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１．調査・研究の目的
スケトウダラ資源は約2歳で資源への加入が完了し、
年々の加入量には数倍〜10倍程度の変動
がある。本調査は、産卵から加入に至る様々な生活史段階における生残を環境との関連で検討
し、加入変動をもたらす諸要因を抽出するとともに、卓越年級の発生機構を明らかにすること
を目的とする。他海域での既往研究により本種の加入に関して様々な仮説が提唱されてきた。
即ち、その趨勢は卵仔稚に決定するものの幼魚期の生残も無視し得ないこと(FOCIプロジェク
ト)、環境レジームの変化が加入決定におけるトップダウンおよびボトムアップ調節の重要性を
変化させること(Hunt et al., 2002)、環境条件により加入の支配要因が高周波性・密度独立的およ
び確率論的な「励起的要因」
（卵仔魚の輸送、初期餌料の発生など）と低周波性・密度依存的お
よび決定論的な「抑制的要因」との間で変化すること（Bailey et al., 2005）である。本調査は、
「卓越年級の発生には加入に至る各生活史段階で好適条件が続くことが必要」(Shidaら, 2007)
との仮説のもと調査を行なう。今年度は、最終取り纏めとしてこれまで絞り込まれた重要な過
程に基づき、卓越発生に関する新たな仮説を構築した。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 過去の海洋観測データ約2万5千点を発掘・データベース化し、海域環境の季節パターン
および中長期変動とその要因を明らかにした。特に道東海域では初夏まで沿岸親潮が滞
留した後に親潮系水と交替することが示され、幼魚の着底との関連が示唆された(1010)。
(2) 衛星データを解析し、ブルーミングの開始が温度律速されている可能性を示すとともに、
基礎生産量のマッピングを行った。月平均の衛星データより調査海域全域にわたって良
好な日基礎生産を得るとともに、年間の基礎生産量も推定した。基礎生産量はクロロフ
ィル量と異なる季節変動を示し、3月から6月まで増加し、夏季に高い生産量を維持する
傾向を示した。これらの特性は培養実験に基づくこれまでの基礎生産の季節変動とは異
なるものの、動物プランクトンの摂餌による損失分を加味することにより説明できる可
能性が示された (1010) 。
(3) 噴火湾周辺で産出された卵仔魚が日高湾に留まることが卓越発生のための必要条件であ
る可能性をこれまで示してきた。一方4月の野外調査においては稚魚が噴火湾内部にのみ
分布することが観察されており、本種が産卵場周辺で生残するためには日高湾に分布す
る仔魚が一旦噴火湾に入り滞留する必要がある。そこで高精度（3分グリッド）の物理モ
デルを整備し、既知の産卵場周辺に逐次卵を配置し、その輸送を調べた。その結果、日
高湾に産出された卵の一部が噴火湾に吸引され、渦により湾内に保持される過程が再現
された(1020)。
(4) 従来風応力データとしてアメダス地上風データによる近似をおこなっていたが、より的
確な現場情報が得られる気象衛星QuickSCATのデータを利用して、高精度の時系列デー
タセットを作製した(1020)。
(5) これまで困難であった孵化仔魚の給餌飼育系を確立した。それに先立ち様々な水温環境
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のもとで孵化仔魚の飢餓耐性実験をおこなった。その結果、高温下では全ての個体が卵
黄を消耗した後に死亡したが、2℃以下の低温では卵黄の消費とは必ずしも関係なく、産
卵場周辺でも観察される低水温水塊においては正常な発達成長が期待できないことがわ
かった(1030)。
(6) 仔魚が生残に不適な水温環境から逃避する能力の有無を明らかにするために、水槽中に
急勾配の温度成層（3〜12℃）を再現して仔魚の水温選好性を調べた。ふ化後間もない卵
黄の大きな仔魚は、遊泳能力が低く低温の環境から逃避できないが、これよりも成長の
進んだ仔魚（卵黄吸収が 50％以上）になると、低温（<3℃）や高温（>12℃）の水温か
ら逃避することが示され、ふ化直後の仔魚は不適な環境から逃避できないことが明らか
になった(1030)。
(7) 産卵場調査で収集した試料の詳細な分析により、産卵場所の特定を試みた。その結果、
従来の知見よりも沿岸側の浅い水深帯で産卵がおこなわれていることが明らかとなった。
また、春季の分布調査により仔稚魚は高温高塩分水塊に分布することがわかった。(1050)
(8) 産卵場・産卵親魚関連の情報から卓越年級発生の条件を抽出した。まず産卵群中に高齢
親魚が多い年、また成熟期(秋季)の親潮水温が低い寒冷期に、全体として遅くなり、卓
越年級を発生しやすい状態になると考えられた。また、卓越発生年は何れも低水温で特
徴付けられる沿岸親潮の流入は遅く、湾内は比較的温暖に保たれていたことが明らかと
なった(1050)。
(9) ４月の噴火湾において2005～2010年の間スケトウダラ仔稚魚を対象に定量的な分布調査
を行ったところ、スケトウダラ仔稚魚は高水温、高塩分の水域に生息すること、又ここ
での豊度は後の加入量とは必ずしも一致しないことが明らかとなった（1050）
。
(10) 異なる年級の浮遊期仔稚魚と着底後幼魚の孵化日を耳石日周輪分析により調べたとこ
ろ、豊度の高い年級で両者が一致したのに対し、低豊度な年級では遅生まれの個体が生
残しており、産卵場から生育場に移動する間の生残率に経年変動があることが示唆され
た。また、着底後の成長率にも経年変動を見出したが生残との関連は希薄であった
(1060)。
(11) 着底期の生育場の広域調査結果をGISにより分析し、水温、餌豊度および捕食者密度を
説明変数として幼魚の分布を一般化加法モデルによりモデル化した。その結果、幼魚は
成長と栄養蓄積に有利な場所を選択しているいっぽう、ある程度の被食リスクは厭わな
いことが明らかとなった(1060)。
(12) スケトウダラ食性試資料を19年間にわたり分析したところ、1990年代には春季のみで顕
著であった共食いの発生が2000年代には主に秋〜春季を通じて発生し、特に冬季の発生
数が多いことが明らかとなった。親潮域における主要橈脚類N. cristatusの豊度は1990年
代半ばから2000年代半ばにかけて大きく減尐しており、20年度に明らかにした春夏季の
食性変化と関連している可能性がある。また、着底後幼魚の胃内容物重量と肥満度は
2000年代を通じて減尐を続けており、近年の餌料環境の悪化が懸念される(1060, 1070)。
(13) 2000年代以降共食いと共に生育場における被食が増加した。これら年代変化が着底後死
亡率に及ぼした変化を栄養動態モデルにより推定した。その結果、共食いによるある年
級の被食割合は10%程度の増加に留まったが、底魚類による捕食割合の増加は50％以上
にのぼり、結果的に当該年級からの漁獲量が50％程度減尐するとの出力を得た。しかし、
実際には漁獲高の顕著な減尐は見られていないことから、近年の太平洋系群では被食量
の増加を補償し得る着底量の増加あるいは他海域からの添加が生じている可能性があ
る(1070)。
(14) 各発生段階別の現存量や VPA 結果などを時系列順に比較することによって、生命表を
作成した。その結果、近年に関しては 0 歳 6 月から 1 歳 6 月にかけての生残過程が加入
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量決定への寄与が大きいと推測された(1050, 1060, 1080)。
(15) 産卵場周辺における非生物的変数（東西指数や降水量など）や、生育場における生物的
変数（アブラガレイやマダラなどの CPUE）を組み込んだ GAM によって、加入量変動
を精度高く再現できた。そのため、産卵場周辺の気象・海洋環境に加えて、生育場にお
ける捕食者量が、加入量に影響を及ぼしていると考えられた(1080)。
(16) 全ての小課題によって得られた成果に基づき、加入量変動に関するコンセプトモデルを
作成した。まず親魚の齢構成や餌料環境が産卵期間中の産卵量分布を決定し、次いで産
卵場周辺における物理環境が、産卵期のうちどの時期の産出群が主に稚魚期まで生残す
るかを決定する。この産出時期の違いが魚の体長組成を変化させ、さらにその体長組成
と捕食者量が、生育場における捕食圧を通して加入量を決定する(1010~1080)。
３．調査・研究の課題
(1) 新規調査：今期は、各生活史段階における定量化→生命表の作成→重要時期と過程の抽出
の手順で調査を進めてきた。しかし、依然ブラックボックスにとどまっている部分も尐な
からず残されているので、過程が生残に及ぼす影響評価が必要である。例えば餌料転換期
にあたる前期幼魚（いわゆる第二クリティカル・ピリオド）の餌料環境や、道東養育場に
到達する以前の日高湾における被食過程である。
(2) 継続調査：今回の仮説は5~6年程度の間に取得されたデータに基づいており、説得力のあ
る相関関係を提示するためには更なる調査継続によるデータ蓄積が必要である。こうした
調査の多くは資源評価調査の一環として継続されるため、次期の本調査ではその試資料分
析が行われる。また、これまでの調査により生態系構造と加入量変動の支配要因が10年ス
ケールで変化している可能性が示されたため、今後さらに資源構造と加入量変動要因が転
換してゆく可能性もある。こうした変化を捉えるためには、加入前の各生活史段階におけ
る量的把握を可能な限り継続してゆく必要があろう。
(3) 物理モデルにより産卵場周辺の流動場が卵仔魚の受動輸送に及ぼす影響の概要が解明さ
れてきた。しかし、卵仔魚は水温によって発達速度が変化するうえ、その発生発達段階に
よる比重の変化も明らかとなったことから（1040課題）、海洋物理過程が本種初期生活史
に及ぼす影響を的確にモデル化するため、これらの要素も取り込んだ個体ベースモデル
（IBM）の開発運用が必要である。
４．特筆すべき成果
(1) 産卵場・産卵親魚関連の情報から卓越年級発生の条件を抽出した。まず産卵群中に高齢親
魚が多い年、また成熟期(秋季)の親潮水温が低い寒冷期に、全体として遅くなり、卓越年
級が発生しやすい状態になると考えられた。また、卓越発生年は何れも低水温で特徴付け
られる沿岸親潮の流入は遅く、湾内は比較的温暖に保たれていたことが明らかとなった
(2) 異なる年級の浮遊期仔稚魚と着底後幼魚の孵化日を耳石日周輪分析により調べたところ、
豊度の高い年級で両者が一致したのに対し、低豊度な年級では遅生まれの個体が生残して
おり、産卵場から生育場に移動する間の生残率に経年変動があることが示唆された。また、
着底後の成長率にも経年変動を見出したが生残との関連は希薄であった。
(3) 着底後被食を共食いと共に定量化し、2000年代以降これらの死亡が増加していることを明
らかにすると共に、資源動態に及ぼす影響を明らかにした。被食はサイズ依存的過程なの
で、(1)(2)の影響が着底後に増幅され、加入量に大きく影響するとの仮説を示した(図1)。
(4) 加入量変動に関するコンセプトモデルを作成した（図2）
。まず親魚の齢構成や餌料環境が
産卵期間中の産卵量分布を決定し、次いで産卵場周辺における物理環境が、産卵期のうち
どの時期の産出群が主に稚魚期まで生残するかを決定する。この産出時期の違いが魚の体
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長組成を変化させ、さらにその体長組成と捕食者量が、生育場における捕食圧を通して加
入量を決定する。
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１．調査・研究の目的
サンマの分布や生活史には不明な部分が多く、資源変動についても正確には把握されてはい
ないが、過去の研究や平成 16～21 年度の資源動向要因分析調査の結果から北太平洋移行域、特
に北上期の亜寒帯前線付近や産卵盛期である冬季の混合水域南部の水温・餌環境などが資源変
動に大きな影響を与えている可能性が高いことが分かってきた。本調査では、飼育試験・成熟
研究により生物学的パラメータを充実させ、資源動態モデル・成長モデル・回遊モデルを組み
合わせた資源変動モデルの精度を上げて、近年の年級別資源豊度の変化と環境要因がどのよう
に関連しているかを検証する作業を通じて、資源変動メカニズムの基本的な構造を明らかにす
る。また、同時に資源と環境に関するレトロスペクティブな解析を行い、モデルで抽出された
要因との整合性を検討する。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 「飼育による資源生物学的パラメ－タの推定」課題の成果
1) 回遊範囲の非常に広い天然のサンマを全生活史にわたって観察することはできないので、
本研究では生活史を通じた飼育を行い、成長、成熟、代謝等に関する基本的なパラメータ
を得ることを目的とした。
2) ふ化・飼育方法を開発し、周年飼育を達成し、養成親魚により受精卵を安定的に得る技術
を開発した。
3) 仔魚の死亡はふ化前後と変態期(10～40 日齢)に集中しており、変態期の死亡魚はふ化時
から成長が遅れていることを明らかにした。
4) 12～20℃の条件下で、餌の量をコントロールした飼育を行い、成長速度、餌料効率、個体
