
 

中央中央中央中央ブロックブロックブロックブロック海況予報海況予報海況予報海況予報 

今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし（（（（2020202010101010年年年年4444月月月月～～～～7777月月月月）））） 

（（（（1111））））黒黒黒黒    潮潮潮潮    （注：黒潮流型は図1を参照のこと。） 

 ◎潮岬以西 

・薩南海域の黒潮北縁は、屋久島南付近の平均的な位置で変動し、6月に離岸傾向となる。 

・都井岬沖では5月前半まで離岸傾向で推移し、その後に接岸傾向となる。 

・足摺岬沖～潮岬沖では、4月に接岸傾向となり、5～6月には都井岬沖の小蛇行の東進に伴い離

岸し、その後に接岸傾向となる。 

 ◎潮岬以東 

・4月には一時的にB・C型流路となるが、6月前半までN型基調で推移する。6月後半以降、B・C

型流路となる。 

・野島埼沖では、流路変動に伴い離接岸がみられる。 

（（（（2222））））薩南薩南薩南薩南～～～～房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域 

・潮岬以西では、黒潮の離接岸に伴って沿岸域へ一時的に暖水が波及することがある。 

・潮岬以東では、熊野灘～遠州灘～伊豆諸島北部海域は、概ね冷水域に入る。黒潮のB・C型流路

への変動に伴い、暖水波及がある。 

（（（（3333））））鹿島灘鹿島灘鹿島灘鹿島灘～～～～常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域 

・概ね冷水に覆われる。ただし、黒潮の流路変動などに伴い、沿岸域へ一時的に暖水が波及する

ことがある。 

（（（（4444））））沿岸水温沿岸水温沿岸水温沿岸水温 

・潮岬以西は、「平年並み」～「高め」で推移する。 

・熊野灘～遠州灘～伊豆諸島北部海域は、「平年並み」～「低め」で推移する。暖水波及時には

「高め」となる。 

・伊豆諸島南部海域は、「平年並み」～「高め」で推移する。C型流路時には「低め」となる。 

・鹿島灘～常磐南部海域は、「平年並み」～「低め」で推移する。ただし、黒潮系暖水の波及時

には大きく変化することがある。 

※ 平年並み＝平年値±0.5℃程度、（やや高め、やや低め）＝平年値±1.0℃程度、 

（高め、低め）＝平年値±1.5℃程度、（極めて高め、極めて低め）＝平年値±2.5℃以上 

 



 

経経経経    過過過過（（（（2020202010101010 年年年年 1111 月月月月～～～～3333 月月月月））））    （注：経過は図 2 を参照のこと。） 

（（（（1111））））黒黒黒黒    潮潮潮潮 

・1 月上旬、C 型流路から D 型流路へと移行した。 

・2 月以降、2 月中旬～下旬に小規模な B 型に近い流路となったものの、N 型基調で推移した。 

（（（（2222））））薩南薩南薩南薩南～～～～房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域 

 ◎薩南海域 

・1 月、黒潮北縁は屋久島南付近の平均的な位置で推移した。 

・2 月、黒潮北縁は接岸傾向で推移した。 

・3 月、黒潮北縁は離岸傾向で推移した。 

 ◎潮岬以西 

・1 月、小蛇行が種子島沖で停滞した。都井岬～潮岬では小冷水渦の東進に伴い離接岸がみられた。 

・2 月、小蛇行の発達に伴い、都井岬～足摺岬では離岸傾向となった。室戸岬～潮岬では小冷水渦

の東進に伴い離接岸がみられた。 

・3 月上旬、小蛇行の東進に伴い、都井岬～室戸岬では離岸傾向となった。 

 ◎潮岬以東 

・1～3 月、熊野灘～遠州灘～伊豆諸島北部海域は概ね冷水域に入った。 

・2 月中旬、遠州灘～伊豆諸島北部海域に黒潮の流型変化に伴い暖水波及があった。 

・3 月中旬、伊豆諸島北部海域で黒潮から暖水波及があり、駿河湾沖まで達した。 

・1～3 月、伊豆諸島南部海域は概ね黒潮の南側の暖水域に入った。 

・1 月、野島崎で黒潮はやや離岸傾向だったが、房総沿岸には黒潮からの暖水が波及した。 

・2 月以降、黒潮の流路変動に伴い、野島崎では離接岸がみられた。 

（（（（3333））））鹿島灘鹿島灘鹿島灘鹿島灘～～～～常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域 

・1～3 月、北方から冷水が波及した。 

・2 月上旬、黒潮の流路変動に伴い、沿岸域に黒潮系暖水が一時的に波及した。 

 



 

現現現現    況況況況（（（（2020202010101010 年年年年 3333 月月月月 23232323 日現在日現在日現在日現在）））） 

（（（（1111））））黒黒黒黒    潮潮潮潮 

・N 型流路で推移している。 

（（（（2222））））薩南薩南薩南薩南～～～～房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域房総沿岸域 

 ◎薩南海域 

・黒潮北縁は屋久島付近の平均的な位置に位置している。 

 ◎潮岬以西 

・黒潮は、都井岬～足摺岬で「やや離岸」、室戸岬で「かなり離岸」、潮岬で「やや離岸」してい

る。 

 ◎潮岬以東  

・熊野灘には黒潮系暖水が波及している。 

・駿河湾沖～伊豆諸島北部海域に波及した暖水は後退した。 

・伊豆諸島南部海域は黒潮の南側の暖水域にある。 

・黒潮は野島崎で離岸している。 

（（（（3333））））鹿島灘鹿島灘鹿島灘鹿島灘～～～～常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域常磐南部海域 

