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宮城県沿岸の海洋環境と定置網漁獲物の変動

佐伯光広＊I
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キーワード ：海洋環境・定置網 ・漁獲変動

児玉ら I)2）は宮城県の主将、場である金華山近海域の海

洋環境は，寒冬で春季に親潮が強勢な時代 （冷水期）と

暖冬で、春季に黒潮が強勢な時代 （暖水期）が交替しなが

ら出現し，海洋環境が交替するごとに生物群集全体に量

的 ・質的な変化が生じていることを報告している。本研

究は漁獲努力量の年変動が少なく ，宮城県沿岸域におけ

る水産資源の分布特性を良く表すと思われる定置網の漁

獲変動について統計的手法を用いてその特徴を検討し，

得られた結果から児玉ら I)2）が示した海洋環境区分との

関係を考察した。

材料と方法

解析に使用した漁獲データは1952年から2010年までの

59年間にわたる農林統計の定置網漁獲統計を使用し，期

間内の全ての漁獲統計データが整っている 14魚種につい

て主成分分析（相関行列による分析）による解析を行っ

た。漁獲量は魚種間で差が大きかったため，魚種毎に下

式で基準化した。

漁獲量の基準化

（各年漁獲量 1952年から2010年までの平均漁獲量）

1952年から2010年までの漁獲量の標準偏差

叫水産技術総合センター

海洋環境区分は，児玉ら I)2）の報告に，2009,2010年

の漁獲データと江島観測地点 （図1) における4月の定地

水温データを追加した資料を用いた。

漁獲努力量の推移は，同じく農林水産統計の大型定置

網と小型定置網の経営体数を使用した。

39・ oo・ N 

気仙沼

38° 30’ 

38° 00’ 

141°30’ 142° E 

図1 江島定地水温観測地点

結果

定置網漁獲量の推移と海洋環境区分

図2に宮城県における定置網の漁獲量の推移を示した。



2 

漁獲量が多いマイワシ，カタクチイワシ，サパ類，ブリ

類，アジ類，サケ類は魚種別に示し，漁獲量が少ない魚

種はその他で示した。

図3に児玉ら 2）による海洋環境区分を示した。児玉ら 1)

2）は，江島の4月の平均水温が8°C以上の年を暖水年， 8℃

未満の年を冷水年としている。対象期間の漁獲量は4,571 

トンから50,235トンの間にあり，年毎の変動が大きくな

っていた。また，この期間には暖水期が2回，冷水期が1

回あり，暖水期には，サパ類，カタクチイワシ，冷水期

は，マイワシの漁獲量が顕著になっていた。

1954～2006年までの大型と小型を合わせた経営体数は

360～589で推移していた（図4）。海洋環境別にみると，

昭和暖水期は360～535経営体（平均443経営体），昭和後

期冷水期は517～589経営体（平均554経営体），平成暖水

期347～527経営体（平均460経営体）となっていた。昭和

後期冷水期の経営体数が最も多く，昭和暖水期と平成暖

水期は同程度となっていた（図4）。
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図 2 宮城県定置網持獲量の推移（児玉ら 2009

に一部追加）

14 

12 

10 

日10 四20 日30 1940 目 印 盟国 1970 19田 10冊 目曲 2010 

図3 江島の 4月の定地平均水温と石巻市の 1,2

月の平均気温（児玉ら 2009に一部追加）
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図4 定置網経営体数の推移

2 主成分分析による漁獲変動要因の解析

図5に抽出された主成分の各寄与率（スクリープロッ

ト）を示した。寄与率は，第l主成分は36.1%，第2主成

分は18.9%となり，第1主成分と第2主成分で各々の魚種

の漁獲量の分散を合わせた総分散の55.0%を説明するこ

とができた。第3主成分以下は寄与率が10%以下と低くな

ったので，第2主成分までの結果を解析の対象とした。
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図5 主成分分析の寄与率

1) 第1主成分

第l主成分の固有ベクトルの符号は，カタクチイワシ，

サパ類，サワラ，ヒラメ，ヒラメ，スルメイカ，サンマ，

アジ類，ブリ類，タイ類，では正の値を示し，ニシン，

マイワシ，カレイ類，マダラ，スケトウダラでは負の値

を示した（図6）。このことは，符号が正になった魚種と

負になった魚種が逆の漁獲変動をすることを示しており，

全体の変動の最も大きな割合を占めた。児玉ら 1)2）は暖

水期に増える魚種として，カタクチイワシ，サパ類，ブ

リ類，アジ類，スノレメイカを挙げ，冷水期に増える魚種
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平成暖水期昭和後期冷水期
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14 
としてマイワシ，マダラ，スケトワダラ，ニシンを挙げ