の熱量等を測定した。また、17℃と 20℃飼育下における産卵量を明らかにした。
5) 飼育魚を用いて、水温と遊泳速度との関係を未成魚と成魚で明らかにした。
6) 飼育により測定した成長・餌料効率等のデータを基に 12～20℃の条件における体重－熱
量関係や、食べた餌に対する糞の割合等を明らかにした。サンマの日間成長率(DGR、%)
と肉体長(KnL、cm)、水温（WT）
、摂餌率（P、摂餌量 g/魚体重 g×100）との間には、湿
重量ベースで DGR＝-0.039・KnL－0.077・WT＋0.733・P の関係式が得られ、熱量ベースで
DGR＝0.196・KnL－0.162・WT＋0.508・P の関係式が得られた。一方、排泄速度は主に摂
餌量に依存していることが判明した。
(2) 「成熟生理の研究」課題の成果
1) 本研究では、
サンマの成熟過程を飼育魚において観察し、
成熟の指標となるものを特定し、
それを天然魚に適用して、
自然状態における成熟過程と産卵量のインデックスを見出すこ
とを目標とした。
2) 孵化後、約 10 ヶ月飼育して成魚に育てたサンマを 2 月下旬より加温により成熟促進させ
て 8 月下旬まで飼育し、生殖腺等の変化を調べた。
3) 最初の産卵は加温開始後約 1 ヶ月で認められた。
孵化 1 年後の 4 月下旬には大部分の個体
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が成熟状態にあり、血中ビテロジェニン量も高い値を示した。8 月下旬にはビテロジェニ
ン量が比較的低い個体が約半数を占め、産卵活性の低下が示唆された。
4) 長期間産卵を継続した飼育魚では卵巣中に排卵後濾胞の残存物であると考えられるアル
デヒドフクシン陽性小塊が多数存在するとともに血管束が豊富に存在した。
前者は産卵終
了後 3 ヶ月を大幅に超える個体では退行変性卵の残滓との区別が困難となるため、
経産魚
の指標としてはあまり適切でないと考えられた。一方、後者は産卵後も長期間残るものと
判断されることから、経産魚の指標となる可能性が示されたので、卵巣の血管束の状態を
天然魚で観察してみることにした。
5) 2007 年 6 月 3 日から 6 月 27 日にかけての漁期前調査、及び 2007 年 9 月 4 日から 2007 年
12 月 3 日にかけての標本船調査によって得られた雌サンマの卵巣について、卵巣内血管
の豊富さを指標にしてタイプ分けを行った。明らかな未産魚、経産魚の他に中間的なタイ
プの個体が多数存在し、血管束だけによる天然魚の未産魚・経産魚の判別は難しいことが
分かった。
6) さらなる未産魚・経産魚の判別法の開発を目的として、卵巣切片に対して様々な染色法を
試みた。
アルデヒドフクシン-オレンジ G 重染色が、
血管の詳細な構造把握が可能であり、
最も適した方法の一つと考えられた。
7) 長期間産卵を継続した飼育魚の卵巣についてこの方法で染色を行ったところ、
卵巣内の細
動脈の内側部にはアルデヒドフクシン強陽性の内弾性板の顕著な発達が認められた。
8) 産卵せずに日齢を重ねた場合の卵巣変化を観察することを主目的として、
産卵を抑制して
約 9 ヶ月飼育したサンマについてサンプリングを行った。その結果、卵巣内に小血管束が
認められる個体が存在し、
未産魚においても日齢が進むと血管の増殖が起こることが判明
した。しかしながら、これらの血管には内弾性板は未発達であった。
9) 卵巣動脈においても経産魚においては弾性繊維の発達が顕著であり、
これら卵巣内外の血
管系の詳細観察が未産魚・経産魚判別に有効であると考えられた。
(3) 「硬組織による成長・ふ化時期研究」課題の成果
1) 本研究では、耳石日周輪および透明帯の観察からサンマのふ化時期、成長速度、年齢、成
熟時期などに関する検討をおこなうことを目的とした。
2) 電子顕微鏡による観察から、８月には透明帯の形成が始まっており、10 月には全ての個
体で年輪が形成されていると考えられた。
このことからサンマの寿命は 2 年であることが
分かった。
2) 耳石日周輪の観察により０歳魚の日齢査定を行った。
体長 6.5～29.8cm の個体では日齢が
70～335 日であり、これらのふ化時期は前年７月から当年の４月にわたっていたことが分
かった。
3)０歳魚の体長―耳石径関係を 6 月～12 月まで、月ごとに比較した。この結果、南下期に採
集された個体の耳石半径は北上期のものに比べ大きかった。このため、耳石径から体長を
推定する場合、目的とする月の体長―耳石径関係を用いる必要があることが分かった。
4) ふ化時期が 0 歳魚越冬期での産卵（初回産卵）に及ぼす影響を明らかにするため、2003
年から 2007 年(2006 年を除く)の漁期前調査で採集された 1 歳魚について、耳石日周輪を
観察し、2nd peak 法によりふ化時期を推定した。同時に卵巣内の毛細血管量により産卵経
験の有無を判定した。その結果、ふ化時期と 0 歳魚の産卵には、明確な関係が見られない
ことが分かった。したがって、0 歳魚で比較的早めに生まれていたものについても必ず産
卵しているとは限らず、0 歳魚の産卵量については、さらに慎重な検討を要するものと考
えられた。また、この過程で経産・未産の判別の指標に用いた卵巣中の毛細血管の量およ
び様式は個体による変異が大きく、判別しにくいものが多かった。従って、判別の精度を
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上げる必要もあると思われた。
5) 漁期前調査時に採集される１歳魚では、
日本に近い海域に分布するものは沖の個体より体
長モードが大きいことが経験的に知られている。そこで、2006 年に採集された１歳魚に
ついて、東経 160 ﾟ以西で採集された群(以西群)と以東(以東群)の体長を比較し、ふ化時
期の違い、1 年目の成長の違いを調べ、モードが異なる原因を調べた。体長モードは以西
群では 31cm であったが、以東群は 29cm であった。このうち、以西群 48 個体、以東群 89
個体の耳石輪紋を計数・計測した結果、2nd Peak までの輪紋数は以西群では平均 141.5±
標準偏差 40.9(以下同)、以東群では 146.7±37.6 で差はなかった(ｔ検定 p<.05)。2nd Peak
までの本数から以西群は 10-3 月、以東群は 10-4 月に孵化したものと推定された。また、
透明帯形成時の日齢も、両海域で差がなかった。一方、年輪半径は以西群では 0.61mm±
0.068 であったのに対し以東群では 0.54mm±0.067mm で、以西群は有意に大きかった.以
上のことから体長モードの大きい東経 160 ﾟ以西に分布した１歳魚は、０歳の時から成長
が良かったことが示唆された。
(4)「サンマ資源モデルの高精度化とモデル活用による資源変動要因の推定」課題の成果
1) 本研究では、他の課題および資源評価調査から得られた成果を数値モデルに取りこんで、
資源動態を再現することにより、資源変動を起している環境要因を考察・特定することを
目標にした。
2) 既存の成長－資源動態結合・回遊モデルを用いて、漁期前調査時のサンマの分布を初期値
とし、各年における来遊量、魚体組成の変動を計算し、実データと比較した。この際、環
境条件ができるだけ現実的なものになるよう衛星データを用いて計算を行った。
流動場に
は、中央水産研究所海洋データ解析センターで整備された表面流速（Ambe09）を用いた。
水温場としては、課題 10040 で整備された MODIS Terra の海面水温を用いた。また、餌条
件としては、課題 10040 で整備された海色衛星データから、池田ら（2008）のプランクト
ン組成比を用いて、動物プランクトン量を推定し、モデルの駆動に用いた。
3) 漁期前調査で得られた体長別分布密度を初期値とし、成長－資源動態結合・回遊モデルを
駆動し、漁期に日本周辺（150E 以西）に来遊するサンマの資源量・魚体組成について計
算した。これらは資源・漁況調査による来遊資源量指数や魚体組成と整合した。
4) 上記のシミュレーション結果から１歳魚および 0 歳魚の産卵量の比較を行った。
その結果、
9 月から翌年 2 月までの産卵量では、90%以上が１歳魚であった。また、産卵期全体にあ
たる 9 月から 5 月までの産卵量においても、2002 年が例外的に 0 歳魚の産卵量が 50%以上
になったが、他の年は１歳魚が主であった。この結果から１歳魚の親魚量が加入量には重
要であることが示唆された。また、モデルの産卵量の計算結果の順位が、翌年の漁期前調
査による加入量と整合的であることがわかった。
モデルの産卵に係わるパラメータは改善
の余地がまだあるが、産卵量が加入量変動に直接的に影響していることが示唆された。
5) 産卵場を過去の研究例から水温で推定し、これを初期位置として、2002 年冬生まれのサ
ンマの回遊経路の推定を Super-Individual-Based-Model(SIBM)を用いて行った。この際、
索餌回遊は自身の最大成長方向へ、産卵回遊は仔漁の最大成長方向へ向かうと仮定し、2
年後の 2004 年冬における産卵場を評価した。その結果、2 年後の産卵場は沖合に形成さ
れ、日本沿岸には形成されなかった。南下回遊時に強制的に西方への回遊を取り入れるこ
とによって日本沿岸での産卵場が形成された。これらのことから、サンマは、南下回遊時
には西向きに遊泳する特性を持っていることが示唆された。
(5) 「資源水準指標と環境要因のレトロスペクティブ解析」課題の成果
1) 本研究は資源量変動とよく整合した資源量指標を見出し、環境変動との照合を行い、資源
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変動に影響を与えた環境要因を絞り込むことを目的とした。
2) サンマ資源量は、2003 年以前については推定されていないので、資源の長期変動につい
て検討する場合には、
資源量の変動とよく一致する指標を見出す必要がある。
そこで、2003
年以降の 1 歳魚の漁期前の分布密度（資源量に対応）と来遊資源尾数指数（1 歳魚）およ
び漁期の CPUE（40 トン以上の漁船による 1 操業当たり 1 歳魚漁獲尾数）の年変動を比較
した。その結果、漁期前分布密度と CPUE の関係については、漁期前分布密度が高いはず
の 2003 年が CPUE では低くなるなど、両者は異なった変動傾向を示した。一方、漁期前分
布密度と漁期の来遊資源尾数指数はよく一致した年変動傾向を示した。
従って漁期におけ
る資源量指標としては来遊資源尾数指数の方が適当であると考えられた。
3) 来遊資源尾数指数の長期変動から、資源水準の変動は以下のように記述できた。1950 年
代に高く、1960 年代後半には大きく低下した。その後 1980 年代後半に上昇し 1990 年代
前半にピークとなり、1990 年代後半には一時低下した。2000 年代になってからは再び 1990
年代前半並みの水準となっている。
過去 60 年間における最低水準期は 1960 年第後半から
1970 年代始めまでであった。来遊資源尾数指数は産卵期の亜熱帯前線域の水温および北
上期の亜寒帯前線域の水温と関連性があることが分かった。
(6) 総合的な成果
1) 飼育試験においては、概ね自然の生活史に沿った成長、成熟などの過程を再現できた。
2) 飼育魚の産卵過程の研究から産卵履歴を反映している指標として卵巣動脈の弾性板が有
効であることが分かった。
3) 耳石日周輪の解析から海域・時期によって成長速度が異なることが分かって来た。
4) 数値モデルには回遊モデル・資源動態モデル・成長モデルの統合が進み、資源変動を検討
するための基礎ができた。
３．調査・研究推進上の課題
(1) 自然状態では 0 歳と 1 歳で産卵があるものと想定されているが、本研究の飼育試験では 1
回しか産卵させられず、自然状態を完全に再現することはできなかった。
(2) 天然魚でも卵巣動脈の弾性板が有効な指標となるかどうか、さらに検討が必要である。
(3) 海域・時期によって成長速度が異なる原因について環境要因を考慮に入れた解析が必要で
ある。
(4) 数値モデルへの生物学的パラメータの組み込みや環境変動の取り込みには、まだ考慮すべ
き要素が多く、今後長期的な視点で継続的に改良していく必要がある。
４．特筆すべき成果
(1) サンマの周年飼育、採卵技術などを確立し、飼育による生態解明に道を開いた。
(2) サンマの成熟過程を明らかにし、親魚量評価の基礎となる知見が得られた。
(3) 硬組織の精査により年齢（寿命）
、成長速度などが解明された。
(4) 回遊・資源動態・海洋モデルを合体された数値モデルの開発により、サンマの資源全体を
再現する数値モデルの基礎が構築された。
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様式-2 平成 22 年度資源動向要因分析調査課題報告書（中課題）
課題番号
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担当機関
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５０００
資源動向要因分析調査
マイワシ、マサバ、カタクチイワシ太平洋系群
中央水産研究所海洋生産部低次生産研究室
杉崎宏哉（課題代表者）

