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.. 1971年夏季ーの北西太平洋における海況概要一

1971年 4~7月の北西太平洋における 40°N以北の海況を， WesternS ubarc-

tic Water, Alaskan Stream, Subarctic Boundery および南千島付近について

検討した。

用いた資料

さけ・ます船団所属独航船： BT資料

さけ・ます調査船

水産庁所属調査船： BTおよび各層観測の水温資料

1) Western Subarctic Water 

カムチャツカ半島から千島列島へ至る海域の太平洋域に分布するWestern

Subarctic Waterは， 100m層において 8℃以下の水湿域で特徴づけられている。

4月： WesternSubarctic wa・ter の東端は，北海道の南 40°N, 142°E付近

から北東方向に伸び，アッツ島の南西付近に達している。そして，アッツ島以西

海域における WesternSubarctic Waterの最東端は 172° Eに存在しているよう

である。

5月： 8 ℃の等湿線分布パクーンは 4月とほぼ同様であり，さらに 8℃線から

判断される WesternSubarctic Waterの東端における位置も 4月と同様ほとんど

変化はみられない。

なお， 1971年におけるWesternSubarctic Waterの最東端は 1970年 (175° 

E)に比較して若干西寄りになっている。

6月： 165°E以西の海域におけるWesternSubarctic Waterの分布パクーン

は， 4 ・ 5月とほぼ同様であるが， 165°E以東では若千異なっている。

すなわち， 47° N線上において WesternSubarctic Waterの最東端は， 5月
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における 16釘Eから若干東へ移動していて 17ぎE付近に達している。

なお， 1967~1971年の 6月におけるWesternSubar-ctic Waterの東への張

り出しを検討すると， 1971年は 1970年同様弱吟であったものと判断される。

7月： 4~6月に比較して 7月におけるWesternSubarctic Waterの分布は

155°E~ 162°Eの海域において顕著な蛇行現象を呈している点があげられる。

さらに， 6月に 50°N以北に形成されていた顕著な南東ヘーの張り出しが 7月に ― 

は消減しており，また 50°N以北におけるWesternSubarctic Waterの最東端が

1970年 {164°30'E)に比較し，東寄り (171°E)に存在している点が 1971年

の特徴としてあげられよう。

2) Alaskan Stream 

アリューシャン列島南の 50°N付近を列島沿いに西へ流れる A_laskanStream 

は既往の報告により 100m層水洞分布において， 4 ℃以上の水湿域に相当してい

ることが明らかにされている。

4月： 50°N付近における AlaskanStreamの西端は 180°付近と判断される。

5月： 4 ℃等温線から判断される AlaskanStreamの西端は 176°E付近と考

えられる。

6月： AlaskanStreamの西端は 5月とほぼ同様 170°E付近に存在し， 1968

年と同じ位置にあり， AlaskanStreamの西への張り出しは 1970年に比較して

強勢ということになる。

7月： 50°N付近における 4.0℃線が複雑な分布を呈しているため， Alaskan

Stream西端の位置決定が困難であるが， 176~177°E付近に存在しているよう

である。

なお， 1971年夏期における AlaskanStreamの特徴として，その西端は少な

くとも 5~7月を通じてほぼ同じ位置に存在していたことがあげられる。
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3) Sub紅 otioBoundary 

