様式-2 平成27年度資源変動要因分析調査課題報告書（中課題）
課題番号

１０００

大課題名

資源変動要因分析調査

中課題名

スケトウダラ太平洋系群

担当機関

北海道区水産研究所資源管理部高次生産グループ

担当者名

山村織生

１．調査・研究の目的
第I期において提案した仮説すなわち「産卵場周辺の流動条件により産卵期盛期の早生群が
生残した場合、幼魚の着底体長が大きくなりサイズ依存的捕食を通じて加入までの生残が良好
となる」を検証するため、実施が必要な調査を継続および新規に行う。継続する調査として、
噴火湾周辺における卵仔魚の分布と餌料豊度の調査、着底前後の幼魚の日齢、体サイズと被食
状況を解明する採集が挙げられる。また、新規調査として、仔魚および幼魚が分布する噴火湾
における採集調査が挙げられる。
これにより餌料転換期の幼仔魚と餌環境の把握が可能となる。
また、道東海域養育場における幼魚の栄養摂取は第I期において生残への影響は少ないと結論さ
れたが、2000年代以降当該海域に分布する幼魚の栄養状態が年々悪化しており、今後もその傾
向が継続する場合生残に深刻な影響を及ぼす可能性がある。そのため、道東海域においても着
底後越冬前後の幼魚の採集及び生理学的分析を実施する。以上の結果を総合して、第I期で構築
した加入量変動シナリオを強化・検証することにより、資源変動要因の解明と加入量予測精度
の向上に資することができ、資源管理現場でも漁業者に対しての説明等で活用が可能となる。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 卵仔稚魚の生残に影響すると考えられる親魚に関係した要因のうち、栄養特性(卵径・前
期仔魚肥満度や孕卵数)では年級変動を説明できないが、産卵の遅速は卵仔稚魚の生残可能
時期とのマッチ･ミスマッチにより年級変動に影響すると考えられた。産卵期が適切な時期
になるためには、親魚の成熟時期・海域の水温が低い方が望ましいと推察された。一方、
仔魚の飼育実験結果からは、冷水内でふ化すると水温選好性が弱く、生残に不利になる可
能性があり、また、フィールド調査でも低温・低塩分で特徴づけられる沿岸親潮の噴火湾
内への流入時期が遅れることが、仔魚の生残にとって重要であった。以上の様に、スケト
ウダラは水温の変化に対し発生段階により様々な応答を示すため、海洋環境の変化が卵仔
稚魚の生残に影響を及ぼす過程は複雑であると考えられた。(1010)
(2) 高解像度モデルにより、初期に配置した粒子数と100日後に噴火湾内に滞留していた粒子
数との比（卵仔魚残留率）を算出し、これとVPAから推定されたRPSとの対応を調べたと
ころ、既往研究により北方四島からの加入が重要とされている2005年を含めると、相関は
非常に低かった（r=0.29）のに対し、当該年を除いた場合は有意な正の相関（r=0.62）が得
られ、産卵量で補正しない場合よりも相関係数は0.08高かった。この原因を解析した結果、
1月の産卵量が加入量に対して重要であることが示唆された。(1020)
(3) 稚魚の現存量推定調査が開始された 2005 年以降、5 月と 6 月の稚魚現存量の間に正の相
関関係が認められ、近年では餌生物転換期における減耗が年級群豊度決定に与える影響は
小さいと考えられる。また、5、6 月の稚魚は水温 5～7℃の地点に多く分布すること、餌生
物転換後の主要餌生物である大型カイアシ類の生物量が多い（少ない）年に 6 月の稚魚サ
イズが大きい（小さい）傾向があることが分かった。また、2000 年代後半以降における餌

生 物 転 換 期 前 後 の 稚 魚 の 主 要 餌 生 物 で あ る カ イ ア シ 類 （ Neocalanus 、 Eucalanus 、
Pseudocalanus）およびオキアミ類の親潮域での豊度は、経年変動があるものの高水準であ
った。(1030)
(4) 仔魚期から幼魚期まで一貫して体サイズが大きかった 2005、2007 年級群は RPS が高かっ
たことから、体サイズが大きいことが仔魚期から幼魚期にかけての生き残りに有利に働く
と考えられた。各年級の仔魚の成長（ふ化後 60 日間）と経験水温の関係を調べたところ、
高い水温を経験した仔魚は有意に速い成長を示した（図 2）。このことから、近年（2010
年以降）生まれの年級は、ふ化日が早いにもかかわらず低水温のため体サイズが小さく、
生き残りが悪いと考えられた。
（1030）
(5) 日高湾において游泳期幼魚の捕食者を 5 年間継続して採集し、約 2000 個体の胃内容物分
析を実施した。その結果、底魚類の種組成と併せ考えると最重要な捕食者はスケトウダラ
（共食い）であり、ソウハチがこれに続いた。しかし最近 2 年間のソウハチによる捕食圧
は低く見積もられており、前魚種による平均被食発生深度が年々深くなっている事実と併
せ、本種が分布する浅海域においてスケトウダラ幼魚が枯渇している可能性が指摘された。
また、スケトウダラ共食いの発生状況を年代別に調べたところ、1990 年代に比して 2000
年代以降は高水温・浅海域での発生が増加しており、親魚による捕食行動の変化が窺われ
た。
（1040）
(6) 第 I 期で提示した仮説（早生群の生残がその後のサイズ選択的死亡を通じて高強度年級を
もたらす）は部分的に支持されたものの、太平洋系群スケトウダラの加入を取り巻く状況
は近年、低水温により大きく変化したと考えられた。即ち、近年は早生群の高い生残が見
られるものの、冬季から早春にかけて強勢な沿岸親潮のため低水温となり、温度律速によ
る成長率の著しい低下がみられる。その結果、餌料転換期前後におけるサイズ依存的死亡
が苛烈となっている可能性が指摘された。(1000）
３．調査・研究の課題
(1) 当系群は四島周辺をはじめとするロシア水域と往来・交流している模様だが、共同調査の
困難さからその実態の把握は依然困難である。
(2) 近年の海況の急激な変化に伴い、親魚の分布と産卵場および産卵期に急激な変化が認めら
れており、この状況に調査船調査が対応し切れていない可能性がある。
(3) 高解像度モデルによる粒子輸送実験を経年的に産卵場と産卵期を固定して実施してきた
が、実際には年々の変化が予想される。そのため、現場データに基づく産卵実態の把握が
今後重要な課題となる。
(4) 被食状況の調査を6月に実施してきたが、最近2年間の状況から、6月以前に幼魚が過酷な
捕食圧を受けている可能性があるため調査が必要である。
４．特筆すべき成果
(1) 発生段階に応じた比重変化を考慮した高解像度モデルによる粒子輸送実験により、卵仔稚
魚の輸送過程を経年的に再現可能となり、沿岸域に長期（100日以上）留まる割合が高い場
合にその後の生残も有利となる事が明らかとなった。
(2) 近年は早生群の高い生残が見られるものの、冬季から早春にかけて強勢な沿岸親潮のため
低水温となり、温度律速による成長率の著しい低下がみられる。その結果、餌料転換期前
後におけるサイズ依存的死亡が苛烈となっている可能性が指摘された。

