
  
  海況による魚群の集合・分離の一理論(1)

  誌名 東北海区水産研究所研究報告
ISSN
著者名 木村,喜之助
発行元 東北海區水産研究所
巻/号 7号
掲載ページ p. 103-145
発行年月 1956年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



；海況による魚群の集合・分離の一理論

第 1報東北i韓国税季のサシマ漁場に閲して※

木村喜之助

.A THEORY OF CONGREGATION AND SEPARATION OF 

FISH BY OCEANOGRAPHIC CONDITION 

REPORT 1 REFERRING TO PACIFIC SAURY FISHING OF 

TOHOKU REGIONAL SEA IN FALL 

By 

Kinosuke KIMURA 

It has been generally accepted that within the fish population which performs a 

ilarge scale latitudinal migration in oceanic water, the larger individuals precede the 

smaller whether in northward moving of spring-summer term or southward moving 

of fall season. It is, however, often happened to see the individuals of different 

size are found mixed iロapopulation appeared in a given time and place, where, a 

. question rises what are the factors to influence or determine the condition in which 

fish population congregate or separate. 

In this connection, the subject on the Pacific saury in their southward migration 

・in fall is particularly interesting. The examination of the catch by drift-net operated 

in former years revealed that the fish were usually composed of larger individuals 

.(larger than 30cm in body-length) and the middle-sized (less than 30cm); in some years 

・:the larger fish alone were caught by the gear. I口the“Bokeami＇’（stick-held-scoop-net)

.operation, developed recently, the catch was similarly cつmposedof both large-and 

middle-sized fish in 1949, '52 and ’54 but only the middle sized group was appeared 

in the catches of 1950, '51 and '53. 

Whether the populational constitution is mixed (large-. and middle嶋 sizedfish) or 

single in the waters off Hokkaido in earlier season, the populational character is held 

as it was until they arrive in the waters off Kinkazan but it deviates significantly 

when they arrive the nearby waters of Johan district (Shioya～IunbδCape). 
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The populational constitution of Pacific saury in their southward moving in tall';. 

as explained above, may be influenced by a number of factors, such as age 

composition of fish crowded in the waters neighbouring and o任 Hokkaidoin summer 

of that year, recruitment of population and many other related subjects. The most 

significant factor responsible, however, is believed the oceanographic condition of. 

the waters in fall, and the southward moving of fish may be dynamically effected’ 

by the sea condition, whether working to the e妊ectof accelaration or retardation of 

movmg. 

The most direct response of the sea condition to fish migration may be most’ 

logically placed on the development of the “shiozakai”or boundary of different water 

currents (iロthepresent case, the facing of warm Kuroshio Current to cold Oyashio・

current). In those years where the "shiozalrni”is well recognized in the waters・ 

nearby and o妊 Sanrikudistrict, the fish shoals, if entered their southward migration. 

i口 Augustor September, can not pass through the boundary with the result of 

gradual congregation of fish just in north there. In this halted fish congregation, the 

individuals of larger size amount high i口 earlierseason, but with the advance of 

! he time, the middle-sized fish increase proportionally and in September, the size 

frequency of fish in the population shows a bimodal pictuτe. In those years where 

the bimodal size frequency is not recognized in the catch, the absence of welL 

developed "shiozakaiηin the Sanriku water can best explain the phenomenon. 

The development of the boundary not only interfere the moving of fish shoals 

but also retard the tempo of the migration and the strong "shiozakai" phenomenon 

often halt the moving of fish completely. Accordingly the year's size frequency of 

the fish population, whether bimodal or unimodal, is well correlated to the timing. 

of southward moving of the population. 

Further, the seasonal examination of size frequency found significant unimoda1 

picture in 1959，’51 and '53 and the tempo of the fish migration quite fast. If it is. 

supposed in statistical sence that the larger the fish in size, the faster their tempo・ 

of southward moving, then, it may be sustained to see the mode of size frequency 

somewhat shifted to larger size in the southern waters and to smaller size in. 

northern waters. The expectation as such was clearly demonstrated during those 

years from the measurement of sampled fish in the catch in terms of 5 days or 10. 

days period in southern as well as northern water. 
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〔I】 問題の重鈷

外洋を民くi田砕するfo¥'，群に就いて、 春から夏の北上J切には魚体の大きいものの群は小さいもの

の群より早く北上し、秋に南下するH寺も大型魚、の群が早いと云う事は大体定設となっている。 然

し同一魚、極でも或時期に同一水域で・大ノj、混って漁獲される事が珍しくないので、 どの様な場合に

魚群が集合し、どの様な場合に集合群が分離するかが問題になる。

此の問題に闘して特l乞興味が深いのは、秋季東北海直て1制~されるサンマである。 即ち過去流

網漁業時代にl~1I正されていたサンマは大休休長 30cm 以上の大型漁と30cm 以下の中型魚から形

成されていたのであるが、 年によっては大型魚丈けしか漁獲されなかった時もかな りある。 最近

侍受網漁業に左ってからも、大型 ・ 中型附魚群がi見って漁獲された年もあるが、中型；＼~丈けの翠

一組成を示した年もある。

更に漁JIJJ初北泊道ir[t合の，＇＼＼＼＇！洋が大型 ・1:p型魚の混成群であっても、或は単ーな体長組成群で・あ

っても 、金韮山周辺迄南下して来る間は大体その魚体制］成を維持しているのに、常磐近海へ漁場

が移ると魚、体組成が著しく 具ってしまう事が多い。

秋季東北海直を南下する サンマ群の魚体組成が単純であるか複雑で、あるかは、 勿論その年のす

ンマの資源皐的構造、 換言すれば北上サンマの年令組成，夏季東北海I亙に於ける生育欣況その他

閥連をもっ原因は甚だ多いと思われるが． 最 も直接的であるもの』主秋季の東北海匿の海況であろ

う。之が力率的に魚群ーの行動を圧迫し抑制する楼，降、特に潮境保a1：封筒線）の年々の紋態と云う

ものを先ず保上げる必要がある。本報告は斯様な、洗浄与的立場ーから 、ザンマ鮮の集合 ・分離の問

題に就いての理論的考察を行ったものである。

東北海匿のすンマ漁朋（9月～12月） に於けるサンマ漁場及び、i.≪t1-0.=物に闘する資料は、 東北悔

直に臨む諸ii認の水産試験場が早くから指導舶によって調査し、共の結呆を各7.1¥.試の 事業報告等へ

蛮去 しているし昭和 4&1：：：.：没立された良林省、水産試験場は之等諸脱水試と連絡して資料を経理ーし、

政~＼の調査 ・ 研究報告を渡去して来た。 叉昭和 11 e'.iJ三以降は、農林省水産試験場の刊行物「泊洋岡」

の月報 ・年i良にサンマ漁場 ・的、況の詳しい報告が！Iおっている。 II併 1124.if京北出JN水産研究所が設

立されてからは、宮城!l係路地 ・荻抜ii係那珂能 ・千葉！＼係銚子 ・静岡！照焼津共の他の地の入他地位の大

部分からすン？の的、況報告が民められ、魚体制定記銘もIll苦々 l~~t日J物が代表される程度に揃ってい

る。そして之等の記録の一部は東北7kfifrの「漁況速報」（~三旬報）で発表されて去り 、 昭島は「東

北海直に於ける漁磁サンマの休長組成に就いて」を報告 （1956）している。 著者は過去に於ける

サンマの漁場と魚体制定のH己主張を政く 柴め、之を絵主Jlして、 ヱI'邸前をl吟味し説明した積 りである。
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【II】 火光棒受網時代のサンマ漁場ぜ漁獲サンマの体長組成

昭和 23年に東北海1亙では始めて火光棒受網が使用され、 漁l結が全部梓受網になったのは翌24

年である。 23年は東北泌恒水産研究所設立以前でもって、調査資料も未だ多くはないので、東北

水研設立の 24年以後に就いて、 各年の漁場の移動， i.（~t場海況とサンマのff\休の関係を説明する。

第1圃昭和24年のサンマ漁場移動蹴況
(A) 9月下旬前牟 (B) IO月中旬前牟 (C) IO月下旬後牟 (D) 11月下旬後牟
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昭和 24年此の年のサンマ漁場の泊；汎及ひ、その南下状

態は例年と全く異って沿 り、特に注目を必要とする。

即ち例年ならばサンマ漁場は 9月下旬北？街道近海或は襟裳

岬南方あた りから始まって、 10月初には三陸近海或はそ

の沖合（40°～41。N）に移動するのが普通で、あるのに、此の

年丈けは 10月下旬迄北海道釧路近海にサンマ群がf併問し、

此の漁場丈けで此の年の全国サンマ漁獲組量の凡そ~三分を

漁獲 した程の大漁漁場が出現した年で・ある。

9月 21日 じ第 1圃 （A）〕 解禁とう｜与に茨城！係其他の大型的、

舶は流網を積んで、42.5°N.147°E方面へ出漁し、 好治、を得

たものも あるが、10月に入って此の方面；会不漁、一方法石

崎 SEIO～20浬方面の棒受網が素晴しい成績を奉げている

のを間停え、 流網漁拍も全部棒受綱に取換えて此の水域に

集まり、 10月中旬には釧路～落石崎のs10～30浬で英大

ゑ漁獲を喜界げた〔第1園（B）〕。 10月下旬の始、出場は よ
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うやく南南西に動き始め、その先端は 41°Nに達し、下旬後半に到って北海道近海法全く診漁と

なり、漁場は 40.5。～41.5。N,143。～145°E方面へ移った〔第1圃（C）〕。

llf:;f:口24Jr::は夏季東北海匿の水温上昇ーの甚だ遅れたで年あるが、例年8月後牛東北海直北部のJK

ifnlが下降を始める頃になっても、私；JJKZ胞は引部き上昇し、 9月になって 20°c程度の高温水塊は道

東海直ねに迫り、一方道東海Jil.i＼：へ北京から押寄せる寒流勢力も 9月以降頗る強く 、従つですンマ

鮮は雨側から圧迫する袋｜民雨水塊に挟まれ、且つヨた第に圧縮されて設絞イ七し、 10月中旬泊、況最も

活況、此の時漁場の北京(Hljでは水油 l0°Cilfr後で・も大漁があるという変調を示すに至った。

10月下旬〔第 1園（C）〕暖流勢力が盤、分弱まるに従って、 星雲流に圧迫されたサンマ漁場は、襟

袋岬の西・f)!ljの津経｜底流7)d或と南東から道東海直に迫っている黒湖水域との聞を縫って、 丁度トコ

ロテンが庄w.される様にj廿り IHして南下を始めた。然し三陸近海には向持潮勢力が狙く 、南下し

て来たi漁場は三陸近海へ到達！日来ず、漁場位置は10月下旬後半 40.5°～41.5°N, 143°～145°E, 

11月上旬前半 39。～41°N,144°～145°E, 上旬後半 38°～39°N,144。～146°Eと、南下するに従

い沖合へ移動した。

然し11月中旬に入って念に 39°N,143。E（金悲山近海）にサンマ鮮の濃続漁場が出現し、下旬は

.380～39。N, 142°～143°E が•·I－＇心となって蹴る大漁 〔第1 圃 （D）〕 、 漁場7J（温は 11 月中旬 12°～

14。c、下旬末潮境上では 10。～12°C でも大ぬが見られ、 丁度北海道道東海匿の 10 月下旬の；~｝（態

を繰返した。 12月K入つでも金室長山方面には魚群滞泳していたが、1洋法tic第；(IL薄くなり .，1:1:1旬で

余談山近海の漁場は消失した。

此の年は常磐・房総！方商の／.（（l汎を集める41＼.は1.H来なかったが非常な不漁模様で、 特に銚子以南

から伊豆大島プ'5Wi或は熊野灘近海は全く f~併を見なかったと云う事である。

此の年に漁獲されたサ ンマのf;~休は 第2闘 の様に、 大型魚と i:1:i型魚の境を 30. Ocmにとれば、

北海道近海の大出n寺の 10月中旬は大型魚 49.5%,1：ド型魚、 50.5%（抽出船 70 笠， iJ!IJ定f~ l, 805尾）

第2圏 昭和24年の漁獲サンマ体長組成

(A) 10月中旬， (B) 11月下旬
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叉金韮山近怖の大漁時の 11 月下旬には大型魚 48%，中型f;~l 52% （抽出肱25斐，iWJ定魚、 674尾〉

であって、雨漁場共に大型；魚と中型魚とは大体相牛して漁被されていた。

昭和 26 年前述の昭和 24 年f'L~1- し、海況に於いても或は叉漁獲f;~＼の魚体に閲しでも全 く針聴

的a！伏況を示した年は昭和26年である。

此の年は東北海1＠：の夏季は頗る高温であったが、 8月下旬から三陸沖の表商水温は下降し始め、

9月の水温は他の年に比べてむしろ低目であった。 従って9月下旬北海道漁船は北海j韮の道東j[l正

直ですンマ漁に従事していたが、9月27日本州の漁船が解禁と共に出動すると、 直ちに鰐崎 ENE

50～90 ?illで素晴しい大群が鷲見され〔第3園（A）〕、 10月中旬前宇迄此の方聞に大漁が組いた。

而して 10月中旬後今〔第 3園 （B）〕には$｛；（'L塩屋11舟E50在f!(37°N, 142°E）にも漁場出現し、此

の年の漁場南下速度は著しく大きい。特に 10月中旬温昆崎近海でサ ンマが漁被されると云う事は、

近年では辿だ兵常な現象であって、 首IT辿のI昭和 24年では、その頃は未だ釧路邸側玉大漁、漁場

は全然、ニlヒ出道周辺から南下していなかったl時期である。 三陸iliibJ：：は 10月下旬再び活－況を呈し、

此のJX¥i洋はその後潮境の海流にjfilばれて次第に市東沖合へ移動した。 従って 11月のサンマ漁場

は、南は鹿島灘の沿岸水域（距岸10～40理）から北は柏崎の沖合迄、叉沖合は 144°～146°E方

面にもという風に、南北にも：w:西にも漁場は頗る！＆い純悶に亙っていた。

此の年に漁獲されたサ ンマの体長は 第 4 圃 （師ょ：.~1956）の様に、 30cm を超えるものは甚だ少

く、年令的には同一なものと考えられる。 叉測定f;（＼全体の体長分布曲淵は各旬 27cm台或は

28cm台を峯とするが、 更に之を漁場の南北によって吟味すれば、9月下旬§Ill路近海のものは体

長の峯が 27cm台、9月下旬 ・10月上旬鰐iii奇近泊ーのものは 28cm台で、 明かにlcmの去があ

り、 10 月中旬 ・ 下旬余諜山方商で 28cm 台が務~1'.墜された頃には、鰐附近？似のものは 27cm 台に変

り、11月上旬金悲山近海の魚、休が 27cm台になったfl寺、7首鰐近海には 28,29cm台を峯とする併

が出現し、 11月1:j-I旬 ・下旬も金悲山近泊の 27cm台の総に釦し、鹿島灘近山で‘は28cm台であり、

11月＇－I：：旬伊豆大山附近では 29cm 台であった。但し12月上旬には伊豆大島のものも服店灘近海

と同様に 28cm台とえ工り、 塩屋11府以ニ｜ヒ金古川l方l師は依然として 27cm台であった。

此の年は上越の様に、 30cm以上の大型f;(J,の鮮はぬ！日j問どの方商にも見られなかったのである

が、寺下がら夏にかけては、太平洋でも日本海でも 30cm以上の大型店が産卵しながら北上してい

た事は定世網其の他の漁業記雄山ら明かである。 叉9月解禁日に前後して水産庁の蒼腹丸及び多

蚊の水産試！験場の調査結が出動し、二｜ヒ泌道近海から共の木方を 157。E迄調査したl時のサンマの段

見及び漁践の位置は 第 5園（B）の通りで、漁場71¥_協は 14°～20。C、漁i主；魚体fま 148°E以西は

全く 30cm以下の中型魚、であったが、 148°～156°E方商では若干の大型魚も漁獲されてむるね。

少し遡って 8月下旬にはカツオ舶が 40。～41°N,147 ~～148 °£ ブJ商及び 149 °E 以東では 41 °～

44°N, 149。～160。Eの民範聞に亙ってサンマの大群を護見していたが〔第 5園（A）〕、此の方面

ネ2 東北海底水産研究所海洋資源年報昭和26年度第3郁サンマ資源篇
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第3園昭和 26~芋のサンマ漁場移動獄況

