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June， 1963 

東北海区に於ける サンマ資源の

数量変動に関する研究キ

第 3報 北上 ・南下期の漁獲物組成と海況との関係

堀 田 秀 之

FLUCTUATION IN THE ABUNDANCE OF SAURY ON 

THE NORTHEASTERN SEA OF JAPAN (111) 

By 

Hideyuki HOTT A 

The population constitutions of the saury in their nort1tward moving term of spring-summer 

fishing season and in southward moving term of autmn season were discussed， based on the oceanogr-

aphical structure of the sea area of Tohoku region_ 

The pattern of oceanographical condition may be considered as shown in Table 1 from Fig_ 1 

-Fig_ 8. 

The temperature of the habitat of saury may be supposed to be higher than lOoC. in the 

cold water period and lower than 20oC. in the warm water period. 

From the results obtained in connection with population costitution and the locality of the 

fishing ground at early fishing seぉonin fall as shown in Table 3， it may be said that the inshore 

population， the so-called “spring spawning sauryヘmostlyform coastal fishing grounds and the 

offshore population， the so-called “autumn spawning saury"， mostly form offshore fishing grounds. 

東北海区のサンマについて、夏の北方移動期と秋の南方移動期における漁獲とその質的車町戎との関係について

第 1報で論じた。その背景となっていること は、中型魚と大型魚とは生物学的に性質を異にした系統群である。

その繁殖は前者が春季， 沿岸性であるのに対し、後者は秋季，沖合性で、この様な繁殖に伴う産卵 ・発育初期の

条千明サけによって、両者の生物学的特徴が生じたものであろうと第 2報で推論した。

本報告は北上期と南下期の漁獲サンマの聞にみられる質的関係、即ち北上期に沖合性の満 1年の小型魚が主

体となった年の秋季には、沖合性の満 2年の大型魚の割合が高い。反対に北上期に沿岸性の中型魚が主体とな

った年の秋季は、やはり中型魚が主とな って大型魚の割合が極めて少ないといった関係を、生活圏としての環境

の面から吟味し治、場位置との関係について考察したものである。

1. 東北海区の海況

1. 1 漁期末から翌年夏までの東北海区の海洋構造

秋季の繁殖が黒潮前線周辺が主であると推定された事は前報で述べたことである。従って大型魚が成熟，産卵

する漁期後半の黒潮前線の位置及び冬季~春季にかけての東北海区の海洋条件は、秋季発生の稚 ・幼魚の分布 ・

*東北海区水産研究所業績 第 208号
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移動とその生育場に、ひいては大型魚の動態に関して大きな影響があろう。先ず東北海区の年々の海洋学的構造

を考える必要があるので、近年漁獲サンマに大型魚がみられ始めた昭和 29年 (1954)年以降について、東北水

研の漁況速報，水路部の日本近海海況図，中央気象台の海洋報告等に基づいて、秋~春の対流期は表面水温分布

図により、夏の成層期には 100m層水温分布図によって、各年の漁期末から各季毎に水塊の配置，潮境の位置

などを検討する。

昭和 29年 (1954) 昭和 30年 (1955) (第 1図〕
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第 1図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 29~30 年〉
/// サンマ漁場

源、期末における黒潮前線は 370N 附近を東に走って、南下サンマ群はこの前線に沿って次第に沖合に移動し、

1460Eまで達し黒潮前線漁場が形成された(漁況速報 29年 39号〕。一般に知られている様に、黒潮前線の形

状は 1440E附近を中心として北方突出するが 147"E方面では南方に退き、結局は全体の波状形態となってい

る。との前線に沿った漁期末漁場も漁船の出漁範囲は大体常磐近海に局限され、遠く沖合に出漁するものがない

のが普通である。冬季 (2月 ・3月〕 日本近海海況図によると、 顕著な潮境 (表面水温は 100-180C) は
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380N線を東方に走り、 1450Eで南方に退き、親潮の南下は沿岸部と 1460Eに夫々鋭く突込んでいる。 春季