1000 スケトウダラ太平洋系群
【成果のポイント】
• 卵仔稚魚が産卵場周辺海域に3ヶ月以上留まることがその後の着底と生残に有利な条件となり、高い加入量をもた
らすことが示された。
• これまで、仔魚期～幼魚期の体サイズが大きい年級は生残率が高く、体サイズはふ化時期の早遅と関連していた。
しかし、近年は早春の低水温による成長速度の低下が認められ、早期ふ化群の生残率の低下が危惧される。

１．資源評価・資源管理における課題
• 産卵親魚量は15～30万トンで安定してきたが、加入量の変動が大きい。
• 2005年以降高豊度年級が現れておらず、再生産成功率（ＲＰＳ）も低い状態が続いている。
【仮説】産卵場周辺の流動場が加入量の趨勢を決定する（産卵場付近に卵仔稚魚が留まる年は加入量が多い）。その
後、生育場への輸送過程においては大型の仔稚魚ほど生残率が高い。

２．方法

３．成果概要
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• 高解像度海洋モデルと個体追跡モデル(IBM)を結合して卵仔稚
魚の年々の輸送過程を再現し、要因分析を行った。
• 採集した仔稚魚各成長段階の体長と日齢を経年的に調べた。

8
6
4

低加入年

R² = 0.38

2
0.01

0.03

0.05

0.07

噴火湾に100日以上滞留した割合

噴火湾に長期滞留する稚魚が多い年は
再生産成功率（RPS）が高かった。

高解像度モデルによる輸送シミュレーション

幼魚採集器具，幼魚と耳石

仔稚魚期を通じ体サイズが大きい年は生残率が高かっ
た．近年はふ化日は早いが低水温による成長速度の低
下が認められる。

【結論】 シミュレーションによって産卵場付近に卵仔稚魚が留まる年は加入量が
多いことが示された。

４．成果の活用

５．今後の課題

・資源評価報告書において本系群の加入量変動要因を言
及すると共に、漁業者への加入量変動要因の説明に活用
した。

【調査関連】 北方四島海域における分布状況の把握，主要産卵場位置と産
卵時期を実証データにより特定，親魚の栄養状態と齢構成などの生物学的
特性が産出卵の生残に及ぼす影響を把握
【資源評価・資源管理への活用】加入量の早期把握と加入量予測
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資源変動要因分析調査
サンマ太平洋北西部系群
東北区水産研究所資源海洋部浮魚・いか資源グループ
巣山 哲

１．調査・研究の目的
サンマ（Cololabis saira）は日本のほか、ロシア、台湾、韓国の 3 カ国の漁船が漁獲してい
るが、ロシア、台湾の漁獲量は近年増加している。日本の漁船はおもに 8～12 月に東経 150 度
以西の日本近海で漁獲を行っているが、
台湾と韓国は公海域で５月下旬から漁業を行っている。
東北区水産研究所では、サンマの資源量を把握するために、2002 年から、漁期前（6～7 月）
に日本近海から西経 165 度までの海域で中層トロールを用いた資源量調査を実施し、西経域ま
で連続してサンマが分布していることが明らかになった。しかし、日本近海に来遊して漁獲対
象となるサンマは、漁期前調査時にどこに分布していた魚群であるか、また来遊するサンマの
分布域の東限はどこであるのかは明らかになっていない。そのため、本種の資源評価を行う際
に調査海域をどこまで設定すべきか、また、公海で行っている外国船の漁獲量が増大した場合
に、日本に来遊する資源にどのような影響があるのかは明らかになっていない。
このように北太平洋に広く分布するサンマであるが、東シナ海、日本海や北米沿岸に分布す
るものを含めて、集団遺伝学的には変異がきわめて小さいと考えられている。ところが、耳石
による成長の解析から、沿岸域および沖合域では成長に差が見られることが明らかになってき
た。また、漁期前調査時には沿岸（西側）にサンマが多い年と少ない年があり、この分布様式
の変化がその年の日本近海の漁場への来遊時期や量に影響を及ぼす可能性が指摘されている。
そこで、本課題では漁期前調査で採集された標本を主体に解析することにより、各海域で採
集されたサンマの成長や摂餌生態、成熟過程にどのような差があるのかを調査する手法を開発
し、海域および年による生活史の差を明らかにする。これらの差は餌生物や海洋環境に影響さ
れていると考えられるので、海洋物理学的環境や植物・動物プランクトンの分布特性やその年
変化を明らかにし、これらの年変動がサンマの生活史にどのような影響を与えているのかを検
討する。さらに、漁期に採集されたサンマと漁期前調査で各海域において採集されたサンマと
生物学的な特性を比較し、日本近海に来遊するサンマの漁期前調査時における分布の東限や、
日本近海に来遊するまでの過程を推定する。得られた結果を資源変動要因分析調査において開
発してきたサンマ成長・回遊モデルに反映して高度化し、漁期前調査から漁場に回遊するまで
の過程を再現する。そして、漁期前調査結果を初期値として漁期の日本近海への来遊シミュレ
ーションを行う。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 2010～2014 年のサンマ 1 歳魚の耳石年輪径を海域別に比較したが、東経 160～170 度を
境界として西側で大きく東側で小さい傾向は例年見られた。両群では、産卵を経験した個
体の割合が異なるほか、餌生物が異なり東経域ではカイアシ類、西経域ではオキアミ類を
捕食していた個体が多いこと、さらに餌生物の違いを反映したと考えられる炭素(δ13C)及
び窒素(δ15N)安定同位体比も異なることが示された。０歳魚の耳石成長速度も海域差が見
られ、東より西、北より南でよかったため、孵化後 1 年目を過ごした海域によって成長の
良否が変わると推測された。