・概ね冷水に覆われている。 

 

  ※ 黒潮の離接岸に関する語句表記は、川合英夫(1972)：海洋物理Ⅱ、東海大学出版会に従った。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

図 1 黒潮流型の分類 

 



 

 

 

図 2 黒潮流軸のパターン 

（2009 年 12 月～2010 年 3 月、海上保安庁海洋情報部海洋速報より作成） 



マサバおよびゴマサバ太平洋系群の漁況予報 

今後の見通し（2010（平成22）年4月～7月） 
対象海域：薩南～豊後水道、紀伊水道外域、熊野灘、伊豆諸島周辺海域、犬吠～三陸海域 

対象漁業：まき網、定置網、棒受網、たもすくい 

対象魚群：1歳魚（2009（平成21）年級群）、2歳魚（2008（平成20）年級群）、3歳魚（2007（平成19）

年級群）、4歳（2006（平成18）年級群）以上。魚体の大きさは尾叉長で表示。年初に加齢。 

 

1. 薩南～豊後水道（まき網、定置網） 

（1）来遊量：マサバは低水準。ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上

回る。4 歳以上は少ない。サバ類全体としては薩南海域では前年を下回る、日向灘では上回る、豊後

水道西部では下回り、東部では上回る。 

（2）漁期：期を通じて漁獲される。 

（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となる。25～32cm（1歳魚）と35cm以上（3歳魚）が主体。 

 

2. 紀伊水道外域（まき網、定置網） 

（1）来遊量：マサバは前年を上回るが低水準。ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。 

3歳魚は前年を上回る。4歳以上は少ない。サバ類全体としては前年を上回る。 

（2）漁期：期を通じて漁獲される。 

（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となり、32～37cm（3 歳魚）が主体。これに 28～35cm（1～3 歳魚）の

マサバが混じる。 

 

3. 熊野灘（まき網、定置網） 

（1）来遊量：マサバは低水準。ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上

回る。 4歳以上は少ない。サバ類全体としては前年を上回る。 

（2）漁期：期を通じて漁獲される。 

（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となり、20～30cm（1歳魚）が主体で期後半に32cm以上（3歳魚）が混

じる。同様の大きさのマサバが混じる。 

 

4. 伊豆諸島周辺海域（棒受網、たもすくい） 

（1）来遊量：マサバ1 歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上回る。4歳以上は少

ない。マサバとしては前年並か上回る。ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳

魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。ゴマサバとしては前年を上回る。サバ類全体としては前年を

上回る。 

（2）漁期・漁場：マサバは伊豆諸島北部海域中心に、三宅島周辺海域でも漁場が形成される。ゴマサバは期

を通じて三宅島周辺海域を中心に漁場が形成される。マサバに混獲される場合は伊豆諸島北部海域で

も漁場形成がある。 

（3）魚体：マサバは32～37cm（3歳魚）主体で、37cm以上の高齢魚と28cm以下の1歳魚も混じる。ゴマサ

バは23～28cm（1歳魚）が主体で32～35cm（3歳魚）が混じる。 

 

5. 犬吠～三陸海域（まき網、定置網） 

（1）来遊量：マサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上回る。4歳以上は少

ない。マサバとしては前年を上回る。ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚

は前年を上回る。4歳以上は少ない。ゴマサバとしては前年を上回る。サバ類全体としては前年を上

回る。 

（2）漁期・漁場：まき網の漁場は、犬吠埼沖～常磐南部海域に形成される。三陸南部の定置網では6月以降

漁獲される。 

（3）魚体：マサバは28cm 以下の1歳魚が主体となり、31～37cm の 3 歳魚が混じる。ゴマサバは23～28cm

（1歳魚）が主体でマサバに混じる。 



漁況漁況漁況漁況のののの経過経過経過経過（（（（2020202009090909年年年年12121212月月月月以降以降以降以降））））およびおよびおよびおよび見通見通見通見通しししし（（（（2010201020102010年年年年4444月月月月～～～～7777月月月月））））についてのについてのについてのについての説明説明説明説明    

 