１．調査・研究の目的
本調査では、魚種交代など明瞭な長期資源変動が観察されているマイワシ・マサバ・カタク
チイワシの太平洋系群を主対象とし、資源変動の主要因となる再生産成功率がふ化から移行域
に主に分布する若魚期までの累積死亡により主に決定されるという視点から、加入までの成長
過程で経験する生態系で餌料環境（ボトムアップコントロール）、捕食による減耗（トップダ
ウンコントロール）および成長履歴の把握に注目して研究を進める。それぞれの課題では短期
的な事象の記載にとどまらず、
尐なくとも過去10年間以上の長期変動データを整備して、Blimit
年である1996年の環境との比較など資源動向と餌料環境との関連に着目して過去の生態系変動
の知見をレトロスペクティブに解析し、気候変動が加入量の変動に結びついている過程を詳細
に明らかにしていくことを目的としている。また長年低水準であったマサバでは2000年代にな
ってから卓越年級群が認められ回復計画も進められていることから、本研究課題の中で資源動
向を正確に把握することでタイムリーな資源変動機構の知見が得られると考えられる。ゴマサ
バは対象種ではないがマサバと同時に漁獲され、マイワシ・マサバの資源増減の機構との関連
が想定されるので補足的に調査の対象とする。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1)日向灘および土佐湾において、冬春季のかいあし類は、1980、1990 年代に個体数が尐なく、
種数や多様度は 1970 年代初頭、1990 年前後、2000 年前後に高く、短期的に変化した。日向
灘と土佐湾の長期的な変動パターンは類似していたが、日向灘の方が出現種数が多く、種多
様性も高かった。黒潮は 2001 年 C 型、2002-2004 年および 2010 年は N 型であり、2001 年は
遠州灘沖の黒潮内側域に冷水渦が、2003 年および 2004 年には九州東岸沖に小蛇行に伴う冷
水域が認められた。また黒潮外側域には、詳細な海洋構造を解析できなかった 2004 年を除
き、混合層の厚い海域が出現した。調査期間中、黒潮は 2001 年 C 型、2002-2004 年および
2010 年は N 型で、すべての年で非大蛇行流路であった。2001 年は遠州灘沖の黒潮内側域に
冷水渦が、2003 年および 2004 年には九州東岸沖に小蛇行に伴う冷水域が認められた。各年
ともかいあし類体積は黒潮外側域で尐なく、
特に混合層の厚い海域でさらに尐ない傾向が認
められた。また、プランクトン現存量は 1990 年頃より増加傾向にあることが認められ、1990
年代前半までは 4-5 月頃見られた現存量の春季のピークが、1994 年頃以降やや早まってい
る傾向が認められ、
現存量変動のみならず出現のタイミングも経年的に変化していることは
明らかとなった(5010)。
(2)10 年にわたり黒潮域の低次生物生産のモニタリングを行っている観測定線のデータを取り
まとめた結果、冬季の混合層増大に起因した春季植物プランクトン大増殖が毎年認められ、
この生物生産が浮魚類の生活史初期の生育場における餌環境を支えていることが明らかに
なった。
黒潮から黒潮続流域にいたる浮き魚仔稚魚生育場の餌料環境を時空間的に広範囲に
解析するため、
本研究課題によってシステムが確立した卓上型のビデオプランクトンレコー
ダー（B-VPR）を用いて、 1960 年代から最近までに行われた 2 月の観測によって得られた
約 2000 測点の動物プランクトン標本からカイアシ類のサイズ別個体数密度および現存量の
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分析を行った結果、黒潮潮内側域で 2000 年以降密度が高い年が継続しており、マイワシ資
源の急激な増大期であった 1970 年代と同等あるいはそれ以上のレベルで生活史初期のマイ
ワシ仔稚魚の餌料遭遇確率が高くなっている可能性が示唆された(5020)。
(3)親潮-黒潮移行域で経年的に採集されている動物プランクトン標本を用い、マイワシの稚魚
の重要な餌料プランクトンである Paracalanus parvus と Corycaeus affinis の 1960 年〜
2009 年までの成体の個体数の季節変動および経年変動を解析した結果、P. parvus の個体数
は春〜夏にかけて高い値を示し、春季の個体数は 60 年代中期に最も高い値を示した後、80
年代中期まで比較的高い値で推移しその後 2000 年代後期まで低位で推移していることが明
らかとなった。本種の個体数が高かった年代はマイワシの加入の良かった年代と一致し、親
潮黒潮移行域において資源高水準期にマイワシ稚魚の好適な餌環境があったことが示唆さ
れた。また栄養塩濃度の経年変動解析の結果、表層のリン酸濃度は 1950 年代中期から 2000
年代後期まで一貫して減尐トレンドにある一方で中層（26.7-26.8面：亜寒帯中層水の中
心密度）では濃度は上昇トレンドを示していた。マイワシの重要な餌プランクトンである
P. parvus 個体数の変動は表層のリン酸濃度とよく似た変動パターンを示し、栄養塩供給の
変動が生物生産量の変動をもたらし、
マイワシ稚魚の餌料環境に影響した可能性を示唆した
(5030)。
(4)黒潮親潮移行域で採集されたマイワシ稚魚では、1996～2007 年級群の CPUE と翌年 1 歳魚の
漁獲尾数の間には正の相関が認められ、
両者の値は 2001～2004 年には著しく低下していた。
2010 年級群の稚魚の CPUE は、調査が開始された 1996 年以降で最大の値を示した。黒潮続
流单側海域（KESA)の冬季水温は依然高温傾向であるが、2009～10 年冬季については、北極
振動（Arctic Oscillation)の指標値が近年でも特異的に負偏差を示した。尐なくとも 2010
年級群にとっては、近海域の海洋環境は生残に良好であったことが推察された。年により生
残した越冬未成魚の推定孵化時期に相違が見られ 2004 年では 5～7 月が主体、2008 年では 6
～7 月が主体、2009 年では 6～8 月が主体であった。推定孵化月組成が 1～9 月までの間のう
ちの 5～6 ヶ月間にわたることは各年共通しており、越冬期未成魚群は複数のふ化月の魚群
が混合して形成されていることが推測された(5120)。
(5)マサバの 9～10 月の三陸～千島沖の調査において、2010 年は 148 度以東の千島列島沖に分
布する個体は小型で孵化日が遅かった（6 月が中心）のに対し、東経 148 度以西の近海は大
型で孵化日の早い（4 月中心）個体が多かった。一方加入量水準の低かった 2006 年は孵化
日の早い個体がほとんど見られず、サバ類当歳魚は、北上期に東方に分布を広げ、早く発生
し成長した個体から西方へ移動することが示唆された。6～7 月の北上期の個体群が 9～10
月に近海に分布する大型個体に繋がると考えられることから、早期（3～4 月）に発生した
個体が多い年は加入量水準が高くなることが示唆された。経年調査の結果、マサバは 3～4
月の発生量が多く、かつ 4 月の続流域において適水温を経験することにより、発生初期に良
好な成長速度が得られ、加入成功につながったと考えられた(5130)。
(6)カタクチイワシ仔稚魚と捕食者の同時採集を 2005～06 年に行った。得られた魚類の胃内容
物分析の結果、小型浮魚類仔稚魚の捕食者として特に重要な種はカツオとサバ類(成魚・未
成魚)であり、カツオの腸内の耳石数から推定したカツオ 1 個体 1 日当たりのカタクチイワ
シ仔稚魚捕食重量は約 9.4g、カツオの日間摂餌量のうちうちカタクチイワシ仔稚魚の割合
が 51%であった。
一方 2008 年の調査で収集したサバ属稚魚の餌料の 65%以上をカタクチイワ
シ等仔稚魚が占め（重量比）
、日間摂餌量は体重の 7.5%と推定された。アカイカの胃内容か
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ら、カタクチイワシ DNA の検出を試みたところ、流し網、トロール、釣りで採集されたアカ
イカの胃内容からカタクチイワシの DNA が検出された。さらに法医学で用いられる
Ampdirect を使用すると、さらに高い検出率を得ることができた(5210)。
(7)資源調査によって得られたカツオの胃内容物の解析結果から、
本調査を行ったすべての年を
通じてカタクチイワシの重要性が高く、全湿重量に占める割合は平均約 80%であった。カタ
クチイワシ 0 歳魚が占める割合は、本種の加入量変動に応じた年変動を示した。一方資源の
低水準期にあるマイワシについては、その稚魚の分布水温帯が 15～18℃中心でありカツオ
の分布域よりは低めであるため、カツオとの遭遇率は低いと考えられた。ただし、マイワシ
の加入量が調査期間の中でも比較的多かった 2009・2010 年については、マイワシ稚魚は表
面水温 20 もしくは 21℃の海域にも分布しており、この場合はカツオとの遭遇率が高まるこ
とが想定され資源高水準期にはカツオがマイワシの捕食者として重要である可能性を示唆
した。カタクチイワシ稚魚について、カツオの来遊量変動を考慮して年当たり被食量を試算
すると、資源量の 8～22%（平均 17%）と推定され、カタクチイワシの加入過程において、被
食の影響は大きいと考えられた(5220)。
(8)マイワシモデルの移動モデルを改良し、FRA-JCOPE（海洋大循環モデル）の再解析値を用い
ることのできるマイワシモデルへ再構築を行い、1993-2007 年の太平洋系群の産卵データと
FRA-JCOPE の再解析値を用いて産卵後 30 日目までの移動・成長・生残のシミュレーション
をして得られた 0 歳魚資源尾数の推定値と、1993-2007 年の加入量指数とを比較してみると、
経年変動を再現できる結果が得られた。また、 マサバについて成長は水温 21℃で最も良い
と仮定し、生残率は最適水温を 17℃から 21℃まで 1℃ごとの５通りを設定してシミュレー
ションを行い、現実的なマサバの分布海域を推定することができた(5310)。
３．調査・研究推進上の課題
昨年度、各課題の研究方針を見直し、課題間の連携、資源評価への貢献を意識した研究の遂
行をめざした。その結果、明瞭に年々の資源変動に対応する成果が得られるようになった。本
研究の進捗により仔稚魚の生残および加入に大きく関わる季節か海域が存在することが明らか
になり、これまで想定されていた浮魚類の加入を左右する海域や季節以外の調査が必要である
ことが認識されてきた。加入変動のメカニズムを把握し、加入量予測を行うためには、本研究
で得られた成果を精査し、重要な時期、海域を絞り込んで海洋物理環境、生物生産等餌料環境
から仔稚魚の分布、生産にいたる一連のプロセスに関して高い精度の調査を進めていくことが
肝要である。
４． 特筆すべき成果
(1)仔稚魚の生残の年変動を左右するボトムアップコントロールのメカニズムを明らかにする
ため、長期にわたり産卵場から仔稚魚の生育場にいたる黒潮から黒潮続流、親潮-黒潮移行
域にいたる広範囲のプランクトン現存量の経年変動を調査し、黒潮域では 1990 年頃より増
加傾向にあること現存量の春季のピークが近年早まっている傾向が認められた。
黒潮から続
流にかけての海域では特に流軸の北側で 2000 年以降はマイワシ資源の急激な増大期の 1970
年代と同等あるいはそれ以上のレベルでプランクトン密度が高くなっていることが明らか
になった。一方親潮－黒潮移行域ではマイワシ稚魚餌料の重要種である P。parvus の春季の
個体数が高かった年代はマイワシの加入の良かった年代と一致し、
マイワシ資源高水準期に
マイワシ稚魚の好適な餌環境があったことが示唆された。
水産研究所に長期にわたり蓄積さ
れ保管されている膨大な量のプランクトン標本を迅速に解析するため、
卓上式ビデオプラン
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クトンレコーダーのシステムを開発し、本課題において実用レベルに達した。
(2)マイワシおよびマサバの仔稚魚の各年の孵化時期、成長速度、加入の成否を詳細に解析し、
これらに年変動があることを見いだした。マイワシでは加入量指数の悪かった 2004 年では
越冬期未成魚の推定孵化月は 5～7 月が主体、加入量指数の良かった 2009 年では 6～8 月と
なっていた。またマサバでは経年解析の結果、3～4 月の発生量が多く、かつ 4 月の続流域
において適水温を経験することにより、発生初期に良好な成長速度が得られ、加入成功につ
ながるというストーリーが得られた。この一連の成果により、加入に重要な時期と海域が明
瞭になってきた。
(3)これまで資源加入のメカニズムにおいてブラックボックスとなっていた捕食者による仔稚
魚の捕食がもたらす減耗（トップダウンコントロール）に関して、詳細な現場観測により多
くの知見が得られた。カタクチイワシ仔稚魚と捕食者の同時採集の結果により、カツオとサ
バ類が小型浮魚類仔稚魚の捕食者として特に重要であり、その日間摂餌量も定量評価され、
カツオでは体重の 4。4%、サバ属稚魚では 7。5%と推定された。また消化管内容物の検鏡に
よる解析が困難なイカ類の食性について法医学で用いられる Ampdirect を使用し高い検出
率を得ることができ、新たな消化管内容物分析手法として利用できる可能性を示した。2004
年から 2009 年の資源調査の結果よりカツオの来遊量変動を考慮したカタクチイワシ稚魚の
年当たり被食量は資源量の 8～22%（平均 17%）と推定され、カタクチイワシの加入過程にお
いて、被食の影響は大きいことが定量的に示唆された。一方現在資源の低水準期にあるマイ
ワシの稚魚の分布水温帯はカツオの主分布帯より低く、
カツオとの遭遇率は低いと考えられ
たが、マイワシの加入量が比較的多い 2009・2010 年では、マイワシ稚魚の分布水温帯は高
水温域にも広がっており、
資源高水準期にはカツオがマイワシの捕食者として重要である可
能性を示唆した。
(4)FRA-JCOPE（海洋大循環モデル）の再解析値と資源調査の結果を用いて、マイワシおよびマ
サバの生活史初期の移動・成長・生残を再現するモデルの開発を行った。マイワシについて
は 1993-2007 年の 0 歳魚資源尾数の推定値が加入量指数の変動と良い対応を示しており、
経
年変動を再現できる結果が得られた。また、マサバについて水温に応じて成長と生残率を設
定し、現実的なマサバの分布海域を推定した。
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様式-2 平成 22 年度資源動向要因分析調査課題報告書（中課題）
課題番号
大課題名
中課題名
担当機関
担当者名

