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Abstract
 

The skipjack tuna Katsuwonus pelamis maintains adequate body temperature by searching actively for warm
 

waters.Their congregation is associated with the oceanic thermal frontal systems due to high forage concentration
 

in the frontal waters.Thus temporal variability of oceanic thermal fronts can be used to detect routes for their
 

migration. The main objective of our study is to assess the feasibility of short-term forecast of the favorable
 

temperature zone for skipjack tuna fishing ground.The relationship between short-term spatial variability of SST
 

field and skipjack tuna fishing ground was investigated at two sampling sites off the eastern coast of Japan;Sanriku
 

Area and Tokai Area during September 2001 and April-May 2005 respectively.Fishing locations and in situ SST data
 

from the logbook of the fishing vessels(QRY data)recorded continuously over ten days were used to estimate SST
 

field for the 11 day by applying multiple regression analysis taking SST (y)as the target parameter (dependent
 

variable)and Julian day(x ),latitude(x )and longitude(x )as the independent variables.Satellite derived high
 

resolution SST image from NOAA-AVHRR/MODIS of the target day was used to validate the estimated SST field.

95% and74% of the fishing locations of the target day were found to have occurred in the areas with SST difference
 

of 1.0°C between the estimated SST and satellite derived SST in September 2001 and April-May 2005 respectively.

In September 2001,QRY SST and estimated SST ranges were 18-20°C and 18-19°C respectively.Similarly,in April-

May 2005,estimated SST range(20-21°C)was noticed to be narrower compared to that of QRY SST (19-23°C).We
 

termed estimated SST as the“favorable temperature”because of its usefulness in locating skipjack tuna fishing
 

ground.Our results indicated apparent shift in the fishing ground favorable SST ranges under diverse seasonal and
 

oceanographic conditions.

Key words: Sea Surface Temperature, Skipjack tuna, Favorable Temperature, QRY Data, Multiple Regression
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はじめに

静岡県はカツオの漁獲量日本一であり，特に焼津市の水

揚げ量は多く，平成15～18年の間で漁獲量は13万～14万ト

ンの範囲で推移しており，魚種別に見ても総漁獲量の約7

割をカツオが占めている．カツオについては，群れの移動

と水温に関する研究が過去にいくつか行われており（宇

多，1939；黒田，1955；川合・佐々木，1962），これらは

カツオの漁場形成や漁獲量予測を目的に利用されている．

カツオは熱帯から亜熱帯海域で生育し，成長に伴って北方

に回遊して春に日本近海まで来遊することがよく知られて
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いる．二平・永沼（1994）によれば，カツオは５月に黒潮