(2) 2004 年以降のクロロフィル a 濃度積算量の経年変化を検討した。
平均値は 2004 年～2006
2
2
年では 40mg/m 、2007 年～2015 年では 50mg/m で、2007 年～2015 年の方が高かった。
また、サンマの漁獲調査点でも 2004 年～2006 年と 2007～2015 年には有意差がみられ（U
検定；p<0.05）
、後者の方が高かった。2006-2007 年に NPI が負から正に転じており、そ
の影響が示唆された。夏季の北太平洋中高緯度海域の植物プランクトン現存量は、2007
年以降、2006 年以前に比べて高い傾向であることが示された。
(3) 経産魚と未産魚の判別技術を確立するために、卵巣をビクトリアブルー-アゾカーミンで
染色したところ、長期間産卵を継続した個体では卵巣内にビクトリアブルーに陽性の小血
管が多数観察されたのに対し、未産魚では高齢であっても観察されず、本染色法が経産魚
未産魚の判別に有効であることが示された。
(4) 経産魚と未産魚の判別技術を用いて、漁期前（6～7 月）および産卵期（2 月）に採集さ
れたサンマの観察を行った。漁期前に採集した１歳魚では経産魚の割合が海域によって異
なること、１歳になったばかりの個体のうち未熟の個体には経産魚と判断されるビクトリ
アブルー陽性血管を持つ個体が存在せず、初回成熟群であることが組織学的にも支持され
た。この手法は野外標本の解析でも有効であると考えられた。
(5) オイラー型モデルを基にサンマの西方回遊を再現できるモデルを開発した。この結果では
2010 年に突出して日本近海への来遊量が減少したが、モデルの初期値を全て同じにすると
来遊量が 2010 年に突出して低くなることはなく、漁期前調査時の分布が 2010 年の来遊量
が減少の原因であることが示唆された。
(6) 初期値を全て同じにすると 2010 年は突出して来遊量が低くなることはなく、漁期前調査
時の分布によって 2010 年の来遊量が減少することが決定されていることが示唆された。
(7) サンマの西方回遊モデルに各年の漁期前一斉調査時の分布を初期値として与え、環境条件
を 2002 年のものに固定して計算すると、2007 年以降、来遊量が減少し、2006/2007 年の
レジームシフト以降、サンマの分布が日本近海に来遊しにくくなっていることがモデル実
験でも確認された。
(8) さらに、モデル来遊資源量指数が標準化 CPUE と同じ年々変動をするよう、産卵期西方
回遊強度を変化させたところ、2005 年以降西方回遊強度が強くなった。西方回遊強度の年
変動に影響する環境要素を調べた結果、北緯 30 から 50 度、東経 150 から 180 度の 8 月
の雲量と負の相関があり、産卵回遊時初期に雲量（光量）によって西向き能動遊泳が変化
する可能性があることが示唆された。
３．調査・研究推進上の課題
(1) 漁期前調査によって採集したデータに依存する課題が多いため、この調査を継続すること
が重要である。
(2) それぞれの小課題の中で、海洋環境や餌料生物、サンマの成長などの海域差が明らかにな
ってきた。また、モデル課題においても個体や個体群の移動や成長を再現できるようにな
ってきている。今後は各小課題で得られた課題を比較し、結果に整合性がとれない部分に
ついて研究を進める必要がある。
４．特筆すべき成果
(1) 3010、3020 および 3030 の課題において、海域別の１歳魚の耳石年輪径、成熟割合、利
用している餌生物の違いがあることが示された。耳石年輪径の海域差は 2010 年の資源尾
減少した前後の期間で同様な特徴がみられることから、その他の特徴も例年見いだされる
と考えられる、また、０歳魚の成長も海域差が見られ、この違いが１歳魚の海域別の特徴
の違いに反映していると考えられた。

3000 サンマ太平洋北西部系群
【成果のポイント】
•
•

サンマは北西太平洋の西側（日本近海）で育ったものは成長がよく、0歳から成熟・産卵する割合が高い。西側の資
源量が減少すると、日本周辺への来遊量が減少するだけでなく、体サイズが小型化することが明らかとなった。
2007年以降、漁期前の分布は日本近海にサンマが来遊しにくい分布となり、さらに2010年以降は西側の資源の減
少が重なったため、2010年以降の来遊量が減少したことが示された。

１．資源評価・資源管理における課題
・ 資源量は283～502万トンで安定してきたが、2010年以降は192～282万トンに減少した。
・ 資源減少は西側で顕著であり、漁期はじめの来遊量の著しい減少に加え、体サイズの低下もみられている。
【仮説】漁期前の分布域によって体サイズが異なるため、漁期前分布と西方へ回遊する指向性の強さの年変化によっ
て、日本近海への来遊量と体サイズが変化する。

２．方法

３．成果概要

環境条件一定のとき、150Eを
横切って西方に向かう来遊量

・耳石年輪径、日周輪でサンマの成長を解析した（図1）。
・卵巣の組織観察によって産卵経験の有無を調べた（図2）。
・過去の漁期前調査時（6～7月）の分布状況から漁期の来遊をシミュ
レーションで再現し、サンマが西方へ回遊する指向性の強さの年変
化に与える環境要因を探索した（図3）。
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図１ サンマの耳石

図２ サンマの卵巣
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・西側のサンマの方が1年
目の成長がよかった
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図３ サンマの来遊シミュレーション

・1歳魚の経産魚の割合は西側 ・2007年以降、日本沿岸に来遊し
で高く、東側で低かった
にくい分布状況になっている。

【結論】 西側（日本近海）の群のほうが1歳時点での成長がよく、産卵した魚も多い。
2010年以降これらが特異的に減ったことと、6月の分布が2007年以降、日本沿岸
に来遊しにくい分布になっていることが、近年のサンマ漁獲量の減少及び小型化
の要因だと考えられる。

４．成果の活用

５．今後の課題

・本調査結果をもとにサンマ長期漁海況予報における漁況
の推移を、環境要因を用いて示した 。
・2010年以降の来遊量の減少、漁獲物の小型化要因を漁
期前分布をもとに説明することができた。

【調査関連】
・2010年以降に西側の資源が著しく減少した要因解明
【資源評価・資源管理への活用】
・漁場への来遊状況の再現モデルを用いた予測モデルへの発展
・成熟率の経年変化の定量化と資源評価の計算への取り込み
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１．調査・研究の目的
マイワシ、マサバ太平洋系群は、毎年の加入量の変動が大きく、資源を適切に管理する上で
早期かつ高い精度での加入量推定と中長期的な加入動向の把握が求められている。両系群とも
若齢時から漁獲対象となるため、ABC は資源評価実施年および翌年（ABC 算定年）の加入量
の推定精度、予測精度に大きく依存する。これらのことから、本調査では、①資源評価実施年
の加入量の推定精度をフィールド調査資料および飼育実験に基づく物理・低次生態系・母性効
果・加入過程の研究を進めて向上させる。②毎年の加入量変動の要因を①の成果を受けて分析
し、要因と効果を直接的かつ具体的に把握し、加入量変動機構の仮説を構築する。③海洋物理
場の解析値を整備し、①②の成果を適用して加入量の予測モデルを開発・検証し、加入量予測
の高精度化を進める。これらの成果によって中長期的な加入動向を把握するとともに ABC 算
定年における加入量の予測可能性を明らかにする。
今年度は、昨年度に引き続き、加入量変動の主体である沖合加入群の変動に関わる生物特性
や環境要因について資料の蓄積と解析を行い、
変動機構において鍵となる物理過程、
餌料環境、
生物特性の具体化を進めること、
ならびに予測モデルの改良を進めることを主たる目的とした。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) マイワシおよびマサバの生活史段階に対応する海域として黒潮内側域～黒潮域（産卵場）
、
黒潮～黒潮続流域（生育場）
、黒潮続流域～混合域（生育場・索餌場）の海洋観測資料を計
画にそって収集・解析した。近年、道東近海以外の海域での平均水温の低下傾向にあるこ
と、春季ブルームの時期が早まっていることなどが明らかになり、近年のマイワシ・マサ
バの資源の増加との関係が示唆された。整備した海洋観測情報をもとに構築した物理モデ
ルをもとに粒子追跡により、北上期に採取されたマサバ稚魚が発生した海域と経験水温を
推定し、成長との関係を解析した。海洋環境と餌料環境の間の統計的関係を解析し、5005
課題へ成果を提供した。太平洋海面水温指標のおよび大気強制場の解析により、2014 年
/2015 年にレジーム・シフトが発生した可能性が高いことを指摘した。
(2) 長期的に継続されている海洋環境調査およびその結果の収集・整理、B－VPR を用いた動
物プランクトン分析により、亜寒帯域・混合域および黒潮周辺海域におけるマサバ・マイ
ワシの餌料環境の情報収集・解析、および食性解析を行った。食性解析から、小型カイア
シ類 Paracalanus. parvus がマイワシ・マサバ両種にとって特に重要な餌生物であること
を示した。亜寒帯域・混合域で餌料生物の経年的・季節的変動を解析し、P.parvus の変動
がマイワシ資源量変動とよく一致することを示した。黒潮周辺海域では、餌料環境がマイ
ワシの資源増大期と同等に高まっていることを指摘した。マサバの産卵場・生育場である
4 月の伊豆諸島海域について細かい空間解像度で採集された試料を分析し、伊豆諸島海域
の基礎生産量は他の海域とくらべ必ずしも高くないことを示した。
(3) マサバのホルモン等を利用した産卵誘導法、仔稚魚の餌料系列などマサバの繁殖特性と生
残過程の解明に求められる飼育実験技術を確立した。実験を通じて、マサバの親魚の産卵