(A) 9月下旬後宇， (B) IO月中旬後宇
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第 4園昭和 26年の漁獲サンマ体長組成
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第 5圃 昭和26年8月下旬～9月下旬の沖合サンマ分布妹態
(A) 8月下旬カツオ漁船によるサンマ妥見位置（若干9月上旬のものを含む）
(B) 9月中旬・下旬調査舶によるサンマの義見及び漁獲位置
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の表面7］＇（温は大 体 20。C以上である。 叉9月上旬 39.5°～40。N,147。～148°E，表面水温 24°C

，の水域で・もカツオ枯がサンマを瑳見している 〔第5園 （A）〕。之等のサンマ鮮は9月中旬 ・下旬

調査舶によって、41°～43。N,144。～156。E表商水温14°～20°cで鷲見或は漁獲された濃告な魚

群と同ーとは思えない。 8月下旬或は9月上旬カツオ枯で護見されたす ンマに就いては大型サン

マとはっき り報告されているものもあるので、此の年の大型サンマは 20。C以上の高温水域の南

下と共に、 1:1:1型；＼｛~より早く南下し、秋季捧受漁枯の漁獲の封象にはたZらなかったものと思われる。

以上海況に関しても、漁場の南下に関しても或は叉漁獲魚体に関しても、会〈聖母脈的性；！:Rを示した昭和2!

年と 26年を例にとって説明したが、更に其のfl也の月に就いて吟味する。

昭和25年此の年はかな りl昭和26年と類似しているととろが多い。即ち黒潮の勢力は甚だ弧

く、東北海直北部の表Wi1k溢は昭和26年以上に上昇し、 8月上旬には 25°Cの高水温が襟裳111甲に

逮 し、沖合 も 40。～42"N1C達していた程であるが、 8月下旬から表面水温の下降が見られ、9月

後牛に至って北海道周辺の水温下降はー居激しくなった。従って9月花咲 .ffJil路の近海は北海道

漁船によって相官の好漁が見られ、 9月 25日の解禁後、本州j魚自15も襟裳岬の東（42°N,144。E方

商）で操業したのであるが〔鏑6圃（A）〕、 10月に入ると漁場は寒流勢力の護達と共に念に下北

斗三品の東（40.5。～41.5。N,142. 5。～143°E）へ〔第6圃（B）〕、上旬後半から中旬には三陸沿岸 （金

諜 山～久慈の距岸 20～50浬）及び、その沖合へ南下し 〔第6園（C）〕、下旬は近海のサンマ漁不

( 110) 



第6圃昭和25年のサンマ漁場移動状況

(A) 9月下旬前半，（B)10月上旬前苧，（C)10月中旬前牟
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木村喜之助：海況による魚群の集合・分離の一理論
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第 7競東北水研研究報告

振、ぬ砧は 39.5。～40°N,145。～147°E方面に出漁して好漁を得た.n月に入って近海漁場は鹿

中旬後半には鹿島灘近海が、下旬品灘 hら鰐崎迄f-{i:f北に長く分布し、上旬後半は塩屋崎附近が、

後£｜三は綾旦～金司I~山の近海が大漁であった。 即ち漁場は9 月末から 10 月初の数日の中に北海道か

10月下旬から 11月始の約1週間程の内に塩屋崎にも漁場が出現するといら岩手!I採近海へ移り、

う風に、漁場の南下は非常に早かった。漁獲魚の体長は昭島（1956）によれば全体としては 27cm

台をみとしているが、11月中旬鹿島灘大漁時の魚体組成は 28cm台を峯とし、以後12月迄28cm

台が続き、金）！j1山近海のものは 10月から引続き 27cm台を裟としていた（第ワ園）。

此の年は25年・26'9三に比べると暖流勢力は弱いが、向22年 ・24年 ・28年 ・29年昭和27年

9月中旬には鮫よりは造かに強い。 然、し9月に入ってから艇崎に向う寒流勢力が著しく強まり、

角束 100浬方商にサ ンマ群が鷲見されたが、鰐崎から束に走る親潮前線（17°～22。C）が袋i流勢

カの南下を喰止め〔第8圃（A）・（B）〕、従って金華山附近へ漁場が南下したのは 11月上旬後宇で、

魚群；生9月中旬から 11月初迄5旬以上も！佼角から鰐崎の近海に滞泳していたので、ある。

第 8園昭和27年のサンマ漁場移動妹況
(A) 9月中旬後牟 (B) 10月上旬後牟
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木村喜之助：海況による魚群の集合・分離の一息論

此の年の漁獲魚の，＼：＼＼体には 30cm以上の

大型魚、も多く、 25cm 以下の小型，＼~~も若干混

っていたが、その剖合は解禁日の9月27日

以来 11月上旬前学迄、漁場が鰐11!奇近海に止

っていた金問聞に亙 り、 各旬大型f.~1、 20%,

中型魚70%，ノl、型魚 10%程度の混合率を変

える事は無かったが、 11月上旬後半漁場が

南下して金~i'i:山近泊ーが漁場q:1心となった頃

には、大型；＼~，は 8% に減少 し、 11 月中旬漁

場が鹿島灘方商にも，＇ P，現した頃には、 会主＼i

山近海では大型魚、は 4%,11月下旬には 196

になった。然し鹿島灘方市［では 11月1:j:1旬大

型魚 18%.11月下旬6%、12月上旬になっ

て大型魚、は始ど見られなくなったが、その

l;H !i~ ill'.f灘に 30cm 以上のf.（＼体を 25% 合む

；＼：＼＼~洋 （峯 28cm台） が漁獲される搬になった。

然し此の1r1：： も 主群は上主~ の燥に i.j:t型f.:\lであ

り、 その体長の峯は金諸山以こItの漁場が好

i旬、を示していた 11月下旬迄は 27cm台 （9

下 ・10上 ・11下）或は 28cm台（101-j:i ・10

下 ・11中）で・あった料（第 9園）。

昭和28年 此の年ば水温上昇拡：しく 辺

れ、 親潮市f械のii:YJ境は去暦に於いてほイ：；I珂

！僚で、 去m・の 20°c 等i且制改 7月下旬三陸

沖では 40°N に到迷したが、 j与の後北逃せ

ず、 8月上旬・中旬近海は 20。C を超えた

が、下旬 20。C等温線は三陸の 50浬の沖合

へ離れ、近海には 17~c 台の水温が見られ

る様になった 〔第10圃（A））。即ち三陸近

海に寒流の南下が念、に強まったので、ある。

丁度此の 8月下旬初に水産庁調査結蒼

！宮丸は鮫角束でサンマ群を見ている。 日I]

斗＇3 11月上旬は27cm台と 28cm台と前ど!i'>jJ!賞。

第IO圃昭和28年のサンマ漁場移動燃況
(A) 8月下旬前牟
(B) 9月下旬前牟
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東北7k研研究報告第7ll虎

して 9月に入る と塩屋崎方商にも 20。C 以下の水 第 11 園 昭和 28 ~手の漁獲サンマ体長組成
19¥J写

4ゐ

温が見られる様になった。官時北栴道漁船による 2
道東海底のサンマ治、は不況であり、 9月12日本子1・1 ~ 

漁船K劃する解禁後は、本州漁舶は鮫角束 50～200 ~~ 

浬の水域で操業したが、此の頃から三陸近海 ・j中；
合の暖流勢力幾分担大となり、北ぬ道近怖の水出下 ；

降に拘らず、 40。Nを東に走る親潮前線は依然とし す

て南下せず、潮境附近の温度傾度は強められ、9 :0 
月初 4ο。～41.5。N,143°～145。El'L 11 ＇，現した漁場／：

はその他共；底に止まって、9月中旬後牛ょうやく三 10

睦近海へ移動したが、金華山方耐には暖流勢力甚 ：；

だ強く、 10月中旬後牛金部山近泌の暖流勢力州I l~ 

へ移って、 17。C台の水塊が塩屋崎方面へ南下する ？

迄漁場は三陸近海に止まっていた。サンマ漁場の す

南下は初めは昭和25年より速 く、 9月下旬の漁場二

位置〔第10園（B）〕は 24年～却年の内で最も南で f
あるが、I その後割合長く三陸近加に治、が結いた。 JO 

ぬ岐点L休に就いては 第 11園 の犠に 30cm以上 二

のものは始ど無く 、10月下旬迄休長分布のさ長は m

27cm 台であったが、下旬後牛塩屋崎近栴に出現

9月中旬
n•/769耳

、，只下旬

n'i" 7J 

10月上当1
• -l!NU 

10月中h
n• 908 

10月τ町
n •lo回~/J

－十一
11月上町

η－寸.q，一5一'b 

I 1月中旬
司・lblJ

一十一一
l1月下旬
η•；510’ 

－←－ 
12月上旬
ηιOJ? 

ートー
12月中旬

斗－
12月下旬
η・bfJ 

」
i-'i 』4

,,.///BJ 

｜〈レゴ

疋 20 25 30 35cm 

したものは峯が28cm台、11月上旬金E柴山近海は 26cm台，塩屋崎近海は 27cm台となり、 11月

中旬金霊長山近海 26cm 台，塩屋崎近治・ 27cm台，犬吠崎近海 28cm台，更に 11月下旬金華山近

海 24cm台，寝屋崎 ・犬吠崎近治‘26cm台，漁期末の 12月上 ・中旬には金草山近栴23cm台， 塩

屋崎 ・犬吠崎近海25cm台と旬毎：に各漁場の魚体が小さくなった。

此の年のj漁獲魚、の中には 2~cm 以下の中型魚、としては魚、体の梢ノj、さいもの料 がかなり多 く、 之

を小型魚と呼ぶならば、此のノj、型魚、は会：漁獲魚の 1/4を占めていた。

昭和29年 此の年は 8月初迄表面水温は 27年並で梢低温であったが、その後水温は上昇を続

け、 9月上 ・中旬三陸ili:°｛.停は黒潮勢力甚だ5lliく、 例年9月三陸近悔に南下するサ ンマは接岸出来

ず、 解禁（9月 17日）以後の漁場は女の様t亡、

9月中旬後宇 41°～42°N, 144°～145。E

下旬前半 40～41.5 144～146 

〔第12圃（A)l

下旬後半 40.5～41.5 145～147.5 

10月上旬官官宇 40.5°～41.5。N,

上旬後年 40.5～41.5

中旬it~·牛 40 ～41 

146°～148°E 

146.5～148.5 

147～149 

〔第12圃（B）〕

本4 1本長25こm以下の小型偽は 24年・27壬f-に於いては全漁燈魚に粉し約10.%,25年には8.%,26年には
3.%程度であったが、 28年には25.%という大きな混合率を示している （統島1956 第6聞から）。
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木村喜之助：海況による魚群の集合・分離の一理論

9月中旬から IO月中旬迄全然、南下し

ないで、次第に沖合へ東進して行ったつ

ととろが、 IO月上旬後半あたりから

145°～146°E方商を北上する暖流勢力

が顕著となり、中旬後牛に至って 15°C

等温線は 40。～42。N, 143°～146。E方

面に股がって、此の方商に酢泳してい

た サンマ群を襟裳岬～室i地～恵山岬の

近海及び．下北£｜三 .r:.~附近へ追込んだ局、一

部の魚群は三陸近海を更に南下して金

華山近くに達したものもある桁〔第 12

圃（C)（木村1956d）。 かように沖合の

黒潮勢力の念激主主主主展が、それ主主平衡を

保っていた潮境（親潮前線）の形を壊し、

三陸沿岸に強い南下流を形成し、 以後

サンマが三陸近海から凪島瀧方商へ急：

激に南下する動機を作ったものであ

る。此の年の漁獲1誌の体長組成は大型・

中型・小型の3種に直分出来るが、その分

布園の谷聞は 30cmと25cmよりは 29

cmと 24cmのととろにあるので、此の

位置で直分する事にした（第四圃）。

8月末から北海道道東海直 も既流が

強く岸に迫ったので、 8月31日から 9

月上旬は甚だ大漁であったが、首・時の

魚体は大型;t;-Rと中型；＼￥，（小型魚、を含む）

が相牛して沿り、 8月下旬・ 9月上旬

蒼鷹丸の調査でも、 42。～43。N,147。～

154。E方面は大型・中型が大体字々 、但

し襟裳岬 ～ 落石崎の沖合は中型が大部

分であった。 9月17臼本州漁船が襟裳

岬近海で漁獲を始めてから IO月中旬前

円0 '"' 

rvo--if! 1¥Z fi[J 

/QQ IVS 

＼ノ

/Q~ I喝5

1‘E 

1眠

将 従って 10月中旬サyマが三陸沿岸水域に密集し、本年度最躍漁lWが現出した。
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東北7｝く研研究報告第7競

宇迄、漁場が41°N以北に停滞していた常時の魚体組成は 第 1表 に示されている様に、大型魚と

中型魚は共に 50%jjfj後の値を示 し、時に若干の変動があるのは、恐らくは測定尾数の少い主主の

誤差と見倣してよいのであろう。

然るに 10月中旬後宇漁場が三陸近海を念激に南下し始めるに及んで‘、漁場の南と北では魚、休

組成が著しく相違する様になった。此の事に闘しては次の章で説明するから此虎では省略する。

第1表漁場が三陸沖に停滞してい
た時期のサンマの体長組目立

｜大叡魚I＂酬（2い）lミのもの

9)'j 1:1~旬後宇

:%1 
52% 〔9%〕

下旬前4二 54 (11 ) 

下旬後＊ 63 (11 ) 

10月上旬前丘1~ 47 53 ( 5 ) 

Jニ句後tjヨ 56 44 ( 3 ) 

1:):1旬前牢 48 52 ( 5 ) 

第 13圃昭和29年の漁獲サンマ体長組成、
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木｛寸喜之助i：海況による；魚若手の集合・分離の一理論

