性状判定基準のアンケート調査も実施した．こ

れらの資料を統計的に処理し，長期間のサンマ魚群』性状の変遷と漁況との関係について検討した．

結果と考察

1．サンマ魚群の分類

北緯35度以北の太平洋のサンマ漁業は，大正年代初期に流網漁法の普及に伴って開発された．現在の火

光利用棒受網漁法は第二次世界大戦後に実用化が進み，昭和24年(1949)に全漁船がこの新漁法に転換した．

（２）
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従来の流網の操業は夕刻に投網し，サンマの睡網を待ち，夜明けに揚網した．一方，棒受網は主に夜間，探

照灯で海面を照射して魚群を探索し,集魚灯下にサンマを密集させて掬い獲る漁法である．従って’1949年

を境に操業形態はかなり異るので，両者の漁況は単純に対比できない．しかし，魚群性状はサンマ個有のも

のであるから，漁具・漁法により影響させることはないと考えられるが，以下に述べるボチむれやソコむれ

は流網時代には殆んど操業報告がない．

東北海区におけるサンマ魚群性状は，これまでの調査結果を総合すると，発見時における遊泳層の深浅，

むれの移動方向・密度と大きさ，跳躍などに起因する遊泳状態の相違によって，次に述べるような特徴をも

つ数種に分けられる．

ナガシむれ：表層に認められる一定方向に移動するむれで，魚群上の海面は周囲より僅かに黒ずんで，小

波をたて全体がまとまり流れるように移動するので「流しむれ」の意味である．この魚群性状は最も代表的

で，夜間，探照灯の光で照射すると，ライトの移動方向へ頭をそろえて躍り出すむれで，個々の魚体も明瞭

に識別される．集群性が強く，魚群密度は濃厚なものが多く，昔から「流しサンマは大漁できる」と漁業者

にも言われている．

シラミむれ：サンマ魚体の横腹の銀白色によって白味がかつて認められるので，「白味むれ」の意味であ

る．この魚群性状もサンマ個有のものであるが，ナガシむれのように魚群全体がまとまって一定方向へ移動

するむれではないから，探照灯で照射．すると無方向に跳ねる．この魚群を集魚灯に付けるには，むれの真中

(シン）に船を乗り入れ，一気に点灯するとよい．一般に魚群密度はナガシむれに比べて薄く，漁業者にも

｢流しむれほど大漁できない」と言われている．

（３）
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ソコむれ：表層にはサンマを数尾散見する程度か，全く魚影を見ない場合もあり，むれの主体は下層の水

深10～50ｍ付近（深浅の差がある）に潜没しているので，「底むれ」の意味である．このむれは密度が大

きく大漁が期待できる，ソコむれによるサンマの漁獲は1962年ごろから急増したが，例年10月中～下旬ご

ろに集中的に出現し，その他の時期には少ないのが普通である．まだ魚群探知機が未開発であった1932年

(昭和７年)９月下旬～11月中旬に，千葉県水試指導船ふさ丸が，表層・５尋・１０尋.２０尋（１尋は約１．５２

m）の４層に流網を下ろし，サンマの遊泳層の時期的変化を試験した．その結果，下層でサンマが擢網した

のは１０月下旬だけで，その他の時期は総べて表層だけであった（千葉県水試事業報告1934)．

ハネむれ：海面上に跳躍するむれで，流網時代にはハネコむれとも言われた．最も発見し易いが，サンマ

個有の群性ではない．複合した型で現われるので，ハネナガシ・ハネシラミ・ハネソコなどとも言われる.