経験および水温が卵やふ化仔魚のサイズ、仔魚の生残率におよぼす影響を明らかにした。
水温がマサバの成長に強い影響を与えることを実験により示し、天然海域においても水温
がマサバの成長・生残に強く影響する可能性を指摘した。産卵経験のある親由来の卵のサ
イズ、ふ化仔魚のサイズがともに大きく、生残率が高いなど、浮魚類の母性効果を初めて
実証し、親魚の保護など質的管理の重要性の認識を深めた。マイワシについても飼育育実
験に必要な技術をほぼ確立し、仔魚～若魚（幼魚）の飼育餌料系列が開発された。産卵誘
導で得た受精卵をふ化させ、若魚（145 日齢）までの飼育に成功し、成長式を得た。
(4) 計画に従い、マイワシ・マサバ仔稚幼魚について調査船調査を実施し、標本の収集とそれ
らの解析、資料の蓄積を行った。また、長期的な産卵特性把握のため、歴史的産卵調査資
料の整備・電子化を進めた。卵仔稚資料と結合する海洋情報の充実化、水塊判別を行い、
海域間比較可能なデータセットとした。マイワシは黒潮内側域で産卵・ふ化したのち産卵
場周辺海域に滞留する沿岸加入群と、黒潮～黒潮続流域を経て北上し、索餌期を亜寒帯域
で過ごした後南下回遊する沖合加入群が存在し、沖合加入群の秋季現存尾数とマイワシ加
入量の間に正の関係が認められた。このことから沖合加入群がマイワシ資源変動の主体で
あることが示され、沖合加入群秋季現存尾数を加入量指標値として資源評価に用いた。仔
魚～幼魚期の成長・ふ化日解析から、成長速度に依存した生残過程がある可能性が示され
た。マサバは体長 35mm までの成長速度が加入量・再生産成功率と高い相関が認められ、
生活史のごく初期に加入量が決定することが示された。体長 35mm までの標本を複数の漁
具で採集し初期成長を検討したところ、ふ化後 2 週間程度の仔魚期において高い選別・淘
汰が生じて加入量水準が決定していることがわかった。このことは、産み出された海域の
水温および親魚の年齢・産卵経験が、加入過程に強く影響することを示すと考えられた。
(5) マサバについて、5003 課題の飼育実験結果を基に水温を説明変数とした成長関数を構築
し、仔魚期の輸送および成長を推定するマサバ加入量予測モデルを構築した。このモデル
から推定される 5 日齢までの平均成長速度とマサバ再生産成功率（RPS）の間には有意な
正の相関性（r=0.72, p<0.05）が認められ、年々の変動パターンをよく予測できた。高加
入年と低加入年の予測確率は 58%となった。マイワシについて、餌料環境を説明変数とし
た成長関数を構築した。モデルを駆動する餌料環境は、人工衛星データから見積った基礎
生産量と動物プランクトン生物量の関係から、動物プランクトン生物量を推定するアルゴ
リズムを作成し、これを基に再現した。モデルから推定した平均体長およびマイワシ RPS
の平均値を基準とした高加入年と低加入年の予測確率は 63%であり、モデルは加入量の高
低を比較的表現できた。しかし、モデルの平均体重と RPS の間には有意な相関性は認め
られず（r=0.37, p > 0.1）
、モデルによる年々の変動パターンの表現は難しかった。高・低
加入年の予測確率は 62%であった。マイワシについてはよりシンプルなモデルも検討した。
3 月〜5 月の黒潮続流域おいて表面水温が 14〜20℃となる海域の面積比、および同海域の
基礎生産量の年変動を加味した指標(IPP index)を用いたモデルは、年々の RPS と高い相
関が認められ、水温と海域の基礎生産量の年変動の両因子が加入に重要であることが示唆
された。
３．調査・研究推進上の課題
(1) 産卵場である春季黒潮域の水温特性について、レジーム・シフトが生じた可能性を念頭
に置いて水温変化との対応を見ていく必要がある。
(2) 餌料環境解析の対象とする海域や時期・生物群について他課題との連携を密にするとと
もに、副次的な分析として（加入後の）索餌場の餌料プランクトン試料の分析に取り組む。
(3) マイワシについては産卵生態を反映した飼育が可能になったとは言い難く、さらに産卵
誘導技術の開発が求められる。

(4) マイワシについて加入量決定時期の特定に至らず、今後、加入量と餌料環境の解析、飼
育実験による仔稚魚の生残に与える因子の抽出などの解析を進めて加入量決定に重要な時
期・要因を明らかにしていく必要がある。マサバ・マイワシとも資源の増加にともなって
低水準期とは異なる加入過程を取ることも考えられる。
４．特筆すべき成果
(1) 黒潮域～混合域についての中長期的な物理環境情報について整備された。中長期的な資
源変動に関係すると考えられる、
黒潮続流南方域の冬季海面水温変動について理解が進み、
約 10 年規模の変動とその要因が示された。
(2) 黒潮域～混合域～亜寒帯域の低次生産に関する情報が整備・蓄積された。マイワシ・マ
サバとも、仔魚期の餌料が、カラヌス目カイアシ類に大きく依存していることが示唆され
た。P.parvus の年変動がマイワシ資源変動とよく一致することが示された。
(3) マサバについて飼育実験に必要な技術が開発・確立された。マサバについて母性効果を
確認した。母性効果の飼育実験での実証は浮魚では初の事例である。マイワシの飼育下で
の産卵誘導、受精卵の確保、ふ化仔魚～若魚の飼育が可能となり、飼育下で孵化後 145 日
の若魚までの育成に初めて成功した。今後、卵仔稚魚の成長、生残と環境条件との関係や
母性効果に関する実験の展開が可能となる。
(4) マイワシ、マサバについて調査を通じて加入量の早期把握が可能となった。マサバにつ
いては成長速度を加入量指標値として使用できるようになり、資源評価精度の向上に貢献
した。マサバはふ化後のごく短い期間の成長率に依存した加入過程が示され、加入量水準
の決定において産卵場所や母性効果が強く影響する可能性が示された。
(5) マサバについて水温を説明変数とする加入量予測モデルが構築され、加入量指標となり
うる結果がえられた。マイワシについては餌料環境を人工衛星データから予測するモデル
を構築し、その出力結果である餌料環境を説明変数とする加入量予測モデルの改良が進ん
だ。

