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東北水研研究報告

第10号

Nov. 1957 

プランクトンの水塊指標性に就いて※

木村 喜之助・小達和子

EXAMINATION OF ZOO-PLANKTON AS AN INDICATOR 

OF SEA WATER MASSES IN THE TOHOKU REGION 

Kinosuke KIMURA and Kazuko ODA TE 

The occurrence of zoo-plankton as an indicator of the water masses of either 

warm or cold current was examined on 10 common species collected in 1950～’52 from 

the waters of the Tohoku Region, Paci白ccoast of northern Honshu extending Lat. 

35°～45°N, Long. 140。～160°E. From the data of the quantity (individual numbers) 

of each species of plankton collected at each station and of the water temperature 

simultaneously measured in the waters 0 and 100 m deep, the writers studied how the 

average number per haul at each temp巴ratureclass varied with the temperature. 

The quantity of plankton collected at sampling stations showed not so close 

relation to the surface water temperature there, particularly so for the species cate-

gorized as indicative forms of cold current. However for a certain species the quantity 

sampled at stations indicated an intimated relation to the temperature at 100 m deep 

there and the relation might be expressed by an exponential curve 

n=lO"t 

where n is the average quantity of plankton collected at the temperature t of the 

100 m depth and k is the coe伍cient.

Theoretically, the value of k here should be negative for the cold current species, 

and the greater the absolute value of k, the greater the indicative magnitude for the 

cold water. 

Thus the sprcies listed below were regarded as the cold current forms accompanied 

by the values of k calculated for them, 

Calanus Plumchrus 

Calanus crist，αtus 

Eucalanus bungii 

Metridia lucens 

Themisto sp. 

Calanus helgolandicus 

k = -0.16 ) 
r the highest indicator 

7=  -0.16 J 

グ＝ -0.10 ' 
I indicator 

•1= -0.05～ 0.11 トr following the above 
•1= -0.08 J 

., = 0.05 the least indicative form 

But as pointed out before, the quantity in the sample of above six species was 

※東北海区水産研究所業績第 101号

( 1 ) 



not found correlated to the surface temperature. 

For warm current species, the value of k should be positive under the same 

treatment as in the case for cold current forms. 

Thus, Doliolum sp. was calculated to carry the value of k about + 0.04 falling 

approximately on the temperature of the 100 m depth and for the surface temperature, 

extraordinarily large quantity was collected in the range of 17°～21°C. 

For Muggiaea atlantica and Sagitta enflata, the largest quantities were found in 

5°C and 8°C classes of the temperature of the 100 m depth respectively and the same 

value of k= +0.20 was calculated for the former in waters colder than 5°C and for 

the latter in waters with the temperature of below 8°C, likewise, k= -0.06 was obtained 

for these two forms in waters with the temperature higher than the respective critical 

reading of 5°C and 8。c.
The relation n= lQkt is roughly maintained as to the surface temperature and the 

approximate value;; of k+0.06 and +0.04 were obtained for・Muggiaeaatlantica and 

Sagitta enfl，αta respectively. 

Muggiaea atlantica was found abundantly in the range l7°C to 21°C of surface 

temperature similarly to Doliolum sp. Such a range (17°～21°C) of surface temperature 

and the critical temperature 5°C and 8°C of the 100 m depth above described are 

always observed on the Oyashio Zensen formed in the northern part of the Tohoku 

Region during Summer (Oyashio Zensen means the front or the boundary region of 

the water masses of the Kuroshio and the Oyashio). 

Due to the converging property of surface waters toward the front, it seems 

reasonable to expect that the surface plankton such as Doliolum sp., Muggiaea atlantica 

and Sagitta enflatα－ the warm current species -abounds on the Oyashio Zensen. 
It may be added that Euρhausiaρacifica is not fully indicative of the water masses 

referring neither to the water temperature of surface nor to that of the 100 m depth. 