前線南側に達し，６月から７月に黒潮前線を越えて混合水

域内を北上移動するとされている．川合・佐々木（1962）

は，カツオが黒潮前線を越えて黒潮分流暖水舌へ移動する

際の条件として，黒潮前線から二次的に分岐する黒潮前線

北よりの強流帯が大きな役割を果たしているとしている．

カツオの漁場が形成される時の水温については，各々の漁

場の特性や形態，カツオの漁期や年齢などによってかなり

異なるとされ，その上限は28℃前後，下限は18℃前後と

考えられており，カツオ・マグロ類の中では水温に対する

適応範囲が広い魚種とされている（宇多，1939；黒田，

1995）．これらのことは，カツオが水温変動の大きい潮境

水域や島嶼水域に主に分布することと深く関連している

（川崎，1965）．

以上のような知見をもとに，カツオの漁獲量が多いとさ

れている東北水域において漁獲形成機構の解明，漁場位置

や漁獲量の予測手法の開発が行われており，来遊初期の平

均体長・肥満度を用いた単回帰法（二平・永沼，1994），

重回帰モデル（仁平・永沼，1994；Sakuramoto et al,

1995；二平，1999），ニューラルネットワークを用いた手

法（為石ら，1998；二平，1999）が報告されている．二

平・永沼（1994）は，重回帰分析を用いてカツオ漁獲量の

予測手法を肥満度から検討したところ，11港でのカツオ漁

獲量と肥満度（５月）との間に有意水準１～５％で相関

が認められたとし，その有効性を強調している．

定期的に広範囲の観測が可能な人工衛星によるリモート

センシングも注目されており，これらから得られる海表面

水温画像を用いた研究が行われている（平井，1984；

Saito et al,1986；Sugimoto and Tameishi,1992；為石，

2003）．

本研究では，カツオの漁場（群れ）が水温変化の激しい

潮境（前線）に分布する傾向があるという知見から，漁場

の移動と潮境の移動との関連性に注目し，潮境の位置を水

温変化が明確に識別できる人工衛星の海表面水温画像を用

いて特定することを試みた．具体的には，漁場の移動の連

続性を抽出する手法として，カツオ漁獲時のQRY（漁船

間無線連絡情報集計）データを用いた重回帰分析を行っ

た．重回帰式を作るための目的変数には，潮境と関連が深

い水温を設定し，これを導くための説明変数には，漁場と

潮境位置の移動に関連する日付，緯度，経度を設定した．

結果，短期間での漁場と潮境の連続的な移動に関して共通

性が見出せたので，これを報告する．

資料と方法

（1）海洋観測データ

本研究では大きく２つの資料を使用した．カツオ漁獲時

のQRYデータ（日付，緯度，経度，海表面水温）と，

MODIS (MODerate resolution Imaging  Spectror-

adiometer：中分解能撮像分光放射計）による海表面水温

データである．MODISはNASA/GSFCにより開発され

た光学センサーであり，Terra衛星及びAqua衛星に搭載

されている（今回用いたデータは2001年がTerra衛星，

2005年がAqua衛星によるものである）．観測対象は，雲

の性質，放射エネルギーフラックス，エアロゾルの性質，

地表面温度，海表面水温，海色，大気温度と湿度，海氷等

多岐に亘る．2330kmの走査幅で，地球全域を１日～２

日ごとに観測し，ポインティング（衛星の姿勢を制御する

ことにより，軌道直下だけでなく，軌道からかなり離れた

地域を特定して観測する技術）しなくても周期（２～３

日）のデータを得ることが可能である．本研究では海表面

水温を用いたが，分析に使用する対象範囲内に雲がかかっ

ている場合は，明確な水温データが得られないため，雲が

少ない日のデータを選出して用いた．

（2）カツオ漁場適水温の予測

・分析海域

分析は季節と海域の違いを考慮するため，2001年９月23

日と2005年５月４日を対象日とし，その範囲は，前者が

40°00′～41°00′N，146°00′～147°00′E（三陸沖），後者が31°

00′～36°00′N，136°00′～141°00′E（東海沖）である．

・適水温帯の予測分布図の作成

カツオの漁場（群れ）は黒潮前線あるいは混合水域内と

いった水温の変化が顕著に見られる潮境付近に多く形成さ

れ（川合・佐々木，1962），適温水帯の移動に伴って漁場

も移動する（宇多，1939）という報告があることから，水

温を重要なパラメーター（y）とみなした．この海表面水

温パラメーター（目的変数）を求めるため，前線の移動位

置と連続性を表す説明変数を日付（x ），緯度（x ），経

度（x ）として設定した．分析は短期間の漁場の動きを

追うため，2001年・2005年の各々の対象日から10日前とし

た．これはちょうど連続して漁をする期間（１漁期）の２

回分にあたる．カツオの漁獲があった海域のQRYデータ

の日付，緯度，経度の値を代入して，漁場となりうる水温

（適温水帯y）を導き出す重回帰式を作成した．

y＝a＋a x ＋a x ＋a x

このカツオ漁場の移動を反映させた重回帰式に，11日目

の同じ海域におけるMODISの日付，緯度，経度を代入

して，適温水帯の予測分布図を作成した．これを対象日

の海表面水温分布図と比較するため，両図の水温偏差を