5000-1 マイワシ太平洋系群
【成果のポイント】
•
•
•

3～4月に生まれ、北西太平洋亜寒帯域まで回遊する沖合加入群が資源変動の主体であることがわかった。
秋季の亜寒帯域における現存量（沖合加入群）を加入量の指標値にすることで、加入量推定精度が向上した。
海洋環境から餌料環境と成長・生残をシミュレーションし、加入量の変動の説明、予測の可能性が示された。

１．資源評価・資源管理における課題
・ 加入量の変動が大きく再生産関係が不明瞭→ABC算定精度向上には毎年の加入量早期把握・予測が重要
【仮説】 (1)マイワシ資源の大変動には沖合加入群の多寡が関連する。(2)沖合における仔稚魚の生残率は、餌料環
境に依存した初期成長速度と関連する（高成長、高生残）。
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・亜寒帯域現存量と加入量の関係を検討した。
・仔稚魚が経験する物理・生物環境および日齢解析によ
る成長・生残過程を解析した。
・餌料環境に依存する成長モデルにより初期成長を再現
し、再生産成功率（RPS）との関係を検討した。

9～10月亜寒帯域現存量
（100万尾）

３．成果概要
加入量（100万尾）

２．方法

・亜寒帯域に分布する沖合加入群現存量の多寡
が加入量と関係し、沖合加入群が資源変動の主
体であることがわかった。

・餌料環境依存成長モデルから、高加入
期・低加入期の予測の可能性が示された

【結論】 沖合加入群の現存量の多寡が加入量と関係する。餌料環境依存の成長モデ
ルにより、高加入期・低加入期の予測可能性、餌料環境の重要性が示された。

４．成果の活用

５．今後の課題

・本調査で得られた9～10月の亜寒帯域現存尾数を加入
量指標とし、チューニングVPAの指数に用いた。その結果、
ABC算定年の資源量予測値の精度が向上し、適切なABC
を設定することができるようになった。

【調査関連】
・餌料環境および親魚の年齢・産卵経験が仔魚の成長に与える影響を飼育
実験および野外調査から検討する必要がある。
【資源評価・資源管理への活用】
・成長速度を用いて、より早い段階での加入量の把握を目指す。

5000-2 マサバ太平洋系群
【成果のポイント】
•
•

高水温ほど初期成長が速く、加入量が多いことが明らかになった。さらに、成長速度を加入量指標値に用いること
で資源量推定値の精度を向上させ、評価結果の信頼性を高めることができた。
飼育実験から高齢魚が産んだ仔稚魚のほうが生残率が高いことを示し、高齢魚保護の重要性を指摘した。

１．資源評価・資源管理における課題
・ 加入量の変動が大きく再生産関係が不明瞭→ABC算定精度向上には加入量早期把握・予測が重要
【仮説】 水温と親魚の年齢・産卵経験が仔魚の成長に影響し、成長速度が加入量の多寡に関連する。

・耳石による日齢解析により、初期成長速度と加入量の関
係を検討した。
・飼育実験により、仔稚魚の成長に対する水温の影響と、親
魚の年齢やサイズが生み出される卵や仔魚に与える影響を
検討した。
・水温に依存する成長関数と流動モデルを用いた加入量予
測モデルを構築し、再生産成功率（RPS）との関係を検討した。

３．成果概要 ‐1
・体長35mmまでの
成長速度は加入量
と高い正の相関が
みられた。・

３．成果概要‐2

・飼育実験により、水温が仔稚魚の成長に大きく
影響することが分かった
・高齢で産卵経験のある雌から生まれた仔魚は、
卵黄や体サイズなどが大きく、生残に有利なこと
が示された。

成長速度およびRPSの
平均からの残差

２．方法

・成長モデルで再現された5日齢までの成
長速度から高加入年・低加入年を64％の
確率で予測できた。

【結論】 親魚の年齢・産卵経験が仔魚の生残に影響し、さらに水温依存の成長モ
デルによって加入量変動を説明できた（高成長、高生残）。

４．成果の活用

５．今後の課題

・成長速度を加入量指数として資源計算に用いることが可
能になった。その結果、直近2年の加入量を加入量指数
から直接推定することが出来、ABC算定年の資源量予測
精度の向上、適切なABC設定に貢献した。

【調査関連】
・加入の指標となる仔稚魚期の輸送・生残過程と親魚の年齢等の生残に対
する影響の検証
【資源評価・資源管理への活用】
・親魚資源の年齢構成等の影響を考慮した質的管理方策の提言

様式-2 平成 27 年度資源変動要因分析調査課題報告書（中課題）
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６０００
資源変動要因分析調査
マアジ対馬暖流系群
西海区水産研究所資源海洋部資源生態グループ
髙橋素光