1. 資源状態 

（1）マサバ 

資源量は1990年以降低い水準にあるが、加入量水準の高い2004年級群、2007年級群の発生により資源

量が増加した。 

2006 年級群（4歳魚）は推定加入尾数が3.6 億尾と推定されており、これまでの漁況経過から豊度は低

いと判断される。これ以上の年級群（2005年級群、2004年級群）も残存資源は少ないと判断される。 

2007年級群（3歳魚）は推定加入尾数23億尾と推定されており、11月までの各地漁業で漁獲物の主体と

なった。2009年6～10月の三陸～道東沖の流し網調査（釧路水試）や中層トロール調査（東北水研、中央

水研）でも漁獲が見られ、漁場外の沖合域にも多く分布していることが確認されており、2004 年級群に次

ぐ加入水準であると判断される。 

2008年級群（2歳魚）は、推定加入尾数5.6億尾と、2006年級群は上回るものの豊度は低いと考えられ

る。茨城水試による2008年級群の未成魚越冬群指数は283と、最低値ではないものの2007年級群の1727

を大きく下回った。2009年11月までの各地漁業の漁獲状況、各調査船調査においても2007年級群の同期

を大きく下回っており、2008年級群の発生状況は高くはないと判断される。 

2009年級群（1歳魚）は、2009年11月から北部まき網の漁獲対象になっており、これまでの漁獲状況は

2008年級群を上回っている。各調査船調査の結果では、中央水研による2009年5月の移行域幼稚魚調査の

加入量指数が5.8と、2004年級群（5.6）を上回った。東北水研による6～7月の西部北太平洋サンマ資源

調査の 0 歳魚現存尾数は多くはなかったが、同調査の現存尾数と漁獲物平均体長から推定される加入尾数

は20億尾と2007年級群（23億尾）と同等の水準と推定された。北海道釧路水試による2009年6～10月の

流し網調査による0歳魚CPUEは3.5尾/回と2007年級（30.6尾/回）を大きく下回った。9～10月の秋季

北西太平洋浮魚資源調査（中央水研）の中層トロール試験による出現率・平均CPUE は 42.9%・70.2 尾と、

2007年（29.5%･17.9尾）を上回り、2004年（41.8%・33.7尾）と同等の高い値であった。茨城県による未

成魚越冬群指数は932と、2007年級群に次ぐ水準であった。2010年2月の常磐～房総海域における越冬期

浮魚資源調査（中央水研）においては、中層トロール試験による漁獲量は少なかったものの魚群探知機で

多数の魚群の分布が確認された。以上のことから2009年級群の加入豊度は2008年級群を上回り、2007年

級群と同等の比較的高い水準と判断される。 

 

（2）ゴマサバ 

資源量は1990年代後半以降高い水準にある。0歳時に黒潮-親潮移行域を回遊して加入する群が資源の主

な部分を占めるようになっている。 

2006 年級群（4歳魚）は、加入尾数が5 億尾と推定され、これまでの漁況経過や調査船調査結果からも

豊度は低いと判断され、資源量は少ない。 

2007年級群（3歳魚）は、加入尾数が11億尾と近年の平均を上回る加入豊度と推定され、2月までの各

地漁業で漁獲対象となった。 

2008 年級群（2歳魚）は、2 月までの各地漁業の漁獲状況では、2007 年級群の同期を大きく下回ってい

る。最近年のため推定値の不確実性が高いが、加入尾数は1990年代後半以降の最低水準である4億尾と推

定される。 

2009年級群（1歳魚）は、2月までの各地漁業では2007年級群の同期を上回る漁獲状況であった。秋季

の道東～三陸海域のサンマ棒受網への混獲割合（混獲のあったサンマ漁獲地点の割合．東北水研調査）は

調査を開始した2002年以降で最高（11.2%）であった。6～7月（東北水研）および9～10月（中央水研）



の中層トロール調査や6～10月の流し網調査（釧路水試）では、いずれも高い水準のCPUEや出現率を示し

た。2010年2月の越冬期浮魚資源調査（中央水研）では、魚群探知機で多数の魚群の分布が確認され中層

トロールCPUEは前年の同調査を大きく上回った。以上の情報から、2009年級群の加入豊度は近年の平均を

上回る高い水準であると判断される。 

 

2. 来遊量、漁期・漁場、魚体 

1）マサバ 

（1）来遊量 

資源状態の項に前述の通り、1 歳魚（2009 年級群）の加入量水準は、これまで得られている情報からみ

て2007年級群並の比較的高い水準と考えられる。2歳魚（2008 年級群）の加入量は、著しく低い2006年

級群は上回るものの高くはなく、予測期間における来遊量は多かった前年を下回る。3歳魚（2007年級群）

は加入量水準が高く、予測期間における来遊量は少なかった前年を上回る。4 歳（2006 年級群）以上は残

存資源が少なく前年を下回る。 

以上のことから本予測期間は1歳魚（2009年級群）と3歳魚（2007年級群）が主体となり、マサバ全体

としては前年同期を上回ると考えられる。伊豆諸島以西の海域では、サバ類に占める近年のマサバの割合

は低い。 

（2）漁期・漁場 

三陸海域から犬吠周辺におけるまき網によるマサバの12～2月の漁獲量は、3.3万トン（暫定）と、前年

同期（2.2万トン）を上回った。漁場は、12月上旬は常磐南部～常磐北部海域、12月下旬以降は常磐南部

海域が中心であった。本予測期間のまき網漁場は、例年の傾向から犬吠～常磐海域が主漁場となり、期の

終わり（7月）には常磐北部～三陸海域に漁場が広がる。 

伊豆諸島海域のたもすくいによる1～2月の漁獲量は146トンと、前年同期（292 トン）を下回った。漁

場は北部海域が中心であった。今後は伊豆諸島北部海域のほか、産卵盛期の3～4月には三宅島周辺でも漁

場が形成される。伊豆諸島より西の海域では近年はゴマサバが主体であり、マサバはゴマサバに混獲され

る程度となる。 

（3）魚体 

12～2月のまき網による漁獲物の尾叉長は、12月は20～25cm（モード22cm）に、30～38cm（モード34cm）

の大型個体が加わり幅広い組成を示した。1～2月も20～25cm（モード23cm）主体に30～35cmの個体が混

じった。伊豆諸島海域のたもすくいによる漁獲物は、1月は33～44cm（モード37cm）、2月は31～41cm 

（モード36cm）であった。紀伊水道でも同様のサイズが漁獲された。 

本予測期間においては、犬吠～常磐海域では1歳魚（2009年級群）が主体となり、3歳（2007年級）以

上も漁獲される。伊豆諸島海域では3歳魚（2007年級群）が主体となり、4歳以上（6歳魚（2004年級群）

が中心）も混じると考えられる。年齢別尾叉長はこれまでの組成の推移、年齢査定の結果から概ね次のと

おりと考えられる。1歳魚（2009年級群）：28cm以下、2歳魚（2008年級群）：30cm前後、3歳魚（2007年

級群）：32～37cm、4歳以上（2006年級群）：37cm以上。 

 