上述のソコむれも灯火に少量はねて発見される場合が多い*1.1953年７月２２日の昼間，筆者（福島）が宮

古水産高校実習船宮古丸により，襟裳岬東方40海里から１６海里にかけ，表面水温１６～17.Ｃで発見した多

数の中型サンマのハネむれ（ナガシ）は，魚群が大きく濃密なので，海面上へ巨大な帯状の弧を描くように

躍れながら，ＮＥ～ＮＮＥ方向へと移動して行くのが，間断なく観察された．

ポチむれ：ほぎ円形状に厚く小規模にまとまったむれで，ポチ，ボチ，と点在するので，この名が付けら

れたようである．一名ツボむれとも言う．このむれの密度は比較的に高いが，小群で出現率も低く，主要な

むれではない．

ハモノ廻し：サンマに個有の魚群性状ではない．ナガシむれ・シラミむれなどが，イルカ・サメ・小型マ

グロ類などの捕食者（ハモノ）に追い廻されているところからきた名称である．捕食者の種類を冠し，例え

ばイルカに追われているむれは「イルカ廻し」と呼ぶ。それまで集魚灯に対する灯付き反応(走光性）が極

めて悪かったむれが，ハモノの出現によって急に良くなったりする事もある*２．とのむれも出現割合が少く，

主要なむれではない．

以上のようにサンマは殆どの場合，サンマ単独でむれを構成し，その性状は上述した６種類に分類できる．

これらのうち，ナガシ・シラミ・ハネ３群の出現が多いが，サンマ魚群の基本的パターンはナガシむれ・シ

ラミむれ及びソコむれである．ナガシ・シラミ両群はサンマ個有の群性で，常時みられるが，ソコむれは海

況の変動に伴い魚群が極前線帯を超え大移動する時期に多く出現する（相沢1972)．従って，一般にソコ

むれの出現は秋の漁期間においては，１０月中～下旬ごろに集中しているのが特徴である．

2．魚群性状の経年変動

すでにサンマ魚群にみられる６つのタイプの特徴を述べ規定したので，次にそれらのうち主要なむれの経

年の出現状況を吟味する．第２図は1947～1973年の27年間に東北海区で漁独されたサンマ魚群の性状別出

現割合を示したものである．この図によると，サンマ魚群性状には極めて顕著な出現率の年代的変動が認め

られる．（第２図)．

1947年：ナガシむれとハネむれの出現割合はほざ同様で（約29％)，シラミむれは両者に比べ僅かに少な

い(約25％)．各むれの出現割合の差が，その他の年に比べ極めて少いのが本年の特徴である．

1948～1959年：これらの１２カ年はナガシむれの出現割合が極めて多く，平均47％に達する．特に１９４８

年の約40％から1949年には58％と激増し，1950年には６２％の最高を記録，以後1959年まで40～55％

の高率を保った．シラミむれはこれに次いでいるが，出現割合は1954年だけ約40％でナガシむれと同様の

ほかは，３０％前後でナガシむれに比べかなり少ない．ハネむれは１５％前後である．もっともこの中にはハ

*1）近年のサンマ魚群探索は主に夜間，灯火で海面を照射して行うが，ソコむれ（とくに大型魚）の場合は船

速を落し，集魚灯により探索すると２～3尾跳り出て発見される．探照灯を照射し疾走しても発見できる

ものではない．

*2）1970年７月中旬に筆者（福島）は第21はぽまい丸により43.30'Ｎ,174.20'Ｅ付近で大型サンマ小群を

かなり発見し，何れも灯付き皆無であるのが，サメの出現により好転，ようやく２トンほど漁獲した事が

ある．

（４）
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第２図1947～1673年のサンマ魚群性状の経年変動

