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黒潮の資源海洋研究第 8号， 11 -18 (2007) 

沿岸定線調査結果の地域水産業への貢献

定線観測による水温データからみた土佐湾における漁海況変動 *1

梶達塩*2 田ノ本明彦*2

Analyses of the ocean and fishery trends in Tosa Bay， Kochi ]apan， 

using water temperature data accumulated by research vessel monitoring * 1 

Tatsuya KAJr * 2 and Akihiko T ANOMOTO * 2 

水産試験場にとって，地先の海洋環境を把揮するこ

とはきわめて重要な使命である。高知県水産試験場で

は，図 Iに示す定点で調査船による定鵡観測をおこな

い，持、海況に関する多様なデータを蓄積してきた。し
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図 1 高知県水産試験場が調査船により実施して

いる定糠観樹.本研究では国中の黒丸で示

す定点のデータを解析に用いた.表面水温

の長期変動解析に用いた代表点の st.44を

矢印で示す.

かし，近年の財政状況の悪化にともない，定親観測は

金銭的利益を生まないとの理由からその存続があやぶ

まれる事態となっている。そこで本研究では，定競観

測の中でもとりわけ基礎的なデータである水温を活用

して土佐湾の漁海況変動を解析し，そこから本県にお

ける沿岸定親観測の意義を再評価することを試みた。

まず，定線観測は重要な海洋環境モニタリングであ

るという意義を明らかにするため，土佐湾における表

閣水温の長期変動を解析した。近年，地球温暖化問題

が人類共通の課題として認識され，海水温の上昇も注

目されている。一方，レジーム・シフト理論に代表さ

れるように，水産資j原の変動メカニズムを海水温変動

との関係から明らかにしようとする試みがなされてい

る。いずれもきわめて重要な課題であり，その解明に

向けては長期間にわたる基礎的データの蓄積が不可欠

である。ここでは，本県の沿岸定線観測がそのための

基礎的データとして貢献しうる点を検証することを試

みた。

次に，定練観測は地域水産業へ貢献できるという観

点から，マルソウダAuxisrocheiの漁況におよぼす水

温の影響について解析した。 2004年の高知県における

マルソウダ漁獲量は10，256トンであった(高知農林統

計協会 2006)。これは本種の全国漁獲量の約47%，高

知県下の海面漁業による全漁獲量の約11%に相当し，

本県漁業にとってマルソウダがきわめて重要な対象で

*1 平成18年度中央ブロック資源、・海洋研究会(平成18年9月:高知市)にて口頭発表した。

ネ2 高知泉水産試験場 〒785-0167 高知県須崎市浦ノi今灰方1153日 23 e-mail: tatsuya_kaji@ken3.pref.kochi.jp 
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ついて，各月ごとに 3期間でKruskal-Wallis検定をお

こない，異賞性が認められた場合には Scheffe法によ

る多重比較をおこなった。

マルソウダ漁況におよぼす水温の影響

マルソウダの漁獲量として，高知県西部の土佐清水

市漁業協同組合本所の月別水揚げ量を用いた。なお，

漁法はひき縄によるものであり，データ期間は1987年

1月から2005年12月までとした。

漁況の概要を把握するため，マルソウダ漁獲量の経

年変化と経月変化を調べた。次に，海上保安庁発行の

海洋速報 (http://www1.kaiho.rnlit.go必々 ¥ANKYO瓜AI

YO/qboc/index.html)から足摺岬沖南方向の黒潮離岸

距離を読みとり，月別の黒潮離岸距離指標を作成し

た。これらのデータのうち 1月から 6月に着目し，漁

獲量と黒潮離岸距離指標の関係をプロットした。得ら

れた結果から，好漁と不漁の典型的な月を取り上げ，

その月の治岸定線観測による土佐湾内水温鉛車分布と

の対応をみた。さらに，離岸距離指標と水温の関係を

水深別に調べた。以上のことから，黒i輔の離接岸にと

もなう水温鉛直分布の変化とマルソウダ漁況の関係に

ついて考察した。

梶 .83ノ本

あることがうかがえる。新谷 (1999，2001a， 2001b) 