６０００
資源動向要因分析調査
マアジ対馬暖流系群
西海区水産研究所東シナ海漁業資源部資源生態研究室
塚本洋一（課題代表者）

１．調査・研究の目的
東シナ海は極東海域で最も広大な陸棚域を有する海域であり、多くの水産上重要種の成育
場・産卵場となっている。マアジにおいても東シナ海および日本海の対馬暖流域は我が国にお
ける最も大きな漁場となっている。また、近年の研究では冬～春季の東シナ海南部海域に非常
に大きなマアジの産卵場が形成され、この海域で発生した仔魚が海流により北方へと輸送され
ることが明らかとなり、その過程において成長依存型の生残様式が存在することが示唆されて
いる。本研究ではこの冬～春季東シナ海南部発生群を主対象に、マアジの新規加入量を決定す
る要因として東シナ海中南部海域の餌料環境に焦点を当て初期生残の多寡に及ぼすプランクト
ンの役割を定量的に評価し、その機構を明らかにする。それと同時に海洋環境-餌料環境-マア
ジ資源の長期変動について統計学的解析を行う。これらの結果とマアジ仔魚の輸送実態を明ら
かにすることにより、対馬暖流系海域におけるマアジ資源の変動要因を明らかにする。
２．今年度までの調査・研究成果の概要