±0.1℃，±0.4℃，±0.8℃，±1.0℃に分けた図を作成

して，予測分布図とどのくらいの割合で適合するのかを検

討した．
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結 果

（1）カツオ漁場の移動と分布

Fig.1は，カツオの群れが小笠原付近から始まり黒潮を

横断して混合水域に入っていくとよく知られている移動の

パターンを確認するため，2001年および2005年の２～11月

のカツオのQRYデータを基に漁獲のあった地点をプロッ

トしたものである．2001年，2005年とも漁場は，２～４月

は伊豆諸島沖から日本沿岸を通過する黒潮流域に達し，５

～10月にかけて関東沖から三陸沖を北東方向に北上し，11

月に南下し始めるというよく似た移動パターンをとってい

る．

Fig.2はカツオ漁場が水温変化の大きい潮境に出現する

傾向があるとされているため，MODISによる2001年９月

23日，および2005年５月４日の表面水温分布にカツオが漁

獲されたポイント（◇）をプロットし，その様子を確認し

たものである．カラーバーは各々15～21.5℃，13～24℃

を示している．拡大された図より，両年とも水温が急激に

変化している潮境（燈から緑に変わる部分）である海流前

線に沿って漁場が集中して出現しているのがわかる．

（2）カツオ漁場適水温の予測

漁獲時の10日間のカツオQRYデータより導き出された

重回帰式を以下に示す．

2001年 Y＝0.12x ＋0.51x －0.07x ＋18.18

2005年 Y＝0.0447x ＋0.4717x －0.1352x ＋11.9806

Ｙ：水温 x ：日付 (Julian Day) x ：緯度 x ：経度

これらの重回帰式をもとに漁場の適温水帯の予測分布図

を作成し，これが対象日の海表面水温とどれだけ適合し

ているかを検証するため，両水温との偏差を±0.1℃，±

0.4℃，±0.8℃，±1.0℃に区分し，これらの偏差を合成

した画像を作成した．さらに，これに漁場をプロットした

ものをFig.3に示す．その結果，2001年９月では，±

0.1℃以内で漁場と一致する割合が40％，±0.4℃以内で

は65％となり，±0.8℃以内では91％，そして±1.0℃

では98％とかなり高い割合で一致した．また2005年５月

では，±0.1℃以内で漁場と一致する割合が10％，±

0.4℃以内では45％，±0.8℃以内では65％，そして±

1.0℃では74％となった．

Fig.4は異なる季節に漁獲があった地点の水温帯にどの

程度差があるのかを確認するため，漁船から測定された漁

獲現場の水温および重回帰式より導き出された水温の分布

図である．水温は2001年９月に現場水温で19.2-20.6℃，

予測水温で18.9-19.3℃の範囲をとっているのに対し，

2005年５月は現場水温で19.0-23.2℃，予測水温で20.1-

21.8℃となっており，重回帰分析による予測水温の幅は

現場水温のそれに比べ狭かった。また，カツオ漁場の水温

帯は季節および海域によっても差がみられた．

おわりに

以上の結果から，漁場の移動傾向を反映した重回帰式に

よって導き出された海表面水温分布に，対象日と同じ漁場

位置の水温をあてはめると，±1.0℃以内の偏差範囲にお

いて，かなり高い割合で一致した．カツオは長距離を高速

で回遊するのに高いエネルギーを必要とする。そのため彼

らは，体内に発達した循環系を備え，暖水を求めて活発に

移動することにより，適度な体温を維持している（Hum-

ber and Carlos,1999）．このことから，カツオは自らの生

理的機能に適合した環境水温を時期と場所によって選択し

ていることが推測でき，本研究の結果からもカツオ漁場と

水温の連続性（関連性）があることは明らかである。今回

は，カツオ漁場の移動を反映する条件として日付，緯度，

経度を使用したが，その他適切な条件を考慮することで，

より詳細な関連性がわかるかもしれない．また，漁船から

測定された水温では漁獲場所が異なるため，２～４℃と

かなりの差がみられた。しかし，重回帰式によって導き出

された水温の差は両年とも１℃前後に収まっていること

から，この結果は水温の適応範囲が広いとされるカツオ漁

場の水温をより狭く特定こと，すなわち，カツオ漁場形成

の適水温帯を把握する上で有利な点といえる．

今回は2001年と2005年の10日間という短期間での分析し

か行えなかったが，分析の対象範囲を広げ，さらに様々な

期間もしくは年度を設定して分析を行うことにより，カツ

オ漁場と水温との連続性をより明確にしていくことが望ま

れる．またこの重回帰分析を用いたカツオの適温水帯の出

現予測が正確なものになれば，今後実際の漁業現場におい

て，漁業者にカツオ漁場の出現場所の予測情報を提供する

手法として利用していくことも期待できるだろう．
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Fig.1 Monthly distribution of the skipjack tuna fishing grounds along the eastern coast of Japan in
 