は，本種の生態について詳細に調べ，それに基づく漁

況予測をおこなっている(新谷，私信)。この予測手

法によると 1月から 6月にかけてのマルソウダ漁獲

量は，主に黒潮の離接岸により影響される O この原因

は，黒潮の離接岸に対応して水塊構造の変化が生じ，

水平あるいは鉛直方向へ魚群の圧迫と拡散が生じるか

らではないかと考えられている。本研究では，定繰観

測により蓄積されたデータを用い，この予測手法の背

景について水温鉛直分布から検討を加えた。
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結果

土佐湾内表面水温の長期変動

1973年から2005年における全定点欠測月数の経年変

化を図 2に示す。全定点欠測月は1991年目、前に多く，

その月数も Oから 5ヶ月とぱらつきがあった。一方，

1992年から2004年における全定点欠測月は 1ヶ月で

あった。これは 3月の定線観測がおこなえなかったこ

とによるものであった。

高知県水産試験場による定線観測における

全定点欠測月数の経年変化.
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陸 2

材料および方法

土佐湾内表面水温の長期変動

図 1に示す定点でおこなった沿岸定雄観樹結果か

ら，表面 (0m)水混のデータを用いた。観測は調

査船を用い，原則として毎月 l問，数日開をかけてお

こなった。表面水温は各定点で、採水して棒状温度計に

より測定した。なお，ここでは土佐湾内表面水温とし

て，足摺岬と室戸岬の先端を結んだ糠の内舗にある定

点(合計42点)の平均値を用いた(関 1)。データ期

間は1973年 1月から2005年12月までの33年間とした。

本県の沿岸定線観測では欠損tした月もあることか

ら，月ごとの観測定点数を整理し，全定点欠測月の数

を確認した。次に，木村 (2004) にしたがい，全定点

欠測月の表面水温データを補完した。すなわち， 1) 

土佐湾内表面水温の経丹変化をもっともよく反映する

定点を代表点として選定し 2 )代表点の年間水温挙

動に 5次近似曲練を間滞し， 3)得られた回帰式に平

均観測日を代入し，欠測丹のデータを補完した。その

際，後に示す観測日のかたよりや他県の結果を考慮

し，データ期間の33年間を11年ずつの 3期に分けて

扱った。以後， 1973年から1983年を 1期， 1984年から

1994年を 2期， 1995年から2005年までを 3期とした。

得られたデータセットを用い，月別の土佐湾内表面

水温に25ヶ月移動平均をかけて長期変動を調べた。ま

た，水温の変動率を明らかにするため，年平均値を算

出し，最小二乗法による 1次回帰直線を求めた。

観測自のかたよりが観測結果におよほした影響につ

いても検討した。代表点水温の年代別 5次近似曲線か

ら得られた回帰式に，実際の代表点観溺日をそれぞれ

代入して計算上の水温を求めた。あわせて，乱数を発

生させて作成した観測日も代入し，ランダムな観測自

における計算水温を求めた。これら 2つの計算水温に
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次に，これら全定点欠測月のデータを補完するた

め，土佐湾内表面水温の推移をもっともよく反映する

定点を選定した。全期間のデータを用いた表面水温の

全定点月別平均値を図 3に示す。全定点月別平均値は

3月に最低値の16SC，8月に最高値の27.9
0

Cを示し

た。同じく全期間のデータを用いて定点別に月別平均

債を算出し，全定点月別平均値との相関を調べた。相

関係数は0.997から0.999の範囲にあった(いずれも p

<0.001) 0 これら相関係数の上位 4定点を取り上げ，

全定点月別平均値との水温差を求めたところ(図 4)， 

もっとも相関係数の高かったは.44が水温差の正負の

かたよりが小さかった。以上より，土佐湾東部にある

st. 44 (図 1)を，土佐湾内表面水温をよく反映する

代表点として選定した。

代表点水j誌を 1月1Bを基準日とした経過日数の

時系列上にプロットし， 1期を例として図 5Aに示す。

また，それぞれのデータに 5次近似曲線を適用して図

5Bに示す。それぞれの回帰式は次のとおりであった。
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間4 1973年から2005年における土佐湾内表面水

j昆の全定点月別平均値と，定点別月別平均

値の水温差.両者の栢関係数上位4点につ

いて示す.
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図5 土佐湾内表面水温の代表点 (st.44) にお

ける水温の時系列変化. A 1期におけ

る代表点水温と 5次近似曲線. B 3期

の代表点水温5次近似曲線.