(5月):日本近海海況図によると、黒潮は犬l火11碕から北東に流れ、その北上分派は 1450-1460E を中心に北東

にのびて 400N に達し、北海道から三陸近海を蔽う親潮と著しい潮境(親潮前線〉を形成している。 400N 以

南の水域はほぼ 100~200C の暖水域とな っている。 8 月中旬;サンマ漁解禁前調査の結果によると、 発達す

る親潮南下第 1分校は北海道道東区から紙崎に至る広範な近海域を占め、黒潮北上分派は 1460E と 1480Eを

中心に北上するが、親潮によって阻止され、道東区はるか南方に留まった。

昭和 30年 ('55) 昭和 31年 ('56) (第 2図〉

この年のサンマ漁場分布は 9月末まで 390N 以北に止ま ったが、 10月に入り金華山~常磐まで南下。常磐

近海では北北東流する強い黒潮の前線に沿って 14rE まで前線漁場が形成され終漁となった(漁況速報 30

年 37号)0 2 月 ・ 3 月.黒潮は 3r~38 0N 線を東方へ走り、 その北上分派は 1450E附近を北北東にのびて

400N に達し、 顕著な親潮前線を形成。 この前線以南の水温は 100~180C を示す。 5 月:黒潮の北上分派は

1450Eを中心に北東にのびて 420N に達す。これより以南の水域はほぼ水温 100C以上となってし、る。三陸北
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第 2図 サン7r魚、期末から翌年夏までの海況 (8/130~31 年〉

/// サンマ漁場
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第 3図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 31-32年〉

///サンマ漁場

部は親潮水系に蔽われる。 8月下旬:サンマ漁関禁前調査結果によると、黒潮は常磐海域から北東流し、 その

北上分派は 1450-1460Eから北方に突出し、鋭11路南東はるか沖合に暖水塊を形成。親i朝は津軽暖流と黒潮北上

分派の聞を狭く南下し、金華山に達している。

昭和 31年 ('56)一昭和 32年 ('57) (第 3図〉

この年のサンマ漁場分布は 9月 400N 以北の北海道沿岸 30i里以内に限定されたが、10月に入って 1部の

魚群は金華山・塩屋崎附近にまで達し、漁場は釧路から塩屋崎・犬吠崎附近まで広範に分散した。この頃 390

-410N， 14r-1480N 附近の沖合に好漁場形成。漁期末那珂湊 ・塩屋崎沖で沖合に向う黒潮と親潮の南下先端

との間に顕著な潮境を形成し、この前線に治って漁場が形成された(漁況速報 31年 39号)02月:黒潮は前

年の秋と同じく常磐沖を北東流し、 1450E附近から南々東に走る。親潮前線は金華山からほぼ北東に発達し、こ

の前線以北は 50C以下の冷水域で、以南は 100-150Cの暖水域となっている。 5月ー黒潮北上分派は金華山

南東の冷水塊の東を迂回して釜石附近に接岸、大暖水塊を形成。親潮前線(潮境〕は 400N線附近を東方に走

る。 8月下旬解禁前調査結果によると、親潮南下第 1分校は北海道沿岸から金華山にかけて、飛石状に冷

水塊が並ぶが弱u、。沖合の第 2分校は極めて強大。黒潮北上分派は 144.50E附近を北上し、 機裳岬南東から接

岸。

昭和 32年 ('57) 昭和 33年 ('58) (第 4図〉

この年の漁場は三陸近海と 1440-1470Eの沖合の 2つで、共に塩屋崎沖を東流する黒潮前線上に達し、この

前線漁場は穂、期後半尻上りに好漁、遂に終漁まで漁場位置の変化はなかった(漁況速報 32年 41号)0 3月・

( 76 ) 



東北海区に於けるサンマ資源の数量変動に関する研究 第3報

145 

第 4図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 32~33 年〉
///サンマ漁場

親潮前線は塩屋崎附近に形成され、 その後はほぼ 400-410N線に止まる。 5月 水塊配置は 3月と大差がな

いが、 400N線に強い暖水塊を形成し、三陸沿岸の冷水を南北に中断し北方にのびる。

8月 :事ViI路南方に暖水塊を形成し、道東区沿岸に接岸、親潮はこの暖水塊の東側を南下。

昭和 33年 ('58) 昭和 34年 ('59) (第 5図)