6010 マアジ仔魚摂餌生態調査・6020 餌料環境調査
(1)

2005～2009 年の冬～春季にかけてのカイアシ類データセットを完成させ、関連課題に引
き渡した。得られたデータセットを用いて、主要な餌料カイアシ類の個体数・生物量を
定量的に算出した。また、小型カイアシ類 3 種の摂餌速度・卵生産速度を測定した。摂
餌速度は 0.3～6.8μgC copepod-1 day-1 となった。摂餌速度は最低餌要求量の 38～913%と
大きくばらつき、植物プランクトンのみを餌とした場合、餌不足～飽和状態まで様々な
状況にあったことを示した。
(2) 仔魚 1 尾当たりの平均摂餌数は 7～21 時まで高い値を維持し、21～0 時にかけて徐々に低
下し、深夜 1～6 時までほぼ 0 となった。21～0 時にかけての餌数の減尐過程から、マア
ジ仔魚の消化管通過時間は体長<5mm と 5～8mm の何れも 3 時間と推定した。消化管通過速
度を 0.33 (h-1)、仔魚が摂餌を行う時間帯を 7～21 時まで (14 時間) と仮定し、マアジ
仔魚が 1 日当たりに食べる餌数 (日間摂餌量) を体長<5mm と 5～8mm のそれぞれで 12.1
個体、29.1 個体と推定した (生息水温＝約 21～23℃の場合)。
(3) 海洋環境に関する研究により、春季の成層の発達と植物プランクトン大増殖との関連が
示された。餌料環境としては、黒潮の影響の強い海域では餌料カイアシ類の割合が低い
事、種および発育段階により分布特性が異なることが明らかとなった。さらに、沿岸水
域、黒潮域、および両者のフロント域に異なる性質のカイアシ類群集が存在することが
示された。本課題の成果を活用し、仔魚の摂餌実態を明らかにした。2005 年～2009 年の
冬～春季にかけての環境（水温・塩分・Chl.a）およびカイアシ類現存量のデータセット
を完成させた。作成したデータセットを活用した解析により、東シナ海のカイアシ類群
集の生物量の変動は餌料（Chl.a）の影響を強く受けている事が示された。また、生物量
の増加には Chl.a が高い年に主要な餌料カイアシ類である Paracalanus の生産が活発で
あったためと示唆された。
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(4)

(5)

(6)

Paracalanus の卵生産速度と Chl.a 量との間に明確な関係は認められなかったが、水温の
上昇に伴い卵生産速度が増加することが示された。摂餌速度の測定により、主要な餌料
カイアシ類である Paracalanus が、大型プランクトンを選択的に摂餌し、植物プランク
トンだけではなく、微小動物プランクトンを摂餌することで餌要求を満たしている事が
示唆され、摂餌の多様性が成長・生残を支えていると考えられた。今後、微小動物プラ
ンクトンを含めた餌料生物との関係を解明する必要が示された。
マアジ仔魚について、餌料の消化管通過速度を 0.33 (h-1)、仔魚が摂餌を行う時間帯を 7
～21 時まで (14 時間) と仮定し、マアジ仔魚が 1 日当たりに食べる餌数 (日間摂餌量)
を体長<5mm と 5～8mm のそれぞれ 12.1 個体、29.1 個体と推定した。これらの結果を基に
2005～2007 年について、マアジ仔魚が 1 日当たりに餌現存量に与える摂餌圧を各測点毎
に推定した。その結果、大型仔魚の方が大きな摂餌圧を示す傾向があり、また測点によ
っては 3 以上の比較的高い値となる場合も認められたが、全体としては<0.5 の低い値を
示す測点が多数を占めた。
マアジ仔魚の加入ポテンシャル G(体重あたり瞬間成長率）:M(瞬間死亡率)を 2005，2007，
2009 年で比較した。水温・餌の変化 が加入ポテンシャルの上下に影響を及ぼしているが、
その後の生残量を決定する要因とはなり得ないことが明らかとなった。

6030 マアジ加入実態把握調査
(7)

従来のノルパックネット、ボンゴネット、ニューストンネット採集に加え、小型表中層
トロールネットを導入することにより、マアジの孵化直後の仔魚から体長約 50mm 程度の
稚魚までの採集が可能となり、東シナ海における発育段階別マアジの分布が明らかとな
った。また、オーブコム衛星対応型漂流ブイを東シナ海南部のマアジ仔魚が濃密に分布
する海域に投入して追跡調査を行った。黒潮に取り込まれたブイは比較的速やかに下流
の太平洋岸へと流された。これに対し陸棚上の黒潮分派に取り込まれたブイは南部海域
でゆっくりと北上し約 2 ヶ月後でも東シナ海に留まっていた。これらの結果より、黒潮
に取り込まれたマアジは比較的速やかに太平洋岸へ輸送されるが、黒潮分派に取り込ま
れた個体はゆっくりと北上することにより、多くが東シナ海陸棚域に加入（着底）する
と推定された。
(8) 若狭湾で漁獲されたマアジ稚幼魚の耳石日周輪解析および形態の観察を行った。若狭湾
に来遊するマアジは発生日や形態が異なる複数の群により成り立っている事を明らかに
した。また、九州西方および沿岸域、五島周辺海域で採集された稚幼魚について若狭湾
産と同様の解析を行い、孵化日組成や形態の差異から発生場所の推定を行った。
(9) 日本海および太平洋沿岸に加入したマアジ稚魚の耳石日輪解析を行い、日齢情報を基に
採集海域から、マアジ卵稚仔輸送モデルを使用して、粒子逆輸送実験を行い発生海域の
推定を行った。日本海で 6 月に採集されたマアジ稚魚の発生海域は九州西岸～朝鮮半島
南岸・対馬である可能性が高いことが示唆された。
(10) 東シナ海大陸棚に着底したマアジの耳石日周輪解析を行い、成長・生残過程について研
究を行った。特に耳石 2 次核の形成時期と稚魚期への移行時期の関係を用い、成長の早
い個体が稚魚期へと素早く移行し着底することを明らかにした。
(11) 東シナ海大陸棚に着底したマアジについて、仔魚期の平均成長速度と加入量の間に有意
な年差は認められなかった。仔魚期では生残のための成長速度の閾値（0.45 mm d-1）が
想定され、それ以上で成長した個体が生き残ることが推定された。変態期・稚魚期の平
均成長速度は加入量（着底稚魚の現存量）と正の相関を示しており、これらの発育段階
における成長がその年の加入量に影響することが明らかになった。
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6040 東シナ海中長期変動分析調査
(12) 卵稚仔調査の環境データセット（2001～2009 年）および長崎海洋気象台が沖縄島西方の
定線(PN)線の長期環境データセット（1973～2008 年）を完成した。PN 線における冬季・
春季の混合層（水温、厚さ）とカイアシ類の年々変動を把握した。
(13) PN 線の動物プランクトン群集は出現海域・季節等により 6 グループに分かれ、それらの
変動は水塊構造と水温変化に強く影響を受けていた。また、温暖な海域・季節に出現す
る群の個体数密度は増加傾向にあり、近年の温暖化との関連が示唆された。
(14) 冬季（1～3 月）に関して、PN 線における 1988 年以降の表層混合層（水温、厚さ）及び
東シナ海中南部における 1971 年以降の表面水温の年々変動を把握した。両者は良く一致
し、南西諸島の冬季平均気温（12～2 月）の年々変動と有意な相関を示した。また、PN
線における春季～秋季の水温・塩分データセットを作成した。
(15) FRA-JCOPE 再解析値を用いて、マアジ卵仔稚魚輸送モデルによる粒子追跡実験を行った。
各年 2/12 に台湾北東海域に 10,000 粒子を投入し、30 日後・60 日後・90 日後における、
日本海・太平洋・北部東シナ海・南部東シナ海それぞれに存在する粒子数をカウントし
た。また、FRA-JCOPE 再解析値を用いて、マアジ仔魚の生息水温帯（18.5～23.5℃）の東
シナ海における面積比率を算出した。
(16) 潮汐成分を加味した FRA-JCOPE 再解析値を用いてマアジ輸送・生残モデルを再構築した。
その結果、マアジが東シナ海に滞留する時間が長くなり、実際の調査結果とより合致す
るようになった。
(17) 東シナ海大陸棚に加入するマアジの加入密度は、成長速度に依存しており、特に稚魚期
から変態期、着底後の成長速度と関係が大きいことが明らかとなった。4 月の表層水温お
よび 5-6 月の底層水温と強い相関が認められた。
３．調査・研究推進上の課題
(1) 本研究で東シナ海域でのマアジの加入量変動要因についてはある程度明らかになったが、
九州西岸～日本海西部海域へ加入するマアジについては説明できていないので、今後の課
題となる。
(2) 輸送・生残モデルを使用した研究を発展させるためには、FRA-JCOPE から FRA-ROMS への移
行がスムーズに行われる必要がある。
(3) 昨今の国際情勢により、十分な調査が遂行できないことが懸念される。特にマアジの仔魚
が大量に出現する東シナ海南部海域は尖閣諸島およびその接続水域であることから、その
水域への調査船の立ち入りが制限される可能性がある。
４．特筆すべき成果

