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1970年夏季の北西太平洋における海況概要

1970年 5~7月における海況を．下記資料に基づき 100m層の水温分布を

主にして．今季の海況概要を述べる。 100m層を用いた根拠は・後述する各水

塊が 100m層の水温により特徴づけられるためである。

用 い た 資 料

母船および一部の独航漁船による BT..各層観測値。

さけ・ます調査船による BT観測値。

水産庁所属調査船北光丸による BT.各層観測による水湿。

海況概要

北洋陀おけるサケ・マスの分布移動に及ぼす海洋環境の影響は、既往＿の報告

（大谷： 1966、.McAlister:1968)により．主として下記 3水塊の配置に起

因するところが大きいようである。

i) カムチャッカ東方海城に分布する WesternSub-Arctic ・water 

ii) Alaskan Stream 

iii) Subarctic Boundary 

そして如これら 3水塊は 100m 層水温により~次のように特徴づけられて

いる。

i) Western Subarctic Water: 3℃以下の水城

ii) Alaskan Stream : 4℃以上の水域

iii) Subarctic Boundary: 6℃又はそれ以上の付近において..水混傾

度の大なる水城。

したがって、 100m層の水温分布を用いて. 1970年における各水塊の分

-1 -



布・消長等につき検討する。

1) Western Subarctic Water 

5月ー 3℃線の分布は•北海道東方の 45 ° N..155 ° E付近から北東方向

に伸び、アラプ島の南 52° N。 175°Eに達している。すなわち． 46° N付

近を中心として I63°E-169°Eの範囲で南東方向に張り出している。そし

て. 169°E から北方へ分布し•さらに 173 ° E付近で舌状に南へ張り出し

顕著な蛇行現象を呈している。

アッツ島以北海域では観測資料がないために WesternSubarctic Wa-

ter(1.)東端は不明であるが｀少なくとも 175 ° E付近までは張り出している

ものと考えられる。

6月ー 16l0E以西における水温分布バクーンは 5月とし庄ぽ同様であるが、

16 3 °E 以東の海城では異なっている。すなわち·• 5月、 163°E-169°Eの

海城たおける等温線の南への張り出しは更に南東方向へ伸び、その南端の位

置を 5月に比較すると．緯度において 10 以上南下し筆そして東端は 5月に

おける 169 ° Eから 173 ° Eに達している。しかし...48° N以北の水城にお

ける 3℃線の分布は逆に 5月に比較して西寄りに分布している。

これらの諸現象は｀ （i）南下する東カムチャッカ海流．（ii)西向する Alaskan ―

Streamの季節的消長に起因した結果と解釈される。

なお． 1967年以降の 6月における WesteniSubarctic Waterの東端

について考察すると ..1970年にもっとも西へ存在していたことになる。

7月ー 165 ° E 以西海域では 6 月とほぽ同様な分布バクーンをな • している

が． 165 ° E以東では東方への張り出しが顕著となり...6月の 173 °Eに 対

し7月は 176 ° Eに達している。しかし. 4 9・0 N以北の海城における 3℃線

は 6月に比較して西寄りに分布しシその西端は 164_03('fEに達している。
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2) Alaskan St.ream.. 

6月ー 4.0℃線から判断される AlaskanStreamの西端は 179° w に存

在し軍その西端における経度は 1967年 (177° 30'w)忙ほぼ類以している

が...1967年はペーリング海内で局部的に認められる程度である。

なお,Alaskan Streamの張り出しについて l968年以降の 3カ年を比

較すると.,,1970年がもっとも弱勢ということになる。

7月一 100 m層の水温分布から判断する限り ..170°E~l76°Eの範囲 ：．

に..ほぼ 50°Nを中心として孤立した 4℃域が分布していることから、Ala-

skan Streamの西端は 170 ° Eにあり． 6月に比較して iO°程度西へ張り

出している。

3) Subarctic Boundary 

‘6月ー SubarcticBoundary と判断される水温傾度の大なる海城は．

153°E-156°E および 167°E-t68°E の海城で認められ••その緯度はい

づれも匠ぼ 42°N付近となっている。この 1970年 6月における Subarctic

Boundaryは 1967年とほぼ同じ位置に存在し．概して 1968。1969年に

比較し若干南偏の傾向がある。

7月ーS曲 arctic Boundaryは 155°E付近に認められ畢その緯度は 6

月と t在とんど変化していない。

4) 南千島付近の海況

南千島付近に分布している•オホーツク海から太平洋城へ流出し 1 ℃以下

の冷水城は ♦ 6月にエトロフ島南へ認められている。そして. 1970年にお
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けるその面積は 1968• 1969年に比較して大きく．その分布バクーンは東方

ヘ張り出している 1967年に対し南へ張り出している。

しかし≫その面積を 1967年以降について比較すると． 1967年よ也咲t干・

狭いが亀 1968・1969年に比較するといずれも広くなっている。

以上の諸現象から． 6月を主とした 1970年の海況の特徴は次のように要

約される。

① Wes tern Subarctic Water :東への張り出し弱勢。

② Alaskan Stream :西への張り出し弱勢。

⑧ Subarctic Boundary :若干南偏。

④ 南千島におけるオホーツク海系水塊：太平洋城への張り出し城大。

引 用文献

北野清光 (1966) ：西部亜寒帯水城の水温鉛直分布について。 水産庁

w.B.Mcalister et al(l968) : 1968年度 INPF・C"における米国'