9月下旬から漁期末まで常磐水域を東へ蛇行し乍ら走る黒潮前線に沿って長期間漁場が形成された(漁況速報

33年 40号)02月 .親潮前線は金華山東方線で止まり、黒潮前線は常磐沖を東流。 5月:黒潮北上分派は三

陸南部の冷水域を迂廻して八戸近海で接岸し、親潮前線は襟裳山甲南に発達している。 8月 :三陸近海を北上す

る黒潮分派は強勢で、八戸沖で、津軽暖流と接し北海道日高沿岸に接近する。親~!目前線は襟裳岬南東を走る。

昭和 34年 ('56) 昭和 35年 ('60) (第 6図〉

漁期末、黒潮主流は那珂湊東線上を東流し、親潮前線はほぼ金華山東線上に止まり、この前線で活況を呈した

(漁況速報 34年 41号)03月 黒潮主流は常磐沖を北東流し、その北上分派は金華山南東の冷水塊の東側を

北北西に釜石沖に張出し大暖水塊を形成。この北側に発達した親潮前線がある。 5月 黒潮北上分派は三陸南

部から北東に突出し、北海道沿岸に接岸、7月中旬道東沿岸を南下する親潮勢力と三陸沿岸から機裳111甲東にかけ

て北上する黒潮勢力とが相接して鋭い潮境を形成。 8月中 ・下旬には黒潮の北上と接岸著しく、宮古沖と釧路沖
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第 5図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 33-34年〉

///サンマ漁場

に大規模な媛水塊を形成。親潮は釧路沖暖水塊の東側を南下。

昭和 35年 ('60)一昭和 36年(勺1) (第 7図〕

釧路沖と舶崎沖の暖水塊によ って岸寄りの魚群の南下が限止され、沖寄りに漁場が好況であった。特に柏崎沖

の暖水塊は消失しなかったので、僅かにその南から常磐に突入した親潮と黒潮の顕著な潮境で一時活況を呈した

程度で、終った(漁況速報 35年 40号)0 2月・ 3月:黒潮主流は常磐近海から北北東流し、 370-3S0N，1420 

-1430Eに達した後蛇行して東流する。この北上分派は近海では宮古沖に大動jく塊を形成，沖合の北上分派もか

なり強い。 5月:三陸近海は依然として北上暖流が強い。沖合も相当強い模様。 8月中旬:楼裳岬南東沖に大

規模な暖水塊を形成。親潮は主としてこの暖水塊の沖合から南側を通って宮古に接近し、沿岸分校は沖合の暖水

塊によって沿岸に圧迫せられ比較的強い。

昭和 36年 ('61)一昭和 37年 ('62) (第 8図〉

当初襟裳出甲南東の暖水塊の沖容りに漁場が形成されたが、 10月中旬頃から親潮第 1分校が北海道から三陸の

沿岸部に急激に発達したため、沿岸部が主漁場となった。金華山沖を東流する黒潮によって漁期末の前線漁場の

( 78 ) 
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第 6図 サンマ冷却j末から翌年夏までの海況(昭 34-35年〉

