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我が国の海洋生物資源の資源管理指針 

 

平成２３年 ３月２９日公表 

平成２３年１２月２２日改正 

平成２４年 ３月３０日改正 

平成２４年１２月１０日改正 

平成２５年１２月１１日改正 

平成２６年１２月２５日改正 

平成２７年１２月２２日改正 

                               平成２８年１２月２７日改正 

平成２９年 ３月１０日改正 

平成２９年 ６月 ９日改正 

平成２９年 ８月３０日改正 

平成２９年１２月２５日改正 

平成３０年 月 日改正 

 

我が国の海洋生物資源の資源管理指針 

 

平成２３年 ３月２９日公表 

平成２３年１２月２２日改正 

平成２４年 ３月３０日改正 

平成２４年１２月１０日改正 

平成２５年１２月１１日改正 

平成２６年１２月２５日改正 

平成２７年１２月２２日改正 

                               平成２８年１２月２７日改正 

平成２９年 ３月１０日改正 

平成２９年 ６月 ９日改正 

平成２９年 ８月３０日改正 

平成２９年１２月２５日改正 

 

第１ 我が国の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１ 漁業概観 

我が国は世界で第６位の広大な排他的経済水域を有し、また我が国周辺には暖流と寒流が位置し

混合することや複雑な地形により世界でも有数の漁場が形成され、古来から多種多様な漁業が展開

されるとともに、多様な漁村文化や豊かな魚食文化が育まれてきた。 

我が国の海面漁業生産量を見ると、1984 年の約 1,150 万トンをピークに 2015 年には約 355 万ト

ンと大きく減少している（図１）。これは、まいわし資源の資源変動に伴う漁獲量の急激な減少及

び遠洋漁業の縮小が大きな要因であるが、加えて、東日本大震災で被災した地域の漁獲が減少した

ことが影響しているもので、2011 年以降、400 万トンを下回る状況が続いている。 
(略) 

 

一方、近年の我が国周辺水域の資源状況（50 魚種 84 系群）を見ると、資源水準が中位又は高位

にある系群が５割、低位にある系群が５割となっており、維持・増加の傾向にある系群が２／３、

減少傾向にある系群が１／３となっている。 

(略) 

 
第２ 海洋生物資源毎の動向及び資源管理の方向 
【魚種別資源管理】                                         

第１ 我が国の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１ 漁業概観 

我が国は世界で第６位の広大な排他的経済水域を有し、また我が国周辺には暖流と寒流が位置し

混合することや複雑な地形により世界でも有数の漁場が形成され、古来から多種多様な漁業が展開

されるとともに、多様な漁村文化や豊かな魚食文化が育まれてきた。 

我が国の海面漁業生産量を見ると、1984 年の約 1,150 万トンをピークに 2015 年には約 355 万トン

と大きく減少している（図１）。これは、まいわし資源の資源変動に伴う漁獲量の急激な減少及び

遠洋漁業の縮小が大きな要因であるが、加えて、東日本大震災で被災した地域の漁獲が減少したこ

とが影響しているもので、2011 年以降、400 万トンを下回る状況が続いている。 
 (略) 

 

一方、近年の我が国周辺水域の資源状況（まさば太平洋系群、ごまさば太平洋系群、するめい

か冬期発生系群・秋期発生系群、ぶりを除いた 48 魚種 79 系群）を見ると、資源水準が中位又は高

位にある系群が５割、低位にある系群が５割となっており、維持・増加の傾向にある系群が２／３、

減少傾向にある系群が１／３となっている。 

(略) 

第２ 海洋生物資源毎の動向及び資源管理の方向 

【魚種別資源管理】                                          
１ くろまぐろ（標準和名 クロマグロ、通俗名 太平洋クロマグロ） (略) １ くろまぐろ（標準和名 クロマグロ、通俗名 太平洋クロマグロ） (略) 

２ さんま (略) ２ さんま (略) 

３ すけとうだら (略) ３ すけとうだら (略) 

４ まあじ (略) ４ まあじ (略) 

資料４-１ 
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５ まいわし (略) ５ まいわし (略) 