まえが き

従来採集されたプランクトンの内から或種のプランクトン所fill！“水塊指標性フeランクトン”を

検出し、之によりその水系の暖流性・ j)~~流性 ・ 沿岸性全容が判定され、叉之に関する報文もかなり

多数発表されて来た。然しその指標性をどの様な規準によって決定 したか明かでなく、勿論水温

が最も大きな“よりところ”ではあろうが、指標性の信頼度或は各種指標｜生プランクトンの聞の

指標性の強弱の比較等という問題はあまり顧みられていないので、本幸＆文は此の点に就いて検討

を行った。

本報文で、取扱つわ資料は東北海区水産研究所が昭和25年～27年の3ヶ年、東北海区の広汎な水

域（北緯3

径45cm，長さlOOcm,GG 54，大型動物プランク トンを採集の対象とする）により、 150mの深

さから表而迄鉛直に曳上げて採集 したプランク トンである。

調査を担当した船及び調査期は次の通りである。
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第1図 昭和25年～27年に於ける調査船の航跡及びプランクトンネヅト使用点

_140 145 

ら円jlよ九

140 145 150 155 

( 3 ) 

40 

40 

44 

40 

35 
160 



昭和25年8月 ときわ丸 （福島県小名浜水産高校練習船）

ふ さ 丸 （千葉県水試 指導船）

JI 9月 点、 さ 丸 JI JI 

ちば丸 /! /! 

大東丸 （宮城県水試 JI 

茨城丸 （茨城県ー水試 JI 

相撲丸 （神奈川県水試 JI 

ときわ丸 （福島県小名浜水産高校練習船）

JI 10月・11月 蒼臆丸 3航海 （水産庁 調査船）

昭和26年 6月 第5海洋丸 （海上保安庁水路部 ｝｝ 

共感丸 （福島県水試 指導船）

/! 8月 共盛丸 JI JI 

｝｝ 9月 北」二 丸 （岩手県水試 /! 

富士丸 Uif•岡県水試 /! 

H百荊127年6月 岩手丸 （岩手県水試 ！？ 

北 J二 丸 ｝｝ JI 

大東 丸 （宮城県水試 JI 

｝｝ 7月・8月 蒼 I.I抵丸 3航海 （水産庁 調査船）

｝｝ 8 ）~ 茨城丸 （茨城県水試 指導船）

JI 9月 茨 城丸 JI 

fll'苦1j目丸 （東北水研 調査船）

上記各調査船の航跡及ひ。フ。ランクトンネット使用点は第1図に示す通りである。

【I】表面水温 ・lOOm層水温各1度桝目に於ける採集個体数の分布

本報文ではプランクトンの水塊指標性を採集点の水温によって吟味するのであるが、採集点の

水温も表面と中層と150ml雷では頗る大きな差があるので、どの層の7k温をとって吟l床したらよ

いかは重大な問題である。次に採集されたプランクトンに就いても、勿論それが上下均一に分布

している事は無いであろうが、どの層に濃密であったかは知り得ない事である。その上、上層と

下層で分布しているプランクトンの種類もかなり違っている様である。

東北海区では春から夏にかけて暖流勢力が北方へ｛1やびるに当 IJ、表面水温は全般的に広く又急

激に上昇するが、下層は仲々上昇しない。そして暖流勢力の北上コースに当る部分では下層水温

はかなり上昇しでも、暖流北上勢力の影響を受けず何時迄も低温を持続する水域がある。従って

( 4 ) 



第 2図
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第 3図昭和25年～27年 東北，毎区の表面水；昆 .I〔旧m層水温各1・C耕自 に対する10'!重動