既往の報告により， 100m層において 6℃又はそれ以上の水温域における水湿

の南北傾度の大きい水域が SubarcticBoundaryとなっている。

4月：日本の本州東方 145°Eにおいて 40°N付近に SubarcticBo皿 daryが存

在し， 150°E以東においては 41° ~42°Nの海域を東方へ向かって蛇行してい

る。そして，水温の南北傾度は 145°_Eおよび l68°E付近で最大となっており，

170 °E以東海域では小さくなっている。

5月： 6 ℃以上の水温域における観測値がないために詳細不明。

6月： 6 ℃または 6℃以上の海域における水湿の南北傾度は 41°N, 150°E付

近において最大となっており，更に 150°E以東においては 171°E付近に大きく

その分布緯度は 45°~46°Nにある。

従って， Subarctic Boundaryは 170°E以西では 41° ~ 42°Nの海域， 170°E

以東では 45°N付近に存在しているようである。そして， 170°E以西における

Subarctic Boundaryの分布緯度は 1970年とほぼ同じであるが， 170°E以東海

域では 1970年に比較して高緯度に偏している。

7月：南北方向における水湿傾度は 160°E付近において最大となっており，

そしてその海域における SubarcticBoundaryは顕著に蛇行している点が特徴と

なっている。

なお， 160°~154°Eにおける SubarcticBoundaryは 6月に比較して 1~2°

（緯度）北偏していて 42° ~ 48°Nに形成されていた。

4) 南千島付近の海況

例年南千島付近に分布している 1℃以下の冷水域は 1971年にも 6月に認めら

れているが (4, 5月は資料がないため詳細は不明），その面積は 1967年以降

においてもっとも小さい。従って， 1971年の南千島におけるオホーツク海系水

塊の太乎洋域への張り出しは弱勢であったものと考えられる。
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以上に述べた各水域の諸現象から， 1971年夏期の北西太平洋における海況の特

徴は，次のように要約される。

(1) Western Subarctic Water :東への張り出し弱勢。

(2) Alaskan Stream :西への張り出しは例年に比較し強勢で 1969年に類似。

(3) Subarctic Boundary :例年に比較して特に変化なし。

(4} 南千島におけるオボーツク海系水塊：太平洋への張り出し弱い。

そして， 5月における海況を主に 1971年を例年に比較すると， 170°W以西では

ベーリング海中央部からコマンドルスキー諸島およびカムチャツカ半島へ至る海域

以北において低温，以南の海域はほぼ平年並み（オホーツク海を除く）ということ

になる。
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Fig. 4. Temperature（℃） at 100m depth in July. 1971 
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Fig. 3. Temperature(c) at 100m depth in June. 1971 
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Fig. 2. Temperatur(:! Cc) at 100m depth in May. 1971 
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Fig. 1. Temperature（℃） at 100 m depth in April. 19 71 
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PREL皿 NARYTRANSLATION 

OUTLINE OF OCEANOGRAPHIC CONDITIONS OF THE NORTHWEST 

PACIFIC OCEAN IN THE SUMMER OF 1971 

INPFC 
Doc. 1425 

The oceanographic condtions of the Northwest Pacific Ocean 

north of 40°N for the period April-July, 1971, are sunnn紅 izedwith respect 

to Western Subarctic Water, the Alaskan Stream, the Subarctic Boundary, 

and neむrthe South Kuril Islands. 

Data Source 

(1) BT data f'rom catcher boats attached to salmon motherships 

(2) BT data f'rom salmon research vessels 

(3) BT-and Reverse Thermometer data f'rom research vessels of the 

Fisheries Agency. 

1) WESTERN SUBARCTIC WATER 

Western Subarctic Water in the northwest Pacific between 

k皿 chatkaPeninsula and Kuril Islands is characterized by a zone 

of'water with temperatures less th皿 3°cat 100-m depth. 

戸.Western Subarctic Water extended northeastward from 

south of'Hokkaido, around 40°N, 142°E, and the eastern tip seemed to 

reach southwest of Attu Island, around 172°E. 

竺•The general pattern of'3°C isotherm was similar to that 

in April, and the location of'the eastern tip of Western Subarctic 

Water was also identical to that recorded in April. The eastern tip 

of Western Subarctic Water in 1971 was a little westerly located than 

that recorded in 1970 (l75°E). 
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込•The general pattern of Western Subarctic Water in the area 

west of 165°E was similar to that recorded in April and May, but a little 

different to that recorded in the area east of 165°E. 

The eastern tip of Western Subarctic Water along the line of 47゚N

was shifted a little to the east from 168°E in May t~ 173°E. Reviewi碑

the eastward intrusion of Western Subarctic Water in June for the period 

1967-71, it was considered to have been weak in 1971, as in 1970. 

享•Compared with the period April to June, Western Subarctic 

Water in July was characterized by distinctive meandering aspects in the 

area of 155°E-162°E. 

The distinctive intrusion -to the southeast direction formed in 

the area north of 50°N in June, disappeared in July, and the eastern tip 

of Western Subarctic Water north of 50°N was located easterly (171°E) in 

1971 compared with 1970 (164°30'E). 