2）ゴマサバ 

（1）来遊量 

資源状態の項に前述の通り、1 歳魚（2009 年級群）はこれまで得られている情報から近年の平均を上回

る高い加入量水準とみられ、来遊量は低水準であった前年を大きく上回る。2 歳魚（2008 年級群）はこれ

まで得られている情報から近年の平均を下回る加入量水準と推定され、来遊量は前年を下回る。3歳魚 

（2007 年級群）はこれまで得られている情報から近年の平均を上回る加入量水準と推定され、来遊量は低



水準であった前年を上回る。4歳（2006年級群）以上は、資源量が少なく、来遊量は少ない。 

（2）漁期・漁場、魚体 

2009年12月～2010年2月のゴマサバ漁況は、薩南海域では3歳魚（2007年級群）主体に前年を大きく

下回った。日向灘～紀伊水道外域の各海域では、1～3歳魚（2009～2007年級群）を対象におおむね前年を

上回った。熊野灘では、1 歳魚主体に前年を上回った。伊豆諸島周辺海域では、1～3 歳魚を対象に前年を

下回った。犬吠以北海域のまき網では、主に1歳魚がマサバに混獲され、漁獲量は前年を上回った。12～ 

2月の漁獲量は、薩南海域～紀伊水道外域は4.6千トン（前年同期実績5.9千トン）、熊野灘～伊豆諸島周

辺海域は5.4千トン（同 

7.1千トン）、犬吠以北海域は15.8千トン（同4.1千トン）であった（漁獲量は各地主要港水揚げ資料およ

び水揚げ物標本測定結果等からの推定値）。 

本予測期間における各地の漁期・漁場は、薩南～紀伊水道外域では1～3歳魚（2009～2007年級群）が、

熊野灘では1歳魚が主体となって期を通じて漁場が形成される。伊豆諸島周辺海域では、1歳魚主体で期を

通じて近年の主漁場である三宅島周辺海域を中心に漁場が形成される。犬吠以北海域では、主に 1 歳魚が

犬吠埼周辺～常磐南部海域でマサバに混獲される。 

年齢別尾叉長は、これまでの体長組成の推移、年齢査定の結果から概ね次の通りである。1歳魚 

（2009年級群）：30cm以下、2歳魚（2008年級群）：29cm前後、3歳魚（2007年級群）：32～37cm、4歳以

上（2006年級群）：35cm以上。 

 



 

 

マイワシ太平洋系群の漁況予報 

今後の見通し(2010（平成22）年4月～7月) 

対象海域：北薩～三陸・道東 

対象漁業：まき網、定置網、船曳網 

対象魚群：0歳魚（2010（平成22）年級群）、1歳魚(2009（平成21）年級群)、2歳魚(2008（平成20）

年級群)、3歳魚（2007（平成19）年級群）。年初に加齢。魚体は被鱗体長。 

 

1.日向灘～相模湾のマシラス(船曳網) 

(1)来遊量：紀伊水道より西側の海域では前年を下回る。渥美外海～相模湾海域では前年を上回る。 

(2)漁期：渥美外海～相模湾では5月まで。 

 

2.北薩～熊野灘(まき網、定置網、船曳網) 

(1)来遊量：宿毛湾・土佐湾海域、紀伊水道外域および熊野灘（まき網）では前年並あるいは前年を

上回る。それ以外の北薩・薩南、日向灘、豊後水道南部海域では前年を下回る。 

(2)漁期・漁場：全期間。 

(3)魚体：北薩・薩南は18～20cmの2歳魚主体、漁期後半に10～15cmの0歳魚が加入。日向灘および宿

毛湾・土佐湾は18cm程度の1歳魚とより小さな0歳魚で構成。豊後水道南部西側は7～12cmの0歳魚に

16cm以上の1歳魚混じり。豊後水道南部東側は15～20cmの1歳魚主体。熊野灘は20～22cmの2歳魚と15

～18cmの1歳魚の双峰形。 

 

3.伊勢・三河湾～相模湾(まき網、定置網、船曳網) 

(1)来遊量：伊勢・三河湾では0歳魚の高豊度加入により前年を上回る。駿河湾から相模湾にかけては、

2歳魚および1歳魚を主体に前年を下回る。 

(2)漁期・漁場：漁期を通じて散発的に漁場形成。 

(3)魚体：12～23cm（1歳魚および2歳魚主体）で、後半には13cm以下（0歳魚）が加わる。 

 

4.房総～三陸・道東(まき網、定置網) 

(1)来遊量：1歳魚を主体に来遊するが、前年を下回る。 

(2)漁期・漁場：4～5月は鹿島灘～九十九里沖で、6月には常磐沖へ、7月には仙台湾～三陸南部海域

へと拡大・北上する。三陸南部～仙台湾の定置網は5月以降。道東での漁場形成は無い。 

(3)魚体：4～5月は14～16cm、6月以降16～18cm（いずれも1歳魚）となる。 

 

漁況の経過（2009年12月以降）および見通し（2010年4月～7月）についての説明 

 

1. 資源状態： 

マイワシ太平洋系群の資源量は1994年に100万トンを下回り、その後1999年までは70万～90万トン台

で推移したが、その後再び減少し、2002年以降は20万トンを切る低水準で推移している。 

2007年級群は、仔・幼稚魚段階で実施された各種調査船調査ではいずれも好調な指標値を示した。実

際の漁況では、2007年漁期の北薩～土佐湾海域における0歳魚の漁獲が前年を上回る好漁で推移した 

一方で、同年漁期における紀伊水道外域以東の海域では低水準の漁獲に留まった。同年級群が1歳とな

った後の2008年2月に実施された越冬期浮魚類現存量推定調査結果（中央水研）ならびに未成魚越冬群



 