物プランク トンの平均採集個体数



表層・下層を含めて総括的に暖寒両水域の分布を見るには、下層水i毘を対象とする方が便利であ

る。従って従来海洋学の研究者は、東北海区の黒潮・親潮勢力の消長を研究するのに、表面水温

分布図はあまり有効でないとして、 lOOm層水温分布図を利用していた。 此処でもその意味で、

lOOm層水温によってプランクトン採集記録を吟味するのが良いと考える。

尚東北海区の夏季には、表層7）（塊は一般に浅く、 lOm前後迄が特に高温で、ll俗々一様な水温を示

しても、それから下層は急に水温が下降するのが普通であって、lOOm層の深さは 150mから表面

迄曳上げたネットの採集層の内、表層の特殊層を除いた部分に対しては大体中間的位置に当る。

然し表層は高温層を形成し、下層との水塊の混合は殆ど起らない特殊な層であるから、下層と

は別な種類のプランクトンの分布も考えられる。従って此の表層の特殊性を無視する事は出来な

いから、此処では lOOm層と表面の両水温の値をとって、之と鉛直曳 150111の動物プランクトン

採集量との関係を吟味する。

第2図は様車1hに表面水温を縦ili1hfこlOOm層水温をとり、その各水温1。C篠の桝目に於いて採築地

が何回行われたかを示したものである。 即ち第2図に於いて水温階層の1-i-1はl°Cであって、例

えば3°C台というのは 3.0～3.9°Cであり、 14°C台とは 14.0～14.9°Cという風にとってある。第

2図によると、 表面水温では 17。C台から 22°C台の範囲が採集回数多く 、 各階層共に40回前後

（正確には36～47回）である。之は東北水研の調査が大体夏 ・秋に行われ、 黒潮前線と親潮前線

とに挟まれた混合水域及びサンマ漁解禁目前のサンマ分布調査として行われた北海道近海及びそ

の東側（親潮前線の北側を含む）に於いて探集が行われた関係上、此の様な表面水温が多く見ら

れたのである。

次に lOOm層水i'ii'Lでf今I床すると、 最も多く採集の行われたのは 1°C台79回， 2°C台61回であっ

て、之は親潮水系のもつ水温で、ある。 70～13°Cの6階層では執も20回以上で、それより低温或

はそれより高温の階層よりも幾分採集回数が多い。 それは 70～13。Cの水温は混合水域の lOOm

層の代表値であるからである。然し l8°C台を峯として、 高瓶部にも若干採集が行われているが、

此の水温階層は黒潮前線の上で多く見られる値である。

第2図に於いて、 lOOm層水温が表面より高温という事は実際には出現しない事であるから、

その部分は黒く網目で塗られている。叉温度l°Cの桝目の中を黒の斜線で埋められているところ

は、 3ヶ年の採集に 1回も出現しなかった部分である。 之は勿論表面7k温では l0°C以下或は

25°C以上の部分に多く、此の区域は前述の様に、海洋調査の対象区域ではなかったので、ある。

第3図には此の 3ヶ年の採集に於いて、特に採集量の多かった大型動物プランクトン10種同

がとりあげられ、表面水温とlOOm層水温夫々 l°C毎の桝目の中に、その水温階層で採集された

：採集という語はフランクトンネットを使用して採集を実施したという意味で、銀集l丘の有無には関係しない。

査定 ・ill"数はプランクトンは大型動物プランクトンを対象とし‘大体13目，67極であるが、此処では特に数量的に多い10種丈けを取上げた。

。正:Opepoぬではノープリアス期等のものは除外してある。。Themistoは体の大小の差が甚だしいので、未成体であっても、 CoPePodaの大型と同等程度のものは計数されている。

( 5 ) 



第 4図主要動物プランクトン10穫の採集個体数の lOOm層水温及び表面水温に対する関係
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プランクトン個体数を採集回数（採集量皆無の場合を含む）で割った平均採集個体数単が示され