６ さば類（まさば及びごまさば） 

（１）資源及び漁獲の状況 

我が国周辺水域のまさばは、太平洋に分布する太平洋系群と日本海及び東シナ海に分布する対馬

暖流系群に、また、ごまさばは、太平洋に分布する太平洋系群と主に東シナ海に分布する東シナ海

系群に大別され、それぞれ両系群は一部水域において混在して分布している。全般としては、ごま

さばは、まさばに比べ南方域に分布しているが、近年、太平洋では北海道沖合まで分布が見られて

いる。 

資源の状況については、まさば太平洋系群は、2004 年、2009 年、2013 年に豊度の高い加入があ

り、2016 年の資源量は 234.5 万トンである。親魚量から資源水準は中位と判断される。過去５年間

（2012～2016 年）の親魚量の推移から動向は増加と判断されるが（図７－１）、北西太平洋公海で

の外国漁船による採捕の影響も懸念されることから、その動向には注意が必要である。まさば対馬

暖流系群の 2016 年の資源量は 59.2 万トンで、親魚量から資源水準は低位、過去５年間（2012～2016

年）の資源量の推移から動向は増加と判断される（図７－２）。ごまさば太平洋系群の 2016 年の資

源量は 23.4 万トンで、親魚量から資源水準は中位、過去５年間（2012 年～2016 年）の資源量の推

移から動向は減少と判断される（図７－３）。ごまさば東シナ海系群の 2016 年の資源量は 13.1 万

トンで、親魚量から資源水準は中位、過去５年間（2012～2016 年）の資源量の推移から動向は横ば

いと判断される（図７－４）。 

まさば及びごまさばは、共に新規加入群の状況によって変動が大きいことから、資源動向につい

て今後とも注視する必要がある。 

漁獲の状況については、我が国では、主にまき網漁業（大中型、中型、小型）及び定置漁業によ

り当該資源を漁獲しており、2016 年のさば類の漁獲量は、49.8 万トンである。 

 

６ さば類（まさば及びごまさば） 

（１）資源及び漁獲の状況 

我が国周辺水域のまさばは、太平洋に分布する太平洋系群と日本海及び東シナ海に分布する対馬

暖流系群に、また、ごまさばは、太平洋に分布する太平洋系群と主に東シナ海に分布する東シナ海

系群に大別され、それぞれ両系群は一部水域において混在して分布している。全般としては、ごま

さばは、まさばに比べ南方域に分布しているが、近年、太平洋では北海道沖合まで分布が見られて

いる。 

資源の状況については、まさば太平洋系群は、2004 年、2007 年、2009 年、2013 年に豊度の高い

加入があり、2015 年の資源量は 135.3 万トンである。親魚量から資源水準は中位と判断される。過

去５年間（2011～2015 年）の資源量と親魚量の推移から動向は増加と判断されるが（図７－１）、

北西太平洋公海での外国漁船による漁獲の正確な動静が不明であり、その動向には注意が必要であ

る。まさば対馬暖流系群の 2015 年の資源量は 76.8 万トンで、親魚量から資源水準は低位、過去５

年間（2011～2015 年）の資源量の推移から動向は増加と判断される（図７－２）。ごまさば太平洋

系群の 2015 年の資源量は 44.3 万トンで、漁獲量と資源量から資源水準は高位、過去５年間（2011

年～2015 年）の資源量の推移から動向は減少と判断される（図７－３）。ごまさば東シナ海系群の

2015 年の資源量は 10.2 万トンで、親魚量から資源水準は中位、過去５年間（2011～2015 年）の資

源量の推移から動向は減少と判断される（図７－４）。 

まさば及びごまさばは、共に新規加入群の状況によって変動が大きいことから、資源動向につい

て今後とも注視する必要がある。 

漁獲の状況については、我が国では、主にまき網漁業（大中型、中型、小型）及び定置漁業によ

り当該資源を漁獲しており、2015 年のさば類の漁獲量は、56.5 万トンである。 

図７－１ まさば太平洋系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 
資料：水産庁・(国研) 水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」を基に作成（以下図７－４まで同じ）  

 注：資源量（左図）、漁獲量（右図）（以下図７－４まで同じ） 

 

図７－１ まさば太平洋系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

資料：水産庁・(国研) 水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」を基に作成（以下図７－４まで同じ）  

 注：資源量（左図）、漁獲量（右図）（以下図７－４まで同じ） 
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図７－２ まさば対馬暖流系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