6010 マアジ仔魚摂餌生態調査・6020 餌料環境調査
(1) 冬～春季の東シナ海南部海域において、マアジ仔魚の摂餌生態と餌料環境の調査を行い、
当該海域の餌料環境特性および餌料の多寡がマアジ仔魚の生残に及ぼす影響について検討
した。その結果、マアジ仔魚が多量に分布する水塊において餌料は必要量を満たしていた。
水温や餌料の分布密度がマアジ仔魚の加入ポテンシャルに影響を与えているが、その年の
大陸棚への加入量を説明する要因とはなっていないことが明らかになった。

6030 マアジ加入実態把握調査
(2) マアジは我が国周辺海域へ周年にわたり来遊する。これらのマアジは複数の発生海域・発
生海域から成り立っている。対馬暖流系群においては、東シナ海大陸棚に加入する多くは
2-3 月の東シナ海南部海域で発生した個体であること、日本海西部に初夏に稚魚として加
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入する多くは 5-6 月に九州西～対馬周辺海域で発生した個体であることが明らかとなった。
(3) 耳石日周輪を利用したマアジの成長履歴解析方法の確立により、本種に成長依存の生残機
構が存在することを明らかにした。特に成長速度と着底イベントに注目して成長速度の速
い個体ほど早く着底することを明らかにした。
(4) 成長履歴を逆算することにより、加入に成功した個体の発育段階別の成長速度について検
討を行い、仔魚期よりも仔魚～稚魚期の成長速度が加入に強く影響を及ぼしていることを
明らかにした。

6040 東シナ海中長期変動分析調査
(5) これまで情報がほとんど存在しなかった東シナ海中南部海域の餌料プランクトン組成を明
らかにした。加えて、過去東シナ海域で採集されたプランクトン標本の解析を行い、デー
タセットを作成した。
(6) 潮汐成分を加味した FRA-JCOPE 再解析値を用いてマアジ輸送・生残モデルを再構築した。
東シナ海のような大陸棚域では潮汐が流れに及ぼす影響が大きく、本モデルの精度向上に
は不可欠であることが明らかになり、
(7) 上記の結果から、東シナ海大陸棚に加入するマアジの加入密度は、成長速度に依存してお
り、特に稚魚期から変態期、着底後の成長速度と関係が大きいことが明らかとなった。こ
の成長速度は 4 月の表層水温および 5-6 月の底層水温と強い相関が認められた。
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様式-2 平成 22 年度資源動向要因分析調査課題報告書（中課題）
課題番号
大課題名
中課題名
担当機関
担当者名

９０００
資源動向要因分析調査
スケトウダラ日本海北部、ズワイガニ日本海、スルメイカ秋季発生系群
日本海区水産研究所日本海漁業資源部資源評価研究室
木所英昭（課題代表者）

１．調査・研究の目的
本課題では、日本海における複数の TAC による資源管理対象種の資源動向の変化を海洋環境
（水温、流動：ただし魚種によって過程は異なる）をもとに明らかにすることを目的としてい
る。スケトウダラ日本海北部系群では、日本海海洋予測システム（JADE）のデータを用いて近
年の卵、稚仔魚～幼魚期における輸送状況をシミュレーションすることで、輸送条件が与える
資源変動要因を検証することを目的とした（小課題 9010）
。ズワイガニ日本海系群では、JADE
による近年の輸送条件と、採集調査から得られたズワイガニ幼生の鉛直分布データを用いて輸
送状況をシミュレーションし、産卵海域付近の陸棚斜面海域に戻ってくることを検証すると共
に、中長期的な輸送環境と資源変動の関係を明らかにすること目的とした（小課題 9020）
。ま
た、スルメイカ秋季発生系群では、資源変動と餌料環境の中長期的な変化を把握すると共に、
幼スルメイカの分布と餌環境の関係を明らかにすることを目指した（小課題 9030）
。以上の日
本海における主要魚種の資源変動要因を解明するうえで基盤となる中長期的な海洋環境
（水温、
流動）の変化の海洋動態モデルによる再現精度の向上も引き続き行った（小課題 9040）
。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
本中課題で得られた海洋環境（日本海の水温・対馬暖流の流動）の変化が与える水産資源（複
数魚種）変動への影響過程は下記の通りである。
1)日本海における水温変化が与える影響
スルメイカ秋季発生系群では水温偏差が高いほど幼生期から幼イカ期の生残率が高く（図 1）
、
1990 年代以降の冬季の水温上昇が 1990 年代以降の資源量の増大および主発生時期の拡大に寄
与したことが示された。
スケトウダラ日本海北部系群では 2006 年に豊度の高い年級群が出現し
たが、2006 年は例年と比較して水温が低く（スケトウダラ稚仔魚の生残に適正な水温であり）
、
スケトウダラの生残率が高かったことが加入量が多かった要因として示された。
日本海における冬春季の水温の変化パターンは、東西および南北でのシーソーパターンも認
められるものの、日本海全域で同様な変化傾向が最も強い（平井 1994）ため、日本海における
水温の変化は、影響の方向性は魚種系群によって異なるものの、複数魚種（スルメイカおよび
スケトウダラ）の変動要因として影響するものと判断される。
2)対馬暖流の流動変化が与える影響
スルメイカ秋季発生系群では、中長期モデルを基に検討した結果、1990 年代以降の水温上昇
の直接的な影響に加え、対馬暖流沖合分枝の蛇行傾向が強くなることにより、暖流域に留まる
傾向が強くなったことが資源量が増加する要因になったと判断された（図 1）
。
スケトウダラ日本海北部系群では基本的に水温と加入量に負の相関が示されており、産卵場
から生育場への輸送過程における環境条件が加入を左右すると考えられる。近年のスケトウダ
ラ日本海北部系群の産卵場は道南海域が主となっているが、現状の数値モデルによる流動をも
とにしたシミュレーションでは、石狩湾からは生育場のある武蔵堆周辺への輸送過程はよく示
されたものの、檜山・岩内の産卵場からの輸送は経路の変動が大きいと示され（図 2）
、当系群
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においては水温に加えて産卵場の形成位置と流動条件が加入資源量を左右する要因の一つとな
っていることが示唆された。
ズワイガニ日本海系群では、幼生の着底海域である陸棚斜面上および産卵海域に再び戻って
くることが本資源の加入の成功および資源の増大につながるとの作業仮説の検証をおこなった。
近年の流動条件によるシミュレーションの結果では、ズワイガニ幼生は、メガロパ幼生期に沈
降すると共に反流によって産卵海域付近に戻ってくることが示された。また、中長期モデルを
用いた結果では、資源量が増加に転じた年の加入群は、産卵海域の陸棚斜面域に多く輸送され
ることが示された(図 3)。ただし、中長期モデルによる解析では、陸棚斜面域への輸送には山
陰沿岸域の冷水渦が深く関係しており（図 3）
、その流動場の再現精度に大きく依存すること（お
よび対馬暖流域に形成される渦が資源変動と深く関係すること）も明らかとなった。
以上のように対馬暖流域において、各魚種それぞれに各流動条件が関与していることが示さ
れた。今後、各流動条件の変化をもとに各魚種系群の資源動向を判断することが可能になるこ
とが期待される。加えて、これら資源変動に関与する流動の変動は、対馬暖流域全体の広域的
な変動の様相を併せもつ可能性があり、それらを明らかにすることで、複数魚種系群の資源変
動を広域的な流動条件の変化と関連づけて同じ要件として説明することも可能になると期待さ
れる。

図 1.スルメイカの中長期海洋モデルを用いたシミュレーションによる 1980 年代と 1990
年代の生残率の変化シミュレーション結果（平成 20 年度成果報告書より）

