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西部北太平洋海域サンマ資源調査（サンマ漁期前調査） 

調査実施要領 

１．目的 

(1) サンマ棒受け網漁業の漁期前に漁獲対象資源量を把握し，資源管理及び長期

漁況予報を行うための基礎資料を整備する。 

(2) サンマ幼魚ネットを用いて、サンマ幼魚（中層トロールで採集されるサイズ

より小さい個体）の定量採集を行う。これは次年の漁獲対象となる資源の予

測を行う技術を確立することを目的としている。 

(3) サンマ仔稚魚の発生水準を調べるため、ニューストンネットまたは新稚魚ネ

ットでサンマ仔稚魚を定量採集する。 

(4) サンマの成熟状態を把握するため、サンマの卵巣と血液を採取する。 

(5) サンマの摂餌生態を調査するため餌生物の採集と摂餌中のサンマの採集を行

う。 

(6) サンマ以外の多獲性浮魚類（スルメイカ，サバ類，マイワシ，及びカタクチ

イワシ）の分布状況についても可能な限りの情報を収集して，資源評価及び

漁況予報のための基礎資料を得る。 

２．調査船 

(1) 山口県水産高校  実習船 青海丸 

(2) 全長  50m 

(3) 総トン数  403 トン 

(4) 船体 白色，コ－ルサイン     JMID 

(5) 漁船登録番号 YG1-601 

３．乗組員および調査員 

(1) 乗組員および生徒 

乗組員 中島照久船長以下２１名 

指導教官  今井 均 

  柴田 誠 

生徒  12 名 

(2) 調査員 

巣山 哲（東北区水産研究所八戸支所）：総括 

(3) 補助調査員（全航海）： 

佐々木 徳（岩手県宮古市） 

山下 麗（北海道大学大学院水産学研究科博士後期課程２年） 

４．調査日程及び調査海域 

(1) 調査日程 

６月１日（火）：八戸入港，用船開始 
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６月２日（水）：八戸出港調査点向け，出航後漁具試験 

６月９日（日）：調査開始 

７月５日（月）：調査終了 

７月９日（金）：現地７月８日（木）：ホノルル入港，用船解除 

(2) 調査海域・調査点（調査海域の概念図を添付） 

中層トロール調査点は約 50 点 

調査海域は公海とする。 

調査点は直前の水温図を見て決定する。 

５．調査内容 

(1) 中層トロール漁獲試験 

（ア） １日の操業回数および操業時刻：原則として１日３回とする。表面水温

によっては１日２回に変更の可能性がある。タイムテーブルは表の通り。 

（イ） 曳網時間および速度：５ノットでワープセットから巻き上げ開始まで、

１時間とする。 

（ウ） なお、出港日または出港翌日に中層トロール、幼魚ネットおよびニュー

ストンネットの試験曳網を行い、漁具の状態・作業手順の確認を行う。 

（エ） 日没後～夜間における成魚の採集および幼魚の採集を目的として夜間

の曳網試験を数回行う。 

(2) 幼魚ネット採集調査（操業点、操業時間、曳網時間・速度） 

① 原則として１日 4 回（（朝中層トロール曳網前、夕方中層ト

ロール曳網後およびミッドナイト）表面水温によって変更の

可能性がある）。ただし、北部の海域では行わない。 

② ４ノット１０分曳き 

③ 採集物からサンマを選別し体長、体重を最高 50 個体まで測定

した後、冷凍、またはホルマリンで固定する。他の種類は適

宜処理する。 

④ 夜間の曳網の際は、航行に最低限必要なものを除き電灯は消

灯する。（採集状況によって変更する場合がある） 

⑤ 幼魚ネットの仕様については、末尾に図を添付した。 

(3) ニューストンネット１（サンマ仔稚魚採集） 

幼魚ネットの操業前または後に行う。調査点到着までは、1 日 1 回 12:00

時頃に曳網を行う。昼網の時には中層トロール曳網前に行う。曳網は２ノ

ットで 10 分間行い、採集物からサンマ仔稚魚を選別しアルコールで保存す

る。その他の採集物はホルマリンで固定する。夜間曳網の際は、航行に最

低限必要なものを除き電灯は消灯する。 

(4) タモ網およびさびきによるサンマの採集 
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夜間の漂泊中、タモ網およびさびきによってサンマを採集する。調査実施