一 ⑥－ナガシむれ…○…シラミむれ一，一ハネむれ

＝＠＝ソコむれ－－②－－その他

Fig.２Annualchangesofratioofthemovingshoals（一響一)，whitishshoals

（..○..)，jumpingshoals（－，－)，sinkingshoals（＝＠＝)，ａｎｄothers

（--②--)，1947～1973

ネナガシも含まれるから，基本型としてはナガシむれがサンマ群の大半を占めていたと言える．

1960年以降：各むれの出現割合の変動が激しくなる．即ち1960年からナガシむれの出現割合が年々急激

に減少し，1962.1963年には約25％となり’1964年には僅か12％と半減，以後1968年までは１５％前後

で1950年代のほ管１/４となり，1969～1972年には更に10％前後に減少，特に1969年には８．５％の最低を

記録した．その後1973年には１４％とや桜増加の兆がみられた（1973年の盛漁期には３１％の高率を示した

旬もあった)．

シラミむれの出現割合は，1960年には４３％でナガシむれを上回ったが，1961年には３２％に減少，１９６２

～1965年の４カ年には２２～23％と更に少なく，1966～1971年の６カ年には増大し平均43％の高率を示し

た．特にナガシむれの出現が最低であった1969年には５３％の最高記録で，1966～1971年のシラミむれの

出現割合は，1950年代に卓越したナガシむれの高率に匹敵し,全く対･照的である．その後1972年から３０％

程度の水準に低下した．

ハネむれは，ナガシむれに替わってシラミむれが卓越した年代の前後に高出現率を示した．即ち，ハネむ

れの出現割合は多くの年には10～20％程度であるが，ナガシ・シラミ両群とも少なかった1962～1965年』

および1971～1973年には，何れも３０～40％の高率であった．

一方’1962年以降ソコむれの出現割合が急に増加し，1973年には２１％の高率で注目される．前述のよう

に，ソコむれはすでに流網漁業時代に10月下旬に出現することが確認されており（千葉県水試1934)，近

年のこのむれの急増原因は魚群探知機の発達・普及によるとする向きもある．しかし，魚探機は1955年ご

ろから実用化され*1,1958.1959両年の10月中旬には三陸沿岸漁場において，サンマ群は「上下層に厚い

所謂‘‘ソコむれ”をなし｣，あるいは「下層に深く(20～40ｍ)，魚探機のみで操業した船も多い」ことが記

録されている（漁場知識普及会1958,1959)．これらの事実から，ソコむれは例年10月中，下旬ごろ集中的

に出現していたが，1961年までの出現割合は全体的にみれば少なく，その他のむれとして処理される程度

*1）筆者も１９５５年８月９日には，色丹島ＥＳＥ25浬付近において，初めて魚群探知機により棒受網を３回使

用，大型サンマ約１１トンを漁獲した（釜石市漁船第２恵比須丸，福島信一)．

（５）
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であった．それが1962年以降，急に増加し，その他のむれとして取り扱うには多すぎるようになった．こ

の現象は単なる魚探機操業上の技術的な進歩だけでなく，海況変動に伴う漁場形成位置の変遷と密接に関連

している（後述)．

以上のように1947～1973年の２７カ年のサンマ魚群性状は，1959年まではナガシむれが大半を占め，シ

ラミむれは少なく，各むれの出現割合は安定していたが，1960年から変動が大きくなり，ナガシむれが急

に減少し，1966～1971年にはシラミむれが大半を占めた，ナガシ・シラミ両群の首位が入れ替わった前後

の1962～1965年および1972.1973年には両群とも少なく，ハネむれが高率を示す変動期が認められた．ま

た'1962年からソコむれの出現割合が急に増大した．

3．漁場形成位置の変遷と魚群性状

東北海区におけるサンマ魚群分布水域あるいは漁場形成水域の海洋構造の特徴は，寒・暖両系水潮境の激

しい収束部から冷水側へ僅かに離れ，垂直安定度が大きく，下層には時空的に深浅の差があるが，南へ張り

出す親潮中冷水の縁辺が顕著に認められる（福島1958.1973a)．従って，サンマの魚群分布・移動・漁

場形成は，親潮系水の消長と密接な関係があり，その経年変化を示したのが第３図である（堀田1964，堀

田・福島1970，福島1973ｂに加筆)．この図は緯度に関係なく初漁期サンマ主漁場の経度位置を示し，更

に100ｍ層等温線により,南へ張り出す親潮分枝の流幅の広さと水温値から求めた親潮勢力中心部の位置を

記入したものである．

この図に明らかなように，親潮勢力中心部の位置と初期サンマ主漁場位置とはよく合致し，それは1930

年代には沖合へ移り，1940年代には接岸傾向に転じ，1950年代に最も接岸し，1960年代に再び沖合へ移り』

155ＬｏｎｑＥ1５０1４５
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第３図1925～1973年東北海区初漁期サンマ漁場位置と親潮系水との関係
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東北海区におけるサンマ魚群性状と漁況変動との関係