【III】 サンマ群の集合さ分離によって生ずる体長組成の変化

前章で述べた6ク年のサンマ漁）切の海況， 漁場の南下欣態と漁獲サンマの魚、体の開係を組括し

Jて、此庭に一つの理論を樹てる事が出来る。

理論第1 魚群の集合に関する理論

秋季大型魚 ・中型魚が混って漁獲される2誌には、従って休長組成が双峯（Bimodal）を示す震

，には、たとえ夏季のl長流勢力が弱くても、夏の末から 9月に入って尚暖流勢力が弱まらず、 7.k温

は依然として上昇し、従って9月三！佳作I＇から北海道南方に潮 境 （親潮前線）が顕著に形成され、

i誌の後北海道近海・沖合の水温が下降を始めても、此の親潮前線が動かない事が必要保件であっ

て、従って三陸近海に沿うて親湖水系の南下が見られない率、換言すると、税制前総が三陸の海

岸に沿うて走る事非！~く、三陸の海岸から時々束に向って走る様な形を係る場合には、南下するサ

ンマは此の前線にI食止められ、大型魚も 1:1:r型，＼＼＼も皆前線附近に滞泳する事になる。

反当討に漁j回の初から魚体制．成が単一（即ちJ;iL~＇f, unimodal）であると云う惑は、 夏以来暖流勢

力が弱く（昭和28!.i:;）、或広夏季暖流勢力が強くても 8月末るたりから急；i放に弱まってしまう様

え工場合 （I昭和 25~二 ・ 26 年）には 、 親潮前；YJJlは渡迷せず、従って9月以降三陸近海の逃流勢力の

護連と共に、 三陸近海を南寸てする寒流;iJz±Jilにj逗ばれて サン マ群の南下速度は著しく大きい。此

，の様にサンマの南下を阻止する事の無い海洋j伏態では、恐らくは「酔泳力の相遣による」と思わ

れるのであるが、大型魚担当1く南下する。従って大型魚、 ・中型魚、或は更に小型魚、と魚、体の著しく

相逃するものは夫々別個の群を形成し、倣泳7.k域はU必然と南北に分離されるので、或水域の漁場

のt,l/,11.!I物は特定のが、体組聞に｜民られる。此の様／J.年には9月頃北海道道東海面の近海或は沖合の

魚群J玄！＇fl型魚、及び小型魚、であって、大型群は早く南下している。本州の漁fiJ古は解禁日（ 9月中旬乃

至下旬）を持って：It￥民基道東海匝から南下して来る；（，｛＼併を迎えて操業するのであるから、北海道

道東海軍に 9 月大型f'~lの店主Eい年には、三陸漁場にも大型f'~が出現しない事になる。 又道東海直

に中型f!.1 ・ 小型，＼~lが共に見られても、三陸漁場へ移動する頃には、俳活t速度。相違から分離して

しまい、中型群が主として漁獲の封象となる。従って亦「漁｝明初に大型；魚の出現を見ない年は、

j魚jlJ］の中l設に至って大型f.~lが大きな剖合で添加される様な事は無い」と云う事も出来る。

〔例 謹〕 上記の説明で判る様に、北海道方聞の表面1ki置がそろそろ下降を始める 8月後半か

る9月にかけても三陸沖合の1ki置が下降せず、むしろ上昇を辿り、従って親潮前棋がー居登達す

るという事が、 共の年大型魚 ・ 中型，－＼~；~与に IH現を見る原因となっているのであるが、今改めて前

述の 24年～29年に就いて、秋季親潮前F依の位置・勢力と漁獲ff.1の魚体との閥係をI）今味して見ょう。

主主主型息土史型£担技進獲討史出担笠支店店 ・加年に闘しては、

昭和24年（第1園） 9月下旬 18。C台の水温は北泊；道道東海直を遍い、親潮前総は落石崎から
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南東150浬あたり迄走ってゐり、9月下旬前半は前線の北東側には 12°C台3 南西側には 18臼

C 台の1.1<.塊が相接し位置している。 此の親潮I計J;fJ~i.J~ 10月下旬迄大体此の方商にあって動か

なかった震魚群の集合がj国とり、大型魚 ・ 中型，~o\'，相半する f.4~体組成を示したのである。

昭和 27年（第8園） 9月 40°N,144°～145°E方面から北京へ進む暖流水系が琵達し、之が北

}ftK寒流水菜、を圧迫し？と結果、北海道近海のサンマ群辻反射K南下を早められ、 9 月中旬~

1'L 40°N, 143°～144°E Kサンマ群が登見されている。此の9月前年の1.1<.塊の移動が、三陸近

海或は沖合の大型サンマ群を更に南方へ這いやった様な傾向が見られ、従って秋季三陸出場

の孫tl!'.!.'f.:R中の大型；＼｛＼の削合はかなりノl、さいものであった。但し9月後4三から鮭附近海に｜底流

勢力が著しく強まり、親潮前線が次第に護達した話に、その後は袋流の南下もllf足止められ、

北海道近海で見られた大型魚 20%, 1:1:1 型，~｛＼ 70%，小型:IR10%の制令はその俄三臨漁場へ引

継がれ、 11月上旬此の漁場が常鰐近海へ南下する迄持＝制されたのであった。

昭和 29年（第12圃） 9月 ・10月 40°N あたりを東西に走る親潮IllT線が非常に弧く費達し、特一

に襟裳岬から三陸近海に南下する主主流勢力を全く押え、 魚群の南下を此の前線でl企止めてい

た震に、大型 ・中型相4とする魚体組成を見たのである．

次に仁1=1型点l丈けが漁獲の劃象となった年に就いて考察する。

昭和25年（第6圃） 9月上旬後半機器主11J甲から東に20度等温抱負が走るという様に、例年以上の，

高温を示した年であるが、其の後主主流勢力のNZ迷と共に 20度等視線は急激に南下し、 9月下

旬 40°Nを東西に走る様になったが、親潮前線の位置は不明瞭で・、 10月上旬には三陸近海の

水温は 160～18。Cに降り、 20°c等温線は距岸 50浬の沖合へ移った。従って此の年は漁場ー

が9月下旬北海道近｛毎から始まったにも拘らず、 以後漁場の南下が早く、本州、lの漁船は北海一

道近海の中型魚の南下を追跡し乍ら:j)¥I，：業した41T.になる。

昭和26年 （第 3園） 前年より袋、流勢力の琵遠早く、 9月下旬の初漁矧には漁場は鰐11府附近か

ら始まったが、親潮官官級はあまり明かでなく、特に三陸近海を南下する主主流勢力が強かった

潟、漁場も三陸近海を早く1¥i下し、 1:p型群丈けがf¥[;lfilされたのであった。

昭和 28年（第10圃） 夏季｜民流勢力甚だ弱く 、9月になって水温が上昇するという事 もな く、

三陸近海では親潮前線は距；時 50浬のi1llを走っていた涜に、 三陸近海への漁場の南下も早く、

9月中旬漁場の南端は蹴に 39°N あたりにあって、漁｝閃初の漁場位置としては最も南方に位

置していた。

昭和25年 ・26年 ・286'J三に大型f.~＼が漁獲されなかった事に封しでは 、 『之等の 3 ナfrJ"は何等か

の事情で三陸近海から北泊・道近海へ 30cm以上の大型魚が来初しなかった震に、秋の漁期に大型’

魚が漁獲されなかった』と考える事：も出来るが、之は正しい解轄ではない。 之の反設と しては、

毎年夏季に体長 30cm 或は 3lcmあたりに峯を持つ魚群が産卵しながら東北海＆！を北上してい

る事が各種の資料で説明されて沿 り、三陸沿岸の定置網では毎年 6月～8月の産卯J切に大型魚、が
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鴻挫されている。 昭和26年 8月には北海道でLも大黒島 （厚岸）の定置網で大型の産卵すン 7 が漁

獲された。昭和28年は本節究所が岩手腕宮古水産高伎の練習船宮古丸によって北上サンマの調査

を行ったのであるが、 その結果は、7月5日は 41°18'N, 143°50’E に於いて、 叉 7月 25日は

41°45’N, 143°45＇£ に於いて、 流網により大型f~！、 2 ：中型魚、 1 の剖合で大型魚を多量に漁獲し、

又6月22日の 39°18'N, 146。55'E及び7月 24Elの 41°57’N,143°41＇£に 於いては、漁獲物の

大部分が1:1:r型魚、であったが、大型魚も若干混っていた。

此の様に毎年夏季には三陸 ・北海道の近海及び沖合に30cm以上の大型サ ンマが分布している

のであるから、秋季大型魚、の漁獲が無いと云 う事は、 サンマの南下時に分離が起とって、大型魚

が早 く南下したと考えるのが最も合理的でLある。

理論第2 魚群の分離に閲する理論

1.((i.J悶初抑制前線が宮達し、 大型f＼； ・1:1:1型f＼；が混f遣されていても、 やがて前線に於ける暖寒雨流

の釣合が破れ、沖合で＇i'J:I民流水域が急；に北上し、近海ではその反動で袋流水域が念、激に南下を見

る様な場合には、 出場 も之に影響されて近海を定！：に南下し、 且つ近海の漁場は南北に細長 く配列

し、漁場の中心が批ク所に分離する。此の様な場合には南方の漁場Hi¥大型魚が多く、北方では中

型魚、の制合が大きい。

ヨえに試f;＼！凶初の漁獲1なの体長組成が~（i鮮で、体長m自問も狭い様な場合には、 漁場が三陸近海に止

まってあまり南下しない聞は各旬の体長組成に変化な く、 峯の位世も勿論閉じであるが、海況の

変動に臨じ漁場が念に南北に長く配列される様な場合には、 南側と北側の混乱場とでは漁獲魚の体

長組成の起の位置に越分の差を示す搬になり、南側漁場1主主径のf立世は休長の大きい方へずれる。

向、l1.¥t！閃初体長組成が単一群を示寸様友海況炊態に就いては、理論第1で既に説明演みである。

〈例 誼〕 昭和 26年は漁期宅）JiJ ＞ ら漁場は三陸近海を南北に長 く、 f＼；~洋法魚体の大小によって

分離し、 ［制則は北if!uより体長組成の峯が lcm大きかったのでLあるが、 25年 ・27年 ・28年 ・29

4三は10月下旬から11月上旬に塩屋11内近海可こ漁場が出現するに及んで、塩屋11附近海の魚群と金王宮

山以北の魚群との聞に，1i¥t体の差が見られる様になった。

先ず百.＼lJ IJJ初大型J~l と 中型ff；と共に ／；（1:l Jilf されたll{:l;f: 1:127 &:1三 と 29 年を吟味すると料、 29 年の塩屋崎

近海に始めて漁場が出現した 11月上旬には、塩屋Iii奇近海のものは 29cm以上の大型魚、ばかりで

あった。 27年は 11月上旬塩屋崎に始めて漁場が出現した時には、塩屋崎近海の魚群の魚体JllJ定

を行い得なかったのであるが、 11月中旬には同方面へ中型魚、の南下も増加したらしく、大型魚は

i則定J魚の 18%、但しその時金華山方商では大型；＼flは 4%に増減した。

J;/1一群丈けであった25年 ・26年 ・28年 も金室長山と鹿島灘の雨ぬ場では、 各旬の体長組成の峯

i亡 lcm、時には 2cmの差が有り、 南側漁場の峯が lcmノj、さい方へ移る時には、北側漁場も亦

A之G 昭和24年は漁場が12月上旬金華山で泊滅し、その後陥る不1旬、魚群の南下を追跡する事が出来なか

った。
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lcm 程度更に小さい方へ移るのが普通であった。

J 従来金華山政＼場で峯が 27cm台の体長組成のサンマが漁獲されていた時i亡、 10月下旬乃至1］＂伊

月上旬頃念に塩屋＼I奇方面で峯が 28cm台のサンマが漁獲されたと云う場合、此の間漁場の魚、群は

別個の系統のものと考えるのが普通であって、金華山方面の 27cm台の主主の魚群の一部が塩屋崎

方商へ移動したとは考ええEかった。従って金室長山漁場の北側の気仙沼近海あたりに 26cm台を

峯とするサンマがぬ蛙された場合も、此の群は金華山漁場のものとは系統治：別であって、気仙沼、

方面へ南下して来て始めてl~~＼f藍の封象となったと考えて来た。 然し本理論によると気仙沼漁場の

魚群は金華山漁場へ移動した群の残部であって、単一体長群の中でも比較的大型のものは早く南

下し、捜部の魚群では体長組成のさ佐が休長の小さい方へずれると考えるのである。

分離による体長組成の変化を示すーっの計算

今親潮前総の釣合が破れ、沖合では暖流が強勢となり、 その 1分波が近海に接岸し、近海の7.K塊 ι

は岸体いKF百二ltR長くなり、漁場も亦南北に伸びた場合を考える。此の場合魚体の大きいもの程，

南方へ移動する確率が大きい とすると、 5Cの漁場から南方へ分離した魚群lて就いては、体長 lのー

ものの移動量 げz)sは

（五）s=Fi ψ(l) . . . . .. ー－ －－ －－ ー・（1)

である。此底に（f,,)sの suffixの Jは体長 lのものを意味し、 SU伍xの sは南方へ分離した

群を意味する。 Fiは分自Iの起とる前の体長 Iの魚群量、 ψ（l）は移動量が体長 lの目員数であると

云う事を示す記就である。勿論此の式は極めて常識的主主事であるが、 ψ(l) の凪l数の形を決定し

よう とする段になると之は容易な事ではない。然し最も簡単tx.形で

ψ(l) = C(l-!0) ..... ・ー・ ・ー・ ・・ 6 ・・・ ・・ ・・（2)

と置いて見る。此鹿にんは；魚群の体長組成範国の下限より更にノj、さい値を係って考える。叉Cは

体長に関係のない項である。因って式（1）は次の様になる。

Vi)s = CFi(l-lo).. . . . . . . . . . ......... (3) 

従って北方に残った魚群量の中で体長Jのもの ぴz)Nは次の様になる。

げi)N=Fi一（/i)s= Fi{l-C(l-10)} ...... (4) 

若し此の様に魚、群を分離する圧力が更に加って、最初南方へ分離した群から再び南方へ分離が

行bれたとすると、 2回目の分離作用によって更に南方へ移動した群の内体長 Jのものの移動量

(fz) .S＇は〔 SU伍xのが は南方へ 2回分離が行われた事を意味する〕

(fz）♂＝ C2Fi(l-lo)" ...................... (5) 

とたり、 n回の分離によって最も南へ移動した群では、

(fz）♂＝ O'Fi(l-lo）”..................... (6) 

となる。従ってnの値が増す毎に分離の作用が強められ、最も南の群程体長の大きいものの割合

が増加する。
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今上式によって分離南－Fした群と北方に残った併との体長組成の差を比較して見ょう。