１．調査・研究の目的
東シナ海大陸棚域におけるマアジの加入量変動には、仔魚後期から稚魚初期の成長の良否が
大きく関わっていることが明らかになりつつある。本調査では、対馬暖流域全体におけるマア
ジの加入量変動要因を解明するために、
東シナ海に加えて日本海西部において研究を展開する。
成長の良否を決定する要因として、発育初期に経験する餌料環境や水温など海洋環境に焦点を
当てて研究を展開し、マアジ対馬暖流系群全体の加入量予測精度の向上を図る。特に東シナ海
～日本海西部における海洋動態モデルを利用することにより、仔魚の輸送・生残実態を明らか
にし、これらの成果をもとにマアジ対馬暖流系群の加入量予測精度の向上を目指す。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 東シナ海～日本海西部のマアジ稚魚の主たる餌生物は、表層において Paracalanus parvus、
Calanus sinicus、Corycaeus affinis、近底層において Calanus sinicus、Paracalanus parvus、
Paraeuchaeta 属カイアシ類であり、中でも P. parvus と C. sinicus が重要であった。
(2) 東シナ海～日本海西部における主要な餌生物の水平分布を解析した結果、P. parvus の分布
密度は東シナ海中央部で特に高く、C. sinicus は東シナ海中央部西端と日本海西部で特に高
いことを明らかにした。
(3) 東シナ海における P. parvus の分布様式を、水温・塩分・クロロフィル濃度および混合層
深度を用いてモデル化した。
(4) 東シナ海～日本海西部における主要な餌生物の鉛直分布を解析した結果、P. parvus は昼夜
ともに表面近傍で最も高密度で 150 m 以深では出現しなかったのに対し、C. sinicus は表面
と近底層にピークを持つ二峰型の分布様式を示すことが明らかになった。
(5) 東シナ海大陸棚域における餌密度の季節変化を解析した結果、P. parvus と C. sinicus の分
布密度は共に春～初夏にかけて高い値を示し、P. parvus の個体数変動はクロロフィル濃度
で説明できることが明らかになった。
(6) 東シナ海大陸棚近底層におけるマアジ稚魚の分布密度は、仔魚期後半から稚魚初期に餌と
なる P. parvus のコペポダイト幼生密度が高く成長が速かった年級ほど高いことが明らかに
なった。
(7) 春季
（5～6 月）
の東シナ海に分布するマアジ稚魚の孵化日組成は 2～3 月であるのに対し、
同時期の日本海西部に分布する稚魚の孵化日組成は主に 4 月であり、両海域に分布する稚
魚は異なる発生群であることが明らかになった。
(8) 夏～秋季（8～10 月）の日本海西部の漁場に加入するマアジ未成魚の孵化日を解析した結
果、同海域の春季に採集した稚魚の孵化日組成（主に 4 月）と近似したことから、日本海
西部に加入する未成魚は春季に同海域に分布する稚魚と同じ発生群と考えられた。
(9) 春季に日本海西部で採集したマアジ稚魚の成長速度を逆算推定し、2011～2014 年の間で
比較した結果、稚魚初期における成長速度は、2011 年から 2014 年にかけて有意に増加す
る傾向にあり、加入量指標値の年変動と同じ位相を示した。

(10) 春季の日本海西部における仔稚魚の成長年差の原因を明らかにするために、孵化から採
集時までの表面水温とクロロフィル濃度を衛星データに基づいて観測し、採集時に観測し
た水温と主な餌となるパラカラヌス科カイアシ類密度に基づいて環境履歴を推定した。そ
の結果、仔稚魚期の成長が遅く加入水準が低かった 2011・2012 年の環境条件は、2013・2014
年よりも、それぞれ水温と餌密度が低いことが明らかになった。これらから、良好な環境
条件であった年級群の成長は速く、加入水準が高いことが示唆された。
(11) 卵稚仔データベースに用いて、冬～春季の東シナ海および日本海西部におけるマアジ孵
化仔魚の出現様式を解析し、FRA-ROMS 再解析値を用いた粒子追跡実験における追跡開始
位置を確認した。
(12) 調査船調査によって明らかになった東シナ海における発生時期の年変動、好適水温条件、
成長速度の違いによる生存条件を考慮して 2005・2008～2013 年において粒子追跡実験を行
った結果、生残粒子数の年変動は、生残条件を与えない場合よりも加入量指標値の年変動
をよりよく再現した。
(13) 日本海西部における生存水温条件を考慮して 2011～2014 年において粒子追跡実験を行
った結果、環境水温条件が 16～20℃において加入量指標値の年変動がよりよく再現される
ことが明らかになり、東シナ海南部における好適水温条件よりも低い水温帯に適応してい
ることが明らかとなった。
３．調査・研究推進上の課題
(1) 本調査によって、東シナ海だけでなく日本海西部においても、マアジ対馬暖流系群の加入
量変動は発育初期の成育条件に強く依存することが明らかになりつつある。現段階におけ
る海洋動態モデルを用いた粒子追跡実験は、好適水温や発生時期の違いに基づく生残率を
考慮しているが、餌環境やその他の生残要因を考慮していないため、加入量推定精度に課
題が残る。今後、仔稚魚が経験する水温に加えて餌環境や被捕食回避要因となる流れ藻量
なども考慮して生残率を推定する方法を開発し、加入量モデル精度を高度化する必要があ
る。
(2) 本調査において、東シナ海と日本海西部における加入状況の違いを産卵場と輸送環境の違
いをもとに説明することができたが、東シナ海南部で発生した群れの日本海西部や太平洋
側への資源加入割合については検討できていない。今後、太平洋側沿岸域や日本海西部に
加入する未成魚と東シナ海に加入する未成魚との間で、発育初期における耳石成長様式や
経験水温指標となる耳石酸素同位対比を比較することによって、マアジ資源全体に対する
東シナ海南部発生群の貢献度を明らかにする必要がある。
４．特筆すべき成果
(1) 東シナ海大陸棚域だけでなく日本海西部においても、マアジの加入量指標値は仔稚魚期に
おける成長速度に強く影響されることが明らかになった。日本海西部において加入量水準
の高い成育条件の良好な年級群は、
孵化時から好適な水温と餌環境を経験していることが、
衛星データと採集時の観測を組み合わせることによって浮き彫りにすることが出来た。
(2) 加入量推定調査で採集された稚魚の孵化時期と卵稚仔調査結果に基づいて推定された産
卵海域から粒子追跡実験を実施した。この経験水温に基づく生残率を考慮したシミュレー
ション結果は、東シナ海と日本海西部で推定されている加入量指標値の年変動と概ね一致
したことから、加入量変動は発育初期における成育条件によって決まることがモデル解析
によっても支持された。

6000 マアジ対馬暖流系群
【成果のポイント】
•
•

マアジ対馬暖流系群には、主に東シナ海南部と九州北西沖合域の２つの発生群が存在し、初期成長が海域別の
加入量変動に関与していることが明らかとなった。
好適な水温・餌環境を経験した年級群は、成長・生残が良く、加入量水準が高い。

１．資源評価・資源管理における課題
・ 東シナ海における加入量指標値の年変動は、発育初期における成育条件に依存することが指摘されているが、日本
海西部の漁場に加入する未成魚の加入過程や量的変動の仕組みは未解明である。
【仮説】 マアジ対馬暖流系群の加入量変動は、発育初期の成長良否に起因する。

２．方法

３．成果概要

・東シナ海と日本海西部の加入量調査で得られるマアジ稚魚の成
長過程を推定し、仔稚魚期における成長速度の年変動を解析。
・仔稚魚が経験した水温・餌環境を実測値や衛星データを用いて推
定し、成長速度と加入量指数との関係を検討した。
・仔稚魚の経験水温に基づく生残率を考慮したシミュレーション結
果と、実際の調査で推定された加入量指標値とを比較検討した。
海洋環境変化に対する
成長応答

モデル解析

加入量変動
機構の解明

日本海西部に加入する
未成魚は、同海域の稚
魚と同じ発生群

水温と餌環境の両方が良好
な年（2013・2014年）は稚魚
の成長も良好（日本海西部）

2013・2014年は加入量水
準が高く、モデル解析に
よる生残率も高い。

【結論】 仔稚魚期に好適な水温・餌環境を経験した年級群は、
成長が速く、加入量水準が高かった（上記仮説を支持）。

４．成果の活用

５．今後の課題

・海域別の加入量指標値の年変動が海洋環境変化による
成育条件の良否に依存していることを関係機関に説明し、
関係機関から試料提供の協力と加入量変動要因に対する
理解が得られた。