///サンマ漁場

形成(漁況速報 36年 40号)0 2月.黒潮主流は犬吠l崎から北北東流し、 1440E附近から南南東方面に流れ

る。 この北上分派は金華山東に暖水塊を形成、その後も北海道南に突込んでいる。 6月上 ・中旬 .黒潮北上分

派は更に強まって、400-41 oN に大暖水塊を形成し、北海道沿岸に接近。 7月中旬後半 :従l崎沖の大暖水塊に

よって釧路まで、黒潮勢力に占められ、親潮はこの東側を鋭く南下。

1. 2 各年の海況の比較

各年の年聞における東北海区の海況について、その概要を記述したが、 これを 8年間を通してみると近年の

東北海区の海況がどんな形で推移して来たかがはっかりするがその共通点を挙げると次の通りである。(1)近年

秋季 (11月末頃〉における黒iijyJ主流の位置はほぼ金華山から塩屋崎 ・那珂湊沖を東流している。従ってi旬、期末

のサンマ漁場はこの前線に沿って形成されている。(2)この黒潮主流の位置は水温最低期 (2月 ・3月〕でも前

年秋季と大きな差がみられない。従って金泰山以南の水域の表面水温は 100_lSOC となっている。 (3)初夏 ・

盛夏 (7月 ・8月〕の海洋構造の大勢は概ね春季のそれと非常に類似している。

各年の春 ・夏の海況のパターンを大別すると第 1表をうる。
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第 7図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 35~36 年〉
///サンマ漁場

第 1表 東北海区の春~夏における海況のパターン分類表

1. 1-ー黒潮の北上勢力は強いが三陸から離れて北上する

親潮の南下勢力も強いので暖流の北海道への接岸度合は極めて弱い・… 昭 30，31年

h 1-ー黒潮の北上勢力は強く、三陸から離れて北上するがその 1部は三陸に接岸する

親潮の南下勢力も強いので暖流の北海道への接岸度合は弱い ーー ・昭 32年

II 黒潮の北上勢力は三陸 ・北海道に極度に又は比較的接岸する。

IIa 一親潮は沖合分枝が極めて強大

IIa' 1- ー黒潮の三陸 ・北海道への接岸は春季からみられる ..". Bg 33， 34， 37年

IIa" 1-ー黒潮の三陸 ・北海道への接岸は感夏のみにみられる・・・・昭 35年

Ih 1-ー親潮の沿岸分校比較的強い

黒潮の北海道への接岸比較的強い.....… ・.......・・...........……・昭 36年
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第 8図 サンマ漁期末から翌年夏までの海況(昭 36-37年〉

/!/サンマ漁場

2. サンマ群の卦布水域

魚類が生活する場合もっとも一般的な制限因子として挙げられるのは水温であって、それぞれの魚種によって

棲息水温範囲が異なっている。一般に魚群の多獲時の水温をもって、その魚種の適水温として表示され、サンマ

についても秋季の南下期における漁獲水温範囲は rc台-240C台と広範で、最多獲水温は 140-180C台であ

ることが報告されている(宇田 '30，福島 '58)。しかしながらノヴイコフ ('60)によるとサンマの大きな魚群の

形成は 100_180Cの水域で、例へば中部千島の北ウ/レッフラ1<道地区では 8月-ll月は全般に水温が 4o-rc
と低いので、サンマ群はそれよりも高温な 100_130Cの水域で、最も濃厚な群を作っているという 。 この水温は

従来漁獲水温から考え られた適温よりも低温で、しかも相当な魚群が密集して生活出来ることが明らかとなっ

た。

同一魚種であっても若令群は広温性で、高令群が狭温性であったり、或は産卵期には索餌期よりも高温性であ

ることが一般に知られている。従って成長の段階に応じて或は産卵索餌等の生活周期に応じて環境温度の要求が

異なるから既に指適した系統群(ポピュレーション〕の差(堀田 '60) によっても水温適応値の相違が存在する

であろうが、現段階では明らかにされていないので、ここでは上記の諸氏に従うとその適水温範囲は水温最低期

( 81 ) 
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においては 100C前後の水温域よりも暖水側、最高水温期においては 200C前後よりも低水温側となり、 この

範囲をサンマの生活領域と考えたい。

第 2表 春 a夏の海況の型と北上期のサンマの関係

北 上 期 の 資 i原 構 造

中型魚主体 型 魚 主 体 |不 明

Ia '56 (昭 31年〕 '55 (30年〉

護
I 

Ib '57 (32年〉
の
ノ、。 IIa' '58(33年)， '59(34年)， '62(37年〕
タ

E IIa" '60 (35年〉
ン

Ih '61 (36年〉

3 海況と資源構造の関係

3. 1 海況の型と北上期サンマの資源構造との関連

第 l報において近年における各年の北上期のサンマの資源構造を漁獲魚の体長記必戎とその比率によって、 21つ
の主体魚群のグノレーフ。に分けたので上記の海況のパタ ーンとの関係について纏めると第 2表となる。この結果、