図 2．2005～2009 年のスケトウダラ 3 月ふ化群卵仔魚の JADE による
輸送シミュレーション。産卵場の設定は、緑：檜山、青：岩内、赤：石狩。

- 87 -

図 3.中長期海洋モデルによるズワイガニ幼生の帰還率（設定した産卵場＝山陰沿岸付近
の大陸棚斜面へ輸送される割合）の変化と対馬暖流の流動の関係。
3)餌料環境との関連
本中課題では物理環境の変化が与える水産資源変動への影響を中心に検討してきたが、小課
題 9030 では、スルメイカ秋季発生系群を対象に餌料環境の影響についても検討を加えた。その
結果、
スルメイカの餌料として重要なキュウリエソもスルメイカ同様に 1990 年代以降増加して
いたこと、近年の幼イカの分布調査結果（平均採集個体数）と衛星画像による基礎生産（Chl.-a
の分布密度）の間には相関があることが示され、物理環境に加え、餌環境も合わせて検討する
ことで、より精度の高い資源変動要因の解明および加入量予測が可能になることが示された。
4)各魚種系群における成果の概要
各小課題（魚種系群）で得られた主要な成果の概要は下記の通りである
(1-1)調査で採集された仔稚魚のふ化日組成は年によって異なり、加入の良かった 2006 年級群
では 3 月が主体であったのに対して、
加入が悪かった 2008 年級群のふ化月は 1～3 月にお
よんでいた。
(1-2)日本海海況予測システム（JADE）の解析値を用いた卵仔魚輸送実験の結果、3 月産卵が生
存適水温帯に保持されやすく有利等の結果が得られた。
産卵期の後半に北方の産卵場で生
まれると生残が良くなると期待できることから、産卵場が南方に限定されている要因が、
近年の加入量変化を検討する上で重要と推測された。また、実際に観測された 2006 年 3
月生まれの高い生残の状況は、このシミュレーションによる卵・仔魚の経験水温の観点か
ら説明することができた。
(2-1)平成 22 年調査ではメガロパ幼生は隠岐～若狭湾沖で個体数密度が高く、能登半島沖に比
較的個体数密度が高かった平成 21 年度とは水平分布が異なっていた。なお、メガロパ期
幼生の甲幅および甲長と水平分布および鉛直分布に明確な相関は確認できなかった。
(2-2)ズワイガニ幼生の鉛直分布特性と海洋環境の関係から、
幼生の鉛直分布は海水の鉛直密度
分布にある程度依存する傾向が確認され、
海洋鉛直構造の季節変化のみによっても幼生の
分布深度が徐々に深くなる機構の存在が示唆された。
(2-3)日本海海況予測システム（JADE）のシミュレーションによって、隠岐～若狭湾沖で個体数
密度が高かった平成 22 年 6 月の調査結果は正確に再現された。さらに、帰還率（孵出海
域への着底率）の年々変動を推定した結果、ゾエア期幼生輸送時に対馬暖流流路が離岸し
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ている年には幼生が孵出海域に滞留しやすくなり、
着底時期に浜田沖で強い亜表層反流が
持続すると、帰還率が非常に高くなることが示唆された。
(2-4)中長期モデルデータ（RIAMOM）で幼生の輸送計算を試行したところ、JADE データと同様
に幼生の帰還率に年々変動がみられ、
レジーム移行期に隠岐海峡付近に特異な冷水渦が生
じたときに幼生帰還率が特異的に上昇していたと推測された。
(3-1)スルメイカの主要な餌生物の一つであるキュウリエソの 5 月および 10 月の分布は、レジ
ームシフト後（1989 年～1991 年）は、レジームシフト前（1979 年～1988 年）と比較して、
分布密度が増大していたことに加え、分布範囲も北方に拡大していた。
(3-2)衛星データ（MODIS）による沖合域における Chl.-a の平均分布密度の経年変化は幼スルメ
イカの平均採集個体数と同様であり、沖合域における Chl.-a の平均分布密度と幼スルメ
イカの採集個体数有意な相関関係が認められた。
(4-1)1982～2000 年の日本海海洋環境場の再現実験を行い、パラメータ調整とその精度検証を
行った。極前線の形状（134°E 付近の凸状と 138°E 付近の凹状）を良く表現する結果を
得たが、衛星データと JADE の結果に比べ、極前線が南に位置している事が判明した。
(4-2)中長期モデルの最新結果を利用し，1982 年から 1998 年までのズワイガニ及びスルメイカ
の輸送・生残の試行実験を行い、両魚種の生残が中長期的に変動する結果が得られた。
３．調査・研究推進上の課題
(1)スケトウダラ日本海北部系群の資源変動要因の更なる解明には、産卵場の形成要因および
沿岸域の稚仔魚分布と環境の関連の解明が重要であり、沿岸域の海洋環境の詳細な解析値
が必要となる。
(2)ズワイガニの加入過程を解析するには、幼生の種判別手法の高度化・迅速化に加え、より
詳細な生態情報（孵出海域、時期、浮遊期間、沈降機構など）が必要であり、そのために
はズワイガニ幼生の分布生態調査の継続が要求される。
(3)スルメイカの資源変動機構および加入量推定の精度向上には、物理環境に加えて餌料環境
の関係を解析することも重要である。そのためには基礎生産・餌料環境との関連に加えて
スルメイカの餌料に関する詳細な検討も不可欠である。
(4)水産資源の中長期的な変動と海洋環境の関係を検討するには海洋環境の中長期変動モデル
の精度向上は非常に有効である。今後も継続して精度向上に努めることが重要である。特
にどの現象に注目してモデルで再現を目指すかの整理・抽出を行う必要がある。
４．特筆すべき成果
(1)スケトウダラ日本海北部系群では、稚仔魚の道北沿岸域への輸送が再生産成功に大きく関
与すると考えられるが、近年の道南の産卵場からは輸送されにくく、産卵場の形成状況が
近年の資源低水準に深く関与している可能性が示された。
(2)ズワイガニ日本海系群の幼生は孵出後、対馬暖流によって東方に輸送されるが、メガロパ
幼生期に沈降すると共に反流によって再び孵出海域付近の大陸棚斜面域に輸送されて着底
することが示された。また、山陰沿岸域の冷水渦の存在が、ズワイガニ幼生が孵出海域に
戻ってくる際に大きな影響を与え、資源変動に影響を与える可能性が示された。
(3)スルメイカ秋季発生系群では、物理環境の変化（輸送環境・水温環境）が資源変動と関連
していることが示されたが、さらに餌料環境の中長期的変化および基礎生産の年変化も資
源変動および加入量変動と関連していることが示唆された。
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様式-2 平成 22 年度資源動向要因分析調査課題報告書（中課題）
課題番号
大課題名
中課題名
担当機関
担当者名

１００００
資源動向要因分析調査
基盤となる広域対象海況環境変動
中央水産研究所海洋データ解析センター海洋モデル研究グループ
瀬藤 聡（課題代表者）

１．調査・研究の目的
資源変動と海洋環境変動との関連性は従来から指摘されているが、その機構については不明
な点が多い。
資源変動をもたらす主要な要因の一つとして、
幼魚期の生残率の変動が挙げられ、
その変動には、我が国周辺域の産卵場における水温、卵・仔稚魚を輸送する海流、生育場の水
温と餌料に影響する水塊の変動が影響していると想定される。これらの経年的な変動要因の解
明には、地球規模の変動が我が国周辺の海洋環境に与える影響を解明し、輸送と生残に直接影
響する中規模スケールの現象を表現できる解像度の海洋データセットを整備することが不可欠
である。そのため、本中課題では(1) データ同化モデルによる我が国周辺域の中規模スケール
の海洋物理環境の再現と変動特性の解明、(2) 地球規模の大気・海洋現象が我が国周辺の海洋
環境に与える影響とその機構の解明、(3) 衛星データを利用した植物プランクトン現存量と基
礎生産量の変動機構の解明、を目的とする。各年度の目的を記す。平成 18 年度は太平洋・東シ
ナ海のデータ同化モデル（太平洋・東シナ海の海況予測システム FRA-JCOPE）を改良し運用す
る体制を整備する (10010) とともに、日本海のデータ同化モデル（日本海海況予測システム
JADE）に水産試験研究機関の定線データを導入し精度向上を図る (10020)。また、我が国の天
候変動とアリューシャン低気圧などの大気循環場との関係、及び、北太平洋亜熱帯循環系に現
れる約 20 年周期変動の実態を解明し、
同系を構成する黒潮の流量の長期時系列データを作成す
る (10030)。また、水産生物の餌料環境として重要な植物プランクトン量の変動に移流が与え
る影響を解析する (10040)。平成 19 年度は、FRA-JCOPE と JADE の運用を開始し魚種系課題
に出力を提供するとともに (10010, 10020)、アリューシャン低気圧及び黒潮流量の長期変動要
因を解明し（10030）
、植物プランクトンのブルームを検知する手法の開発 (10040)を行う。平
成 20 年度は、FRA-JCOPE 長期再解析値を作成し同システムの精度向上を図る（10010）
。また、
JADE の実運用開始と精度検証 (10020)、黒潮流量の長期変動機構の解明（10030）
、海面植物プ
ランクトンデータの欠測域補間に必要な同データの時空間的性質の把握 (10040)、を行う。平
成 21 年度は、
東シナ海の再現に優れている東シナ海高精度海洋モデルを導入し長期計算を行う
とともに、日本近海域の混合層変動と大気循環場との関連性の評価、及び沿岸域における精度
評価（10010）
、JADE のモデルパラメータの改良、及び、海面水温変動の再現性の精緻化 (10020)、
海面クロロフィル変動の詳細なデータセットの構築と東シナ海における基礎生産量の変動特性
の把握を行う(10040)。平成 22 年度は、東シナ海高精度海洋モデルによる長期追算値の精度検
証、黒潮域・黒潮続流域・混乱水域における変動機構解析、混合域における冬季混合層と植物
プランクトンとの関係解析を行う（10010）
。また、JADE の精度向上を図るため、津軽・宗谷
海峡の現実的な流出量をシステムに導入し（10020）
、引き続き魚種系課題にデータ提供を行う
(10010, 10020, 10040)。海面クロロフィル濃度の欠測域を補間するための客観解析手法を開発し、
衛星データへの適用を行うとともに、日本近海の海面クロロフィル濃度の季節変動の記述を行
う(10040)。
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２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 太平洋・東シナ海海況予測システム FRA-JCOPE の開発と運用 (10010)
平成 18 年度はデータ同化による初期値作成と大循環モデルによるシミュレーションに必要
な外部データの自動取得システムを農林水産研究計算センターのスーパーコンピュータ (つく
ばスパコン) 上に構築し、現業運用の省力化を図るとともに、計算終了次第出力を自動的に可
視化並びに格子化し、WEB サーバに転送して提供するシステムを構築した。これらのシステム
と水産総合研究センター交付金プロジェクト研究で開発した水産試験研究機関からの定線デー
タ半自動転送システムとを結合させて、平成 19 年度の 4 月からの実運用を開始した。平成 22
年度までに、毎週、現況解析値の作成・蓄積と 2 ヶ月予測を円滑に実施しており、2003 年以降
の各層水温・塩分・流速の詳細画像と数値デ ータを WEB (http://fj.dc.affrc.go.jp/fra-jcope/
index.html) を通じて提供し、各魚種系群担当者に提供し利用されている。平成 19 年度は、デ
ータ同化手法の改良の一環として同化に利用する海面高度基準場を改変し、黒潮、黒潮続流位
置の再現精度向上に必要な手法を確立した。また、準リアルタイムで利用可能な現場データの
拡充を目的として、データ転送システム FRA-uploader を北海道立水産試験場と西海ブロック水
産試験研究機関の定線データに対応できるように拡張した。また、通常の CTD 以外の測器に
よって得られたデータも比較的簡易に転送可能なシステム FRA-datainput を構築した。平成 20
年度は、前年度より開始した長期再解析値の計算を引き続き行い、これらをスケトウダラ太平
洋系群、マアジ対馬暖流系群、マイワシ・マサバ・カタクチイワシ太平洋系群に提供するとと
もに精度検証を行った。また、高精度な海面水温データを調査しこれを同化することで低温域
での高温化バイアスを修正するとともに、準リアルタイムにモデルへ導入する現場データの収
集範囲を拡げ、同化データの充実を図った。平成 21 年度は東シナ海における計算値の精度向上
を図るため、精緻化した海底地形、現実的な熱フラックス過程、主要河川と潮汐とを組み込ん
だ東シナ海高精度海洋モデルを導入し、同海域の流速の時空間変動と海面塩分変動の再現精度
の向上に成功した。また、各魚種系群課題へ提供する長期再解析値の高度化を効率的に実施す
るために、宮城丸による黒潮続流域の XBT 観測を継続するとともに、同資料とその他解析資
料とを統合解析し、低次生産の指標である冬季混合層の変動と日本東方海域の大気海洋変動と
の関連性を明らかにした。また、沿岸域における長期再解析値の精度評価を実施するため、学
術研究船淡青丸の調査航海により得られた現場資料と長期再解析値とを照合した。
平成 22 年度
は東シナ海高精度海洋モデルの精度検証作業としてマアジ対馬暖流系群の仔稚魚を想定した粒
子追跡実験を実施するとともに、同データをマアジ対馬暖流系群に提供した。また、黒潮域・
黒潮続流域・混乱水域における変動機構解析から黒潮流軸の南北移動は WP パターンに起因す
ることを明らかにするとともに、混合域の冬季混合層深度と春季のクロロフィル濃度との間に
は有意な正の相関関係があることを見出した。
(2) 日本海海況予測システム JADE の開発と運用 (10020)
九州大学が開発した日本海における海面水温・海面高度データ同化モデル「日本海海況予測
システム JADE」を平成 18 年度につくばスパコンに移植し、正常に計算できることを確認する
とともに、境界条件となる気象データ（風向風速・海面水温）
、海面高度データを自動的に取得・
処理するシステムを構築した。また、水産試験研究機関の定線データについて、過去のデータ
のクオリティチェックを行い、データ同化への導入の準備を開始した。平成 19 年度は、モデル
駆動に利用する大気フラックスデータや同化に利用する衛星データや現場データ等の外部機関
のデータを自動的に取得・処理し、出力をホームページ上(http://jade.dc.affrc.go.jp/jade/)で提示す
るシステムを構築した。このシステムの最大の特徴は、日本海ブロックの水産試験研究機関の
定線データを新たに同化項目に加え、海域ごとにパラメータ調節を実施していることで、定線
データの導入により、日本海の中規模構造の再現性が著しく向上した。平成 20 年 3 月より計算