ているが，第l主成分の固有ベクトノレの符号はこの結果と υ 
明10
咲一致していた。

第l主成分のスコアの年推移を図7に示した。スコアの

時系列の変曲点は，児玉ら 1)2）が区分した江島4月定置水

温の暖水期と冷水期の変わり目にほぼ一致し，正負の符

号は 3～4年程度遅れて変化した。スコアが正の時は，

固有ベクトル正の絶対値が大きい，カタクチイワシ，サ

~~~~絞殺~~~~~~~~~~~~~~~~§88888
v・i...-lt-irlrlrlrlrl＂＂吋ぞ -Irlず-irlMrlrlrl＂＂寸 H 守吋守4 守...吋 rlNN れ~ N N r刈

図7 第 1主成分のスコアの推移と海洋環境区分

パ類，サワラ， ヒラメ，スノレメイカ，アジ類，ブリ類，

タイ類の漁獲量が多く，スコアが負の時は固有ベクトル

負の絶対値が大きい，ニシン，マイワシ，

ダラ，スケトウダラの漁獲量が多かった。
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図 8

第2主成分の固有ベクトルの符号は，全ての魚種で正の

値を示したことから，基準化漁獲量の増減を示している

と解釈することができる。図8に示したとおり，第2主成

分のスコアと基準化漁獲量は高い相関関係を示した。固

有ベクトルの絶対値をみると（図6），本県海域を含む三

陸域に産卵場や索餌するための生育場所を依存している

魚種の固有ベクトルの絶対値が大きくなり，漁獲量の増

減に与える影響が大きく，西日本や日本の南岸に産卵場

と生活域があるアジ類，ブリ類，タイ類の固有ベクトル

絶対値は低く，これらの魚種は，漁獲量の変動に与える

影響は低いことが示された。

2) 

考察

宮城県沿岸における定置網漁獲物の変動要因

宮城県の定置網の漁獲量を主成分分析によって統計処

理を行った結果， 図2で示した魚種別漁獲量の推移で明確

に認識されたとおり，最も大きな変動要因は，暖水期に

漁獲が増える魚種と冷水期に漁獲が増える魚種のシーソ

一変動で、あった。寄与率をみると，第l主成分は各々の魚

種の漁獲量の分散を合わせた総分散の36.1%を説明し，

第2主成分は18.9%を説明していた。第l主成分は質的な

変動を説明し，第2主成分は量的な変動を説明したと言え

る。ここで，量的な変化に着目してみる。今回の解析対

象期間に暖水期が2回，冷水期がl回あった。2回の暖水期

を比較すると，漁獲される魚種の組成は似通っているが，

漁獲量には大きな違いがある。この2回の暖水期の漁獲量

の差であるが，定置網漁業者によると， 1950年代から1970

クロマグロやブリを対象としていたこ年代にかけては，

図 6
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とから， g合の粗い網を使用していたとのことであった

（児玉私信と一致）。その後，マグロ等大型魚の資源減少

に伴い，経営対策のためにより小型のサパやイワシを対

象にしていた岩手県定置鱗業者の治、法に倣って自合の小

型化が進み，多獲性浮魚の資源変動に合わせて漁獲量の

増大が起こった。図4で示したとおり，昭和暖水期と平成

暖水期の定霞網の経営体数に大きな違いは無く，漁獲努

佐伯

もあまりないと考えられることから，平成援水

期と閉じ自合の網を使用すれば，昭和中期暖水期の漁獲

量は漁獲統計以上に増加したと忠われる。そうであれば，

海洋環境区分よる漁獲の差は小さくなり，第2主成分の寄

与率は低くなるとともに，第l主成分の寄与率は高くなり，

漁獲変動要因の解析結果は，媛71<期に増える魚種と冷水

期に増える；魚醸のシーソ一変動による質的な変化による

ものが明確になったと思われる。

2 海洋環境の変化による魚種交替について

マイワシとカタクチイワシが逆の漁獲変動となること

は， Kawasaki3lによって暁らかにされ，魚種交替の変動

メカニズムは数十年規模で起こる気象変動と海洋環境変

動による fレジームシフト」によるものであることが広