 

指数（千葉水総研）は、いずれも2006年級群と同程度の低い値に留まり、その後の調査船調査（6～7月

：北西太平洋サンマ資源調査（東北水研）、9～10月：秋季北西太平洋浮魚資源調査（中央水研）、6～

9月：表層流し網調査（釧路水試））においてもマイワシの漁獲は皆無あるいはごくわずかであった。

さらに、2008～2009年漁期における2007年級群の漁獲量は両年を通じて低調であったことなどを考え合

わせると、同年級群の年級豊度は低く、前期の2歳魚としての資源量水準も低かったものと推定された。 

2008年級群が0歳魚の時点で実施された諸調査結果（5月移行域幼稚魚調査、6～7月北西太平洋サンマ

資源調査、6～7月表層流し網調査、9～10月秋季北西太平洋浮魚資源調査）は、9月に実施された表層流

し網調査結果（釧路水試）を除いて、いずれも2008年級群が低豊度であることを示唆した。実際の 

2008年漁期の漁況においては、伊勢･三河湾～相模湾におけるマシラスの漁況が好漁で推移したものの、

未成魚・成魚を対象とした漁業では、伊勢・三河湾、相模湾を除くいずれの海域においても低調に推移

した。これらの結果から、2008年級群の0歳魚時点での豊度は低水準に留まると想定していた。しかし

年明け1歳魚となってから得られる「未成魚越冬群指数（千葉水総研）」では、2008年級群は1.46で、 

2年続けて1を割り込んだ2006、2007両年級群を上回り、近年では比較的高い年級豊度を示した2005年級

群(1.74)を若干下回る値となった。また2009年漁期における漁況の経過においても、熊野灘、駿河湾、

相模湾ならびに房総～常磐海域において、2008年級群（1歳魚）を主体として、前年あるいは平年の数

倍～十数倍の好漁を記録した。0歳魚時点で観測された諸調査指標値と、その後、特に1歳以降の漁況の

経過との間で不一致はあるものの、2008年級群（1歳魚時点）の資源量水準は、2006、2007両年級群を

上回ると推定された。 

2009年級群については、産卵量（約118兆粒）は前年同期（約81兆粒）を上回り、その後実施された

2009年5月の移行域幼稚魚調査（中央水研）での加入量指数が38.2（前年：1.9）、また6～7月に実施さ

れた北西太平洋サンマ資源調査（東北水研）による現存量推定値が484百万尾（前年同調査： 82百万尾）、

9～10月秋季北西太平洋浮魚資源調査(中央水研)におけるマイワシCPUE（マイワシ有漁網のみ）が 

47.2尾/網（前年同調査：17.3）と、いずれも2009年級群の加入量水準が高いことを示唆する結果が得

られている。一方で、漁業における2009年級群の出現状況は、2010年1月に神奈川および銚子まき網に

て年明け1歳の同年級群主体にそれぞれ500トン強のまとまった漁獲がみられた点を除いて、2009年漁期

におけるシラスならびにヒラゴ～中羽イワシの漁況は低調に推移した。2010年2月に常磐・房総沿岸～

沖合域（148ﾟE以西）で実施された越冬期浮魚類現存量推定調査（中央水研）においても、1歳魚（13cm

モード）と思われるマイワシの漁獲ならびにCPUEは前年同様の低調な結果に留まった。但し同調査の結

果についてはCPUEのみでは必ずしもその年級豊度を十分に示し得るとは言えず、今後の詳細な解析 

（音響データなど）を待って判断する必要がある。さらに、本年4月までの漁獲結果から得られる未成

魚越冬群指数（千葉水総研）も、同年級群の豊度を判断する上では重要な指標値となろう。 

2010年級群については、地域によって傾向が異なるものの、愛知から神奈川にかけての海域で行われ

た試験操業において近年の平均を上回る量のマシラスが採集された。この結果から、愛知から神奈川に

かけての海域における2010年級群の加入豊度は、近年では高い水準にあることが予想される。 

 

2.来遊量、漁期・漁場、魚体： 

マシラス： 

 2009年12月から2010年2月現在にかけて、主に予報対象海域西側（日向灘、豊後水道、土佐湾、紀伊

水道）においてシラス漁業が営まれたが、土佐湾東部海域においてマシラスの混在比率が高いシラスの

水揚げがあったことを除いては、マシラスの漁獲あるいは混獲は極めて少量に留まった。 

渥美外海ならびに遠州灘～相模湾では、毎年3月下旬～5，6月にかけてシラス漁が行われる。同海域に

おける昨年12月までのシラス漁業ならびに1月以降に実施された試験操業の結果からは、近年では高水



 

 

準と言えるマシラスの分布が観測された。 

 これらの結果から、今漁期におけるマシラス漁獲量は、紀伊水道より西側の海域においては前年を下

回る低調、一方渥美外海から相模湾に至る東側海域においては前年を上回る来遊が予想される。 

 