- 103 -

を開始し、同年 5 月より web を通じ計算結果の公開を開始し実運用体制が整った。また、デー
タ同化及び海況予測手法の高度化を進めるために、精度検証およびアルゴリズムの改良を行う
とともに、web の改良を行い利用者の利便性を図った。平成 21 年度は再現精度の向上を図るた
め、同システムにこれまで導入されていた経験的パラメータを、力学的整合性を考慮した客観
解析法を用いて改良するとともに、漁場形成の把握に最も重要な変数の一つである海面水温、
種々の海面水温資料の特性を詳細に調査し、同水温の再現精度の高精度化に必要な最適かつ有
効な手法を確立した。平成 22 年度は、津軽・宗谷海況における現実的な海峡流出量をシステム
に導入し、対馬暖流各分枝流の流路、亜表層の海洋構造等の再現性を向上させた。これらの高
精度化した海況データはスルメイカ、ズワイガニ、スケトウダラ、大型クラゲ等の課題に提供
され、資源変動解析に利用された。
(3) 大気の長期変動と我が国周辺域の海洋物理環境変動との関係解明 (10030)
日本近海域の大気変動を表す物理量と海洋変動を表す物理量の資料を収集・整備し、統計解
析・時系列解析を実施してきた。平成 18 年度は 亜表層水温データセットを 3 種類収集し、北
太平洋の約 20 年周期の変動に焦点を合わせて解析した。正と負の 2 つの貯熱量偏差が、亜熱帯
循環系を約 20 年の周期で循環していること、
さらにこの変動が冬季アリューシャン低気圧の活
動と一定の位相関係を持って変動することを明らかにした。この変動は、北太平洋に観察され
る大気と海洋の 20 年周期変動を支配する要素と考えられる。 次に、冬季（12－2 月）
、夏季（6
－8 月）のわが国の気象官署の長期気温データを収集解析し、回転 EOF 解析から、代表的な 2
つのモードを抽出した。2 つの季節とも、北日本以外の変動を示す第 1 モードと、北日本の変
動を示す第 2 モードからなるものであり、この 2 つのモードで、変動の分散の約 90%を説明す
ることが分かった。このモードをもたらす大気大循環場は、夏季の第 1 モードはチベット高気
圧に、第 2 モードはオホーツク高気圧に、冬季の第 1 モードは西太平洋モードに、第 2 モード
は北半球環状モード（北極振動）に支配されていることを同定した。平成 19 年度は、我が国周
辺の海洋環境変動との関係性がより明瞭になったアリューシャン低気圧の長期変動要因を調べ、
その強度と経度方向の位置の変動には約 20 年周期、緯度方向の変動は約 10 年周期が卓越して
おり、変動要因として、前者は PNA (太平洋-北アメリカ) パターンで、後者は WP (西太平洋) パ
ターンで主に引き起こされること、また、気象庁 137E 定線資料から作成した長期黒潮流量の
変動は PNA と WP パターンで引き起こされることを見出した。平成 20 年度は、日本南岸域の
海況変動に大きな変化をもたらす黒潮流量変動を気象庁 137oE 定線資料から作成し吟味し、黒
潮流量の長期変動は上記の 2 つのパターンの活動指数を説明変数とした重回帰モデルで表現で
きることを明らかにするとともに、両パターンを監視することで同流量の長期変動予測が可能
であることを示唆した。
(4) 我が国周辺の植物プランクトン現存量と基礎生産量の変動特性の把握 (10040)
植物プランクトンの現存量と基礎生産量の変動は、食物網を通して資源生物の変動に影響す
る。近年は衛星海色データが充実し、海洋物理環境変動との関連性と機構の解明に向けた研究
が多くの海域で実施されている。これまで、衛星データから植物プランクトン現存量と基礎生
産量を推定するモデル開発(Kameda and Ishizaka, 2005)を行い、クロロフィル濃度のマップを
作成して、課題担当者に提供してきた。平成 18 年度は月平均値に加え、8 日平均、1 日の計算
を行った。そして、他課題で利用できるように、緯度 25N－50N、経度 120E－180E の領域で、1×1
平均のクロロフィル濃度データを作成、整理した。また、漂流ブイデータを利用し、濃度の時
間変化について、現場の生物学的な変動分と水平移流に伴う変動分とを見積もった。平成 19
年度は、過去 9 年間の基礎生産量の経年変動を解析し、北太平洋赤道域東部海域での基礎生産
量とエルニーニョが逆相関 (R2=0.69) の関係にあることを明らかにした。また、産卵時期の変
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動要因解析に資するため、衛星データから春季ブルームを検知するアルゴリズムを作成し、ス
ケトウダラ太平洋系群の中課題 (1000) に結果を提供した。平成 20 年度は、日本周辺海域の季
節変動の解析を行うとともに、欠測域の補間に必要な最適内挿法の統計値として時空間スケー
ルを推定した。平成 21 年度は、日本周辺海域における海面クロロフィルの変動特性を詳細に把
握するため、同変動の代表的な時空間分布を特徴づける相関スケールを抽出し、海域特性を考
慮した海面クロロフィル濃度のデータセットを構築するとともに、東シナ海における基礎生産
量の変動特性を解析し、同海域における季節・経年変動特性を定量的に評価した。平成 22 年度
は衛星観測による海面クロロフィル濃度変動の時空間スケールを用いて、最適内挿法アルゴリ
ズムの開発を行い、SeaWiFS データに適用した。その結果、客観的・統計的に欠測域を保管す
ることが可能となった。また、植物プランクトン現存量の季節・経年変動の把握するため、日
本周辺海域の海面クロロフィル濃度の季節変動の記述を行うとともに、衛星データから春季ブ
ルームを検知するアルゴリズムを作成した。3 つの中課題 (スケトウダラ太平洋系群、サンマ
太平洋北西部系群、マアジ対馬暖流系群) への海面クロロフィル濃度データの提供を行った。
３．調査・研究推進上の課題
(1) スケトウダラ太平洋系群の資源量・加入量予測の精度向上のためには、初期生活期の鍵エ
リアである噴火湾～道東海域
（沿岸親潮域）
のモデルの再現性を改善することが不可欠であり、
オホーツク海域の海洋モデルの高度化と北海道周辺海域の高解像度化が必要である。
(2) 日本海と東シナ海を行き来するスルメイカ、マアジなどの魚種に対応するため、今後対象
海域を東シナ海まで拡張することが望まれており、引き続き九州大学と連携して海況予測シス
テムの改良を進めていく必要がある。
４．特筆すべき成果
(1) FRA-JCOPE長期再解析値をスケトウダラ太平洋系群の卵仔稚輸送モデルに適用し、同群の
RPSが産卵期の輸送環境に依存している可能性を示唆した (10010)。
(2) 日本海ブロックの水産試験研究機関の定線データをデータ同化に導入し、中規模構造の再
現性を向上させた日本海海況予測システム JADE の運用を開始した (10020)。
(3) 日本南岸黒潮流量の長期変動が PNAパターンと WPパターンの活動指数で説明できることを
明らかにし、予測可能であることを示唆した(10030)。
(4) 産卵等の変動要因解析に資するため、衛星海色データから春季ブルームを検知するアルゴ
リズムを作成し、スケトウダラ太平洋系群の中課題に提供した (10040)。
(5) 東シナ海高解像度海洋モデルを導入し、長江希釈水に関連する海面塩分の分布や陸棚域で
卓越する潮汐混合を再現して、海況の再現性を向上させた（10010）
。
(6) 日本海海況予測システム JADE に導入されているアルゴリズムを改良し、海面水温場、流速
場の再現性を向上させた（10020）
。
(7) アリューシャン低気圧の強度と経度方向の位置の変動には約20年周期、緯度方向の変動は
約10年周期が卓越しており、各々の変動要因を抽出した (10030)。
(8) 日本近海域における海面クロロフィル変動の時空間スケールを推定した(10040)。
(9) 冬季混合層の変動と日本東方海域の大気海洋変動との関係を明らかにした（10010）
。
(10)冬季混合層深度と春季クロロフィル濃度との間には正の相関関係があることを明らかにし
た(10010)。
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