1969年に最も離岸したが，1970年代には再び接岸傾向に転じた．なお，1940.1941年の親潮勢力中心部と

主漁場の位置とがずれているのは，戦争のため大型船が徴傭され』沖合への出漁船がなくなったためである．

また，1944～1947年は漁・海況とも欠測であるが，サンマ初期主漁場』位置は親潮勢力中心部の雛・接岸と

対応して，沿岸主漁場年代と沖合主漁場年代とを，かなりきれいな周期性をもって反復している．

次に，このような海況と主漁場位置の変遷と，前述のサンマ魚群性状の経年変動（第２図）との関係をま

とめると次のようになる．南へ張り出す親潮系水の接岸が顕著で*１，サンマ主漁場が沿岸水域に形成された

1950年代はナガシむれが多く，全魚群中に占める割合は平均48％の高率で，シラミむれは少なかった．し

かし’１９６０年代に入り親潮勢力中心部が145.Ｅ以東へ離岸し*２，主漁場が沖合へ移ったのに伴いナガシむ

れが急に減少し始めた．親潮勢力中心部が更に離岸し*３，主漁場が最も沖合へ移りかつ分散した1969年前

後の数カ年には，1950年代に卓越したナガシむれに替ってシラミむれが全魚群の半数近くを占め，全く対

照的なナガシ・シラミ両群の交替がみられた．ナガシむれとシラミむれが卓越した年代の中間に当る１９６２

～1965年には海況と主漁場位置の年変動が大きいが，ナガシ・シラミ両群とも少なく，例年10～20％程度

のハネむれが30％以上の高率を示した．やはり海況と主漁場位置の年変動が大きい1972.1973年にもナガ

シ・シラミ両群が少なく，ハネむれが30％以上の高率を示した．

ハネむれの出現率が特に高い年には，海況と主漁場位置の年変動が大きいばかりでなく，大型魚と中型魚

がそれぞれ１年おきに漁獲主体となる体長組成（資源構造）の顕著な変動もみられた（福島1976)．従っ

て，サンマ個有の魚群であるナガシむれ・シラミむれ共に少なく，複合群であるハネむれが例年になく多か

った上記の両年代は，サンマ漁況・海況の変動期であると見倣される．

一方，1962年以降ソコむれが急に増加したことを述べたが，この現象は親潮中心部と主漁場位置の沖合

化と対応している，この事から，親潮第１分枝の接岸南下を妨げる親潮域（道東近海）に形成される大暖水

塊*4が，ソコむれの増加に影響していると考えられる．

以上のように，長期間のサンマのナガシむれとシラミむれの出現割合は相反し，それは親潮勢力中心部の

雌・接岸と対応して，沿岸主漁場年代にはナガシむれが多く，沖合主漁場年代にはシラミむれが多く，両群

の卓越年代の間には変動期が認められた．

４．ナガシむれの出現率と漁獲量

すでに，沿岸主漁場年代にはナガシむれが，沖合主漁場年代にはシラミむれが多く，両年代の間にハネむ

れが高率の変動期がある事を述べたが，ナガシむれは密度が大きく，シラミむれは小さいと言われ，両群は

遊泳層．むれの上下の厚さでも異なる．従って両群の出現割合の変遷は漁独量の経年変動に反映していると

考えられる．その点をの吟味するため，1950～1973年の２４カ年の東北海区漁獲サンマのナガシむれの旬別

出現割合と年漁獲量との関係を第４図に示した．

この図に明らかなように，サンマのナガシむれの出現割合と漁独量とは，1954年以降は極めてよく似た

増減傾向を示し，漁獲水準はナガシむれが高率な年は高いが，その減少に伴って低下し，ナガシむれが８，５

％の最低であった1969年の漁護量は約５万トンの最低を記録した．こ強で1953年以前はナガシむれの出現

が多い割に漁獲量が少いが，その主な原因として漁法転換の当初で，漁船の大型化の直前でもあり，下記の

ように漁獲努力が極めて小さかった故と考えられる．

１）漁船の船型は年々大型化し*５，平均トン数は1950年の３７トンから1955年には４８．７トンに増大し，

以後数年は横這いであった．

、
』

親潮第１分枝（または接岸分枝）発達型，および第１．２第分枝発達型の海況のパターン．

親潮第１分枝微弱，第２分枝発達型の海況のパターン．

親潮第１・第２分枝ともに微弱，第３分枝発達型の海況のパターン．

北海道東方親潮域の大きい暖水塊の北～東縁には，親潮前線に匹敵するような顕著な第二次前線が形成

されサンマ群がこの前線を通過する前後からソコむれが増加する．従って出現時期も早まり長期間となる．

棒受網は船の長さに合せて仕立てるので，船型の大型化は漁具の大型化であり，かつ乗組員数も増加し
た．

*1）

*2）

*3）

*4）

*5）

（７）
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*1）網の沈子方の６個の大重錘を動力により一気に巻き上げる装置．それまでは１個に１人づつ付き，ドラ