先ず原の魚群2コ休長組成 Fを第 14園（A）の採に仮定する。即ち体長範聞が 20～2.8cm、 主義が

24cmの二項分布を考える。之が第1回の分離で南方へ走る魚、群の量は、 l日＝＝ 20cmと置いても

C を決定しないと絶封！l:.主計算出来ないが、然し C を未定にして置いても、南下分離群の体長

組成の形丈けは判り、計算の結果は峯の 24cm台と 25cm台とが等しくなり、第2回の分離が行

われると、（／） s• の群では体長組成の峯が 25cm となって、似の群 Fの峯より lcm 大きい方へ

ずれる。斯様乙して 5回分離を繰返えすと、南下先E鼠洋の体長組成の峯は26cm台となって、 Fの

群より 2cmも大きい方

へずれる。一方北の鹿沼

群広原の群Fの内から体

長の大きい部分が居なく

なるのであるから、勿

論体長組成の峯は原の群

第 14園魚群が分離LTニ際、南下群と盛留群とが体長組成Iζ変とを

生ずる事に就いての一つの理論的計算結果

(f'Vii‘ 
% 

JO 

(A）体長組成が噌1つの峯をもっ場合
(B）体畏組成に 2つの撃が有る場合

A 

よりも小さい方へずれ 30 

る。従って南下群が見ら

れる様になっても、北方

の盛留群の体長組成に殆 TO 

E変イ七がない様完工場合に

は、南下群の移動量：は僅

かなものと考えてよい。

ヨえに南下詳の全体の量：

玄びz)sが原の群の全量

~Fz の半分である様に
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群のびi)Nも直ちに計算

出来るが、此の場合 〔第

14圃（A）〕 の下段に示し

である様に、接情群の体

長組成の峯の 23cm台と

24cm台とが同じ頻度数

で、南下群では 24cm台

25cm台とが同じ頻度数、
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では峯の位置が lcmの差を示す事になる。 昭和24年～29年のサンマ漁期中に南北2漁場で体長

組成の峯の位置がlcmの差を示した例は甚だ多いが、此の様な場合に上述の考え方が許されるな

らば〔（／1)s=CFz(l-lu) ... (3）が適用出来るならば〕、南下排と北側の時間鮮とが量的にIn各々 等

しいと云う見通しも下し得るのである。

さえにj京の群の体長組成が中型魚、・大型魚、の南方から成立っている場・合を考える。 即ち〔第14

圃（B）〕の様に、体長24～30cmの中型魚（峯は 27cm台）と 30～34cmの大型魚（峯は 32cm

台）の混成群とし、中型群64%，大型群36%のものを考える。之から第1回目の分離によって南

へ移動する群；土中型群40%，大型群 60%であって、原のJ洋は中型J{tが約 2/3であったのに、

第 1 回目の南下分離群法中型ff.~が 39% に減少してしまい、 5f~ 2回目の分離では 21%，第 3回

目には 11%，第 4 回目には僅かに 3% となって、殆ど、金11°~が大型f~l.丈けになってしまっている。

此の様tr.魚体組成の変化はサンマー群の一部が金華山近海の漁場から分離して、塩屋崎附近に新

漁場を形成する時によく見られる現象である。

一方ゴヒへE菱沼する群の体長組成は、 分離して南下した；鮮のj段重：によって兵るわけで、、 群の大部

分が南下した場合には、捜沼群では中型f{l.が少数残る丈けに過ぎ友いが、活し南下群と残留群とが

宇k k分れたとすると、 E遣問群の方では大型ff.i.は僅か 11%(tとになってしまう〔第14園（B）下段〕。

〔昭和29年の倒〕

今昭和29年のサンマ漁場に就いて、午i刀：筒iの漁獲ナンマの休長組成の峯の位置の変化及び、大型

魚、と中型魚、の割合を吟味すると手lこの様になる（第15圃・ 16圃・ 17圃）。

先づ体長也成の峯の位置；主 、 9 月上旬釧路近海のものでは大型f~が 31cm 台p 中型魚が 27cm 台

であるが、 9月中旬本川｜漁船が出動して襟袋iii甲南東で操業するに及んで、、中旬後宇・下旬前宇の大

型f~の準法 30cm 台と31cm 台とがIll苦々等しい高さを示し、中型;ti＼＇；は 26cm 台と 27cm 台とが略

k 等しい。 9月下旬後半から 10月下旬後宇迄の三陸漁場では、大型f{i_の峯は全部30cm台で変佑

無く、中型魚、の峯は 26cm台の場合と 27cm台の場合が同じ回数である（第 15圃・1ワ圏）。突

に大型;ti｛；と中型f{;(25cm以下の小型魚を中型魚へ含める）の制合も 10月末迄は大体相宇してい

る（第15圃・16圃）。然し11月に入ると金：区山以北の;ti｛；併では体長組成のさ与の位置が体長の小さ

い方へずれ始め、大型魚の剖合も次第に減少して来た。即ち11月上旬前半大型魚の峯ほlcm小さ

く29cm台で、大型；＼｛；の剖合は 36%に激減した。従って 11月に入って三陸以北のサンマ主：砕か

ら相官の南下群が分離した事を知る。但し若干の南下群法既に 10月中旬から見られてゐり、塩

屋崎の数十浬の近海・では 10月中旬後宇 30cm台と 25cm台にさ長をもち、大型;ti<;;60%を占める魚

群が有り（測定僅か50尾）、下旬前牛にはさ長が31cm台で大型;ti{;92%（測定73尾）の群が、10月下旬

後宇には峯が 30cm 台で大型;ti~85% （測定121尾）の群が、 11月上旬前半には峯が 32cm台で大

型魚、100%（測定20尾）の群が漁獲されている。之等の群注 10月中旬後半のものを除くと執も中

型f｛；が甚だ少く、 準 も 30cm 台或辻 31cm 台のものである事から考えて、 ；＇G_~、らくは式（6）の n の値

( 122) 
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のかなり大きい、従って 第 16園昭和29年の各旬の漁撞サンマの大型魚と中型魚の割合

南下群の先頭を走る群と 700% 

考えられ、魚群量 もそれ

程大きくない筈である。

（漁舶のぬ況報告をl吟味

して見ても 、 官時塩屋11~奇

附近の1;(M些量は未だ大き

なものではなかった。）一

方 10月下旬後半には金

華山から南東に向 っ て

37。N,143°£を結ぶ械の

北側にサンマ漁場がi'J'，現

し、 11月上旬には更に

37。N, 143° Eから東方

37°N, 145。Eあたり にか

けて漁場がも肢がってい

る。；も1貯金iw山附近に南

方からかなり勢力の狙い

黒潮水系が押寄せていた

震に、 金Iii~山方聞のサン

マ魚群は毘f§｛に南下IH来 20 

ず、 諜潮前線に流されて南東へ進路をとって、 37°N,145。E方商へIHた ものと考えられる。此の

方面の漁場を Bとすれば、 Bi漁場の漁獲物の体長組成は三陸以北の漁場 （A漁場）のものと大差

伊

ヲ三
型

号50
書IJ
仁コ

ー－＜＞－－ ~主華山H:Jt

司副会菱山｝,l南うIii笹H 『l

。
よ旬中旬 τ句上旬中旬 τ句上旬中旬下旬よ旬中旬下旬

9 月 10 月 ll月 73 月

第四圏 昭和29年の各旬の漁獲サンマの体長組成の皇室の位置
9 ft号 。 10 月 77. 月 72 月
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なく、 峯の位置も ~fie·同じで、（11 月上旬前半 A i漁場の 29cm台が B漁場では 30cm台であ

るのが幾分兵っている丈けで、）大型魚の割合 も

金華山以北（A漁場） 金草山～塩屋崎沖合（B漁場）

1 0月下旬後牛 5 5 % 6 2 % 

1 1月上旬古IT宇 3 6 4 4 

ゲ 後壬ド 3 3 4 4 

であって大差な く、幾分B漁場の方が大型魚が多いのであるから、 若干の分離群を含んでいると

見てもよいが、大体に於いて金華山以北の漁場が黒潮前棋に沿うて沖合へその健移動を続けてい

たと考えるネ7内然し11月上旬後半には A漁場では 26cmから 31cm迄頻度数は殆左同じで、。i}

本7街 10月下旬後牛北海道恵山岬附涯の魚群は大型閣が 15%、中型魚の内には25cm以下のむしろ小型魚
とも見るべきものもあり、体長組成の峯は 25cm合で、 三l墜近世話のものより小さいが、之は最も遅れて
南下する魚群であろう。

( 124) 



木村喜之助；海況による魚群の集合・分嫁の一理論

~を峯とも定め難い様えに一つの山を形成し、 B 漁場も対左同じ形の組成であるから（28cm のl侍

異な値は誤差として省く）、此の頃には相官南下群が分離して、 A‘B漁場の魚群の体長組成にも

かなり変化を輿えたものらしい。此の事はヨたいで 11月中旬前宇の塩屋＼I時近海 （C漁場）の魚群の体

長組成にも見られるのであって、即ち峯は 30cm台と 28cm台にあるが、大型魚の制合は 58%で

あるから、此の 11月中旬前ヰの塩屋崎近海の；＼｛＼群は 10月下旬或は 11月上旬の塩屋崎沖合の魚群

とは全く 兵って、三陸漁場の魚群のかなりの部分が此の方面へ分離南下したものと考えられるt

その後は A・C漁場共にか、体は旬毎に型が小さくなり、 C漁場ではぎ誌は

1 1月中旬後半 2 8 cm台

グ 下旬前半 2 7 cm台

ゲ 下旬後半 2 6 cm台

という風に、 5日毎に lcm宛小さい方へ移り 、大型魚、 ・中型魚の制令も

11月中旬後半 大型;t;f; 45% 1ド型f;4( 51% （此の ~1=1 25cm以下の小型 4%)

。下旬前年 ゲ 32 ゲ 65 ( ゲ 3 ) 

ゲ下旬後半 ゲ 20 ゲ 70 ( グ 10 ) 

となっているから、 此の方riliTの魚群から更に続々と魚、群が分離し南下しているものと考えられる。

一方金諜山以北では魚群」立がかなり減少し、漁挫も少いので、測定魚の蚊も少く、従って体

長組成のJi予も誤差が多いらしく 、峯の位置もあまり信頼出来ないが、大型魚の峯は 29cm台にあ

るらしく、中型魚、の峯は 27cm台と見られるが、吏に 25cm以下の小型；＼4(に！~する部分に額妻子な

峯がIll現し、11月中旬後半 ・下旬前半には 24cm台に、 下旬後宇には 23cm台に移っている。元

来 9月から 10月初に三陸北部に漁場ーがあった時には、 25cm以下の；魚群は全体の 10%.以下に過

ぎなかったのが、 11月中旬後宇からは此の小型漁が全体の 1/3占める様になった。民｜］ち

11月中旬後半 大型魚、 23%. 中型；＼~＼ 46%. 小型f.4¥31% 

ゲ下旬前年 グ 31 グ 47 グ 22

グ 下旬 後半 グ 24 ゲ 41 グ 35

であって、此の点からも、11月中旬後字以後三陸近海の鴎f{／群の蚊量は僅かなものと見倣す事が出

来る。此のミa;~は 12 月に入って金悲山以北からの漁挫物が陸揚されなかった事でも誼明される。そ

して 12月上・中旬金華山と塩屋崎の中聞の近海で若干の漁獲が見られたのは、恐らく此の群の移

動したものであろうが、此の群も 12月中旬後宇の測定魚100尾では、体長組成の峯は 23cm台、

小型；＼｛＼が 71%という有様で、此の方町の魚、群の量は殆E問題にならな くなってしまった。向11

月中・下旬塩屋崎近海に滋泳した群は 12月上旬鹿島灘に移り、 11月下旬塩屋崎附近のものと同じ

様な休長組成を示していた。

一方12月上旬前竿金主主山南東30浬方面で漁獲された群は 25cm台を峯とし、大型魚は 8%,25

cm以下のノj、型魚は 20%で、 10月下旬後牛の恵山岬附近のもの（市7を附けて前頁の脚註に説明し

である）と類似の体長組成を示していた。
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【IV】流網時代の漁獲サンマの魚体芭漁場の海況さの関係

上述のすン 7 群の集合と分離に閲する理論は東北水研開設以来の俸受網漁場の資料に基いて設

明されたわけであるが、 それ以前の記録（流網時代）も果して此の坦論で説明出来るかどうかを

吟味する。 勿論日召和 23 年以前のサン？に閥ずる漁況或は漁場の1-hJ.汎及び‘；＼~体制定記雄は頗る貧

弱であり、漁期中の親潮前線の位置を描く事等は到底出来ないので、 詳しいl吟味の不可能え工場合

も多いが、各方面に散在していた資料を努めて集め、 以下に各年のザンマ漁場の南下獄態と体長

組成の関係に就いて考察を行った。向f主体測定記録の得られた最初の年は昭和 5&j三である。

昭和5年 漁汎資料としては池間（1930）の『東：lti1ド合に於ける昭和5年度サンマ漁況の一考

察』＊8がある。之によると此の年の漁場の分布及び漁場の南下j伏態はヨえの通りである。

9月2日 42°46'N,150。E方商で大漁した舶があり、上旬の1旬、場範囲は緯度では 42°～44°Nで

あったが、中旬には 41。～44°Nとなり、下旬には三陸近海（40.5°N, 143. 5。E） にも l~M直を見る

様になった。更に 10月上旬は 39.5°N, 142。～144°£の近海で、 叉中旬には 37°N,147°£の甚し

く沖合の南方で大漁した肱がある。 一方近海では 10月下旬には既に房州の周辺及び鹿島灘で漁

が有ったのであるから、三陸近海を南下した群はかなり南下速度が大きかったと見られる。

此の年の魚体測定記録は岩手腕7K試のものがあるけれども、之は9月2日～21日の聞の4回合

計80尾の測定に過ぎない。而して体長組成は第18圃 の様に、標準体長（肉体長却 を意味する〉

尾
50 

第四園昭和5年の漁獲ザンマ体長組成

昭和5g

9円2日～21日

JllJ'.;i' 若手厚木鼠

一＿ n=BO尾

では 32cm台に主撃を持つ大型

魚が殆 .！：：＇.、全部で、 28,29cm台

の中型魚、は僅かに 7.5%に過

ぎない。向測定魚、の漁獲位置

は42°～43°N,146。～150Eの
.o 

25 JO J5cm肉体畏快篇） 速い沖合のものである。

上主l主の様に、此の年の体長記錐は 9月丈けで而も速い沖合ものであるから、 漁期中の；＼~＼体と漁

ー場・漁抗との閥係を考案するには甚だ不充分で・ある。

昭和6年 ；＼｛＼体制定記誌が~！！~いから省略。

昭和7年 漁況資料としては高山・ 酒井 ・安藤（1935）による 『重要漁業現勢調査報告其の 2

サンマ漁業JJ*l日及び字国（1936)*10の『東北海匿に於けるサンマ漁場移動と親潮寒流との閥係』の

雨報告がある。然し雨報文共にサンマ漁場の南下j伏態を推定するに必要左記載は甚だ僅かで、ある。

一本8 本報告は各l際7)(試のサンマ漁場調査記録を基にして取包めたものである。

*9 従来の体長測定は或ものは全長をi目的、或ものは尾鰭の附根迄を測る等一定していなかったが、本文
では全部肉体長に換算した（木村1956a）。

ネ 10 爾報交共に各服水試のサンマ漁場調査記録を取臨めたものである。

.C126) 