1期:y = 6.33325X10-11x5-4.86850X10-Sx4十

9.88536 X 1O-6x3-2. 25079 X 1O-5~-

6.34717 X 10九十18.4056 ;'=0.947 

2期:y = 5.31314X10-11X5-3.85215X10-Sx4+ 

6.23008 X 1O-6x3十5.67466X 10-4x2ー

1.06768X10-1x十19.8890 ;'口0.929

3期 : yヱヱ 8.42100 X 1O-11x5-6. 89455 X 1O-sx4十

1.73041 X 1O-5x3… 1.23674X10ω3X2十

1. 33008 X 1O-2x + 18.4543 ん0.918

これらの回帰式に，代表点における月ごとの平均観

測Bを代入し，得られた計算水温を用いて全定点欠溺

丹のデータを補完した。

データ補完後の土佐湾内表面水温を月別に図 6Aに

示す。表面水温の最低値は1985年2月の14.4
0C，最高

値は2003年9丹の29SCであった。長期変動をみるた

め，これら月別の表面水温に25ヶ月移動平均をかけた

(図 6B)。土佐湾内表面水温は1970年代に下降し， 1980

年代はじめからは上昇していた。次に，月別の土佐湾

内表面水混(図 6A)から年平均水温を求めた(図 7)。

年平均水温の最低備は1976年の21.1
0

Cであり，最高値

は1998年の23.3
0

Cであった。全体としては上昇傾向を

示し，有意な l次間帰直諌が得られたゆ <0.01)。

その上昇率は，回婦式から0.037"C/年と推定された。

上昇率にデータ期間の33年間を乗じると，この間の表

面水温の上昇は約1.2
0

Cと推定された。

次に，観測日のかたよりが観測水温におよlました影

響について検討した。代表点の観測日を， 10月を例と
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図 6 1973年から2005年における土佐湾内表面水

視の長期変動. A:月別表面水湛. B :月
別表面水温の25ヶ月移動平均.
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臨 7 1973年から2005年における土佐湾内表面水

温の年平均値と，最小二乗法による l次回

帰車繰.
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間8 代表点における観測自の経年変化. 10月を

例として， 10月のなん日に観測されたかを

示す.

2010 

して関 8に示す。 1970年代は10月の下旬に観測されて

いる例が多く， 1990年代からは月の上旬に観測されて

いる例が多かった。同じく 10月を例として，代表点の

実際の観測日と，乱数により作成したランダムな観測

日を 5次近似曲線の間帰式に代入し(関 9)，各デー

タセットについて 3期間で検定した。その結果，ラン

ダムな観樹日による計算水温には 3期間で有意差が

認められなかった(Kruskal-Wallis検定， ρ>0.05)。

一方，実際の観測日による計算水温では 3期間で有意

な異質性が認められ (1むuskal-Wallis検定， ρ<0.01)， 

l期と 3期の関は有意に異なった (Scheffe法による

多重比較，P <0.01)。このような，実際の観郡日と

ランダムな観測日における計算水温の検定結果の食い

違いは， 5， 10， 11月でみられた。
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回9 観測日のかたよりが観樹水温におよぼした

影響.10月を例として示す.代表点の年代

別 5次近似曲線において，実際の観樹日と

ランダムな観溺日の位置を四角で本す.ラ

ンダムな観測日では 3期間で有意差が認め

られなかった.実際の観測日では 1期と 3

期の聞に有意差が認められた.

マルソウダ漁況におよぼす水温の影響

土住清水市漁業協同組合本所における，ひき縄によ

るマルソウダ漁獲量の経年変化を図10Aに示す。年

間漁獲量の最低値は2003年の2，364トン，最高値は1988

年の7，235トンであった。データ期間の多くで 1年

ごとに増減する隔年変動があった。季節変動を検討す

るため，漁獲量の月別平均値を算出した(関10B)。

漁獲量は 5月を中心とする春期に多かった。また，夏

期には漁獲がいったん途切れた。

次に 1月から 6月の足擢岬沖における黒潮離岸距

離指標と，同期開のマルソウダ漁獲量の関係を月別に
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平年値よりも高いという傾向は，表層よりも底層で顕

著であった。この傾向をより詳しく検討するため，黒

潮離岸距離指標と，定繰観慨による水温平年備差の関

係を水深別に調べた。盛漁期である 5月を例とすると

(図13)，表層 (0m)水温は離岸距離指標との開に

明瞭な関係は認められなかった。しかし，より深い水

深，特に100mtJ、深では，離岸距離指標が大きくなる

と水温平年備差が正の値をとる傾向があった。このよ

うな傾向は他の月でも共通してみられた。
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岸距離指擦とマルソウダ月別漁獲量の関

係.各年の 1月から 6月について示す.