2001(left)and 2005(right).The points marked in the ocean area are locations of all Skipjack
 

tuna fishing vessels operated during the entire month.
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Fig.1 continued.
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Fig.2 Location of skipjack tuna fishing vessels in the Sanriku area on September 9,2001(top)and in
 

the Tokai area on May 4, 2005 (bottom)superimposed on the satellite derived sea surface
 

temperature(SST)images of the respective days.Sampling areas(insets)are enlarged(right)

to depict formation of fishing ground (congregation of fishing vessels)at the frontal area
 

characterized by sharp thermal structures.
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Fig.3 Location of fishing ground in two sampling areas superimposed on the images of
 

SST differences between the satellite derived and the estimated SST using
 

multiple regression analysis in the Sanriku area on September 9,2001(top)and
 

in the Tokai area on May 4,2005(bottom).Color bar shows difference in SST
 

and grey circles indicated the location of skipjack tuna fishing vessels.
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Fig.4 Relationship between the measured SST at the fishing ground and the estimated SST
 

using multiple regression analysis in the Sanriku area on September 9, 2001 (open dia-
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oceanographic condition.Note that the range of measured SST was 19.2-20.6°C and 19.

0-23.2°C in the Sanriku area on September 9,2001 and in the Tokai area on May 4,2005
 

respectively,where as the range of estimated SST was 18.8-19.3°C and 20.1-21.8°C in the
 

respective areas.
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要 旨

カツオ漁場と海表面水温（SST）の分布の間には強い関連性があり，漁場は水温変化の激しい潮境に分布する傾向が

あると報告されている．本研究では短期間でのSSTとカツオ漁場の分布変動の関連性を調べるため，三陸沖と東海沖の

２地点について各々2001年９月と2005年４-５月の期間を対象に重回帰分析を行った．分析には 10日間継続して漁場位置

と現場のSSTを記録したQRYデータを使用した． 11日目の現場のSSTを目的変数とし，これを抽出するための説明

変数をジュリアン日（x ），緯度（x ），経度（x ）とした．人工衛星（NOAA-AVHRR/MODIS）より得た11日目の

SSTの高分解画像を使用し，重回帰分析により予測したSST画像と比較を行った．その結果，カツオ漁場の2001年およ

び2005年とも±1.0℃の範囲において高い割合（98％・74％）で一致したことから，10日程度の短期間におけるカツオ漁

場と海表面水温の分布には，連続性（関連性）があることが明らかとなった．また予測したSSTの幅は現場のSSTの

幅より狭く，すなわちこれがカツオ漁場形成の適水温帯であり，時期と場所によって変動することが明らかとなった．

キーワード：海表面水温，カツオ，適水温，QRYデータ，重回帰分析，漁場，衛星データ
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