ムやウインドラスを利用して人手で操作していた．

（８）

１ ９５０５５６０

第４図1950～1973年のサンマナガシむれの旬別出現率と年漁獲量

一○一ナガシむれ出現割合％－⑳－漁獲量，単位万トン，スケールは共通

２）揚網は当初は殆ど人手によったが，1954年ごろから‘‘六段まき'，＊1の装置が開発きれ，操網は容易

となり，時間も短縮された．

３）漁船の主機関として1951年には焼玉も使われていたが，１）との関連で1953年ごろにはディーゼル

となり，馬力が増大し，船速も２～３ノット増加した．

その他,新漁具・漁法への習熟による漁獲増,1955年ごろからの魚群探知機の実用化なども挙げられ，こ

れら漁獲努力の総和は著しく増大した．このように，1950～1953年ごろの漁獲努力はそれ以後の年と比べ

小さかったため，沿岸来遊群が多く，漁期遅くまでピストン操業が行われた割には漁獲量が伸びがなかった

と考えられる．従って，サンマナガシむれの出現割合と漁獲量とは，ほざ同様の増減傾向を示すと言えよう．

次にナガシむれ出現の旬変化と漁獲量との関係をみると，ナガシむれの出現割合は，それが卓越し漁獲量

が増大した1950～1957年には，漁期初めに低く，漁期後半に増大する傾向を示し，漁獲量が高水準に達し

０
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た1958～1961年には漁期の前後で大差なかった．一方ナガシむれの出現，漁独量のいずれもが急減し，ハ

ネむれが首‘位を占めた1962～1965(変動期）には，ナガシむれの割合は漁期初めに高く，後半に低い傾向を

示し，漁獲が低水準になった1966年以降になると漁期の前後の差は再び小さくなる．

このことから，ナガシむれの出現割合が高率で漁期の進行に伴い増大する傾向の年代は漁獲量の増大期に

当り，反対に漁期と共に減少する年代は漁独量の減少期に当り，漁期の前後で大差ない年代は漁獲量が高位

または低位で安定していると考えられる．ナガシむれの出現が漁期と共に増加するか高位安定の年は後続群

の添加が多く，漁期と共に減少するか低位安定の年は後続群の加入が少なかった事を意味している．

前述のように，ナガシむれが多いと漁獲量が多く，このむれが少なくシラミむれが多いと漁獲量が少ぃ事

実が明かとなったが，この現象は両群の密度と走光性の度合との差によると考えられる，即ち魚群とは，あ

る水深にむれの中心があり上下に厚さをもち平面的なものではない．サンマのナガシむれは上下に厚く濃密

で，まとまって一定方向へ移動し，一般に灯付き良好で大群なら波音をたて狸灯火に殺到して来る*'、シラ

*1）1955年８月２１日，筆者は襟裳岬Ｅ'/２Ｓ５０海里付近で，このような魚群に会し，棒受網３回操業で満

船（75トン）したが，なお大部分の群を積み残した（第２恵比須丸，福島信一)．

（９）

牌



相沢幸雄，福島信一

ミむれは上下に薄く，移動はしないか無方向（バラバラ）で，一般に灯付きも悪いのでむれの真中に船を乗

入れて集魚する．両群のこのように対照的な群密度（来遊資源水準）と灯付き状態の差が漁獲量の増減に反

映していると言えよう，

従って，以上に明らかにしたサンマ魚群性状の変遷と漁況との関係は，長期・短期の漁況予測に活用でき

ようが，魚群性状の本質を究明するためには，魚探機・水中テレビ等を使用したむれの観測専門の調査研究

の展開が必要であろう．

摘 要

東北海区のサンマ魚群には発見時の特徴により，ナガシむれ・シラミむれ・ソコむれ・ハネむれ・ボチむ

れ・ハモノ廻しなどの名称がある．本報では先ず，これら各むれの規定を述べ』次いで1947～1973年のサ

ンマ漁獲状況の資料により，各むれの出現割合の経年度変化とサンマ漁況・海況との関係を解析した．

サンマ魚群の基本はナガシむれとシラミむれで，両群の長年の出現割合は相反し，1959年まではナガシ

むれが大半を占めシラミむれは少なかったが，1960年代に入るとナガシむれは急に減少し，1966～1971年

にはシラミむれが大半を占めた．これら両群が入れ替った前後にはハネむれが高率の変動期が認められた．

サンマ漁況は，ナガシむれが高率の年代には沿岸主漁場で漁獲水準は高かったが,親潮勢力中心部の離岸

に伴う主漁場の沖合化と共にナガシむれが急減し漁獲は不安定となり，シラミむれが高率の年代には沖合主

漁場で漁獲水準は最低となった．ナガシむれの出現割合は漁独量の増大期には漁期後半に増加し，減少期に

は漁期後半に減少し，高‘低位の安定期には漁期の前後で大差がない．また主漁場の沖合化に伴い例年１０

月中・下旬に集中出現するソコむれが急に増加した．
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