図７－２ まさば対馬暖流系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

図７－３ ごまさば太平洋系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

図７－３ ごまさば太平洋系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

図７－４ ごまさば東シナ海系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

図７－４ ごまさば東シナ海系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 

（２）資源管理目標 (略) （２）資源管理目標 (略) 

（３）資源管理措置 (略) （３）資源管理措置 (略) 

７ するめいか 

（１）資源及び漁獲の状況 

我が国周辺水域のするめいかは、日本近海に広く分布し、季節により南北に大きく回遊するが、

主に 12 月～３月に東シナ海で発生する冬季発生系群と、10 月～12 月に北陸沿岸域から東シナ海で

７ するめいか 

（１）資源及び漁獲の状況 

我が国周辺水域のするめいかは、日本近海に広く分布し、季節により南北に大きく回遊するが、

主に 12 月～３月に東シナ海で発生する冬季発生系群と、10 月～12 月に北陸沿岸域から東シナ海で
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発生する秋季発生系群とに大別される。 

資源の状況については、冬季発生系群の 2017 年の資源量は 21.7 万トンであり、資源尾数から資

源水準は低位、過去５年間（2013～2017 年）の資源尾数の推移から動向は減少と判断される（図８

－１）。秋季発生系群の 2017 年の資源量は 96.8 万トンであった。資源量から資源水準は中位、過

去５年間（2013～2017 年）の資源量の推移から動向は減少と判断される（図８－２）。 

当該資源は、海洋環境によって変動が大きいことから、資源動向について注視する必要がある。  
漁獲の状況については、我が国では、主にいか釣り漁業、定置漁業及び沖合底びき網漁業により当

該資源を漁獲しており、その他大中型まき網漁業等によっても漁獲が行われている。2016 漁期年（４

月から翌年３月）の漁獲量は 6.3 万トンである。   
 

発生する秋季発生系群とに大別される。 

資源の状況については、冬季発生系群の 2015 年の資源量は 79.6 万トンであり、資源尾数から資

源水準は低位、過去５年間（2011～2015 年）の資源尾数の推移から動向は減少と判断される（図７

－１）。秋季発生系群の 2015 年の資源量は 118.6 万トンで、過去最高を記録した昨年（234.6 万ト

ン）から半減した。資源量から資源水準は高位、過去５年間（2011～2015 年）の資源量の推移から

動向は横ばいにあると判断される（図７－２）。 

当該資源は、海洋環境によって変動が大きいことから、資源動向について注視する必要がある。  
漁獲の状況については、我が国では、主にいか釣り漁業、定置漁業及び沖合底びき網漁業により当

該資源を漁獲しており、その他大中型まき網漁業等によっても漁獲が行われている。2015 漁期年（４

月から翌年３月）の漁獲量は 13.0 万トンである。    
 

図８－１ するめいか冬季発生系群の資源尾数及び我が国の漁獲量の推移 

資料：水産庁・(国研) 水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」を基に作成（以下図８－２まで同じ）  

注：資源尾数（左図）、漁獲量（右図） 

図８－１ するめいか冬季発生系群の資源尾数及び我が国の漁獲量の推移 

 
資料：水産庁・(国研) 水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」を基に作成（以下図７－２まで同じ）  

    
注：資源尾数（左図）、漁獲量（右図）

 

図８－２ するめいか秋季発生系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 注：資源量（左図）、漁獲量（右図） 

図８－２ するめいか秋季発生系群の資源量及び我が国の漁獲量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 注：資源量（左図）、漁獲量（右図） 

  

（２）資源管理目標 (略) （２）資源管理目標 (略) 

（３）資源管理措置 (略) （３）資源管理措置 (略) 

８ ずわいがに (略) ８ ずわいがに (略) 

９ べにずわいがに (略) ９ べにずわいがに (略) 
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１０ めばち (略) １０ めばち (略) 

１１ きはだ (略) １１ きはだ (略) 

１２ かつお (略) １２ かつお (略) 

１３ めかじき (略) １３ めかじき (略) 

１４ その他の広域魚種について 

 (略) 
１４ その他の広域魚種について 

 (略) 
（１）とらふぐ (略) （１）とらふぐ (略) 

（２）きんめだい (略) （２）きんめだい (略) 

（３）ほっけ (略) （３）ほっけ (略) 