木村喜之助；海況による魚群の集合・分離の一理論

今字［司の報文中から1'≪1場に就いての説明の全文を再録すると弐のiffiりである。

9月上・ 1:Jci旬沖合側の君主流部に、同下旬金義山南東の近岸章主流郡東側に漁場出現するが、前者は依然続崎

町N350i里附近に康範闘を占め主漁場を形成する。 10月上旬もI計宗主主流2系に約際し漁場中心あるも、近岸

のそれは沖合のそれの立「I( i陪閣は府〈ないが、漁獲高多く、魚群の獲得jをうかが》、得る。 1:1~旬沖合漁場は釜

A範閣総少し、近岸漁場に盆々漁獲を埼加する。 11月佑磐沿海の近岸漁場てーは沖合に比し圧倒的に漁獲を

増している。

此の説明で明かな様に、昭和7年は 9月下旬既に金華山南東近海に；魚群が出現し、 10月上旬に

は常繋近j白ーが漁場の中心となっている。此の様に漁場の南下の早い事は！昭和5年以来現在迄の百己

録に外に例を見ないととろであって、秋の初の暖流勢力の急；敢な衰弱及び、寒流勢力の著しい登達

を知る事が出来る。

此の年の；＼~＼体に就いては岩手・茨城・千葉の 3 ！＼係水試の測定記織が有る。

茨城脱水試の分は

沖合漁場 9月 16日～10月20日 41°～42°N, 148°～151°E 190尾

近沿・漁場 10月20日～11月16日 金華山～犬吠11府の近海 150尾

であって、沖合出場のものは肉休長で 28～33cmのものが甚だ多 く、休長組成の峯は 30cm台

唯一つ、近海1旬、場 も 3lcm 台の~il峯昨である〔第19園（A）〕。

千葉脱水試のものも 9月下旬～11月中旬で、体長組成及び峯の位置は茨城！院と同様 31cm台の通

皐峯である〔第19園（B）〕。 第 19圃昭和H芋の漁獲サンマ体長組成
(A) 茨被鯨水試測定

CB) 千葉鯨水試測定
(C) 岩手懸水試j則定

岩手脱水試の記銭は 9月 16El 

～IO月 13臼のi'I'＇合漁場のもの丈

けで、峯は批m 台の単峯である 50~ 昭和7年

メ＼ ；茨同県7J¥＆百淵m:
〔第19圃（C）〕。
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即ち此の年の大型;ti（＼は例年 より

幾分小型で、例年中型 ・大型の境
0 

自にあたる 30cmJ'.1至31cm台の 50 

ととろに峯があった。

此の（1三の魚体制成の：m品であっ

た事は明かに此の年のヨ主流勢力が

弘氏、親潮前械の蛮逮が悪かった 。
事に閥係して主止にそれは漁場の 50

南下速度の異常に大きかった：：［J'i：で

設明されている。

昭和8年漁況資料として字国 ρ 

(1936）の昭和8年のととろを引用

35 
-r  

干葉県7j<;gil_

JO ぷ5c111肉体問tai貨j

Tl= JOはE主

35 JO 

9月76白
~g 月38日 一一一

J5cm 

25 

一一一一 川0Ni'.ljじi中g I ~ 

一一一一→ 刀＝78 7弓 l 
一一一←一 一一－ JI 

ミ寸了一一寸
J5cm肉体~付~l重iJO 
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東北水研研究報告第7鋭

すると弐の通りである。

本年より農林省令により 9月21EI以降出漁の制限を受けた。漁場は 10月末迄38°～40。:N,145°～146° Eの

裳流尖端高温帯に比較的長〈停滞したが、 11月上旬に及んで僅少ながら近岸の縮島豚沿海に現れた。問中旬

茨域l孫沿海のi圧岸に漁獲急；上脅し、下旬に向い盆ノセ漁場が裂侵したが、金華山沖合 150～250l.盟で‘は之に反し

て漁獲急減し、漁場l孜首Lし稀11!.tとなり、下旬殆ど衰滅した。

斯く の在日く、沖合漁場が長mlli'日綴いて近岸漁場か不様であった第、東北海底南部の漁況は均らして比般的

不振であった。此のさまEは暖流が比の年夏

季迄呉慌に強勢で、 秋には其の｛徐勢をi呆

ちつつ東北 f!j亙のili:岸に沿し、南返した

局、家流の南進妨jずられ、近搾の降温鈍

いのに到しa 沖合のガでは主主流の勢が平

年よ りも強くなったので、 漁場は金主霊山

すゆ迄急；法に南港したものである。

以上の様に、 夏季l長流勢力が著し

ヰヰ

1/J 

ヰ己

くゴヒ方に延び、た話、 魚群は相常北ブj I/ I 

迄払＼'i.がった様であるが、秋になって

.40°N あたりに何時迄も f.＼~ ~.洋の南下

を妨げる様友強力主主親潮rJIJ;f:J~が護主主

しなかったらしい。従って沖合 （144。

呼B

Jg 

第20圃昭和8~手の漁獲サンマの体長組成（下段） と
体長測定魚の漁獲位置（上段）

昭和5.a 7安係県＊お 測定

， 

... 

. .・

E以東）のサンマ群は徐々に南下し 守 －/110Jill /Iii' II/ j NI/ 1ヰS Iヰ6 /lf7 /118 /11.9 150 

た模様であるが、 38°N あたりの湖庵ro「一一
I 9月τ伺境が頗る顕著で、 f.~，群は 39 °N あた ドー

りから南下速度が念に弱まって、 38。 rJ 
JO 

:,N, 145"E附近に長く逗却し、 11月

中旬迄 此の方面［で漁獲が維持 され d

た 。一方近海を南下する魚群は IO月 10

末迄出現せず、常磐近海は 11月に入 。

9月7伺 一－ mリ削．
九＝80｛§，毛

一。一一 時I°-W'N 
よ回Ol合計

九＝90尾

って漁を見る様になった。 101・《［ 』 ，－－－－－－／へ I I 10月上旬 I I/ ~ ]!J'N.1~5日付近 ｜
此の年の魚体記録は 茨城!I原水試の 。「一一一 ｜ 手_,,_-1ー十一「＂＇－！... n=35弓｜

もの丈けである。之による ・{ff. 
世 10月中伺 ｜ 外＼ _I ／へ J9°N. N5°E&11込｜

ン？の体長組成は 第 20圃の様に双 ｛；I r 」片J V 戸 , ＿＿よ 凡＝ifO尾｜

F峯 であるが、 此の年の1f1'l場は特に漁

期初に於 いて南北 に頗る脱く分布

ム、ニIt側 と南側とでは；＼｛＼休叩成が著

Lく具っている。

即ち 9月下旬は 40°～43.5。N

10用τ伺

11月よ句

25 

. (128) 

／孔ハ＼ 川 0附！
凡＝20尾

〈九々～』 川守間近｜7 I 凡＝20尾
JO J5cm 内係長



木村喜之助 ：海況による魚群の集合・分離のー哩論

145。～149.5°E 方面から 17回165尾の測定を行ったわけであるが、之を緯度1。毎に分割して各

直域の漁獲f{1、の体長組成を比較すると、

区 域 24～29cm合 30～34(;m台 測定尾駁

430～44。N 87% 13% 30尾

42°～43。 70 30 

41°～42° 93 7 

40°～41° 24 76 80 

となり、漁場の南側には大型；魚j煩る多く（76%）、41°N以北の漁場で・は大型魚は僅か17% に過ぎ

ない。然るに 10月に入って漁場の南下速度は急；に鈍って来て、 10月上旬 ・中旬共に以lj定魚の漁

獲位置は 39"N,14S0E ［；付近である。而して上旬の休長組成は大型魚、甚だ多く、 89%を占め（測定

魚、35尾）、l前旬の40。～41。Nの漁場の魚群の体長組成と殆ど同ーである。 然るに10月中旬になる

と、同じ漁場位置で司大型f~は 40%（測定魚 40 j切 に減じ、中型魚の方が多 くなり、 10月下旬60浬

南方の漁場では大型f~tが70% （測定;i'.~20 尾）を占めていたのに、 11 月上旬になると、同一漁場で

大型；＼~，は 35% (iWJ定魚20尾） に減じ、之ささ：

の記録ti:ill! じて 、 中型；＼~，が大型~＼より遅れて

南下している 7l大出をと明かに見~ 事が出来る。

結局金込E山束に改逮 した点；河境迄漁場が徐々ιM

南下して列4たわけで、あるが、 10月以降39°N,
350 

144～146°E 方I商で＇li~l肢されたサンマの体長
200 

9且成は双峯であった。
150 

此の年は 11月上旬から常磐近海亡漁場が

700 
形成されたが、此の方聞の魚体測定記践は無

む、。

昭和9年 此の年 も漁場記銭としては宇田 D)o 

(1936）を引用する。

9月下旬漁協士容流尖端東側の釜石東方の

145。～146°E,40°～39°Nに SSEに向い延び 700 

ているが、IO月上旬Jこは 145°～146°E,40。～

38°N, i:j~句には 144°～146°E, 37°～39°Nで 50 

SEに向い延び， ；！ti＇也の形勢l主前ji:i］様である。

10月下旬治めて制研師こ著しい漁場出現 物
し、 金翠止I東方沖合15司法j付近（145°～146°E, 20 

.38°～39°N） の沖合漁場と樹立した2漁場1=1~心を

示し、共に寒流尖縦部の東寄りに位する。11月

上旬以礎沖合漁湯消滅し、常磐近海のi圧岸漁場

のみとなった。

第 21圃 昭和9年の漁獲サンマ体長組成
(A）字野遁失測定
(B）茨城際水試測定
(C）岩手際水試測定

昭和9-B: ｛〈）宇？干主亘兵 刻1E'

50 

F
f
ι
fp，
 

可宝章E
;Jr ~86c弓斉るもの

n -98ヰ~

－ 同包~
産卵記号無いもの

n ~ 200Jt{. 

・ 3 2雪量

n= it／唱It.

25 J5cm 1!11梗伸長

JS cm 肉樽長35 

750 
lO月・ 11月 （巳n潟県7民話調I）主

r明

35cm E付干信仰畏

10 
月 ＝100罵。

肉体畏 ill員三j
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東北水研研究報告第7競

上記の説明から推察すると、此の年の漁場南下y状態は、沖合では全く前年同様で、、近海では鹿

島灘に10月下旬漁場が出現し、前年より 1旬早かった。

此の年の魚、体測定記録は岩手腕 ・茨城！限雨水試のものと宇野の記録（1935a,19おb）がある（第

21圃）。 市して 30cmを以て大型魚 ・中型魚、の境とすれば、茨城牒水試のものは大型魚が幾分多

く（大型魚、56%）、 岩手脱水試のものは9月下旬丈けに過ぎないが、之は大型魚、が 60%、宇野の

ものは大型魚・中型f.V,大休相字している。今宇野の記銭を漁場5JIH亡見ると第2表の様になる。

第 2表昭和9年の漁贋サンマの魚体組成（年令組成） 即ち 9月下旬～10月中旬三陸

漁 場

金三霊山 E/N200i盟

II E 150 

那珂淡E/N 20 

II ESE 35 

千葉県子勝浦i'i:f~ 20 

C宇野1935a)

I I I 沖合のものも、10月下旬及び 11
｜測定 ｜年令制 ｜ 平均体長

漁獲日 I I ｜一一一「一一 月中旬鹿島灘近海のものも、大
｜尾敏 13才魚14才魚13才魚14才魚

I I I 型f.＇＼＼ ・中型f;~；は半々であり、 11
月9.2日4～月9.2日8 663 尾 3fo 

10.13～10.19 937 51 

10.29 215 47 

11.11 180 46 

81 

6tr" c~6台 c3台0 

49 27 30 

53 27 30 

54 27 30 

19 27 30 

月下旬房州近海のものは大型魚

が甚だ少い（19%）。之は熊野灘

の 12月・ 1月のi魚狼魚の組成と

F育ど同じである。

此の年は夏季暖流勢力が頗る弱かった年であるから、 サンマの北上も前年の様に遠くゴヒ方へ迄

は進まず、従って9月初のサンマの分布純国も前年の様に南北へ肢がってはいなかったものと思

われる。然、し9月以降の寒流勢力の南進7状態は大休前年度並で、漁場位置も前年と大差ないので

あるから、；魚群の分離が行われずに、漁獲サンマの体長組成は双峯を示した主主になる。但し房州、i

及び熊野灘方面の漁挫魚は大型f;｛＼が甚だ少い。之は鹿島灘から房州近海に魚群が南進する時に分

離が行われ、先頭鮮の大型魚、は漁獲されず、後績の中型魚が漁獲の劃象になったものと考える。

昭和10年此の年に就いての字問（1936）の記述は次のill!りである。

本年は援流頗る賜勢、話芸流強勢の篤に、 9月21日～25~！漁場は合議山阻岸50～100 浬及び250～350浬の

2閣の内後者が主であるが、 9月26日～30日漁場は既に前者主主Eとなって活況に前］l、、沖合漁場では不振と

なり、爾者共窓流尖端部の東寄りに位し、依然2漁場中心を見る。10月1日～5日は会議山70i里以内と 147°

～148。E,39°～41°N,6 El～10日は142°～143°E,38°～39°N及び148°～149°E,39°～40。N,11日～15日

は金翠山ElOO～150i里及び沖合 147°～149°E,39°～41°Nに2＂＇~心あり、 16 日～20 日は金翠山 50 浬の~

岸では不振であるが、金華山 E/N300～350i里でーは多獲された。 10 月下旬前牛は~岸金主主山 E/S 50～100 

i里と沖合147°～149°E,39°～40。N で、後宇は近岸漁場は茨城沿海に移り、沖合は前学期同様位置にあり、

2漁場共に振い、 11月漁場は殆ど査部；銚子沿海に集結し、沖合のそれは 147°～148°E,37°～38°Nに痕跡

を留めている。斯くの立日〈金華山沖合の漁場が 9月・ 10月の久しい間停滞して動かなかったのは、室主流と

共に南下移動したサ：／ "'7が寒暖雨慌の潮境に停滞した震で・あろう。

此の年の魚体組成記践は茨城J隠・岩手腕雨水試のものと宇野（1936）のものが有り （第22圃）、共

に東北海］＇＠：の全測定 f.H：：合計すると、茨城脱水試の場合大型魚（肉体長 30cm以上のもの）は

70%、叉宇野の場合は東北海匿金体で76%，鹿島灘以北では 79%、叉岩手！降水試測定の漁期初（9

月 29日～10月12日）のものは大型魚、82%となっている。執にしても大型f;｛＼が大部分であった

(130) 



木村喜之助：海況による魚群の集合・分離の一連！論

が、此の年は夏以来暖流勢力弱く潮境も思］

著でなく、大型魚・中型f.{tの集合も充分で

なしその上9月下旬漁場は金華山近仰で・ 尾

始まるという犠に甚だ南方で漁獲ーが行われ Cl50

た震に、大型群の容が多かったものと考え 300

られる。之を漁場別に吟味すると第3表の

第22圃 昭 和10~手の漁燈サンマ体長組成
(AJ宇野遁失測定
(B）茨竣廃車水試測定
(C）岩手際水試測定

昭和10.il

22 日では大型魚 60% でかなり大型f.~tiJ＇減
少している）。 叉岩手水試の制査では、 40° 

I 
《 L.....!:土~
-20 

!Al 宇n逼;k l目I~

ISO 

の

屠
崎

t
ゅ

ス
MWM山

叩

育
－m

号
負
記

g
細

川
匂
産。

犠に怠る。

の
庵

4
1
 

1
R
U
 

寝
＝

弓
n

g明記
笠
岡

U
産即ち金華山近海（9月28日～10月30El) 100 

では大型漁84%，但し艇11時近治（9月21日・ 50 ・ －－ － J'.il ~
n・33M

20’～40°30’N, 147。～148。E 方商の沖合漁 200

場で9月29日～10月2日迄は殆ど大型魚 150

丈けを漁獲していたが、10月 8日～ 12日 TOO 

にはl~:t型f.~tが 25% を占める様にな り 、 近 50 

海漁場も鹿島灘では （10月29日～11月12 0 

日） i:1:1型魚、が 25%，吏に漁期が進んで房ナト1 50 

近ほでは （11月20日～26日）大型f.(¥53%,

中型f.~， 47%と相'i－＂して、 1.1:

