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1973年夏季の北西太平洋

における海況概要

Out1ine of oceanographic conditions of the 

north west Pacific during the summer of 1973. 

1973年 10月

水 産 庁

Fishery Agency of japan 



1973年夏季の北西太平洋における海況概要

遠洋水産研究所海洋部

1973年の夏季における海況を、下記の資料にもとづき、 100 m層水温の水平分

布について倹討した

用いた資料

母船および独航漁船

さけ、ます調査船

海;兄概要

海況概要については、北西太平洋のさけ、ます分布に影響を及ぼすことが指摘さ
を

れているWes'ern Subarc t ic Water， Alaskan S treamおよび Subarctic Boun-

dary について検討した。なおこれら各水塊の分布は‘近似的に 100m層水温の水

平分布から想定が可能である。

1) Western Subarctic Water 

5月一調査海域における 3.00C線は、北海道東方の 42Q N、1520E付近から例

年同様、北東方向へ分布している。そして‘例年 1650E付近を中心とした‘等温

線の北への張り出しおよびほぽ 170~E を中心とした等温線の南東方向への張り出

しは、 1973年にいづれも認められている。ただし 1970年以降について比較する

と、 1973年は 1650 E付近の北方への張り出し、および 1700 Eを中心とした南

東方向への張り出しが、いづれも顕著であったことが指摘される。

197 0 E以東における 3.00 C婦も例年同様、北の方へ分布しているが、概して

その東端が東寄りにある。したがって、 1970年以降について 3.00C線分布から判
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断する限れ 1973年における Western Subarct ic Waterは、概して東へ張り出

していたことになる。

6月一北海道東方から 1700 Eへいたる海域の 3.00 c線は、 1970年以峰の各年

とほぼ同様な分布を呈している。しかし、 170 0 E以東についての 3.00 c線は‘

ほぽ 46
0
Nを中心とした東南東への張り出しが顕著となっている。また 460N以

北における 3.00 c緯の分布は概して各年同様のパターンを示しているが、 490N

付近では各年に比較し、もっとも東へ偏している。

これらの諸条件から類推すると、例年に比較し、 WesternSubarctic Waterの

分布域は、概して東へ偏していたことになる。

7月-170 0 E以西における 3.00 C線は、 1970年以降の各年とほぼ同様な分

布パターンを示している。しかし、 1971および 1972，年に認められたような、

1620 E付近の顕著な舌状形を呈して、北方への張り出した 3.00 c線が認められな

い。その海域における 3.00 c線は、 157 0 E _ 169 0 Eの広範囲にわたり‘北向

きに張り出している。

1700 E以東における 3.00C線は、 6月とほぼ同様な分布を呈しており、概し

て 1973年における Western Subarctic Waterの東端は、 1970年以降に比較し

東へ偏していたことが推定される。

2) Alaskan Stream 

5月一過去において、 AlaskanS trea mの分布使討に用いた 4.00 C線の分布を、

1700 E-1750Wについてみると、 1970年以降では 1973年がもっとも南偏し

ていることが分る。さらに、 Alaskan Stre嗣の西端は 3.00 C付近における最大

温度傾度部分によれ概して代表されるようである。

そのような諸条件から考察すると、 100 m層等温線から判断する限り、 5月には、

Alaskan Streamらしき特徴は認められないようである。

6月-5月と同様、 4.00 c線は 1970年以降の各年に比較してもっとも南偏し

ている。そして、 4.00 C 線の分布から判断すると、 1973年における Alaskan

S treamの西端は、比較的東寄りに存在していたことが想定される。しかし 3.00 C 

付近の温度傾度を考慮すると、 Alaskan Streamの存在は明瞭ではない。
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7月一 1700 E以東における 4.00 c線の分布はム 6月と同様、 1970年以峰

の各年に比較しでもっとも寵偏しており、少なくとも 1750W以西のアリユーシャ

ン列島以南における母船式さけ、ます漁場では、漁期間を通じ、低極傾向を呈して

いたようである。

1720~1790E には、ほぽ 510~520Nの海域に 4.0 0 c以上の高温域が形成さ

れており、その西端付近において概して、温度傾度の高い部分が認められる。した

がって、そのような水温分布が Alaskan Streamに起因しているとすれば、 Alas-

kan Streamの西端は 1730 E付近ということになる。

3) Subarctic Boundary 

詳細については不明であるが、 1550~1600E 付近では l州年とほぼ同じ位置に

形成されているが、 170 0 E以東では若干南偏の傾向が想定される c

4) 千島列島付近の水温分布

1.0 0 c以下の水温域を侠討すると、 450 N付近の南千島では、その面積は小

さく、列島から沖合への張り出しは、 1970年以降において、比較的小さい 1972

年に頬叫している。しかし、 460 N以北における1.00 c線の分布はほぼ企70N 

を中心とし、舌状形を呈して東へ張り出している。その等温線の張り出し分布パタ

ーンは 1970年と異なっているが、 1.0 0 c線の東端位置は、 1970年以降におい

て、 1972年と同様もっとも東に存在している。なお、 1.0 0 c線の分布から判断

すると、 1970年は千島列島に沿う南下流が卓越しており、 1973年は中部千島列

島から東への流れが卓越していたものと想定される。

以上の水温分布から、 1973年の海況は次のように要約される。

1 )カムチャッカ半島南東東海域における Western Subarctic Waterの分布域

は.概して、東偏傾向を示している。

2) Alaskan Streamの明確なる分布域は認め難いが、その西端は 1730 E付近

に存在していたようである。

3) Subarc ti c Boundaryの詳細については不明であるが、 170 0 E以東では若

干南偏傾向が想定される。

4)中部千島列島太平洋域では、東への流れが卓越していたようである。
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第 1図 1975年 4月における 100m層の水温分布
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1973年 5月における 100m層の水温分布
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1978年 6月における 100m漕の*-極分布
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第 4図 1973年 7月における 100m層の水温分布
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第 5図 1973年 8月における 100rn層の水楓分布
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TRANSLATION INPFC 
Doc. 1625 