（４）その他広域魚種 

上記４魚種のほか、ＴＡＣ対象魚種に次いで漁獲量が多く、広範囲にわたり生息し、国民生活

上又は漁業上重要な魚種として、かたくちいわし、ぶり、うるめいわし及びまだらが挙げられる。 

かたくちいわしの資源の状況は、太平洋系群の資源水準は低位、動向は減少、瀬戸内海系群の

資源水準は中位、動向は横ばい、対馬暖流系群の資源水準は低位、動向は横ばいとなっている。

地域により主となる漁業種類は異なるが、まき網漁業、定置漁業、船びき網漁業等により、シラ

スから成魚まで満遍なく漁獲されており、特にシラスを対象とした漁業が発達した地域もある。 

ぶりの資源の状況は、資源水準は高位、動向は横ばいとなっている。主に定置漁業及びまき網

漁業により当歳魚から成魚まで漁獲されており、漁業種類や地域によって漁獲物の年齢や漁期が

異なる。 

うるめいわしの資源の状況は、太平洋系群の資源水準は高位、動向は横ばい、対馬暖流系群の

資源水準は高位、動向は増加となっている。主にまき網漁業、棒受網漁業、定置漁業により漁獲

されており、シラスは船びき網漁業で漁獲される。 

まだらの資源の状況は、太平洋北部系群の資源水準は高位、動向は減少、日本海系群の資源水

準は高位、動向は横ばい、北海道の資源水準は高位、動向は増加となっている。主に沖合底びき

網漁業で漁獲され、次いで刺し網漁業、小型底びき網漁業、延縄漁業等により漁獲される他、冬

季に産卵のために接岸する大型個体が定置漁業により漁獲されている。 

これらの魚種については、資源の状況は概ね安定しているが、海洋環境の変化が資源の分布や

漁獲の動向に影響することから、海洋環境や漁獲の動向等をモニタリングした上で、各地域にお

ける漁業管理等の情報を共有しつつ、各地域における関係者間の協議や広域漁業調整委員会の場

などを通じて、引き続き、資源管理の方向性について検討する必要がある。 

 

（４）その他広域魚種 

上記４魚種のほか、ＴＡＣ対象魚種に次いで漁獲量が多く、広範囲にわたり生息し、国民生活

上又は漁業上重要な魚種として、かたくちいわし、ぶり、うるめいわし及びまだらが挙げられる。 

かたくちいわしの資源の状況は、太平洋系群の資源水準は低位、動向は減少、瀬戸内海系群の

資源水準は中位、動向は横ばい、対馬暖流系群の資源水準は低位、動向は横ばいとなっている。

地域により主となる漁業種類は異なるが、まき網漁業、定置漁業、船びき網漁業等により、シラ

スから成魚まで満遍なく漁獲されており、特にシラスを対象とした漁業が発達した地域もある。 

ぶりの資源の状況は、資源水準は高位、動向は増加となっている（平成 28 年度資源評価結果）。

主に定置漁業及びまき網漁業により当歳魚から成魚まで漁獲されており、漁業種類や地域によっ

て漁獲物の年齢や漁期が異なる。 

うるめいわしの資源の状況は、太平洋系群の資源水準は高位、動向は横ばい、対馬暖流系群の

資源水準は高位、動向は増加となっている。主にまき網漁業、棒受網漁業、定置漁業により漁獲

されており、シラスは船びき網漁業で漁獲される。 

まだらの資源の状況は、太平洋北部系群の資源水準は高位、動向は減少、日本海系群の資源水

準は高位、動向は横ばい、北海道の資源水準は高位、動向は増加となっている。主に沖合底びき

網漁業で漁獲され、次いで刺し網漁業、小型底びき網漁業、延縄漁業等により漁獲される他、冬

季に産卵のために接岸する大型個体が定置漁業により漁獲されている。 

これらの魚種については、資源の状況は概ね安定しているが、海洋環境の変化が資源の分布や

漁獲の動向に影響することから、海洋環境や漁獲の動向等をモニタリングした上で、各地域にお

ける漁業管理等の情報を共有しつつ、各地域における関係者間の協議や広域漁業調整委員会の場

などを通じて、引き続き、資源管理の方向性について検討する必要がある。 

【漁業種類別資源管理】(略) 【漁業種類別資源管理】(略) 

第３ 資源管理計画の評価・検証及び高度化の実施方針 (略) 第３ 資源管理計画の評価・検証及び高度化の実施方針 (略) 