【調査関連】
・餌環境など水温以外の生残要因を考慮した加入量推定モデルの構築
・東シナ海中南部と日本海西部・太平洋とのマアジ資源の交流有無
【評価・資源管理への活用】
・成果を用いた新規加入量の早期予測手法の開発
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９０００
資源変動要因分析調査
スケトウダラ日本海北部系群、ズワイガニ日本海系群、スルメイカ秋季発生系群
日本海区水産研究所資源管理部資源管理グループ
木所英昭

１．調査・研究の目的
我が国の TAC をベースとした資源管理では、加入量の予測値によって将来予測が行われ、
TAC の基礎となる ABC が算定されるとともに管理方策が決定される。したがって、加入量変
動を的確に予測することは資源管理方策を決定する上において最も重要な要素となっている。
特に当年および次年の加入量予測結果は ABC の算定に直接影響を与えるため、重要性が非常
に高い。しかし、加入量の情報を漁獲情報から事前に把握することは困難であることに加え、
海洋環境によって大きく変化するため、事前把握及び将来予測が困難なのが現状である。
本課題では日本海海況予測システム（JADE）と連携し、そのデータを用いたシミュレーシ
ョンによって、日本海で TAC 対象種として産業的にも重要なスケトウダラ日本海北部系群、
ズワイガニ日本海系群、スルメイカ秋季発生系群の加入量予測および加入量変動の把握精度の
向上を行い、ABC の精度向上、資源評価結果の信頼性向上、および的確な資源管理方策の策定
に用いることを目的とする。
２．今年度までの調査・研究成果の概要
(1) 調査船調査の結果から、近年の豊度の高い年級群である 2006、2012 年級群は、4 月の仔
稚魚の段階で豊度が高く、4 月時点ですでに豊度が決まっていた。
(2) 豊度の高い 2006、2012 年級群は、生残仔稚魚の主体は 2 月下旬～3 月中旬に孵化した個
体であった。しかし、これらの初期成長については他の年と比較して特に速い傾向は見ら
れなかった。また、2006 年と 2012 年は、石狩湾周辺における卵密度が高かった。
(3) 2006 年および 2012 年に仔稚魚の生残率が高かった要因として、卵仔稚魚の経験水温が低
かったこと、北海道北部日本海の沿岸域に輸送される仔稚魚の数が多かったことが粒子追
跡シミュレーションの結果で示された。この結果は、低水温と成育場への輸送環境が高い
年級群豊度を生み出すための条件として重要であることを示している。
(4) 2015 年級群はシミュレーションによる経験水温が高かったにもかかわらず 4・5 月におけ
る仔稚魚の豊度が比較的高かった。この結果は前年度までの結果と異なる傾向であるもの
の、近年、産卵場の北上が指摘されており、高水温の影響が小さい海域において産出され
た卵が多かった影響等が推察される。今後、輸送モデルの高度化をする上では、これらの
可能性を考慮する必要がある。
(5) メガロパ幼生の多くが沖合冷水域内に混在して分布しており、水深 150m 以浅の海域には
ほとんどいなかった。2012 年から 2013 年にかけてメガロパの採集数が減少したが、その
理由は沖合域の水塊配置による調査海域への幼生来遊量の違いと推測された。時間帯別の
各層採集結果より作成したメガロパの日周鉛直移動を考慮して分布深度を標準化すると、
ベニズワイとズワイガニの鉛直分布に大差はなかった。
(6) 数値輸送モデルによるシミュレーションによって調査結果とほぼ同様な幼生の分布状況
を再現できた。さらに、シミュレーションにより求めた幼生の孵出海域への帰還率を、後
の 10 齢資源量と比較したところ、年変動は概ね一致しており、資源加入量の変動には幼生
の浮遊時の流況が大きな影響を与えることが検証できた。

(7) 秋季発生系群に相当する 4 月に外套背長 5cm 以上のスルメイカは、表面水温 9℃～12℃
の範囲に多く分布していた。一方、外套背長 5cm 未満のスルメイカは水温 12℃以上、特
に 13℃以上の海域に多く分布していた。これらの情報を基に新規加入量調査の調査範囲を
設定することで、効率的な調査の実施が可能になることが期待される。
(8) 2007～2014 年の月別（10 月、11 月、12 月）に推定した産卵場（日本海のみ）から、同
じ密度で粒子を流す設定の基、幼稚仔の輸送シミュレーションを行った。その結果、シミ
ュレーションによる生残率と資源評価における再生産成功率（RPS）は正の相関関係が認
められた。特に 2013 年秋～2014 年春のシミュレーションによる生残率は高い一方、2014
年秋～2015 年春のシミュレーションによる生残率は低く、2014 年の資源量増加と翌 2015
年の減少と整合しており、産卵場形成位置とその後の輸送環境が 2014 年～2015 年資源量
変動要因の一つとして示すことが出来た。
(9) 1970 年代初頭の気候変動に伴う海況変化の大きな特徴として、山陰沖の水温が上昇する
ことが把握された。以上の特徴に関し、寒冷期には佐渡沖と山陰沖の極前線が南へ蛇行し､
冷水域が日本沿岸へ南下する一方､温暖期には極前線の蛇行が解消される様子を中長期モ
デルによって表現することが出来た。
(10) 中長期モデル結果に、スルメイカの輸送生残モデルを用いてシミュレーションした結果、
1990 年代の温暖期における資源量の緩やかな回復を再現することが出来た。一方、1980
年代の寒冷期については生残率の変動が大きく、スルメイカ資源量の減少傾向については
十分再現出来なかった。要因として、中長期モデルにおける日本海極前線の南への蛇行が
不安定であることが要因として考えられた。
３．調査・研究推進上の課題
(1) スケトウダラの成熟タイミングに影響を及ぼす要因や、後期孵化群が生き残る利点などに
ついて探索する必要がある。また、加入量変動メカニズムの解明や、より精度の高い加入
量早期把握指標の探索のためにも、輸送モデルの高度化が必要である。
(2) ズワイガニでは、予測結果と資源量の年変動の相関は非常に良いものの、今後、関係が合
わなくなった際には幼生の生態要素をさらにモデルに組み込む等の対応で調整が必要とな
る。また、本研究ではズワイガニだけでなくベニズワイの幼生の生態的知見も蓄積できたこと
から、両種の分布域や資源量の差異に関する課題の検討も可能となった。
(3) スルメイカでは、シミュレーションの生残率と RPS と同じの間には正の相関関係が認め
られた。しかし、前年の親魚量×シミュレーションによる生残率として計算した予測資源
量は観測された資源量と関係が認められなかった。資源量を予測計算する際の親魚量の取
り扱い方が資源量予測精度を向上させるための課題として残された。
(4) 中長期モデルの精度向上に向けて、 寒冷気候時における極前線の蛇行の時間変動を安定
化させること、対馬海峡通過流量に経年変動を与えることが課題として残された。
４．特筆すべき成果
(1) 近年のスケトウダラ日本海北部系群では、卵稚仔期の経験水温が低く（2～8℃）
、適切な
成育場（道北沿岸）に運ばれたときに、加入量が増加することを明らかにした。
(2) ズワイガニでは、シミュレーションで算出されたズワイガニ幼生が産卵場に戻ってくる割
合（帰還率）と、7 年後のズワイガニの加入量が関連していることが明らかとなり、幼生
期の海洋環境から、加入量（ふ化 7 年後）を予測することが可能になった。
(3) スルメイカでは、2014 年に推定された高い資源量、翌 2015 年の資源量が大きく減少し
た要因の一部を、シミュレーションによる生残率をもとに示すことが出来た。