加したが、 t魚、］閉初は大型f.\tカ王殆ど全：fr！~で．あ

つたわけで、10月頃畿分湖墳が強化され、

金草山近海漁場は9月下旬～10月中旬の

35 
35cm 81<1tlet忠畏

JS cm 閑体再

(Bl表明点水路則定
n:f)守JI(

35cm 

CC ＞ 岩手県7）て鋲却IJ~
n・1斗0It 

35 JO JScm 鮒液体障

35 JO 35cm 咽体長

約 30日、沖合漁場は9月下旬から 10月

下旬迄約40 日千：！；~m；：し ている内に魚鮮の

集合が行われて、中型魚もかなり増加し

たと見るべきであろう。

昭和11年此の年から農林省水産試験

場でかなり大規模に日本の重~［漁業に闘

して各種のぬ況記銭乞朱める事になった

ので、サ ンマ漁視に闘しでもかな りの資

料を入手する事が出来た。その名種の資料は月刊治

第 3表 昭和10年の漁獲サンマの魚体組成（年令組成｝
｛宇野1936)

1的
場 l漁獲 H 1 : 1 ，；；~ 

1盟月日 月日 尾 % % 
崎東 50 9.21 • 9 22 250 60 

釜石沖 250 9.23 250 94 

金華1111'1! 60 9.28～10.30 751 84 

那珂淡lrl1 40 10.29～11.12 782 25 75 

千葉 l際紛汗Ii沖 9 11.20～11.26 211 4,7 I 53 
和歌山！際勝証Iil<J-1 10 12.16～12.23 595 80 i 20 

村1956c）。

即ち海洋閣の記述を簡単に組めると、9月下旬i民ー流勢力は向かなり強く 、漁場は 42。N,150°E 
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第 7鋭東北7］＼.研研究報告

昭和11年の漁獲サンマ体長組成

測定 L字T予選采

あ 山 川：泊分l°J
島,j';f~ の 85+

ザ 2巽
き印記号笥るもの

＝印76"€

叫五告書
号3日記号 盟いヰの

n" 1251'.主

3 c曇

r. = 255尾

第 23圃方面に好漁が見られたが、此の頃から暖流勢

昭和11.a力は念に弱まって、10月中旬には金華山東50

浬方商が漁場の中心となり、；＼＼＼鮮の先端は外

房州 ・相，模湾に達し、10月下旬には金華山以

北は格倫、常磐近海が好漁、 11月中旬房州近

海大漁という；慌に、漁場の南下は頗る速い。
う0

潮境に就いては此の年の秋には東北海匿のど？

の方面にも顛著なものが無く 、従って漁場の

停滞が旭とらなかったわけで・ある。

魚、休記録としては宇野（1937）を参照する。
的液体~

肉体長

35cm 

J5cm （第23園及び第 4表）。

年令市It •茂

3年魚t14年魚

ーヲ61一一死
27 I 73 

27 I 73 

30 I 70 

53 I 41 

事によると考えられる。 第 24聞昭和12年の漁獲サンマ体長組成
ヲハハ主主昭和l'2年 写？？過失

昭和12年 9 月下旬の初lif~位世は生II附近海 σuul I 
g用3？日 i

-12周5日 f:.. I 

昭和 11年の漁獲サンマの魚体組成（年令組成）
（宇野1937)

｜柏1

1毛数

r! I~！対日 l 尾
9.26～ 10.14 I 602 I 

10.25～ 11.121 410 I 

11.18～ 1130 I 446 I 
11.27～ l.24 I 300 I 

第 4表即ち三陸／r!1から房州近海迄 4!.'p；魚70%

強， 3!.p.；魚、 30%弱ではあるが、之を体長

1=1 盤l~色

釜石沖 NE600 

那珂自信沖 60 

千 撲 協 勝 iTli1111 20 

和歌山l孫勝 矧jyi/1 l ~ 

場l((j 組成の上から見ると、肉体長で 28,29cm 

結局箪峯台あたりの頗度数が頗る多く、

此の壬｜三の体長組成を形成しているのは、

顕著の漁場の南下速度の大きかった事、

1t..潮境がどの方面にも形成されたEかった

・ai'E 

九／み 斜偲 tつl寸た BB:iヰ
必後私 測定舎の舌it
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産E日記雪有るもの
n = 923 1ミ

150 
と41。～42°N, 149°～150°E方問、其の後漁

場の南下遅く、 10月下旬ようや く漁場の中心

は鰐崎～金主主山近海 （距岸 100浬方面）に移 100 
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b、漁場の先端は著しく南方に延び、房閥、近

J -a負
n = l/8 /!ft, 

so 
海及び熊野灘にも初漁が見られた。

；魚休組成に闘しでは宇野（1939）によれば

昭和 12年の漁獲サンマの魚体組成
（年令組成） f宇野1切9)

I l調査！年令組成漁獲日 I 
尾数 13年魚14年；魚

i虫｜月日月日｜ 尾｜ %｜ % 
金主主山沖 210I 9.27～10. s I 568 I 27 I 73 
那珂湊 沖 soI 10.11～11. 1 I 434 I 2s I 72 
千葉燃勝浦ir 30 11uo～ 22.15 I 590 I 35 I 65 
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第 5表

三陸 ・常磐共に大

型魚、が 75%と主主つてゐり、 房州、l沖では

（第24圃 及び 第 5表）、

場漁

勿論体長組成は双

向此の年は千葉，鴨71'試が10月22日～

11月 12日鹿島灘・房綿近海のもの 180

65%に減じている。

主撃である。
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の測定をしているが（第6表）、I尾（6回）



木村喜之助 ：海況による魚群の集合 ・分離の一理論

之 は 97%が大型魚であって、 ヒ；：己宇野の測定値の大型；＼＼（・ 中型；＼＼1、の混合三容と著しく臭っている。

但し千葉県水試の測定は抽出数が少し無作箆抽出ではない様に思われる。

第6表昭和12年鹿島灘・房線記毎の漁獲サンマの魚体測定記録

ぐ註な〉 本袋内の体長記録は全音日「肝I限体長」であって、肉体長に換算するには、 表内申数字に

25cm；守四喧申でほ 1.5cm在、30cm台司1/,CDでは 1.Bcm程度を加えるとよいの

ぐ千葉県水試〉

it!; 1測定尾望4Z均J休長 ｜平均fokl1J: !iii] 考
(II付根休長），

ill/ I~壱 cm g 
10月22El 勝 iTIJE~N 34 30 29.9 133 25.0cm のもの 1尾、 他は 28.0cm以上

27 LI II ENE :30 30 29.8 133 各個｛：｛（ 28.0cm以上

28 Iとi 犬吠J崎 SSE15 30 29.8 123 ｜司

29 1:1 II S品E 19 30 I 29.4 131 27.0cm のもの 1尾、 ｛也は 28.0cm 以上

11月 7日 II N£.}N 33 30 29.6 126 27.0cm のもの 1尾、 f山士 28.0cm 以上

12日小名浜SE{S36I 29.5 125 25.0 26.Scm 各 1尾、他は 28.3cm以上

f告｝大~J ；＼｛（が多かったプj;:は潟洋闘の 1 li2 1 ! 1えでも 明かで・ある。即ち

初'ff.(t首II寺

10月頃

’I"－均休重約 150g

130 

10月下旬～11月上旬（局総U.Jr(1j)

12月下旬（湧糊プ'jf[fi＊多漁II寺）

ゲ 120

ゲ 80～105

肉休長＝33cm台 （推定）

ゲ＝31 ゲ（ゲ ）

ゲ＝31 ゲ （ ゲ

グ =27或は28cm台 （ゲ

であって、格漁II寺には房総！方商から大型，＼~（は大部分迎！日b して しまった横様である。

昭和13年 9月下旬の出場は迎だifilく、42。～43。N,149°～150°Eを中心とし、北は 45。Nあた

り；主、＊は 153° Eに及んで・いる。 IO月上 ・中旬は 41°～42。Ndうたりの速い沖合に停滞し、10月

下旬念に三陸近海にJ多り、中心は民11崎京100浬、 11月上旬は金草山近海，1m岸 70浬附近であ り、

、上旬末三陸漁場は絵飢となったが．ド1:1旬鹿島灘・房糊J与に不振で・、下旬には鹿島灘も総務lとなった。

第 7表昭和 13 ~の漁獲サンマ魚体測定記鎌

t注意〉 本茨l内母体長沼主主は 「全部llfl縦体長で」串って、肉体長に換寓するには、設内申歎字に

25cm台の ＇／， CDでは 1.5cm在、30cm台 のものでは l.Bcm 程度を加えると よい。
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大型魚と i:J~ U:l! 魚の割合

29.2cm以上

II II 

A
U
円

u
n
u

つ
合
内
〆
ω

つd

）峯は銑m台と26cm台にある。28.0cmで切ると、
大型 52%, ＇＇］~型 48% となる。

114 l l峯は 29cm台と 26cm台勺28.0cm で切ると、
126 IJ大型 60%，中型 40%となる。

12日 ｜金業山 E/S18 

II 

28. 

28.2 

28.7 

29.6 

27.6 

115 

126 

107 

峯は 29cm 台と 26cm 台。 28.0cmで切ると、
大型 63%，中型 37%

峯は 29cm 台丈け。中型僅かに 2尾。

峯は 29cm 台と 27cm 台.280cmで切ると、 ，
大型 40%，中型 60%

峯は 29cm 合と 27cm 台。 28.0cmで切ると、
大砲 73%，中型 27%

24 日 1 勝浦 S~·Vv 18 

271'1 I グ SE/E17 

-12月 2悶 l鴨 IllSE/S12 

25 

30 

3 1:1 1 グ SE/S17 26 29.0 116 

( 133) 



東北7k研研究報告第7按

此の年の千葉Jf*7k試のfl；，休測記録は第25

圃 及び 第ワ表 に示されている。

第 7表の測定魚、は大部分が金司王山以南の

魚、群に闘するものであって、大型f.ft と中型；＼~t

の割合は 65%,35%である。此の＂I三は漁場の

南下がかなり遅かった事、叉房州、｜近海で大型

尾
50 

／守 L
-20 

第25圃昭和13st;:の漁建サンマ体憂組成

昭和13.a

干葉堅三司！

35 JO J5cm 的根停~
35 30 35cm 肉体畏

魚、・中型魚、が大休~1'lo'.j2- していた事から考えて、漁期初の三陸i'i＇の漁獲；＼R (9 月・ 10 月） も大型；＼~t ..・

中型魚、は大休相£｜としていたものと考える。

ihi洋闘の魚体記鋒としては

9月下旬～10月中旬休軍110～130gのものが大部分で、例年より粉々小型、初漁II守持に小型が多かった機

線、 11月上旬漁場は金翠山東70j盟に接持し、魚14，は平年宣伝となった。

之によって見ると 、的、期初漁場が著しく北方に偏し、 45。N （千島附近）迄J一l

小型J魚が多かつ7乙ら しいが、 9月下旬～10月中旬の 110～130gのものは肉休長では 30,31cm台

のもので大型魚である。

昭和14年 解禁首u寺の漁場は全く北海道の厚岸 ・色丹・ヱトロ フ等の距岸 20～50浬の岸近く

で、 9月下旬末機設岬附近にも出現、珍らしい大漁、 10月上旬後宇釜石附近， 10月中・下句会主1・5

山附近が漁場で、 11 月上旬三陸近泌総漁、鹿島灘は 10 月下旬から初まって 11 月下旬絶／.｛.~ した。

此の4三は魚、休調査記録無く、 ＇｛ffi洋岡に若干体重の記載がある丈けである。之によると、

；魚体は11F1干;7]85～95g,1:/-t旬80g，下旬70gで著しく小さくなった。

外房州、｜では12）ヨJて旬初70gで上旬末には50g程度。

95gといえば肉 休長で大体 29～30cmであり、 70gは約 27cm, 50gでは 25cmt!f.皮である

から、 常磐のものは対ど全部中型、 房州では更に小型であった事になる。 市 して9月下旬から 10均

月末迄の漁場の南下速度は昭和 11"I三 と Ill奇々同様甚だ大きいのであるから、 三陸のlf.~1.佐ff.tの休長

組成も中型；＼｛＼丈けの皐峯 （若干左裾に 25cm台の小型を含む）と推定してよいであろう。

昭和 15年 約洋聞によれば9月下旬厚岸 SE!!lk十浬に南京サン？のぬがあり、更にその沖合

(40°～42。N,145°～147°E を中心として）が好漁、10月上旬も大休此の方町、＊旬になって金ヨ［〈

山附近に若干の仰はあったが、主的場は 39°～40°N,144°～146°E、更に ド句は 39°～41°N,147° 

～149°E、11月上旬も 37°～40。N,145°～150°Eで・あって、漁場は何時迄もjr[t令遠く、近海漁場は

不接、沖合漁場の南下速度はノj、さい。 然し11月上旬鹿島灘・房州 ・伊豆大島方商初1旬、之が次第に

活況を示すに従ってj中合漁場は消滅し、11月下旬 ・12月上旬房総！沿岸大1魚、但し上旬末で格漁。

此の年の魚体制定記践は泊

ヰヨj潟、首時の魚f本は粉 小々さく95g程度、9月下旬末 llOgを超え、10月犬吠崎近海・金義山方聞は大休－

95g, 11月潟怒約 llOg, 房線～組：／＞f-1ブf間約 75gで、前年の 100～llOgに比べて著しく小さい。

( 134) 
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此JJlRで llOgと云えば 30～32cm程度のものであるから明かに大型魚で、あり、 95gで 29～

’：30cmであるから、此のど￥は大型iRの割合が著しく大きかった模様であるが、 11月には房組に 75

_g (26, 27cm台）のものが！日現しているので、三陸沖・常磐近海のものは双峯で・あったかも知れな

い。然し大型，~{l ・中型魚の組成の割合は明かでない。

昭和16年此の年は解禁日が9月25日に繰下げられた。而して9月下旬の漁場は 39。～41°N,

145°～147°Eの沖合の冷水域で始まり、 10月の 3旬此の冷水域が頗る大漁、漁場の位置は動かな

い。 11月上旬三陸近海にも若干の漁はあったが、 fi¥}39°～40°N, 145°～146°Eが中心、 11月中旬

沖合漁場ようやく消滅したが、約 50日に五つて漁場が三陸沖 200浬にあって動かず、好漁を積

白けたのは全く珍しい事である。 11月中旬には三陸近海に漁場の中心が移り、 鹿島灘にも漁場出現

し、 11 月下旬には後者の漁場は房州近海に移ったが、執も不漁、 12 月上旬末各方ilii皆絡 1,(1~ 。

此の年の；＼｛~体制lj定は著者の 3 ITii分 180尾がある（第26圃）。之は 10月2日・ 8日・11月19日に

ユ↓〈京魚市場から購入したサンマの記録である

が、 全＂c'f~i＇ド合漁場のものと，＼］＇！－われる。 体長組
11€ 

成は肉体長で 31cm台に峯を もっ平峯群、大 50

部分が29～32cm台で、28cm台2尾，26cm台

1尾が有った丈けである。之によって判断す

ると、沖合冷水域は孤立水域を形成し、その o. 