2) ALASKAN STREAM 

The Alaskan Stream flowing westward south of the Aleutian Islands 

around 50°N has been clarified in previous reports as the water mass 

characterized by water temperature above 4°C at 100-m depth. 

戸. It is considered that the western boundary of the Alaskan 

Stream along 50゚Nwas around 180 °. 

竿•The western boundary of the Alaskan Stream determined by 

the 4°C isotherm was around 176°E. 
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Ju~・ The western.ho皿 d.a.ry..of', the Alaskan Stream was located 

around l70°E, about the same location as that recorded in May. The 

distribution of'the Alaskan Stream in 1971 was similar to that in 1968, 

and it was concluded that the western intrusion of'the Alaskan Stream 

wa-SstJ"on_ge~ tb.J.s ye虹江 co:rp.p~ison to 1970, 

竿•Since the appearance of'the 4°C isotherm around 50゚N

was complicated, it was rather dif'f'icult to determine the precise 

location of'the western boundary of'the Alaskan Stream, but it was 

estimated to be around 176°-177°E. 

A f'eature of'the Alaskan Stream in the summer of'1971 was 

the observation that the western tip of'Alaskan Stream occupied almost 

the same position from May to July. 

3) SUBARCTIC BOUNDARY 

Subarctic Boundary is characterized by a water mass in加 ichthe 

north-south temperature gradient is high in the area of'6°C or over, 

at 100-m depth. 

~ East of'Honshu Island, the Subarctic Boundary was 

located around 145°E and 40°N, and in the area east of'150°E the Sub-

arctic Bounda:ry meandered eastward between 41゚Nand 42°N. The 

temperature gradient was steepest a.round 145°E and 168°E, and was 

gentle in the area east of'170°E. 

邑•The Subarctic Boundary def'inition was obscure because of' 

the lack of'water temperature data in the area of'6°c or above 

June. The gradient of'north-south water temperature in the 

area of'6°c or above was steepest around 41゚N,150°E. The gradient 

was also steep around 171°E in the area east of'150°E, and located 

between 45°N and 46°N. 
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争

The Subarctic Boundary seemed to be located in the 

area of 41゚N-42゚Ninthe area west of 170°E, and a.round 45°N in the area 

east of 170°E. The latitudinal distribution of the Subarctic Boundary 

was similar to 1970 in the area west of 170°E, but was located higher 

in latitude in_.the are.a e邸 t_o~ 170°E. in ca四咄isonwith l97Q. 

竿•The north-south gradient of water temperature was steepest 

around 160°E, and the Subarctic Boundary in that area was characterized 

by distinctive meandering. In the area 160°-15~0E, the Subarctic Boundary 

was formed a.round 42°-43°N, which was l0-2° northerly in latitude compared 

with the observations made in June. 

4) OCEANOGRAPHIC CONDITIONS IN THE VICINITY OF THE 

SOUTHERN KURIL ISLANDS 

The cold water below l°C in the vicinity of the southern Kuril 

Islands was also observed in l97l during June (no datum was available 

in April and May). The extent of this area was the smallest since 

1967, and it is considered therefore that the extrusion of the water 

mass from the Okhotsk Sea to the Pacific side in the southern Kuril 

Island area was rather weak in 197l. 

Reviewing the conditions for each area mentioned above, the 

important features of the oceanographic cooditions in the northwestern 

Pacific in the summer of l97l匹 esummarized as follows: 

(l) Western Subarctic Water: Slower intrusion to the east. 

(2) Alaskan Stream: Stronger intrusion to the west than any 

normal year and similar to that recorded in 1969. 

(3) Subarctic Boundary: No particular changes have occurred. 

(4) Water mass from the Okhotsk Sea in southern Kuril Islands 

area: Small extent of extrusion toward the Pacific side. 
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p, 5 ooc.＇収 5

The oceanographic conditions in the area west of 170°E in 

May 19$1, compared with that recorded in previous years, demonstrated 

that the water temperature in the areas f'ram thecentral Bering Sea to 

a.round Komandorski, and fu.rther to Kamchatka Peninsula and north of these 

areas was lower than usua.-l..It was consider.ed to be a normal year to the. 

south of the abovementioned areas (excluding the Okhotsk Sea). 
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