ている。第3図の各国を見ると、各桝自の中の採集個体数の配列に或る規則性が見られる様でも

あるが、叉その反面かなり複雑な内容も示されている。

【E】 ブランクトン採集個体数の温度に対する指数分布

プランクトン採集個体数の表面＊淘及び lOOm層水温に対する関係を別々に吟味する。即ち

第4図には縦軸に水温各1°C階層の平均採集個体数の対数値をとり、横軸に水温をとってある。

今10種のプランク トンに就いて個別に検討する と次の通りである。

(A) Calanus Plumchrus 

此のプランクトンは東北海区の高緯度に非常に多く 、3ヶ年の全採集個体数は約27,000個であ

る。

先づ lOOm層水温との関係に於いては第4図に示されている様に、1°C台で採集 1回に対し平

均17511~1の多数が得られたが、 水瓶が高くなると採集個体数は急に減少し、 13 °C 以上では平均 1

f間以下、但し l8°C台では 2.5個、 19°C台では 12.8'fmlで幾分多かった。然し大体に於いて採集個

体数の温度に対する関係は指数l函数的分布と見る事が出来るので、次の指数l函数

n = C 1Qkt 

にあてはめる。此処で tは＊漏， nは各7］＼.温階層毎の平均採集個体数， Cは常数（0°C台階層の

平均係集個体数），hは温度による採集11団体数の変化を示す係数（以下簡単に採集係数と11予ぶ）で

ある。市して c.ρlumchrusの場合には hは略々一0.16＊＊・となる。

次に採集個体数の対数値と表而＊瓶との関係を見ると、go～24°Cの範囲では、温度の高低に対

し採集個体数の規則だった噌力n的或は減少的傾向は見られない。特に15°～24°Cの範囲では、 各

水温階層に対し平均採集個体数は 30～10011wであり、 各水温階層の平均採集個体数の 15°～24°C

の全採集個体数の平均値に対する偏差はそれ程大きいとも云われない。但し24°～27°Cでは採集

個体数が甚だ少い。

( B) Calanus cristαtus 

本種は全採集個体数では c.ρlumchrusの 1/10程度であるが、体重に於いては5～10倍とい

う大型のものであるから、採集重量では大体同程度になる。

本種も lOOm層水温の 1°,2°C台の低温では平均採集個体数が夫々 15.5,12.0個で割合に多いが、

高温では急激に減少し、指数曲線の分布を示している。そして採集係数は C.ρ1仰 nchrusと同じ

各跡目内の数字は平均採集個体数であるが、小数点以下は省略してある。而 Lてーの記号は全く採集個体の無かった事、 。はI未満、 1

は丁度1倒のものから 2個未満のものを含んでいる。その他の数字も同僚の；む味をもっ。

合 第4図に於いて直線をあてはめるのに、直線の傾斜はかなりあいまいである。最小二来j法等を用いて厳密に傾斜を決定する程の必要も無

いし、又あいまいであると云っても、 kの値は自然に或る範囲に制限される。 恐らく土10～20%の誤差の範囲であって、本報文ではそ

の程度の誤差を問題としていない。

( 7 ) 



k= -0.16の値を挿入する事が出来る。

一方表面水温との関係は、 go～24°C台の各水温階層に対して平均採集｛｜自体数は1～15他iで、表

面水混と平均採集個体数の相関は全然見られない。

(C) Eucalanus bungii 

本種は c.ρlumchrusと同様東北海区では採集個体数甚だ多く、 3ヶ年の全数は26,0001岡であ

る。本種は lOOm層水温の l°C台では1回平均 141個で、 高温になる程減少する事上記両種と同

様であるが、 hの値は絶対値が粉々小さく－0.10程度である。

本種は表面水温に対しても高温で、は少い傾向を示し、第4図に於いてかなり分散は大きいが、

II洛々 k= -0.05程度の直線をあてはめる事が出来る。

(0) Metridia lucens 

本積は c.ρlumchrus或は E.bungiiの半数程（約13,000f/li/）が採集されている。lOOm層

水温に対する採集個体数の分布は高温程減少し、特に 14°,16°, 19°C台では採集されていない。

各水温階層共に採集の見られた 10～13°C台の採集個体数の分布に対しては大体 k= -0.05の値

を当てはめ得るのであるが、それより高温部分では非常に少い事を考慮すると、 k= -0.11程度

に見る方がよいかも知れない。

表面水温と採集個体数の関係は明かでない。

(E) Themisto sp. 

本種は大型であって採集個体数は少く全数は3,600個、大体 C.cristatus程度である。

lOOm層水温に対しては k=-0.08程度であるが、 14°,17°, 19°, 20° 台の平均採集個体数は執

も n= C 10-0.ostの線より上側へ離れて分布し、従って hの値としては－0.08より絶対値ではも

っと小さい値が適当かも知れない。

表面水温では温度の高低が平均採集個体数に殆ど影響していない。

(F) Calanus helgolandicus 

本種は東北海区で最も多く採集され、 3ヶ年の合計は約36,000fWIに達した。

lOOm層水温と平均採集個体数との関係に於いては k=-0.05程度である。

表面水温に対しては、その出現水温の最低9。C台では平均2.7個で甚だ少し 10。～14°C台でも

夫々 10～40個の範囲、然し 15°～23。C台では夫々70～120倒で頗る多く、 24°～26°C台で幾分少

い。従って表面水温に対しては高温水域程むしろ採集他｜体数が多い傾向を示している。

(G) Euρhausiaραcifica 

本種は東北海区で採集される Euρhausiadaeの代表的なもので、全採集個体数は 3,135f問、但

しその計数に際しては、 幼体は他の EuPhausiadaeとの分類が困難であるから全部除外し、上

記の数値は大型のもの丈けに限った。

( 8 ) 