41に大型；＼R丈けが棲息し、凡そ60日に瓦って

第26園昭和16年の漁獲サンマの体長組成

昭和164

著者測定

n~ i 71/／電

JS 高
一
見

停
一
体

晶一
一あ25 

.Ji＼；~洋の 1 1:＇，入が1！！~かった様に思われる。ず1j l7 6:f 2 月指野灘のぬ磁；＼{l_ も 28cm 台以上で、 集は 31cm

e台にあり 、大部分が大型；＼'Rであった。

一方1f什；戸聞の魚体記録によると、9月；＼（；休！煩る大、大部分150g以上（32cm以上）、中には190g

を趨えるものもある（35cm以上）。 11月～2月の長い｜！日熊野灘の漁獲物は何時もllOg程度（30cm

台）で、 2月下旬になって 95g程皮（28cm台）と なった。

従って此のぷ｜三は沖合も近海も大型魚丈けが漁獲されていた様であるが、 近海漁場金く不振の潟、

漁場の南下速度も推定出来友い。但し此の年は夏のI毘流勢力が弱く、 秋の7kiml下降も大きかった

年であるから、魚群の集合が起らずに、 近海では；＼｛＼￥洋の南下は甚だ早かったものと推定される。

昭和17年 解禁日は前年より更に遅れて9月28日とたった。 9月末・ 10月初の漁場は襟裳岬

周辺で、珍らしく近海で始まったが、間もな く 40°～41°N,144。～146°E方面にも漁場抗が れ

10月下旬も向 39°～41°N,144°～145。Eで、治、場の南下遅 く、 10月末には 40.5。～41°N,144. 5° 

～145. 5°Eで・大漁、 11月上・中旬も未だ南下しない。 11月下旬ようやく近海に漁場出現、 能崎

から房川、｜の岸に接して南北に長く漁場が形成されたが、どの方商も漁振わず、 12月上旬で東北海

直の全域が移漁となった。

f主体測定記録は著者のもの（10月2日～12月 16日， 5回）と岩手J降水試のもの（10月上旬 8回，
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12月中旬， 1回）がある（第 27園）。

岩手脱水試の 10月上旬の測定；魚は大型魚

第27画 時 和17年の漁獲サンマ休養組成
(A）著者測定
(B）岩手際水設測定

と中型魚の双峯で、体長組成の主基本11は肉体長 厚 昭和1'7主主
50 

K換算して 29cm台と 25cm台であり、著者

の測定魚も同様双峯 （峯の位置ネ11は IO月上

旬のものは 30cm台と 25cm台， 11月上旬の

ものは 30cm台と 26cm台）である。但し岩

芝

居

屯

封
印
日

内

d

出
向
】

＝

一者

n
A
 

ー＋ー 合計

25 

→－ 70周よ句
ール 711司よ句，1

JS cm I付4同体長

一J5cm U'J／，事穫JI) 

手脱水試の測定で・は10月上旬の7隻の内4隻 50

には肉体長で35～40cmの頗る大きいものも

若干混っていたが、若者測定の 10月上旬のも

のには此の様な超大型は見られなかった。 。
海洋園の記載は弐の通りである。 ZS JO 

9月豆陸沖の魚1￥は75～llOg（指定肉体長＇＂！7～30cm）であるが、沖合では 150g(32～33cm）のものも混っ

ている模様である。三陸沖からの毛JJI¥地艇は10月3日、酋｜時の魚1*1土l墳る不mで、75～190g~26～39cm ) 1 

とL、う大小各極のものが混っていた。

即ち、此の年のIO月上旬には中型魚 ・大型魚、の他t亡、 更に超大型があった吾iは確からしい。

此の年の親潮i官庁棋の議逮は全く鰐 く程額者：なものがあって、既に6月初から 三陸沖には 7°Ci1>-

ら20°cに念変するj湖境が形成され、 夏季袋流勢力も亦強い潟、親潮前線の位置は 40°Nからニ｜ヒ

へは進まないが、前線以南水域の水温は上昇著しく 、 8月前線j土 40。N あた りをIn苦々直械的に東

西に走り 、との潮境に於いて水温は 20°cから 26°Ctて変化していた。

而して9月末から IO月 ・11月と此の潮境方面の水温は火tl'Eに下降したが、 潮境のf立置は殆ど「

変らず、秋のサンマ漁場も IO月 ・11月の略々60日程此の7.K域K止まって南下しなかった。従っ

て前線の瑳達及び南下速度の小さい事が魚、休組成を複雑にした最も顕著な例と して、此の昭和 17

q=-を傘げる事が出来る。

昭和18年 解禁日は 9月21日に早められたが、出漁肱少し 9月下旬米から IO月上旬の漁場

は厚岸 s20浬から SSWの 41.5°N, 144。E方面へ延び、10月中旬は 40°～41。N,144°～145° 

Eへ、IO月下旬 ・11月上旬は 39°～40。N,143°～144。Eへと漁場南下遅く 、11月中旬末ようやく

三陸近海銀十浬に漁場出現、 11月下旬急；に南下して塩屋崎附近が大柏、金主主て山以北は移漁、12月l

上旬には鹿島灘方面．も総漁となった。

此の年の；魚体測定記録は著者の 10月29日， 11月18日，12月6日の 3回310尾であるが｛第し

28圃）、三陸jrj1のものは明かに大型魚 ・中型漁の雨群を含み、体長組成は双峯であり 、12月6日

il!IJ定の房州近海の ものは大型（30cm以上） 27%，中型 （25～30cm)57 %の外に小型（22～25

本11峯の位置が幾分蓮っているのは、測定尾I設が少い震の誤差か或は附狼体長をi則る際尾鰭の附恨の位置が
測定者によって異る篤の相蓮かはっきりしない。
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第 28 圃昭和 18~手の漁獲サンマ体長測定

昭和18匁
10用 29日（三陸沖1
77周 78日 I ・ I 

尾 13同 6巳 l外房州 伊豆 六§；I
30 

cm）が 16% もあり、同日測定の伊豆

大島近海のものは大型 12%,＊型60%の

他に小型（21～25cm）が28%を占めて

今1円三ア
ーー， 』

ぞ； ；さ
~ ~ 

~ 三E主・由
n = 96三

一← ト々房J+l主E'i3
n =/IQ弓

倍豆大里iie 
n =IOU :'f_ 

ぬ況も；＼｛1体 も記銑

いた。

昭和 19年・ 20年

は何も無い。

昭和21年 漁況 ・泊・況は不明、；＼（＼体制
目打開崎長

肉 。手 ~

J5cm 

35cm 定記織は 11月12日～12月 16日伊豆大

島附ili:で・漁獲されたものに就いて 6 回 、 大型；魚 ・ 中型魚大体"°l~k であった。

昭和 22 年 9 月下旬後半漁場は襟裳~11p～熊崎方商で・始まったが不自1、 、 然し39.5°～40. 5°N, 143° 

～145°E方商は9月下旬以来次第に魚群栴度濃厚となり 、10月中旬にはぬ況頗る活漉となった。

10月下旬初40.5。N,144. 5°E方商から北西へl度流勢力が念に延びて三陸近海の漁場を圧迫し、 サ

下旬後半は金~j＇§山から気仙沼ブ了直Hと素晴しい大出を現H：＼しンマ漁場は三陸近海全mi1＇’1':Jに払＼＇（がり 、

た。此の年は9月下旬以降金華山から東へ走るi潮境が頗る願著に沓迷し、特に東経 143°～146°E

方面では北上する暖流勢力が強い話、サンマポュは此の暖流勢力に阻まれて 10月中旬迄 40°Nに滞

ft］し、10月下旬 40°～41。N,145°～146°E方面から念に北西に北泊：道の日高 ・渡島プ'JrEiiへ突込ん

金華山ili:泌をJRだ暖流水塊に流されて、サン マ漁場はー是正に金華山近海に到達したのであるが、

に走るi潮境はJキの後毎々顕著となり、温度勾配は 12°～21°Cを示し.11月中旬迄金華山～絞盟の

三陸近に際して、近海に好治、を維持したのであった。然し10月の沖合の大急；ffi!l（水塊の大移動）

海を南下した魚群の一部は常磐近海に進んだものもbったので、 11月には鹿島灘方面も大漁、更

に先端は伊豆大島周辺でも好／.（~＼が見られたのであった。

此の年の魚体測定記践は著者の10月中・下旬の 7回132尾（漁獲日は 10月上旬末から下旬初）

第 29圃 昭 和22年の漁獲サンマ体長組成

昭和22.S:手
f電 10月IJ白

20「
I -10月88日

漁場は三陸北部近海に；＼｛（丈けであって、

－同
－4
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体群の滞起していた時のものであるが、

大長組成は肉体長の 30cmを境にして、

IQ 
型魚、と中型魚、に分れている（第29圃）。

そして大型魚、の峯は 31cm台であるが、

側提（草長

肉体長

。
大型魚、の最大は 37cm台に達 し、 34,35, 

即ち例年

JO 25 

36cm台の ものも非常に多い。

（第 29圃）。の大型魚、よりも大きいもの（超大型魚）を尖の割合で含んでいる

24% 34,35cm台峯の位置超大型魚

36 
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東北水研研究報告第7li虎

超大型ff.~の出現したのは他には昭和 17 年丈けであるが、 17 年のものは肉体長で 39cm 台迄見

られ、主撃の位置も 36cm台という風に、 22年よりは更に体長の大きいものではあったが、執も肥

満度は小さし体重200g以上のものは 10尾であった。之に封し 22t.:1三の超大型魚、の肥満度は周

年の大型魚、と大体同じであって、体長36cm台のもので体重 200gを超えたものが4尾（肥満度

約 4.8）もあった。向17年の超大型魚は 10月3日・ 5日・ 7日の3回に測定された丈けである

が、 22年は10月13日～28日の長期に亙って、 7回の測定の内に6回は見られたので、あって、従

って 22年は此の超大型魚がかなり漁獲されたものと考えられる。

上述の様に、 10月中旬には三陸近海に三つの峯をもった魚群が 40N。方面に滞泳していたので

あるが、 10月下旬沖合の大念潮と共にー奉に三陸近海を南下し、大部分は金草山近海で阻止され

たが、一部は常磐近海へ南下し、 10月 29日犬吠崎附近で漁獲されたものは体重 40～50匁 （海洋

園第 303 披〉、即ち 150～200g であるから、此の群は大部分が超大型，＼~＼に屈するものらしい。即

ち理論第2 分離の理論によって、犬吠崎近海では先づ最初に粗大型魚の漁獲が見られたわけで

ある。 12月上旬になって房総近海の魚体は95～130gとな り、之は体長で凡そ 30～34cmに相首

し、数日のIドに超大型；（｛＼から大型魚、に変った事になるが、一方伊豆大島方面の 11月8日の初漁サ

ンマは 110～200gで、大型；（｛＼・超大型；（｛＼が共に漁獲され、 1月上旬の絡漁時には 75g程度、即

ち 25cm程度の小型魚に変ったのであった。

昭和 23年此の年は夏季l民流勢力が強く、 表面では8月下旬 20°cの等温鵡が北海道の道東

海直へ接近したのであるが、9月に入って表商水温の下降がかなり著しい。然し襟裳岬から能崎

へかけてのお誌の西側は向かなり高温で、9月下旬も 20°c以上を示したが、一方寒流勢力も急激

に強まって来て、 9月下旬には 42°N,146. 5°Eから 40°N,145°E ('L突込む寒流水系の先端に漁場

が出現し、 10月上旬後今には襟裳岬から真南に突込む寒流水菜、に乗って、 40°～40.5°N, 143°～ 

144。E方面にも漁場が出現した。然し三陸近海の親潮前線は強く護達し、その温度傾耕も非常に

大きく、 9月以来南下の傾向を見せない。但し 10月下旬になって従崎近海に も漁場出現したが、

漁場の南下 も例年より著しく遅 く、 11月 第30圃昭和23年の漁獲サンマ体長組成

上旬塩屋崎近海に魚群を見たが、此の方 2o"!J 
面が漁場の中心となったのは 11月下旬

であった。

此の年の魚体組成は 第 30圃の様に、

29cm台と 31cm台とに裂があり 、前年

の超大型は殆ど見られず、 中型も 26cm

台以下は甚だ少く、体長分布の隔は前半

よりもかなり狭い。

100 

( 1泊）

昭和23'.II

25 JO 

饗1本笹木意気持I葺
不η研究室 測定

: n~IO問実

35cm 肉体畏



木村喜之助：海況による魚若干の集合・分離の一理論

【V】漁場の南下速度さ漁獲物の体長組成

前章【II】及び【III】に於いて、秋季三陸近海及び沖合で漁獲されるサンマの体長組成が簡単で

基 が1つ（翠峯）であるか或は大型魚 ・中型魚、共に漁獲されて峯が2つ（双峯）出現するかとい

う事は、 共のど~l三の三陸近海及び沖合の潮境の登遠の程度に関連するという構想のもとに、昭和 24

年～29年の各年のi魚沼 ・海況の記録をl吟味し、その閥係を明かにした。然し【IV】の場合、即ち

23年以前の流網時代には漁場記録が充分でなく 、潮境のを重達を吟味する資料に乏しいので、本章

では潮境の護速なり黒潮 ・税潮南勢力の泊長を見るのに漁場の南下速度による事とし、之と其の

61三の漁獲;ti＼＼の体長組成の車峯 ・双峯との関係を吟味する事とする。

本理論では、三陸近海或はその沖合の漁磁サンマの体長組成が双峯を示すには親潮前械の設遠

が必要保件であり、此の前線が琵迷した年は魚群はその前線附近を淋泳していて、前線の南下に一

致して漁場 も南下すると考えるのであるが、親潮前線が弐第に南下して金草山以南に移ってしま

えば、共の時は黒潮前線に一致した事：になる。 而して黒潮前線の形は通例野島崎の近海から塩屋

1崎の沖合を北京に走り 、常磐 ・房組近海は渦流直域を形成し、金草山近海から常磐近海へ診る魚

群の南下速度は一般に甚だ大きいから、止との時魚群の分離の行われる事が多い。常磐海匡から南

では魚群の移動~追跡；する資料が少いので、漁場の南下を吟味するには、 主として北海道近海或

はその沖合から金草山附近に至る水域を謝象とし、 II寺にはそれ以南の南下717：：態も考慮した。

fむ之に閥速して 9月下旬の漁場出現位置p 漁場ーが速い沖合で始まった年は漁場が近海に移った

JI寺とその位置及び、漁期間の漁獲魚、の体一長組成を第 8表に示しである。

第1期 （昭和5年～10年）

此の時JU-］の漁場首己鋒は甚だ少し宇f:f:I(1936），池閃（1930），高山 ・酒井 ・安藤（1935）の報告書

がある丈けで、 漁場のよ多動は充分K明かで・はないc 向此の 6ク年の中、｜昭和6年はi；魚、況記誌も魚

体制定記銘も得られないので、盛りの 5ナ＂＇三に就いて吟味すると第 31園（A）の様になる。

昭和7年と10年は漁場の出現位置及び、南一円17：態がかなり似た7肢をと示している。特に注目される

事は、雨£｜三共 9 月下旬の漁期初J師に金主主山近泊・に漁場が ／！~現した事である。即ち 7年は 9 月下旬

.38。N という金主主山南東の近治・に｛，｛，＇！＿があり 、10年は金ヨ1£山東近海（50～100浬）であった。

』；じの様に9月下旬金ヨif山近海で・漁が見られるという事は、ug和5年～29t.:1三の永い記録の中i'L外に

例を見ないものであって、此の隔年サンマの南下が如何に早かったかが知られるのである。；魚体

組成に就いては 7年は漁期末迄 31cm を峯とする草峯大型;ti~丈けの群であり 、 10 年も会悲山方面

で漁期初I魚、獲されたものは大型；魚が大部分（84%）を占めていた。但し 10年は漁朋初金諮山の主

漁場から 100 埋も北方に離れた範崎近海の漁場では大型魚、・中型it~梢宇してゐり、 金葉山漁場の

ものも常磐海区に南下して、10月下旬から 11月下旬迄40日も停滞している内に、 中型魚が次第

( 139) 