北上期に小型サンマが漁獲対象となる海況の型は春から初夏にかけて三陸 ・北海道沿岸への黒湖北上分脈の接岸

の度合の強い場合、逆に中型サンマが漁獲対象となる海況の型は春から初夏にかけて親潮勢力が強く、黒潮北上

分派の三陸 ・北海道への接岸の度合が極めて弱い場合と云える。

3. 2 海況と南下期の資源構造 ・漁場位置との関係

近年東北海区の表面水温分布は水温最低期の 2月 ・3月頃、一般に 100C線は金華山東方線にあって、 これ

ーーー』ー~ー←ー』ー』に/~ー→__.L_...一時ーー_! 35 

第 9図 昭和 9 年~12 年(l934~'37) の 8 月

の 100m層水温分布(字国 '38より〉とサンマ流網

漁業解禁当初の漁場位置の関係
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第 10図 近海漁場と沖合漁場の漁獲
サンマの体重組成の比較
A 昭和 10年('35)9月下旬(酒向'36より〉
-・→丘、海漁場(艇崎近海，390N，1430E)
.x...沖合持、場(釜石沖合，400N，1470E) 

B 昭和 18年 ('43)9月下旬
一.づ丘海漁場(縦崎 E50 i里〉
・・×…沖合漁場(釜石沖合 250i里〉
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より以南の水域は 100Cより高い暖水域となっている。秋季黒潮前線周辺で繁殖したサンマ群は、主としてこの