図11

離岸距離指標

5月の黒潮離岸距離指標と土佐湾内水温平

年備差の関係. 1976年から2005年のデータ

を用い，水深別に示す.

考察

土佐湾内表菌水温の長期変動

本研究から，土住湾内の表面水温は1980年代から上

昇額向にあることが明らかとなった(図 6B，関7)0

近年，多くの研究機関で蓄積された水温データの解析

調べた(図11)。離岸距離指標が小さく，黒潮が接岸

基調にあった月は，好漁，不漁のばらつきが大きかっ

た。一方，離岸距離指標が大きく黒潮が離岸基調に

あった月は，データ数は少ないものの，護岸丹にみら

れたような好漁はみられなかった。これらのデータか

ら典型的な接岸・好漁月と，離岸・不漁丹を取り上

げ，その丹の沿岸定線観測による水温鉛草分布を調べ

た例を園12に示す。平年値を基準にすると，接岸・好

漁丹と，離岸・不治、月は水j昆が逆転する傾向]があっ

た。すなわち，接岸・好漁月は観?~Ij水混が王子年値とほ

ぼ同じかそれより低く，離岸・不漁月は観測水温が平

年傭より高かった。このうち，離岸・不漁丹の水温が

図13
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が行われている O 鹿辺海域の例についてみると，豊後

水道西部(木村 2004)，豊後水道中央部と粛灘(宇野

2004) ，紀伊水道西部(石田 2006)からも水温の上昇

傾向が報告されている O 水温の上昇率は，土佐湾では

年平均水温の囲掃分析から0.03rc/年と推定された

(菌7)。これは，豊後水道西部 (0.030
0C/年，木村

2004) や，伊予灘 (0.029
0C/年，田村 2003)，別府

湾 (0.040
0C/年，田村 2003)の髄とほぼ類似してい

た。水温上昇の季節的傾向に関しては，代表点の年代

別5次近似曲線(図 5B)から，秋から冬の水温上昇

が著しいことが示された。高知県水産試験場 (2004)