Document。

大谷清隆{1966) : Alaskan Streamとペニザケ漁場との対応。

水産海洋研究会報第 9号。

（遠洋水産研究所海洋部

同 上 北 洋 資 源 部
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Fig.1. Fig. 1. Temperature (℃） at lOOm depth in m~y. 1970. 
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Fig. 2. Temperature（℃） at 100 m depth in June, i970. 
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Fig. 3. Temperature（℃） a t 100 m d e p th i n July, 1970. 
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OUTLINE OF OCE邸 OGRAPHICCONDITIONS OF THE NORTH-WEST 
PACIFIC OCEAN IN THE S暉 ER, 1970 

The oceanographic conditions of the Northwest Pacific Ocean 

in May-July, 1970 are summarized by means of tne temperature distrib旦tion

in 100 meter depth. The reason why the 100 meter depth was adopted is 

that each water mass which is mentioned later could be characterized by 

the water temperature at this depth. 

Data source: 

(1) BT data of mother ships and attached catcherboats. 

(2) BT data of salmon research vessels. 

(3) BT and reversing thermometer data of R/V Hokko_Maru, 

Fishery Agency. 

Outline of Oceanographic conditions: 

The effect of marine environments on the distribution of salmons 

in the northern Pacific seems generally due to the locations of the 

following water masses as was shown by OHTANI (1966) (1968) and l'ifcALISTER 

(1968). 

(i) Western Subarcti9 Water located in the east of Kamchatka. 

(ii) Alaskan Stream. 

(iii) Subarctic Boundary 

These three water masses are characterized by the water 

temperature at 100 m depth. Namely: 

(i) Western Subarctic Water: The area in which water temperature 

゜is below ye. 
(ii) Alaskan Stream: The area in which water temperature is 

゜above 4-c. 

(iii) Subarctic Boundary: The area in which the temperature 

゜gradient is坦 ghat 6~C or above_. 

Therefore., based on the water temperature distribution at the 100 m 

depth, each water mass distribution and length will be studied for 1970. 

(1) ~: 

゜旱： The3°c isotherm stretches north-eastward from 45゚N,

155゚E, east of Hokkaido to 52゚N, 175゚E, S.outh of Attu Isl, In other words, 

it stretches so~th-eastward between 16ぅ0 and 169゚E, turns northward at 169゚E,

then south-eastward making a distinct meandering surrounding a tonguelike 
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cold water mass. In the area north of Attu Isl., the eastern boundary of 

the Western Subarctic Water is obscure because of the lack of data. 

However, it is considered to be extending as far as 175゚E.

~: The water temperature pattern in June is in general 

similar to that in May in the west of 163゚E,but differs at the east. 
0 0 

Namely, the southward intrusion of the isotherm between 163-E and 169~E 

is more conspicuous in June, and the southern boundary shifted southward 

゜by 1-in latitude. The eastern boundary of the water reached eastward 

゜as far as l 73vE, four degrees further eastward than in May. i11eanwhile 

゜the }"C isotherm is located further west than in May. 

These phenomena can be interpreted as being caused by the 

seasonal variation of the southward flowing East Kamchatka Current 

as well as of the westerly Alaskan Stream. 

The eastern boundary of the Western Subarctic Water in June 

after 1967 is located in the furthest west in 1970. 

竿： Inthe west of 165°E a similar pattern is shown to that 

in June. In the east of the same meridian, a conspicuous eastward 

intrusion ofぅ0cisotherm extending as far as 176°E is seen,in contrast 
o o o 

to 173-E in June. However, the 3~C isotherm in the north of 49-N is 

locate,d further west than in June, and the western boundary located 

゜at 164~30'E. 

(2) ~: 

』旦平： The western boundary of the Alaskan Stream estimated 
0 0 0 

by 4uC is located at 179uW, somewhat close to that in 1967 (177u30'W), 

when it could be recognized only locally in the Bering Sea. The westward 

intrusion of the Alaskan Current is weakest in 1970 among the three years 

since 1968. 
0 0 

』平： Theisolated water mass warmer than 4-c among 170-E 
0 0 

and 176-E with its center at about 50~N shows that the western boundary of 

゜the Alaskan Stream is located about 170~E, about 10 degrees further west 

than in June, so long as is interpreted from the water temperature at 

100m depth. 

1336--2 



ヽ／

(3) SubarctiC Boundary: 

~: The area with a steep temperature gradient indicating 
0 0 

the Subarctic Boundary was seen between 153-E and 156~E as well as between 

167゚Eand 168°E, the latitude of eech being about 42゚N. The Subarctic 

Boundary in June 1970 is located almost at the same position as in 1967, 

somewhat further south than in 1968 and 1969 • 

.!illll: The Subarctic Boundary can be recognized only along 

゜about 155-E, nearly as same as in June. 

(4)•: 

゜The cold water below 1~c located in vicinity-of the Southern 

Kuril Islands and intruding toward the Pacific Ocean from the Okhotsk 

Sea can be recognized at the south of Itrup Isl. in June. The area 

of the cold water in 1970 is larger than that in 1968 and 1969; but it is 

a little smaller than that in 1967. Uoreover the southward intrusion 

in 1970 is seen in contrast to the eastward one in 1967, as follows: 

(a) Western Subarctic Water: Weak extrusion to the east. 

(b) Alaskan Stream: Weak extrusion to the west. 

(c) Subarctic Boundary: Slight deflection to the south 

(d) Okhotsk Sea Water Mass at Southern Kuril Islands: 

Large extent of extrusion toward the Pacific Region 
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