lOOm層水温に対する採集個体数の分布は、10～8°C台では各水温階層に対 して 6～11個で大

きな差が無く 、goc台で17.9個、次いで 100～12°C台の 3階層では夫々 3～5個でかなり少し

更に 14°～17°C台の4階層では夫々 0.20～0.33という頗る小さい値を示 しているが、 18°～20°C

台の 3階層ではかなり多く、夫々 5ム8.6,2.0倒。要するに lOOm層水温に対しては指数画数の

分布を示していなし、。

表面水温に対しても指数画数的分布を示さない事は全く同様であって、 go～23°C台の各階層

では goc台の2.0個と 20°C台の14.6側が幾分例外的な値を示すが、他の階層では夫々 3～11個で

あって、その分布は殆ど水ifilに無関係である。然し24°～26°C台の 3階層の佃体数はかなり 少く

1.6, 0.66, 1.5 f岡である。

（買） Muggiαeαα：tl側 ：tica 

管水母目の中では最も多く採集された種であって、3ヶ年の合計は約4,lOOflblである。

本種の100m 層水温に対する採集fl~I体数の分布は上記 7 種とかなり異ったものがある。それは

10～5°C合の5階層の採集個体数は温度の高い階層程指数l品数的に増加Iし、 hの値は＋0.20とい

う大きい値をもっ様であるが、 5°C台から更に 高祖の部分では明かに指数l画数的減少を示し、

h与一0.06の曲線をあてはめる惑が出来る。

表面水温に対しては 9。C台から 26°C台迄大体に於いて平均採集個体数は増加しており、之を指

数画数曲線にあてはめるならば（此の曲線に対する各点の分散は甚だ大きいが）、大体た＝ +0.06 

程度の値を とる様である。

(I〕 Sαgittae悦:flαtα

本種は Sagittidae（科）の中では S.elegansと共に東北海区の代表種で、型も大きく、 全採

集個体数は 2,300flilllに達 している。此処では S.enffote丈けを取上げて説明する。

lOOm層水温に対する採集fl占｜体数の分布は全く Muggiaeaatlanticaと同様に、極く低温部で

は指数l菌数的増加を、 それ以上の高温で、は指数画数的減少を示している。 即ち 10～8。C台では

k = +0.20、 8°C台以上では k=-0.06の値をあてはめ得る事も亦 Muggiaeaatlanticaと同様

である。

ー方表面水温に対しては指数画数的に増加し、 k= +0.04程度の値をあてはめる事が出来る。

( J ) Dolio/um sp. 

Doliolum sp.の中では Doliolumnationalisが卓越麓であるが、 D.denticulr.. tum及び D.

tritonisも出現しているので、之等を一括して Doliolidaesp.の吟IJ;jとをする。

lOOm層水温に対する分布は高温になる程採集個体数が多く 、hの値としては＋0.04程度のも

のが見込まれるが、勿論此の指数曲線に対する各水温の採集個体数の分散は頗る大きい。

表面水温に対しては、図の上で、は一応k= +0.04の直線を引いて見たが、勿論此の直線が充分

( 9 ) 



代表的だとは思われない。

本種は表面水温の goc台， l0°C台では1度も採集されていないし、 12。C台では平均0.1佃であ

る。そこで l1°C台から l8°C台迄の部分について見ると、 k= +0.40という頗る大きい値が得ら

れる。然し 19°C,20°C台では 27.0,31.0個で、 l8°C台の68.4仰に比べるとかなり少し 更に21°C

台以上は10個以下（26°C台丈けが 13.5個）であるから、 一応高温の方が低温の方より採集個体数

が多い傾向は見られるが、指数曲線であてはめる事は相当無理だと云える。

[Ill】総 括

以上10種の動物プランクトンに就いて夫々水温と採集他1体数の関係を吟味したが、之を総括す

ると次の様になる。

(A) lOOm層水温との関係

(1) 最低水温＊で採集個体数最も多く、 高温になる程指数画数的に減少するもの

Calanus ρlumchrus k ~ -0.16 

Calanus cristatus -0.16 

Eucalanus bungii -0.10 

Metγidiαlucens -0.05～0.11 

Themisto sp. -0.08 

Calanus helgolandicus -0.05 

(2) 水温が採集個体数に関係員l〔いもの

Eu併iaus句会αcifica

(3) 低水温域では温度が高く なると採集11~1体数は指数画数的に増加するが、或水温以上では

指数盛l数：的に減少するもの

Muggiaea atlantica 

5。C台以下 h与 ＋0.20

Sagitta enflata 

8°C台以下 +0.20 

5°C台以上 k~ -0.06 

8°C台以上 -0.06 

( 4) 全水温域に対し採集個体数は大体指数l函数的に増加しているもの

Doliolum nationalis h持＋0.04

(B) 表面水温との関係

(1) 水視が採集個体数に関係11\~いもの。 但し最高瓶域では採集量が激減する（此処で云う最

高温域とは 24°,25°, 26°C台である）

＊最低水温 採集実施区域の内で lOOm層水i置の最低水温即ち此の8ヶ年の紀録では 1。C台。

( 10 ) 



Calanus Iうlumchrus

Calanus erゐtatus

Metridia lucens 

Themisto sp. 