OUTLINE OF OCEANOORAPHIC CONDITIONS OF THE NORTHWEST 

PACIFIC DURINQ TaE SUMMER 1971 

by Keiji Nasu 

Far Seas Fisheries Research Laborator,y 

Fisheries Agency of Je·,pan 

Oceanographic conditions during the summer of 1973 were studied by 

examining the temperature distribution at 100 m depth. The following data 

were utilized. 

tata sources 

Mother boats and their catcher boats 

Salmon research vessels 

Outline of oceanographic conditions 

Oceanographic conditions in the northWest Pacific have been 

examined and the extent of western Subarctic Water and of the Alaskan 

Stream, and the position of the Subarctic Boundary, which have been 

suggested to influence the distribution of salmons, have ' been estimated 

from means of the distribution of temperature at 100 m depth. 

(1) Western Subarctic Water 

May The northeast extension of the 3°C isotherm in the 

vicinity of 42 oN, 152 0E, its northward extension in the vicinity of 

165 °E, and its Sout heast ext ensi on in t he vi ci ni ty of 1 70 0
E were normal 

in 1973. 

1970-72. 

However, the latter extensions were more marked in 1973 than 

East of 177~ the northward extent of the 3°C isotherm was 

normal in 1973, however, its eastward extent was greater than normal. 

June - In the area east of Hokkaido to 1700E the location 

of the 3.00 C isotherm was similar to thf..t in 1970-72) but east of 170
0
Z its 

location was further south and east, around 400N. North of 400N its 

location is considered normal; however, in the vicinity of 49°N its 



position was farther east than in recent years. Apparently cold water, 

° less than 3 C, generally extended farther east in 1913 than in 1910-72. 

July The location of the 3.00C isotherm west of 1100E 

was similar in 1913 to that in 1910-12. The tongue-like northward 

intrusion of water of less than 3°C in the vicinity of 162 0E, which was 

observed in 1911 and 1912, was not observed in 1913;_ but a nortQw~rd 

intrusion of this water occurred between 151~ and 169°E. East of 1700E 

the position of the 3°C isotherm was similar to that in June. Thus, in 

general, water less than 3°C originating from the Western Subarctic 

extended farther east in 1913 than in 1910-12. 

(2) Alaskan Stream 

M~y The location of the 4.00C isotherm, which has been 

used to indicate the distribution of the Alaskan Stream was farther south 

between 115°E and 115°W in 1913 than in 1910-12. Furthermore, the western 

t,ip of the Alaskan Stream was identified by the maximum temperature 

gradient in the vicinity of the 3.00C isotherm. However, the distribution 

of the Alaskan Stream was not apparent in the temperature distribution at 

100 m depth. 

~ Being similar to May the 4.00C isotherm was located 

farthest to the south during the winter than in 1910-12. Moreover, the 

western tip of the Alaskan Stream in 1913 shown by the 4°C isotherm was 

inferred to be located more easterly. The existence of the Alaskan Stream 

was, however, not obvious by the temperature gradient at 3.00 C. 

 The location of the 4.00C isotherm of the east of 
o 110 E was similar to that in June, and v-las farther south in 1913 than in 

1910-12. Water temperatures south of the Aleutian Islands, in the fishing 
-Lv-> 

ground of mother ~oats, were relatively low during the fishing season. 

An area of l-larm water ((!4.00C) occurred between 112 0E and 119°E, 

51 0N and 52 0 N and a sharp temperature gradient was present at the western 

tip of this. Therefore, if we infer that such a temperature distribution 

was caused by the Alaskan Stream, its western extremity ,.,ras near 1130E. 

( 3) Subarct i c Boundary 
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Between 1550 and 1600E the location of the Subarctic 

Boundar.y was normal in 1913; however, east of 1100E its location appeared 

to be farther south than in 1910-12. 

(4) Temperature distribution at 100 m depth in the vicinity of the 

Kuril Islands. 
o Near the southexn Kuril Islands in the vicinity of 45 N, the area 

occupied by water less than 10C was relatively small in 1913 compared to~ 

that in 1910-11 and its offshore extent was similar to that in 1912. 
However, north of 46 oN, the pattern of 10 C isotherm north of 46 0N had a 

tongue-like extension around 41°N. The isotherm pattern in 1913 was 

different from that in 1910, i.e., the eastern tip of the 10C isotherm was 

located farthest to the east than those in the years since 1910 just like 

the case in 1912. Thus, from the 10C isotherm, we can interprete that a 

southward current along the Kuril Islands prevailed in 1910, while an 

eastward current from the central Kuril Islands was present in 1913. 

Summary 

The oceanographic conditions at 100 m depth during the summer 1913, 
can be summarized. 

(1) o 
Western Subarctic Water of less than 3.0 C, originating 

southeast of the Kamchatka Peninsula was present further east than in normal 

years. 

(2) The Alaskan stream could not be clearly defined in the 

temperature distribution at 100 m depth, but its western boundar.y seemed 

to exist in the vicinity of 1130E in 1913. 

(3) The Subarctic Boundar.y was not clearly defined, but its 
o location east of 110 E appeared to be farther south in 1913 than in 1910-12. 

(4) An eastward flow at 100 m depth appeared to be present on the 

Pacific side of the central Kuril Islands in 1913. 
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