く知られるようになった。谷津4）は， 1977～1988年のレ

ジームはマイワシに女子適な環境で、あったが， 1989年から

はマイワシに不適なレジームとなり，カタクチイワシ，

アジ類，サパ類，スルメイカが増加したことを報告した。

今回検討した宮城県沿岸海洋環境の変動と定置網の漁獲

変動では，漁獲量の質的変動を示している第 1主成分ス

コアの符号は， j毎洋環境藍分の変化に比べて3～4年程度

遅れて変化し，魚種の組成が交替した。このことは本県

定置絹漁獲量の変動は，単に沿岸への来遊環境が変化し

たのではなく，これらの指摘のとおり対象資源の再生産

環境が変化したことによる資源変動によるものであるこ

とを示唆している。この結果は宮城県の海洋環境の変動

と定程調の漁獲変動と一致する。また， Sakuraiら5）は

スノレメイカの初期生残に水撞が関係し，暖水期に生残個

体数が増え，漁獲量が増加することを報告しているが，

Minobe (1997) 5lの江島における3～4月の表面水溢デー

タを引用している。スルメイカは対馬暖流の影響を受け

る日本海から東シナ海で産卵するが，この漁獲量が江島

の水温を基準とした樽洋環境匹分と同じ変動をしている

ことは大変興味深い。これは児玉ら 1) 2）が石巻市の気温

データを用いて指摘しているように，江島の海洋環境が

日本の冬季の気祖と連動していることによると思われる。

3 2012年現在の宮城県沿岸の海洋環境

2006年以降，暖冬傾向でありながら，江島の4月の平均

水担が8℃を上回る年と下回る年が交立に続くようにな

り，海洋環境に変化の兆しが見られている。江島の4月の

平均水混が8℃下回った2008年， 2010年には，冷水期lこ増

加するマイワシの資源豊度が比較的高い年級が出現する

ようになった 7）。今後，冬季の気湿が低く，冷水年が連

続して続く年が出現するようであれば， 1988年以降続い

た暖水期は終わり，冷水期に転換する可能性がある。こ

れまでの例からすると，冷水期になれば，宮城県の定置

網は漁獲物に質的な変化が生じ，浮魚で、はマイワシが単

一で卓越し，底魚ではタラ類，ニシンが卓越する魚種組

成となるであろう。魚種の変動が漁業者や流通・加工業

等の関連産業に与える影響は大きく，権洋環境の変化を

早めに捉えて魚種の変動を予期することが必要で、ある。

そのためには，今後も江島を始めとする定地海洋観測と

漁獲統計調査の継続が重要である。

要約

59年間にわたる宮城累沿岸の定霞網の漁獲変動につい

て主成分分析によって解析し，得られた結果から児玉ら

1)2）が示した海洋環境区分との関係を考察した。

1）第1主成分の寄与率と国有ベクトノレの龍から最も大き

な変動となっているのは，暖水揚に漁獲が増える魚種

と冷水期に漁獲が増える魚種のシーソ一変動で、あった。

2）第1主成分のスコアの時系列の変曲点は，児玉らが区

分した江島4月定置水識の媛水期と冷水期の変わり闘

にほぼ一致し，正負の符号は3～4年程度遅れて変化

した。スコアが正の時は，カタクチイワシ，サパ類，

サワラ，ヒラメ，スルメイカ，アジ類，ブリ類，タイ

類の漁獲量が増加し，スコアが負の時はニシン，マイ

ワシ，カレイ類，マダラ，スケトウダラの漁獲量が増

加することを示した。

3) 1988年以降， j工島の4月の平均水温は8°Cをど上回る援水

年が続いてきたが， 2006年以降，冷水年と暖水年が交
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互に続くようになり，海洋環境に変化の兆しがみられ

る。

4）海洋環境変化による漁獲対象魚種の変化は，関連産業

に与える影響が大きいことから，海洋環境の変化を王手

めに捉えて魚種の変動を予測することが必要で、あり，

今後も江島を始めとする定地海洋観棋と漁獲統計調査

の継続が重要である。
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