未成魚・成魚： 

 薩南および北薩海域では、過去の例（2007年漁期）より類推すると、今漁期前半は18～20cm程度の2008

年級群（2歳魚）が、また漁期後半には10～15cmの2010年級群（0歳魚）が漁獲の主体になると想定され

る。但し、その来遊量は両年級群共に低く、散発的な水揚げに留まる。また漁期前半に来遊する高齢群

が2008年級群（2歳魚）ではなく2009年級群（1歳魚）となる可能性もあるが、現時点では正確な予測は

困難である。 

 日向灘ならびに宿毛湾・土佐湾海域では、漁期の前半に2009年級群（1歳魚）、後半に2010年級群 

（0歳魚）の来遊が予測される。但しその来遊量予測については海域によって異なる。日向灘では両年

級群ともに低調で、結果として前年を下回る水準となる。一方宿毛湾・土佐湾海域では、2009年級群の

来遊に加えて、これまでのマシラス漁況経過から2010年級群（0歳魚）の来遊が期待されることから、

全体としては前年並あるいはそれを上回る来遊量水準となる。なお日向灘においては、宿毛湾からの魚

群の来遊により一時的に好漁場が形成される可能性もある。 

    豊後水道南部の九州側、大分県沿岸海域では、例年同期と同様に7～12cm程度の2010年級群（0歳魚）

が漁獲の主体を占め、散発的に16cm以上の1歳魚が混じると予想される。昨漁期から現在までの同海域

におけるまき網の漁況経過から、2010年級群を産出したであろう親魚量は例年よりも少なかったものと

考えられ、またマシラスの混獲率もわずかであることから、2010年級群（0歳魚）の来遊水準は前年並

あるいはそれを下回ると予測される。    

    豊後水道南部の四国側、愛媛県沿岸では、2009年級群（1歳魚）が主たる漁獲対象となるものの、 

2008年秋季以降まとまった漁獲が無い状況が続いており、今漁期についてもごく低調な来遊水準に留ま

ることが想定される。    

    紀伊水道外域における漁獲量は近年低迷しているが、德島県側海域では昨漁期終盤の漁獲量が一昨年

を上回ったこと、また和歌山県側海域では昨年12月に一そうまきでまとまった漁獲がみられたことから、

今漁期は引き続き低水準ながらも前年を上回る来遊量があると考えられる。年級群/体長組成について

は、2008ならびに2009年級群の組合せとなることが予想される。    

    昨年12月から本年1月にかけて熊野灘海域の中型まき網で漁獲されたマイワシの体長組成は、14cm付

近と20cm付近にモードを持つ双峰形を示した。これはそれぞれ2009年級群（1歳魚）と2008年級群（2歳

魚）に相当する。2008年級群は近年では比較的豊度の高い年級群であり、また2009年級群についても熊

野灘では現在まで継続して漁獲されていることから、今漁期においても引き続き両年級群が同海域にお

ける漁獲の主体となり、両年級群あわせて前年並あるいはそれを上回る来遊水準が期待される。また今

漁期における漁獲サイズは、2008年級群：20～22cm、2009年級群：15～18cm程度と予測される。 

 伊勢・三河湾および渥美外海域では、2009年級群（1歳魚）ならびに2010年級群（0歳魚）が今漁期の

主体を成すものと想定される。同海域を含む東海沿岸における卵稚仔調査において、2010年級群マイワ

シ仔稚魚が多く採集されていることから、2010年級群の豊度は近年の中でも高水準である可能性が示唆

されており、低水準であった前年を上回る来遊が期待される。 

 駿河湾から相模湾にかけての海域では、2008年級群（2歳魚）ならびに2009年級群（1歳魚）が主な漁

獲対象となるが、主体となる年級群は海域によって異なる。本年1月以降の漁獲物の体長組成をみると、

静岡で水揚げされたマイワシは19cmモードの2008年級群（2歳魚）であるのに対して、神奈川で水揚げ

されたマイワシは13cm付近にモードを持つ2009年級群（1歳魚）が主体である。この、海域による年齢



 

 

組成の違いは今漁期においても維持され、駿河湾および相模湾西部海域では2008年級群（2歳魚、19～

22cm）が漁獲の主体となり、一方で神奈川県側の相模湾東側海域では2009年級群（1歳魚、12～18cm）

を主体に2008年級群（2歳魚、20～23cm）が混ざるものと予想される。また相模湾東側海域では、7月以

降は2010年級群（0歳魚、11～13cm）を主体とする漁獲物組成へ移行する。いずれの海域とも、2008年

級群の来遊に支えられ好漁であった昨年を下回る来遊水準となる。また漁期を通じて散発的な漁場形成

となる。 

房総以北海域において今漁期の漁獲の対象となる年級群としては、2008年級群（2歳魚）および2009

年級群（1歳魚）が想定される。2008年級群は昨漁期、特に夏季の常磐・房総海域で操業するまき網に

よるマイワシ漁獲物の主体を占めていたが、2009年12月以降は漁獲が途切れており、今後の2歳魚とし

ての来遊量は少なくなるものと考えられる。2009年級群（1歳魚）については、2009年11月以降同じく

常磐・房総海域のまき網によりカタクチやサバ類に混獲される形で漁獲されているが、その量は一年前

の2008年級群を対象とした漁獲量の半分程度に留まっており、前年同期における2008年級群ほどの来遊

水準には至らないと考えられる。なお、2007年級群（3歳魚）については、元々の年級豊度自体も高く

なく、さらにこれまでの漁獲による減耗も大きいことから、今漁期の漁場への来遊および漁獲はない。

以上を総合すると、今漁期の来遊水準は、近年では比較的高豊度であった2008年級群が漁獲を支えてい

た前年を下回る。今漁期におけるまき網の漁場形成位置・海域としては、4～5月は鹿島灘～九十九里沖、

6月には常磐沖、7月に仙台湾～三陸南部海域まで拡大・北上する。三陸南部～仙台湾の定置網による漁

獲は5月以降。道東での漁場形成は無いと考えられる。体長組成は、2歳魚（2008年級群）については 

20～21cm、 1歳魚（2009年級群）については、4～5月は14～16cm、6月以降は16～18cmに成長して漁獲

されるものと予測される。 

 