9000-1 スケトウダラ日本海北部系群
【成果のポイント】
•
•

①卵稚仔期の経験水温が低く（２～８℃）、②適切な成育場（道北沿岸）に運ばれたときに、加入量が増加すること
が明らかとなった。
近年資源水準が低下した要因を、海洋環境と生態的側面から説明することで、関係者の理解が進み、評価結果に
対する信頼性の向上に繋がった。

１．資源評価・資源管理における課題
・ スケトウダラ日本海北部系群の資源水準は低位。産卵場が道南に縮小したことによる再生産成功率の低下が要因
の一つとして指摘されている。しかし、近年の産卵場でも再生産成功率が高い年がある。
【仮説】 卵稚仔期の経験水温と成育場への輸送率が良好な場合に再生産成功率が高くなる。

２．方法

３．成果概要

・コンピューター上で海流や水温分布を再現し、 近年の主産卵場
海域から卵稚仔魚の経験水温と輸送先をシミュレーションした。
・シミュレーション結果（卵稚仔魚の経験水温と、成育場への輸送
率）と、実際の調査で確認した稚仔魚の現存量と比較検討した。

比較

・再生産成功率が高かった2006年と
2012年は水温が低く、稚仔魚が生残
に適切な水温（2～8℃）に分布。

・ただし、適切な水温帯に分布していても、成
育場（道北沿岸）に運ばれなかった年（2013
年）は、再生産成功率が低かった。
【結論】 スケトウダラ日本海北部系群の再生産成功率は、卵稚仔期の経験水温
と成育場への輸送率が良好な場合に高くなることを明らかにした。

４．成果の活用

５．今後の課題

・本調査結果をもとに、スケトウダラ日本海北部系群にお
ける近年の再生産成功率が低い要因と、その中でも2012
年は高かった要因を漁業者との意見交換会等で説明する
ことにより、関係者の資源評価結果への理解と信頼を得る
ことができた。

【調査関連】
・近年の資源減少要因の一つと指摘されている産卵場の縮小要因の解明
【資源評価・資源管理への活用】
・今回の成果を利用した加入量の早期予測とその精度向上
・海洋環境と資源変動特性を考慮した管理方策の提言

9000-2 ズワイガニ日本海系群
【成果のポイント】
•
•

ズワイガニ日本海系群の浮遊幼生期における輸送拡散過程をシミュレーションで再現することが出来た。
シミュレーションで算出されたズワイガニ幼生が産卵場に戻ってくる割合（帰還率）と、7年後のズワイガニの加入量
が関連していることが明らかとなり、幼生期の海洋環境から、加入量（ふ化7年後）を予測することが可能になった。

１．資源評価・資源管理における課題
・ ズワイガニは浮遊幼生期を経て大陸棚斜面（産卵場）に着底、成長した約7年後に漁獲対象となる（漁獲加入）。
・ 資源水準は中位水準を維持しているものの、加入量が近年減少傾向にあることから今後の動向が注目されている。
【仮説】 浮遊幼生が産卵場に戻ってくる割合が高いと漁業への加入量（ふ化7年後）が多くなる。

２．方法

３．成果概要

・幼生の発育に伴う分布深度の変化をモデル化し、コンピューター
上に再現した流動場（水の流れ）で産卵場に戻れるかシミュレー
ションした。
・シミュレーションによる産卵場に戻ってくる割合（帰還率）と、資源
評価における加入量（ふ化7年後）の関係を基に仮説を検証した。
・幼生の分布深度が深くなると共に、産卵場（左図
白枠内）に戻る状況を再現できた。帰還率と加入
量（7年後）は同様の変動傾向であった（上図）。

【結論】 ズワイガニの浮遊幼生が産卵場に戻ってくる割合が高いと、加入量
（ふ化7年後）が多くなる。

４．成果の活用

５．今後の課題

・資源評価における加入量予測の要因分析（海洋環境の
影響評価）および信頼性向上に利用している。特に、資源
評価における2016年の加入量増加は、本課題における幼
生の帰還率でも予測されており、確度の高い予測値として
判断している。

【調査関連】
・浮遊幼生の分布量の把握と、着底後の死亡要因と加入量の関連の検討
・データの蓄積による帰還率と加入量の関係に関する実証
【資源評価・資源管理への活用】
・海洋環境と資源変動特性を考慮した管理方策の提言

9000-3 スルメイカ秋季発生系群
【成果のポイント】
•
•

産卵場の形成位置と、幼生の輸送先の水温が近年のスルメイカの加入量変動に関与していることが示された。
2014年に推定された高い資源量、翌2015年の資源量が大きく減少した要因について海洋環境の変化による生残
率から示すことが出来、本系群の変動要因の説明と評価結果の信頼性向上に繋がった。

１．資源評価・資源管理における課題
・ 単年生の生物資源であるため、加入量の早期把握が適切な資源管理上の重要な要素となっている。
・ 近年、加入量の年変動が大きく、変動要因の説明が求められている。
【仮説】 海流によって輸送された幼生が、対馬暖流域（好適な水温範囲）に多く留まった年は再生産成功率が高い。
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・漁獲加入前の分布と水温の関係を新規加入量調査で調べた。
・水温分布から 10月～12月の月別産卵場を推定した。
・水温で生残条件を設定（基本的に対馬暖流域では生残）したシ
ミュレーションを実施し、再生産成功率（RPS）との関係を調べた。

３．成果概要
ＲＰＳ、資源量（100万トン）

２．方法

y = 0.0861x ‐ 1.8454
R² = 0.6308
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【結論】 産卵場から輸送された幼生が対馬暖流域に留まる比率が高い（シミュ
レーションの生残率が高い）年は、再生産成功率（RPS）が高かった。

４．成果の活用

５．今後の課題

・本調査結果を本系群の変動要因の説明に利用。特に
2014年の資源量は過去最高値であったが、翌2015年は半
減しており、その要因（加入前の生残率が低かった）を説
明する資料の一部として利用した。

【調査関連】
・南下時期・寿命の年変化による系群間交流の資源変動への影響把握
【資源評価・資源管理への活用】
・水温を用いた加入前における分布予測と新規加入量調査の精度向上
・経年的資源変動要因の分析と資源変動特性を考慮した管理方策の提言