Calanus helgolandicus （但し go～15°C台では甚だ少い）

Euρhausiαρacifica （但し 24°,25°, 26°C台の減少が著しくない）

( 2) 水温が高くなる程採集個体数の減少するもの （但し 24°,25°, 26°C 台で採集量は激

減しない）

Eucalanus bungii k ~ -0.05 

(3) 水温が高くなる程採集個体数が増加するもの

Muggiaea atlantica h与＋0.06

Sagitta enflata + 0.04 

Doliolum nationalis + 0.04 

【E】 ブランクトンの指標性の海洋学的考察友び指標性強弱の比較

東北海区の黒潮・親潮の水平的配置及び鉛直的分布を水温から考察すると次の通りである。親

潮前線の北側では表面・ lOOm層共に低温、 lOOm層では 1。，2°Cというのが普通である。一方

黒潮前線の南側では表面・ lOOm層共に高温、 夏季表而では大休25°C前後、 lOOm層でも 20。C以

上である。黒潮前線と親潮前線との聞に挟まれる区域（混合水域……本研究所の調査区域の大部

分は此の混合水域である）では表面が高温でも 100m層は頗る低温（1°,2°C程度）で、あったり、

反対に15°C程度の高温を示したりして、 表面と100m層の7］＼.温は大きな相闘を示さない。而して

夏季は表面の O～lOm程度の厚さが極めて高温になるのであって、それ以下で、は水温は急激に下

降する。従ってプランクトン採集点の代表水温として一つの値を選び、之とプランクトンの採集

量の関係を吟味するに当り、 表面水町LとlOOm層水温とどちらがよいかという問題になると、そ

れは当然lOOm層水温という事になる。上述の様に表面水温は表面下 lOm程度の水深の水温の代

表値であるが、それから下層の11<.imtとは相関が小さいのに反し、 lOOm層水温は25m程度から

150mの聞の各層水温と大きな相闘を示し、 且つlOOm層の位置は25～150mの11硲々中間である。

従って採集されたプランクトンの大部分が表面層で得られたというのでなければ、表面水温をと

るよりも lOOm層水温をとる方が合理的だとも云える。

そこで本報文で取扱っている10砲のプランクトンが表面水瓶と 100m層水温とに対して夫々ど

んな関係を示しているかを検討すると次の通りである。

寒流性プランクトンは当然低況L水塊に多く、 高温になる程採集量は減少する筈であり、その減
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少が指数画数的であるならば、採集係数の hの値は当然“負数”（一）であり、そのマイナスの絶

対値の大きい程寒流性が著しいと云う事になる。一般に寒流性と見倣されている c.ρlumchrus,

C. cristatus, E. bungii, l¥1etridia lucens, Themisto sp.は従って hの値がマイナスの方に

大きい値をもつはずである。

上述によって lOOm層水温に対しては C.ρlumchrus, C. cristatusは h軒 0.16であり、 E.