                  

カタクチイワシ太平洋系群の漁況予報 

今後の見通し （2010（平成 22）年 4月～7月） 

対象海域：北薩～三陸、道東。 

対象漁業：まき網、定置網、船曳網。 

対象魚群：0歳魚（2010（平成 22）年級群）、1歳魚（2009（平成 21）年級群）、および 

2 歳魚（2008（平成 20）年級群）。年初に加齢。魚体は被鱗体長。 

 

1.西薩～常磐南部のシラス（船曳網） 

(1)来遊量：西薩・志布志湾では前年を上回る。土佐湾では前年並か前年を上回る。渥美外海

では前年並。遠州灘～駿河湾では前年を上回る。相模湾では好漁の前年を下回る。鹿島灘

～常磐南部では不漁の前年並。 

(2)漁期・漁場：全期間。 

 

2．北薩～紀伊水道外域（まき網、定置網） 

(1)来遊量：北薩・薩南では前年並。日向灘では前年を下回る。豊後水道では前年を下回る。

土佐湾から紀伊水道外域ではまとまった漁獲がない。 

(2)漁期・漁場：全期間。 

(3)魚体：12cm 以下（1歳魚）主体。期後半に 8cm 以下（0歳魚）も漁獲される。 

 

3．熊野灘～相模湾（まき網、定置網、船曳網） 

(1)来遊量：熊野灘～渥美外海では前年を下回る。駿河湾～伊豆半島東岸では前年を上回る。

相模湾では好漁の前年並。 

(2)漁期・漁場：全期間。 

(3)魚体：10～14cm （1 歳魚、2歳魚）主体。 

 

4．房総～三陸、道東（まき網、定置網） 

(1)来遊量：常磐・房総のまき網は前年並。三陸の定置網は前年を下回る。道東の定置網では

まとまった漁獲がない。 

(2)漁期・漁場：常磐・房総海域は 6月まで。仙台湾から三陸南部の定置網は 5月から。 

(3)魚体： 10～12cm 台の 1歳魚および 12～13cm 台の 2歳魚。 

 

漁況の経過（2009 年 12 月以降）および見通し（2010 年 4 月～7 月）についての説明 

 

1. 資源状態： 

 カタクチイワシ太平洋系群の資源量推定値は 1998（平成 10）年から 2008（平成 20）年まで 

60 万～150 万トンで推移している。2008（平成 20）年の資源水準は過去 30 年で中位、動向は 

5 年間で減少傾向である。本系群は漁場が形成される沿岸域だけでなく黒潮親潮移行域まで広く

分布している。 

 2008 年級群（2歳魚）は、2008 年 9～10 月の秋季北西太平洋浮魚資源調査（中央水研）では近

年の中でも 0 歳魚としては高い水準であった。西日本においてはシラスから 0 歳魚まで概ね不漁

であったが、伊勢・三河湾海域ではシラスが好調で、秋季も同群から成長したと考えられる未成



                  

魚・成魚が好漁であった。0 歳魚を主対象とする秋季の八戸の小あぐり、夏以降の九十九里海域

の沿岸 2そうまきも好漁で、12 月初旬には常磐・房総の 1そうまきでも 0歳魚時点から漁獲され

た。2009 年には熊野灘のまき網で 1～5 月および 7 月にこの年級群が主体で好漁となった。さら

に、同年夏秋季には宿毛湾、豊後水道、日向灘においても例年を大きく上回る漁獲があった。 

一方、常磐・房総海域での 2009 年 1～6月の漁獲量は 1歳魚としては中漁程度であり、道東では 

2009 年 10 月に前年を大きく上回る漁獲があったが漁場はごく沿岸に限られていた。2009 年 10 月

～2010 年 2 月にも体長 12～13cm 前後で常磐・房総海域に来遊し、さらに熊野灘でも漁獲対象と

なっているが、常磐・房総での漁況は前年を上回ったものの豊漁と言える水準ではなく、2010 年

2 月の越冬期浮魚類現存量推定調査（中央水研）においても体長 10cm 以上の魚体の分布密度は前

年を下回った。以上のように、2008 年級群はシラスとして東日本で、未成魚・成魚として熊野灘

以西で好漁をもたらしたものの、未成魚・成魚の漁獲の大半を占める常磐・房総海域や道東にお

ける漁況は高水準と言えず、過去 10 年の中では中水準の年級群であったと言える。 

 2009 年級群（1 歳魚）は、シラス漁況が東日本では中漁から好漁であったが、西日本では不漁

であった。2009 年 6～7月の北西太平洋サンマ資源調査（東北水研）における 10cm 未満の未成魚

の推定分布量は前年より高く、2004 年および 2005 年と同程度で、同調査における推定現存量と

しては中程度の水準であった。2009 年 9～10 月の秋季北西太平洋浮魚資源調査（中央水研）での

体長 10cm 以下のカタクチイワシの漁獲尾数は、前年の 70％程度で 9 年間の調査における平均程

度であった。0歳魚を主対象とする秋季の八戸の小あぐりは前年を下回り、九十九里海域の沿岸 

2 そうまきは中漁程度で好漁の前年を下回った。また秋季における道東海域での 0 歳魚としての

出現は近年の中では低水準であった。2009 年 12 月以降の常磐・房総の 1 そうまき漁場の漁獲物

中では体長 12cm 以下の魚体が少なく、また 2010 年 2 月の越冬期浮魚類現存量推定調査（中央水

研）においても体長 10cm 未満の魚体の分布密度が低かったことから、2009 年級群の 1 歳魚とし

ての来遊水準は低いと考えられる。以上の状況から、2009 年級群は 2008 年級群を下回り、資源

量としては過去 10 年の中で低水準であると考えられる。 

 