場所は調査員が適宜指示する。 

(5) 生物測定 

①採集されたサンマは総漁獲尾数を計数し，最大 200 尾の体長測定を行う。こ

の内，60-200 尾を冷凍保存する。保存前には重量を測定する。 

②さば類については総漁獲尾数を計数し，最大 100 尾まで体長測定を行い，100

尾を一括して秤量し,冷凍保存する。カタクチイワシ，マイワシ，スルメイ

カについては，総漁獲尾数を計数し，体長測定を最大 30 尾まで行い，30 尾

を一括して秤量し，冷凍保存する。 

③その他の混獲魚については，種類を査定した後，体長と体重を測定し，一部

を冷凍保存する。 

④大型魚類については胃内容物の調査を行う。 

(6) 成熟状態の調査 

成熟状態を把握するため、一部の調査点ではサンマの卵巣と血液の採取を行う。

採集を行う採集点については調査員が判断し、適宜行う。詳細は添付図参照。 

(7) サンマの摂餌生態調査 

サンマの摂餌生態を明らかにするために、中層トロール、タモ網、および

さびきで採集されたサンマを別に保存する。 

(8) ニューストンネット２（海面浮遊プラスティックごみ調査用） 

海面に浮遊するプラスティックを採集するためのネットで、網口は 50×

50cm、ネット長は 3m である。ニューストンネット１に引き続き行う。ただ

し、幼魚ネットを行わない海域は、中層トロールの前または後に行う。曳

網は２ノットで 10 分間行い、採集物はホルマリンで固定する。調査点到着

までは、1 日 1 回ニューストンネット１に引き続き曳網を行う。漁獲調査終

了後ハワイに入港するまでも、米国 200 海里に到着するまでまたは北緯 30

度に達するまでは１日１回 12:00 頃に曳網を行う。 

(9) 海洋観測 

X-BT または CTD による水温等の観測（朝および夕方の測点は CTD で、正午前

後の観測点は X-BT を用いる） 

表面および CTD 観測の最深水深の採水 

棒温度計による表面水温の測定 

(10) プランクトン調査 NORPAC ネット 

1-150m で行う。採集物は 5%ホルマリンで固定する。最初および最後の調査点

で、フローメーターのキャリブレーションを行う。(50m５回) 

(11) 航走中の位置情報等の記録 

航走中、航法装置から出力されている時刻、緯度、経度、船速、方位、
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水温、潮流情報をコンピュータに記録する。この情報収集のためのコン

ピュータをブリッジに設置する。 

(12) フィロゾーマ幼生の調査 

中層トロールや幼魚ネット等でイセエビ類のフィロゾーマ幼生を発見した場

合、冷凍またはホルマリンで保存する。 

（参考） 

 

 

 

 

 

(13) さけ・ます類の取り扱い 

さけ・ます類が採集された場合は種の同定、体長、体重測定を行った後、

すみかやに海中に投棄する。本航海ではさけ・ます類の再捕許可を取って

いないので、公海における臨検等に備え投棄を徹底すること。 

(14) その他の調査 

魚群探索を目的にして魚群探知機及びソナーによる魚群の探知を行う。

また，夜間航走中は，サーチライトにより海面を照射して観察し，サン

マ魚群の発見に努めるとともに見張り野帳に観察記録，水温などを記載

する。 

 

６．調査結果の報告 

調査結果は Fax を使って一日一回東北水研八戸支所あてに送付する。e-mail を使

用することができた場合は下記関係各機関に一日一回直接送付する。 

東北区水産研究所企画連絡室，海洋環境部，八戸支所 

中央水産研究所研究開発室，資源評価部 

遠洋水産研究所外洋資源部 

北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部 

北海道立釧路水産試験場 

北海道立網走水産試験場 

岩手県水産技術センタ- 

宮城県水産研究開発センター 

福島県水産試験場 

茨城県水産試験場 

千葉県水産研究センター 

静岡県水産試験場 

イセエビの発生段階 
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（社）漁業情報サービスセンター 

全国さんま棒受網漁業協同組合 

報告内容は 

1. 正午位置 

2. 海洋観測（観測年月日、調査点番号、位置、表面，50m，100m，150m､200m、

300m、400m 深の水温）  

3.  漁獲試験（操業年月日、調査点番号、操業時刻、調査点位置、表面水温、

サンマ採集個体数、体長組成，その他主要魚種の採集個体数と体長組成 

６．タイムテーブル 

船内時刻は原則として現地時間に合わせて調整する。 

操業の時刻を別表に示した。 

７．調査海域 

調査点の案を下記に示した。実際の調査は出港直前の水温図および航海中の表面

水温の変化に伴い適宜変更する。 

 

８．連絡先 

 