bungiiは －0.10, Metridia lucensは 0.05～0.11, Themisto sp.は 0.08程度の値を示すの

に、之等のプランクトンの採集量と表面水温との聞には hは殆んどO、即ち相聞が無く、 僅かに

E.bungiiが k~ -0.05程度の値を示す丈けである。即ち上記5穫のプランクトンは寒流性と考

えられるのであるから当然hがマイナスの大きい値を示すlOOm層水温が指標性に関 しては好都

合であり、表面水温は何等指標性の吟味には役に立たない。恐らくは之等5種のプランクトンは

東北海区の混合水域では潜流として下層にある寒流水域中に多いのであろう。

普遍種（或は Temperatespecies）に入れられている Calanushelgolandicusも表面水温に

対する関係は明かでないが、 lOOm層水温に対しては指数画数的に減少し、 k~ -0.05の値を示し

ている。

Euρhausiα仰cificaは表面・ lOOm層共に温度との関係が明かでない。

Muggiaea atlanticaと Sagittaenfiataは表面水温トこ対しては高温になる程指数l函数的に採

集量が増加する。然し lOOm層水温に対しては、低温域で、は指数画数的に採集量は温度と共に急、

激に増加するが、或特定の水温より高温の部分では指数画数的に減少する。一般に高温になる程

採集量の増加するものは当然暖流種と考えるべきであろうが、 lOOm層水温に対する此の様な関

係は更に後で吟味する。

Doliolum sp.は表面水温 ・lOOm層水温の両方に対して共に高温程採集量が多く 、之こそ全く

の暖水種というべきであろう。但し表面水温の l8°C台で平均採集個体数が最も多く、 17°～20°C

台が特に採集個体数の多い水域となっているが、此の原因も後で検討する。

以上に於いて10種のプランクトンの寒流性 ・暖流性を吟味したが、 更に寒流性 ・暖流性指標の

強弱も比較する事が出来る。即ち h の（直を比較するわけであるが、 寒流i~tプ ランクトンに関して

はlOOm層水温に対する hの値によって吟味すると、

Cal anusρlumchrus 

Calanus cristatus 

Eucalanus bungii -0.10 ¥ 

（表面7kii'fitに就いても h与一o.o5)r 

最高位寒流指標性

ト次 f立寒抗日制来.i生
Metridia lucens k ＝一0.05～0.111

Themisto sp. -0.08 } 

Calanus helgolandicus -0.05 甚だ弱い JI 
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暖流性プランクトンに就いては表面・ lOOm層の両方の水温に対して吟味すると、

Doliolum sp. 表面 ・lOOm層共に h与 ＋0.04 暖流指標性

Sα:gittαen flαtα 表面 h与＋0.04

rs。C台以下 h与＋0.20
lOOm層｛

·~ l 8°C台以上 h均 一O.Og

Muggiaea atlanticα 表面 k"=; +0.06 

r 5°C台以下 hキ＋0.20
lOOm同｛'" ( 5°C台以上 k"=; 0.06 

Eu：抑制郎会αcijica

条件付暖流指標性

指標性無し

此の条件的暖流指標性という のは、 lOOm層水温の広い範囲に於いてhがマイナスを示す事で

ある。勿論低温の或温度以下ではプラスであるから、寒流の発達している水域にはあまり存在し

ない草lは確かである。 然しlOOm府水温の上限、即ち此の場合15°C以上といえば黒潮前線の潮

目の位置で（第5図）、此の方面では採集量が僅かなのである。 採集量の最も多いのは Sagitta

enflataではlOOm層水慌の 8。C台、 Muggiaeaatlanticaでは5°C台であるが、此の水温は第

5図で見る様に、夏季には親潮前線上にある。従って lOOm層を標準として考えると（50m層 ・

200m層も大体同繰り、此の両極のプランクトンは親湖水域には甚だ少し親潮前線上に最も多

く、東北海区の混合＊域にも従って多いが、 l暖流の影響が強まる程減少するという性質を示して

いる。従って採集量の多少によって暖7kの発達状況（表面水温の高低）を推定する事は出来ない。

次ぎに Doliolumsp.は表面17°～20°Cの水域で採集量が多い。即ち（17,5）・（17,6）・（19,11）・

(18, 12）・（19,14）・（20,17）＊＊の各水瓶桝目で1回平均10011司以上を採集 しており、従って lOOm層

はかなり低温の部分でもかなり高視の部分でも、叉その中間部分でも採集量が多かった事になる。

表面17°～20°Cの水域は、採集が主として行われた 8月・9月では第5図に見られる様に全く親

潮前線の水温であって、表面17°～20°cの水域も lOOml習で、は寒流の分布が表面とは同様でない

から、上述の様にかなり低温から相当の声＼i毘迄色々の水温が見られた訳である。

此の事は Afuggiaeaatlanticaにも見られる現象で、即ち此の種も表面水源Lの17°～20°C台で

は各水瓶階層に於いて10（日！以上の採集があり、k= +0.06の線より著 しく上方に位置し、 大きな

偏差を示している。 そして此の 17°～20°cの水調帯というのが、 Doliolumsp.のところで説明

した様に、親潮前線上の水j世帯の司Tなので、ある。

要するに、親潮前線の」二ではn-rr綿を離れた水域よりも採集量が多い事になるが、之は前線の性

質が潮境であり、収議文i~tをもっている事から考えて当然の現象である。

事 川合~夫 ＊北海区に1片ける極ilii事'111 とそ の変動について（第 1 報〉 〔JI!北水研研究報告第4号昭和30年 3 月〕の第 1 図（a) , (b) 

(c）を参照の司l0

岬 (17.5）・〔17,6) ・(20,17〕得は百l4閉の椴相Ii淡町水源，縦割IilOOm li'i水協の水iliil各 1・C桝目に対する名称で、 (17,5〕は表節水沼 11°c

台，lOOm層水温 5・C台のf,lllEI：！＇指 している．他の指狐も同陥である。

( 13 ) 