東北海区南部の暖水域で越冬・成育し、春季に黒潮暖流の北上に伴って早期に高緯度地方に移動する。この様な

多少共規則的な南北回携をくりかえして 2年後の秋に大型魚として現われる。年によって漁獲物に大型魚が出

現したり、出現しなかったりする。この点について木村・ ('56)は漁獲魚中の大型魚の割合を左右するものは親潮

前線(潮境〉の発達の程度に関連し、 結局魚群の availabiliyが海洋構造によって支配されると説明してU、る。

いま改めて秋季i魚、獲サンマの魚体構成群と漁場位置と関係を吟味する。近年の火光利用棒受網漁業における漁獲

組成は衆知の様に、漁獲の主体は中型魚群であって、これに大型魚群が添加されたり、されなかったりした。ま

た近年の初漁場位置 (9月上・中旬〉は主として北海道道東水域から三陸北部の熊崎近海に至る近海漁場であっ

た(福島 '56，'58，木村 '56a)。戦前の流網漁業時代(昭和 9 年~12 年〕の漁獲物組成は大型魚群が主体をなし、

近年とは明らかに主構成魚群が異なっている〔宇野 '35，'36， '37， '39)。 当時の 8月における 100m層水温分

布を字国 ('38)，初漁期の漁場位置を木村 ('56b)によって両者の関係、を示したものが第 9図である。海況では

親潮の南下勢力は沿岸・沖合共に強いが初漁期における主i;魚、場位置は、その沿岸分枝上でなくて、沖合の親潮第

2分校上に形成されており、近年の沿岸分校上の近海漁場の形成とはその趣を異にしている。更に例へば昭和

10年 ('35)の例の様に三陸近海とその沖合の 2個所に漁場が形成された場合、その漁獲物組成に相違があるこ

とが酒向 ('36)によって指摘された(第 10図〉即ち沖合漁場では大型魚群の単一群と考えてよい程であるのに

近海漁場では大型魚が約 50%程度となっている。同様のことがやはり昭和 18年 ('43)の岩手水試の測定資料

についても云える(第 10図 B)。 これらのことから多くの漁船が沖合に集中的に出漁したのは近海漁場で、の魚

群の密度或はその経済的価値の点から起った現象であろう。 とも角戦前・戦後を含めて漁獲魚主構成群と初期主

漁場位置との関係を表わすと第 3表となる。

第 3表 各年の漁獲魚主体群と初期の主漁場位置の関係

表中の( )内は初漁期の月と句を示す。

主瓦じとと物

中 型 魚 主 体 大 型 魚 王 体

単 峯 |双 峯

近
釧路~襟裳岬南東水域

'5o i9下j
'56 (9下 ' 54 ((( 9 上中中〕〕〉'57 (9 

'59 (9 

海 '51 (9下) '58 (9中〉
鮫角~紙崎近海 '52 (9 下上

漁 '53 (9 

場 襟裳 岬南 方 '55 (9中〕

道東沿岸~道東東方 '61 (9上〉

合事沖
北海道東方沖合 '60 (9上)， '62 (9上〉

黒l崎~紙崎東方沖合 '34 (9下)， '35 (9下〕

道東東南方沖合 '36 (9下)， '37 (9下〉

中型魚主体の年には近海の漁場が多く、大型魚主体の年には沖合のj魚、揚が多く形成される傾向が認められる。

即ち前報で述べた様に秋季繁殖の沖合性の魚群に由来する大型魚が漁獲の主体となっている期間(年〉には主漁

場が沖合に、逆に春季繁殖の沿岸性の魚群に由来する中型魚が主体となっている期間には近海に漁場が輪廻的に

形成される様である。* この原因について次の様なことが考えられる。 (1)大型魚主体の期間(年)(即ち北上

期に小型魚が主体をなす〉の海況は夏まで北海道沿岸域の暖流勢力が強勢で、秋季までその余勢を保ちつ 』東北

海区近岸に沿って南退する。 これに伴って親潮の南下第 l分校の勢力は秋季の始めには弱く、沖合の親潮第 2

本このことについては次報で詳しく述べる。

( 83 ) 



堀田秀之

分校の方が強大である。 (2)中型魚主体の期間(年)(北上期間も中型魚〉の海況は春から夏にかけての北海道

沿岸域は親潮の南下第 l分校の勢力が強し この為暖流勢力の接岸を阻止している。 このことによって秋季も

同様に親潮の南下勢力(沖合よりも治岸の方が強い〉が強大である。この様な親潮の両分校の勢力の強弱に比例

して魚群の配分量に相違が生じる為と思われる。

結 び

秋季東北海区で漁獲されるサンマの資源、構造と春~夏の北上期のそれとの関連を海洋学的構造に結び付けて考

えた。

近年の東北海区の海況は黒潮北上暖流の三陸・北海道への接岸度合によって2つのタイプに大別され(第 1

表〉、サンマ漁直前の 8 月中・下旬の海洋構造の大勢(水塊の配置状況〉はほぼ 5 月 ~7 月のそれと非常に類似

している。

サンマの生活領域としての水温範囲を水温最低期においては 100C前後より暖水域に、 最高水温期においては

200C前後より低水温域と考えると秋季繁殖のサンマは東北海区の南部水域で越冬 ・生育し、 春季黒潮の北上に

伴って早期に北方に移動する。その北上移動の末期に当る 7月 ・8月に黒期の北上分派の接岸によって北海道

沿岸域に秋生れの小型サンマを集約させる。この海洋状態は秋まで其の余勢を保ちつつ次第に東北海区の近岸を

沿って南退する為、親潮南下分校は沿岸よりも沖合の方が強くて南進が速しこの結果秋季のサンマ漁初期の主

漁場が沖合に形成される場合が多い。こういった海洋状態の場合には秋季繁殖の大型魚が主体となっている。次

に黒潮北上分派の北海道沿岸域への接岸度が弱かったり 、離岸の度合の大きい場合には北上期の末期には春生れ

の中型魚が出現する。この様な海洋状態の場合は親潮の沿岸南下分校の勢力が沖合よりも強大となり 、この結果

南下初期の主漁場は近海に形成され、その場合春季繁殖の中型魚が主体となっている(第 2・3表〉。
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