①東北区水産研究所八戸支所 

〒031-0841 

青森県八戸市大字鮫町下盲久保 25-259 

TEL: 0178-33-1500 

FAX: 0178-34-1357 

②青海丸 

船舶電話 

TEL: 090-3022-3150 

FAX:なし 

インマルサット 

TEL: 001-872-343147810 

FAX: 001-872-343147840 

③山口県立水産高校 

〒759-4106   

山口県長門市仙崎 1002   

TEL：0837-26-0911 

FAX: 0837-26-0912 

④北鳳丸 

船舶電話 
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TEL: 090-3026-2101 

FAX: 090-3026-2102 

インマルサット 

TEL: 001-872-343102811 

FAX: 001-872-343102840 



中層ﾄﾛｰﾙ
中層ﾄﾛｰﾙ
（夕方以降）

幼魚ネット
調査

ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ
(水研)

タモ網
さびき

NORPAC
ネット

北大小型
ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ

CTD
または
X-BT

バケツによる
表面水温

航走中の
位置情報等
の記録

体長、体重測定 ◎ ◎ ○ ○
冷凍標本 ◎ ◎ ○ ○
ホルマリン固定 ◎(ｻﾝﾏ以外) ◎ ◎
稚魚ｱﾙｺｰﾙ固定 ○ ○
血液採集 ○ ○ ○
摂餌調査 ○ ○ ○
被食調査(胃内容) ◎(大型魚類) ◎(大型魚類)
海面ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ調査 ◎
水温、塩分調査 ◎ ◎ ◎(自動記録)
採水 ○(夕方) ◎
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操業時のタイムテーブル
タイムテーブル（１日３回操業） タイムテーブル（１日２回操業；昼なし）

航走時間ﾄﾛｰﾙ調査調査員１ 調査員２ 航走時間ﾄﾛｰﾙ調査調査員１ 調査員２
4:30 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 4:30 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ

海洋観測(CTD,NORPAC-net) 海洋観測(CTD,NORPAC-net)
5:00 ﾄﾛｰﾙ投網 5:00 ﾄﾛｰﾙ投網
7:00 ﾄﾛｰﾙ揚網 7:00 ﾄﾛｰﾙ揚網
7:20 次点向け 3:10 3:10 7:20 次点向け 4:40
10:30 ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 9:10

海洋観測(X-BT,NORPAC-net) 12:00 ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ
11:00 ﾄﾛｰﾙ投網 次点向け 4:30
13:00 ﾄﾛｰﾙ揚網

次点向け 3:30 3:30
16:30 ﾄﾛｰﾙ投網 16:30 ﾄﾛｰﾙ投網
18:30 ﾄﾛｰﾙ揚網 18:30 ﾄﾛｰﾙ揚網

海洋観測(CTD,NORPAC-net) 海洋観測(CTD,NORPAC-net)
19:20 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 19:20 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ

次点向け 4:40 次点向け 4:40
0:00 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 9:10 0:00 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 9:10

タイムテーブル（１日２回操業；朝なし） タイムテーブル（１日２回操業；夕なし）
航走時間ﾄﾛｰﾙ調査調査員１ 調査員２ 航走時間ﾄﾛｰﾙ調査調査員１ 調査員２

0:00 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 4:30 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ
海洋観測(CTD,NORPAC-net)

5:00 ﾄﾛｰﾙ投網
7:00 ﾄﾛｰﾙ揚網

10:30 10:30 7:20 次点向け 3:10 3:10
10:30 ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 10:30 ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ

海洋観測(X-BT,NORPAC-net) 海洋観測(X-BT,NORPAC-net)
11:00 ﾄﾛｰﾙ投網 11:00 ﾄﾛｰﾙ投網
13:00 ﾄﾛｰﾙ揚網 13:00 ﾄﾛｰﾙ揚網

次点向け 3:30 次点向け
16:30 ﾄﾛｰﾙ投網
18:30 ﾄﾛｰﾙ揚網

海洋観測(CTD,NORPAC-net) 8:10
19:20 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ

次点向け 4:40 11:00
0:00 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 0:00 幼魚ﾈｯﾄ･ﾆｭｰｽﾄﾝﾈｯﾄ 15:30
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幼魚ネット 
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脳

肝臓 卵巣

血液

ラベル大

ラベル
小ＳＴ

ラベル
小ＳＴ

血清のみ取り出し
傘袋に入れて冷凍

体長、体重測定、野帳、ラベル記入

ユニパックに入れて冷凍

50ccホルマリンで固定

海水で洗浄

冷凍保存

ラベル
小ＳＴ

サンマの採血、生殖腺採取方法１

遠心分離器

脳

肝臓 卵巣

血液

ラベル大

ラベル
小ＳＴ

ラベル
小ＳＴ

血清のみ取り出し
傘袋に入れて冷凍

ユニパックに入れて冷凍

50ccホルマリンで固定

海水で洗浄

冷凍保存

体長、体重測定、野帳、ラベル記入

サンマの採血、生殖腺採取方法２

遠心分離器