が土佐湾内表面水温を月別に調べた例でも，秋から冬

にかけての水温上昇が顕著であることが示されてい

るO このような水温上昇における季節的傾向も，豊後

水道西部(木村 2004)や伊予灘，別府湾の底層水温(田

村 2003) と共通していた。以上のことから，土佐湾

のようにきわめて開放的な水域(瀬藤他 2004) にお

いても，他海域と類似した傾向を持った水温上昇が認

められたことが注自される。

瀬藤他 (2004) は土佐湾の各層水温の経年変動特性

を調べ， 1)水深o~20m の水温は持関差 O ヶ月の

地上気湛と相関が高く， 2)水深o~300m までの水
温は時間差Oヶ月の地上気温と主水槌躍層深度の二変

数で良く説明できることを示した。本研究では表面水

温のデータ整理をおこない，その長期変動傾向を明ら

かにするにとどまった。今後，本研究で明らかになっ

た水温上昇傾向について，その変動に影響する要国を

含めた解析を進めていく必要がある。

漁業資源の多くは変温動物であり，環境水温の変化

は体温の変化を通じてその生理生態に大きく影響する

と考えられる。本研究で明らかとなった表面水温の上

昇領向は，有用漁業対象種に少なからず影響をおよぼ

していると推概される O 都道府県の水産試験場が，地

域における海洋環境の長期モニタリングデータを蓄積

し，そこから漁業資源変動要因の解析と将来予測を詳

細におこなった事例もみられる(児玉 2004，内山他

2004など)。本研究を足がかりとして，高知県におけ

る漁業資源の変動要因解明と将来予測へと研究を展開

していく必要がある。また 有用水産生物の成育場と

してその重要性が指摘されている藻場の消長と，土佐

湾の水温上昇の関係については，本研究と向じ定線観

測データを用いて若JII他 (2004)や平間他 (2005) に

より検討されている。

長期間にわたり継続されてきた定線観測において，

毎月の観測日を一定にすることは困難である。本研究

で，あらためて土佐湾内表面水温の代表点観測日につ

いて経年変化を調べたところ，偏りがみられた(図

8 )。水識は季節変化することから，観測日が偏って

しまったことが観測値に影響した可能性が考えられ

る。しかし，この影響を実測した水温から評価するこ

とは出来ないため，代表点水温の年代別 5次近似曲線

(図 9)から推定を試みた。 I年のうち 3ヶ月では，

実際の観測日に基づく計算上の水温に 3期間で有意差

が認められた。しかし，乱数により設定した観測日を

代入すると，計算水温に有意差が認められなかった

(図 9)0乱数により設定した観測日は，言い換えると

33年間偏りや傾向がなく，一様の日付で観摘していた

ことを意味する。このことから，定線観測の一部は，

実際よりも水温差が大きくなるような日付の偏りを

持っておこなわれた可能性が示唆された。

以上のことから，沿岸定線観測は土佐湾の水温長期

変動を明らかに出来ることが示された(国 6，7)。

一方，特に近年では 3月の定線観測をおこなえなかっ

た年が多かった(菌 2)。これは表面水温が最低値を

示し(国 3)，近年水温上昇が著しい時期に相当する

(国 5B)。また，観概自が一定ではない場合，その偏

りが結果に影響を及ぼした可能性も示された(図 9)0 

定線観測は今後も環境モニタリングとしての意義から

継続されるべきであり，欠測月や観測日の偏りが無い

ように配意することが必要で、ある。

マルソウダ漁況におよぼす水湿の影響

新谷(私信)は，マルソウダの漁況予測について，

1)好漁年は春先の黒潮流路は接岸傾向で推移し 9

月の新仔は多い， 2)不漁年は春先の黒潮流路は離岸

傾向で推移し 9月の新仔は少ない， 3) 1月から 6

月と 9月から12月に漁期を分けると，前期は黒潮の

離接岸に，後期は新仔の加入量に影響される，ことを

指摘した。本研究で 1月から 6月の漁況を再検討した

結果，足摺岬沖で黒潮が離岸した月は漁獲量が少な

く，接岸月にあるような好漁はみられなかった(図11)。

これは新谷(私信)の予測手法とほぼ一致していた。

この現象の背景について，定線観測による水温鉛直

分布から検討を加え(図12，13)，推定されたことを

模式的に図14に示す。土佐湾における表層付近の水温

には，黒潮の離接岸に関連した変動は認められなかっ

た(図13)。一方，水深が深くなるにつれて，黒潮が
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図14 水温鉛車分布から推定されるマルソウダ漁

況に関する模式図.ある水温(矢印で示す)

をマルソウダの適水j昆下限とすると，黒潮

接岸時には白抜き部分に魚群が集約し，離

岸時には影付き部分まで魚、群が拡散すると

考えられる.

接岸基調にあるときは水温が低く，離岸基調にあると

きは水温が高くなる額向があった。マルソウダは熱

帯・亜熱帯域に分布の中心があり，日本周辺海域でも

適水温を求めて南北に田遊することが報告されている

(新谷 1999)0このことから，黒潮が接岸すると，底

層の水j晶が低下することによりマルソウダの魚群が上

層へ集約することが考えられる(図14)。これはひき

縄漁にとって好適な条件であり，結果として好漁へつ

ながると推定される。逆に離岸基調にある時は，より

深い水深まで水識が高くなり，マルソウダの魚群が鉛

亘方向に拡散して不漁へつながると考えられる。

ここでは，沿岸定線観慨が地域国有の水産有用魚種

の漁況を考察する上で有効な手段となることが示され

た。一方，漁況は種々の生物的・非生物的要因が複雑

に影響した総体としてあるものと考えられる。今後よ

り詳細な検討を加えていくことで，精度の高い漁況予

測が可能となるものと期待される O

おわりに

定線観溺は地道なデータ収集であり，その第一義は

モニタリングにある。本研究における表面水温の長期

変動解析で用いたデータ期間は33年間であり，長期的

なデータの蓄積が重要な知見をもたらしたと言える。

一方，谷口 (2002) は「元来モニターという語の意味

は，監視観察するだけでなく，観察することによって

貯ましからざる事態を予見し，“注意を喚起し"たり

“警告を発する"という，指導的なものであったJ こ

とを指摘した。このことは花輪 (2004) によっても注

意喚起されている。本県の沿岸定繰観測は，いまだこ

の指摘に応える域には達していない。より本来的なモ

ニタリングへ向けて，データや解析の量と質を高めて

いくことが今後もっとも重要なことと考える O
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