9月下旬の漁場位置，漁場が担置い沖合で始~った年はili;l;:へ穆った時とその位置及び漁期間の漁獲魚の体長組成

〉〉＼
9月下旬 の漁場位置 ！漁場が中主主い沖合で始まった年で絞II 峯 漁盤魚 の 魚体組成

場の 心 が近海へ移った
近海に出現した年 ｜践校年 月 ・旬及び その 漁場位置 の判峯の間 ！現 存11it1弘u~ 

第1i剖 昭和5年鮫 角東（40.5°N, 143.5°E) 

7年繭 島 l院東｛37.5°N,141.5°E) 峯 31 大型魚 （中型魚約1/4)

8年 40.5。N,147.5°E 11月 ヒ旬繭鳥孫JR(375°N, 141.5。E) 峯 31, 27 大型魚 ・ ，，，~型魚宇A

9年 40°N, 146E 10月下旬鹿島灘 （365°N,14159£) 峯 31, 25 グ グ宇々

10年金主宮 山 東（38.5°N,142.5°E) 峯 31 大型魚 （中ID!魚約1/4)

（但し 26cmに小さい峯がある）

第8表

堀川件
発
車
割
引
同議
球

援
U
J潟

大型f;¥(（中型魚約43%)

大型魚 （ ゲ 約40%)

峯131 ！ 大型；~｛（

割以 281大型魚 ・中型魚＊／＜

制 32, 2s I大型魚（，，，＿，型魚約 1/3)

主張I35, 31, 2s 1大型魚 ・中型魚4ヨノセ

主張131, 29 

峯I32, 2s I大型魚 ・仁｜咽剛山

峯i 27 I lj-l型魚

峯［ (27,28)1 • ·J-1型魚

峯 1(31,32) 27 I中型魚（大型魚約百%）

峯｛ 27 I中型魚

峯1 31, 27 I大型魚 ・中型魚宇々

27 

29 

150。EllO月J.旬 40。N, 144.5。E I車

150。EllO月J占－旬 40.5。N, 144.5。E I 双

150°El10月 ド句 39。N, 1牛1.5。E 双

146 E!ll月

146。Elll月中旬 三陵近瓶 （39.5。N,142.5。E)I軍

｜ 鹿島灘（36.5°N,141.5°E Ji 

｝双

~ 1双

軍

軍

｜双
fj[( 

1J.Z 

11年l 同2°N,

12年｜ 同2。N,

13年｜ 同2.5°N,

14年l厚岸～エ トロ フ （435°N,146°E) 

15年｜ ｜位。N,

時 I t0°N, 

17年襟裳仰 南 東 （41°N, 144.5°E) 

18王手際裳由市 東 ( 42°N, l44.5°E) 

22年梅崎東北東（40°N, 144°E) 

23笥鈍崎東北東 （40°N，凶OE)

24年I厚 岸 附 i1i( 42.5°N, 145°E JI 

25年i際裳仰 東 （42。N, 144°E); 

26制経崎北東（40°N, l 43.5°E) 

27年；続 崎 北 東 （40°N, 143.5°E ), 

28年峰崎附近（39.5°N,142.5°E)i 

29年伊角東（40.5°N, 145°E )I 

第2期
前期
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東北7k研研究報告書l'P現

さ欠第に集合し、 10月却 日～11月12日常持海直の漁獲物では大型魚は 75%vc.減じ、更に 11月下

旬千葉！係勝浦陸揚魚は大型；＼~＼53%となって、漁期末東北海直の南端で、大型；＼｛＼と中型魚が相宇する

様に主主った。此の様に常磐・房糟海匿に於いて魚群の集合が最も盛に行われ、漁期末迄北方から

中型魚、が南下して来て大型魚の群に加わり、漁期末になって大型；＼~＼と中型魚の割合が大休等し く

主主ったと云う事も亦外に例の無い事である。

~＂＇.！； lJ羽中漁場が＆.tl羽初北方に／：！：＼現したのは昭和 5 年・ 8年・ 9年である。即ち 9 月下旬の漁場

位置は昭和5年は近海で 40.5。N,143. 5°E、8i[Oはかなり沖合遠く 40.5°N, 147. 5°E、9&1三も幾分

沖合に遠く 40。N,146。Eであった。

此の中 5年は近海の漁場の南下速度著しく早かった年であり、9月下旬の 40,5°Nから10月下旬

の野島1lt{,J迄大休同じ速さで南下し、南下速度は 1日平均 11浬（約0.5ノット）の大きい値を示し

た。；＼{l体組成も此の大きな南下速度のf誌に、魚群の集合の行われる除怖が無く、第差益であったと

推定される。 ；＼＼；休測定記銑Jま漁）倒初丈けで・、 之は翠送、漁｝切の 1-1~ 頃劫冶ら絶j悶の；＼－＼；体は不明。

昭和 S!..1三・9年は共に9月下旬 40°Nあたりから始まり、殆ど同じ速度で南下し、 10月中旬金

主1'I山東沖合に達する迄は1日卒均6浬（8&1三）及び4.5浬（9年）であったが、金草山沖の停滞J羽

l'MJが頗る長 く、 861三は沖合出場は 10月中旬から 11月中旬迄約40日11日動かず、近海漁場は 11月上

旬金草山南方に／.！：＇，現して 11月米迄常磐海直に止まり、 9& 1三は近均~l(o札場が 10 月下旬から 11 月下旬

迄 4旬）if鰐海直に止まっていたので・あるが、漁獲魚の；＼＇＼；体制！戎も之に！岱じて、 漁j明初魚群は魚体

の大小に肱じて南北に幾分分離していたが、次第に；＼{i,'f洋の集合が行われ、金草山沖では大型魚と

中型；＼＼1，が大体相坐する様になったのである。

第2期 （昭和 11年～23年）

!ij'.~ 2 JUJは9月下旬の漁場／.！：＼現｛立泣， IHtJ凶間のIf!.；場南下速皮或はi'.¥(t位

て、前川と後朋に分けるのが使利で、ある（第8表）。前’J悶には 11!..j三～15!..j三の5ナ＆1三がl冨し、 後期

には 17年～23年（但し 19&1：： ・2061三・211cr：：は記織がないので不明）の4ク年が鹿する。而して

16年は前J悶・後i明のどちらとも性！f.：［の具った漁場が出現した年である。

先ず前J!JHζ屈する各年は、 9月下旬の解禁日誌：u寺の漁場｛立i世は 42°N以こ｜ヒ、北海道の＊速く

沖合から始まったのであるが、共の後の魚、場の南下速度はかなり大きく 、特に 11&1三・14!..fの様

に.I日平均12浬程度の南下速度で、t.i！立場は対左停滞する事な しに、1ク月飴で千葉J孫近海迄南

下してしまった年 もある。

之に反 し後期では、漁期初の漁場位置は 40。～41。N方面で、 1861三丈けが梢々北方に備し42°N、

然し執も皆北悔道・三陸の 近海であって、前期とかなり臭った位置に出現した事になる。かよ

うに後期の各年では漁矧初j漁場が南方且つ近海に出現したにも拘らず、その後の漁場の南下速度

は甚だ小さく、 11月上旬迄約5句に亘って殆ど南下せず、又南下したものも 60浬程度に過ぎない。

而して 18年丈けが同期聞に 150浬程度南下したが、漁期初の位置がかなり北にあったので、 10
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月下旬以降は他の年と同じ漁場位置を示す様になったのである。即ち後期の各年は親潮前線が三

陸（40。N方面）の近海及び沖合に強く珪達し、南下して来る親潮勢力を喰止めた魚、 IO月及び11

月前宇には三陸近海に親潮の南下流の獲達が殆吉見られ主主かったのであった。

体長組成の峯が一つであるか（単峯）二つであるか （双峯）に闘しでも 、 前期と後期とは夫々

特徴を持っている。即ち前期では昭和 11"'F・14年の様に漁場の南下速度の著しく大きかった年

は翠峯を示したが、後期は漁場の南下速度著しく小さく全部双主主であり 、然も 17＂＇＇三は 3峯を示

し、 35～40cmの体長をもっ超大型魚が出現し、22年は双峯であるが、 30cm以上の大型；＼.（；の体長

範園頗る民 （36cm台に及び、超大型魚をも含んでいたと見倣される等、魚群の集合が店、められた

震に、各年の休長分布の範［ijtJがかなり院かった。但し前期でも126cド・13年 ・15年は双さ径の年であ

って、漁場の南下速皮は 11&1三或は 14"'Fの様に大きくは左く、 漁Jgj初から金'1'1＼：山近海迄の南 Iご速

度は 3＂＂＇三共｜略々 等しく 、1日5～6浬、 11tc1.：：及び 14年の丁度字分である。但じ15＇￥は三陸近海

に漁場が1±1現しなかったので、上記の南下速度は沖合漁場のものである。

最後に特殊の性質を示した16年に就いて一言蹴れてゐく。此の年はぬtJ目初から 11月中旬迄 2・

ナ月に亘って 40°N,146°E K漁場が停滞していた年であるが、此の漁場の水域は渦流j伏態を形成

していて、外部の水菜、と全く遮断されていた震に、魚群の集合も分離も行われずに、従って最初

にその水域にあった大型魚、丈けが奇班な正規分布の形で的、獲されていたので・あった。 即ち此の＆1三

丈けが漁場の南下速度は Oで（漁場金く停括的、然も魚体組成はヰi裟であった。 16年も 11月中旬，

には三陸近海及び、Ill己品i雑に漁場が，＇.［：＼現したのであるが、その体長組成は不明である。

第3期（昭和 24年～29年）

第 3期の漁場のl±'i現及び｛多到のj伏態はかな担第2J切の後期に似たものがある。即ち解禁日官時

の漁場が皆近海であって、 漁期 1=1~近海を南下してi1!1合漁場というものがあまり蛮達しなかった事

である。 特に 26kl三～29年の 4ナ年の9月下旬の漁場は第2J明後J閃と同様経11崎附近から始まり、

27 &1三・29＂＇＇三は 11 月 1:j:11~〕迄の南T-il＇巨出II；僅かに 60 浬程度 （ 1 日約 1.5 浬）で、殆ど停止；｜犬態にるつー

た。然し第2）切の後期と具っている点も多い。例えば 24＂＇＇三・ 25年は9月下旬のIi＼＜場は近海で・は

あったが遠くこ｜七1hii創設室 ・釧路附近であった事、25!.'j三・26!.'j三の南下速度が著しく大きく、 25 !.'j三

は漁場が金主1！：山附近に一時停止する::t:j；：も 友く、 IO月下旬の釦Ii奇附近から 11月上旬の塩屋JI時附近迄一

一是非に了有一1ごし、 此の期間の南下速度は 1日平均7.5浬の大きい値を示 し、 26年は10月中旬後牛

既に漁場は塩屋崎附近に達し、之？J'F南下速度は 1日平均9illであった事等が傘げられる。従って

体長組成も第 2 ！明後J~l とは兵って双峯の年と i与さ弘の±1三がある。 即ち漁場ーが/f;(¥WJ初停止して南ドを

示さなかった 24年・27!ct三・29年は双峯、南下速度の大きかった25年（南下速度1日7.5浬），

26年（9浬）及び28年 （5浬）は単峯の年であった。

南下速度1日平均5浬という値は、 漁場の南下停止J状態と南下速度額る大（最大値は 12浬）と

の略々中間的の値であり、第2朋の 12年・ 13年・ 15q三は 1日約5浬の値で双峯をと示し、 28年は
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約 5浬で翠峯であった。但し286:1三は 25cm以下の小型；魚が全漁獲魚の 1/4を占めて沿り、之が

漁場の南下速度の小さかった事と関係をもっ様に思われる。勿論南下速度の値丈けで完全lモ双峯 ・

皐峯の出現を規定する事は出来ないのであって、他にもi1;J原因と1:t.る諸僚件が在るかも知れない。

【VI】 結 ぴ

秋季東北海直で漁獲されるサンマの体長組成が草調であるか複雑で、あるか、 J主体的に云って草

築であるか双峯で、あるかという事の原因を海洋率的構造に結び付けて考えた。即ち親潮前線（潮

境）が三陸近海から1111合へかけて甚だ強く 琵達している級友年収こは、 8月末から 9月にかけてサ

ン マが南下行動を開始しでも、此の潮境のJ：泉を切って南下する事：がII~来ないので、何時迄も潮境

の：｜ヒ側を遊泳し、 更に北方から南下して来るものも皆此の潮境で止められる震に、潮境の北側の

魚群は衣第に其の宣を増し、 始めは大型；魚、！が多いので‘あるが、 次第に中型；＼~＼の害Jj合が増加し、 9

月のサン ＂＂＇＂ l~:\t ）切に入る凶には双託生百三形成する。従って双峯を形成しない年は此の様／'J:.強烈な潮境

治宝三陸の近海及びi'l1合（モ見られなかった年であると説明する。

潮境が登達し魚、群の南下が妨げられると、 首然漁場の南下 速度が小さくなり、潮境が顕著にな

ると漁場のI－打下は全く止まってしまう。従ってその＆fの魚、休組成がお1峯か双峯かは漁場の南下速

度にも明かに閥連している。 但 しょfo¥t場位置が北方にあるか南方にあるかという華凡、潮境が褒達

していたかいなかったかに閥速するものであって、 l(¥t場が北方で・始まる時は概して双峯 （但し

その後念、激に南下する年は箪峯）であり 、 著しく南方で始まる年は箪峯になり易い（但しその後

会：く南下を停止している年は双峯）。

而して双裂を示す年にJf.、いて、 漁獲魚、中の大型魚の剖合は勿論＆：1三によっても異なり、漁場によ

っても兵るので、 東北海直全休の漁獲魚、に就いての割合を間車に表現する4J:f.は出来ないが、 親潮

前線の登遠の著しい＆f-('C 、その潮境附jfi-c:-漁獲されるサン？に就いて見ると 、 大型魚、 ・ 中型；＼~が

夫々50%程度である事が多い（第8表）。
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