2. 来遊量、漁期・漁場、魚体： 

(1)西薩～常磐南部のシラス（船曳網） 

 西薩・志布志湾では親魚の来遊水準が高いため、前年を上回ると予測される。土佐湾では親魚

の動向や近年のシラス漁況の経過から、前年並か前年を上回ると考えられる。渥美外海では、高

頻度ではないものの暖水波及の発生が見込まれるため、中漁程度の前年並と考えられる。遠州灘

～駿河湾では太平洋系群の親魚量と 3～6月のシラス水揚量との相関などから、前年を上回ると予

測される。相模湾では、大型成魚資源量指数（茨城水試）との相関関係から、好漁であった前年

を下回ると予測される。鹿島灘～常磐南部では、親潮系冷水の南下の影響により春季のシラス漁

は前年並の不漁水準と考えられる。 

 

(2)北薩～紀伊水道外域（まき網、定置網） 

 北薩・薩南では、2 月までの漁況から前年並で推移すると予測される。日向灘では 1 月以降の

熊野灘での漁況から大羽の来遊が期待されるものの、日向灘における前年 10～12 月の小型まき網

が低調で、近年の主漁期となっている夏季に漁獲される沿岸発生群が少ないと推察されるため、

総じて前年を下回ると予測される。豊後水道では、2009年秋季のシラス漁が前年を下回ったこと、

および前年 12 月以降のまき網漁獲物が体長 70mm 前後と小型であり、産卵からの新規加入も期待

しにくいことから、前年を下回ると予測される。土佐湾から紀伊水道外域では未成魚・成魚は主

たる漁獲対象ではないため、まとまった漁獲は無い。 

 



                  

(3)熊野灘～相模湾（まき網、定置網、船曳網） 

 熊野灘では前年 12 月から体長 12～14cm の年明け 2歳魚（2008 年級群）が漁獲されており、前

年に引き続き来遊水準は高いものの前年の 2 歳魚には及ばない。また予測期間中の漁獲の主対象

となる 1歳魚（2009 年級群）も少なくはないが前年の 1歳魚に及ばないと考えられるため、前年

を下回る漁況となると予測される。伊勢湾および渥美外海では、前年秋季のシラスが不漁で地先

由来の 2009 年級群の資源水準が高くはないと考えられるため、好漁の前年を下回り平年（過去

10 年平均）並と予測される。駿河湾～伊豆半島東岸では、北部まき網の資源量指数と当該海域の

水揚量との間に相関関係があり、今期は常磐・房総海域からの 2歳魚（2008 年級群）の来遊が期

待され、前年を上回ると予測される。相模湾では、12 月以降漁況が好転し、近年は 3月以降に漁

獲が伸びる傾向にあることから、好漁の前年並と予測される。 

 

(4)房総～道東（まき網、定置網） 

 常磐・房総海域における前年 12 月～2月の漁獲量は 5.7 万トンで、前年同期の 160%、前々年同

期の 140%であった。この期間、例年であれば千葉県では 1そうまきの水揚げが主体となるが、今

期は沿岸 2 そうまきによる漁獲が多かった。2 そうまきの漁場は九十九里沿岸の親潮系冷水南端

のごく岸寄りに集中しており、2 そうまきの水揚げが伸びたのは漁獲しやすい状況であったこと

も関係していると考えられる。また、同期間の 1そうまき（北部まき網）の漁獲量も前年の 150%

であったが、近年の中で見れば低水準の漁況であった。同期間の 1 そうまき・2 そうまきの漁獲

物中では 1歳魚（2009 年級群）も出現しているが、2月の沖合調査での小型魚の分布密度は低く、

今後の 1 歳魚の漁場への加入も少ないと考えられる。例年であれば今後は 1 歳魚が漁獲の主体と

なることから、予測期間中の漁況は低調で、前年並と予測される。 

 三陸の定置網は、これまでの漁況経過より前年を下回ると考えられる。道東沿岸の定置網・刺

し網では混獲の可能性はあるものの、予測期間中はまとまった漁獲の少ない時期である。 

 なお、魚体は現在の漁獲物と例年の変動傾向から、漁期・漁場は例年の漁場推移から推察した。 

 



 

 

 

参 画 機 関 

 

北海道立釧路水産試験場 

 

地方独立行政法人 青森県産業技術センター 

水産総合研究所 

 

岩手県水産技術センター 

 

宮城県水産技術総合センター 

 

福島県水産試験場 

 

茨城県水産試験場 

 

千葉県水産総合研究センター 

 

東京都島しょ農林水産総合センター 

 

神奈川県水産技術センター 

 

静岡県水産技術研究所 

 

愛知県水産試験場 

漁業生産研究所 

 

 

 

三重県水産研究所 

 

和歌山県農林水産総合技術センター 

水産試験場 

 

徳島県立農林水産総合技術支援センター 

水産研究所 

 

高知県水産試験場 

 

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 

 

大分県農林水産研究センター 水産試験場 

 

宮崎県水産試験場 

 

鹿児島県水産技術開発センター 

 

社団法人 漁業情報サービスセンター 

 

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 

 

独立行政法人 水産総合研究センター 

東北区水産研究所 

中央水産研究所 
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