第 5図 昭 和27年8月・ 9月の lOOm層水混と表面水温の分布状態

(A〕 8月の lOOm等温線 (Jll合英夫東北海区に於ける極前線帯とその変動について 東北水研研究報告第4号 1955年の第 1図〉

140 145 150 156 

(A) 

叉前棋の収欽性は表層に於いて起る現象であり、特に暖流水が前線に収数する訳であるから、

暖流性の Muggiaeaatlantica, Sagitta enfi，αta及び Doliolumsp.が親潮前線の水域に多い

事から、之等のプランクトンは表層に多 く分布していたものと考えてよい。

要 約

本報文ではプランク トンの7］（塊指標性の信頼度或は指標性の強弱に就いて吟味した。

資料は昭和25年～27年の3ヶ年東北海区の海洋調査に際して採集された動物プランクトンの

中、特に採集量の多かった10種を選んで吟味した。

＊塊指標性の吟味は採集点の表面水温と lOOm層水温の両方を用いて行われたが、 寒流指標種

と見られるものでは表面水温と採集量の関係はあまり明瞭でなく、 lOOm層 水温との関係によっ

て指標性の強弱迄具体的に吟味する事が出来た。即ち採集水温をl°C毎の水温階層に区分し、 各
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第5図〈続きヲ 昭和27年 8月 ・9月の lOOm層水温と表面水温の分布状態

(B〕 9月11日～16日の表面等温線 （東北水研漁況速報 昭和27年 度 第28号〉

145 

9 

40 

・-21 

l!2 

(B) 

水温階層毎に採集されたプランクトンの総個体数を採集回数で割って、各7k温階層の1回平均採

集個体数を求め、その対数値を縦中1hに，水i毘を横山hにとってグラフを作ると、寒流指標性プラン

クトンは高慌になる程採集個体数が減少し、グラフの上では近似的に直線で、代表さぜる事が出来

る。即ち各水温階層の平均採集個体数 nと水温 tの関係を下記の式にあてはめて考える。

n = C 1Qkt 

此処で Cは常数 （0°C台の階層の平均採集個体数）、hは調度による採集個体数の変化を示す係数

（採集係数と略称する）で、此の hの値が寒流性プランクトンでは負数になり、hのマイナスの数

値の大きい程指標性が強いという事になる。

此の方法で吟味すると

Calanusρlumchrus 

Calanus cristatus 
ιとιqι 
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Eucalanus bungii -0.10 ) 

Metridia lucens 0.05～－0.11 r次位

Themisto sp. 0.08 ) 

I/ 

Calanus helgolandicus -0.05 甚だ弱い I! 
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但し、上記のプランクトンの採集個体数と表面水温との聞には殆ど相関は認められないが、

Eucalanus bungii丈けは表面水温が高くなると採集個体数が幾分減少する傾向を示している。

暖流指標性プランクトンは採集個体数の対数値と水温の関係に於いて、当然hが（＋）の値を

とる筈である。 Dolio/um sp.は表面水温 ・lOOm層水視の両方に対して k= +0.04程度である

から、暖流指標性と云える。 Muggiaeaat/anticαと Sagittaenflataは表面水温に対して夫々

h与＋0.06及び k~ +0.04をあてはめ得るが、lOOm層水温に対しては前者は 5°C台に於いて、

後者は 8°C台に於いて最多採集個体数を示し、それ以下の水温で、は hは両種共に＋0.20程度の

大きい値を示すが、それ以上の水温では h今 一0.06になる。 此の両極も一応暖流性と考えられ

るのであるが、下層水温に対する此の様な性質から見て、条件付i暖流性と呼ぶ事にした。

Muggiaea at/anticα及び SagittaenflataがlOOm層水温の5°C台と 8°C台に於いて最多採

集個体数を示す事、或は表面水温に対しては、 Dolio/umsp.が 17°～20°C台で頗る採集量が多

く、Muggiaeaatlanticaも17°～20°C台の採集量が多いという事は、此の水温帯が夏季親潮前

線の？］（温に相当する事から、結局親潮前線の収欽性によって前線へ多量に集められたものと考え

られ、前線の収欽性は表層に於いて見られるのであるから、之等のプランクトンは表層プランク

トンであると云う事になる。

之に反して寒流性プランクトンは親潮前線以前の東北海区では下層に多いから、表面水温とは

相闘を示喜ないのである。

以上指標性を吟味した9種のプランクトンの外に、もう 1種東北海区で重要な Eujうhausia

Pacifica に就いては、之は表面水温に対しても lOOm層水温に対しても全く指標性が見られな

b、。
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