
水準 動向 水準 動向

マアジ 対馬暖流系群 中位 横ばい 道北系群 中位 横ばい

マイワシ 対馬暖流系群 低位 増加 道南系群 低位 横ばい

マサバ 対馬暖流系群 中位 増加 ニギス 日本海系群 中位 横ばい

ゴマサバ 東シナ海系群 中位 減少 マガレイ 北海道北部系群 中位 横ばい

スケトウダラ 日本海北部系群 低位 横ばい 日本海系群 中位 横ばい

日本海系群（Ａ海域） 中位 横ばい 北海道北部系群 中位 減少

日本海系群（Ｂ海域） 中位 横ばい ムシガレイ 日本海系群 中位 増加

北海道西部系群 中位 横ばい 日本海北・中部系群 低位 横ばい

秋季発生系群 高位 横ばい 日本海西部・東シナ海系群 中位 横ばい

冬季発生系群 中位 横ばい マダイ 日本海西部・東シナ海系群 中位 増加

アカガレイ 日本海系群 中位 横ばい キダイ 日本海・東シナ海系群 中位 横ばい

マガレイ 日本海系群 低位 横ばい ニシン 北海道 低位 横ばい

資料１

【２０１０年（平成２２年）資源評価対象種（日本海漁業資源）の資源状況】

ソウハチ

ホッケ

２０１０年

魚種名 系群名

ヒラメ

資源状態魚種名 系群名

２０１０年

ズワイガニ

スルメイカ

資源状態

ベニズワイガニ 日本海系群 低位 増加 タチウオ 日本海・東シナ海系群 低位 横ばい

日本海北部系群 中位 増加 ウマヅラハギ 日本海・東シナ海系群 低位 減少

日本海西部系群 高位 横ばい ホッコクアカエビ 日本海系群 高位 増加

北海道 中位 増加 ケンサキイカ 日本海・東シナ海系群 低位 横ばい

日本海系群 高位 増加 ヤリイカ 対馬暖流系群 低位 横ばい

マチ類 アマダイ類 東シナ海 低位 横ばい

　アオダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 減少 ムロアジ類 東シナ海 低位 増加

　ヒメダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 横ばい イカナゴ類 宗谷海峡 中位 横ばい

　オオヒメ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 横ばい 東シナ海底魚類

　ハマダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 増加   マナガツオ類 東シナ海 低位 横ばい

カタクチイワシ 対馬暖流系群 中位 減少   キグチ 東シナ海 低位 不明

ウルメイワシ 対馬暖流系群 中位 増加   シログチ 東シナ海 低位 横ばい

ブリ 中位 増加   ハモ 東シナ海 低位 横ばい

サワラ 東シナ海系群 高位 横ばい   カレイ類 東シナ海 低位 横ばい

トラフグ 日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 低位 減少   エソ類 東シナ海 低位 横ばい

※２　各魚種の資源評価の内容については、
「平成２２年度資源評価票（ダイジェスト版）」
http://abchan.job.affrc.go.jp/digests22/index.html
を参照。

※１　九州西部会で議論される資源回復計画の対象種を黄色
のセルで示した。（有明海のガザミについては、次ページに記
載）

マダラ

ハタハタ



有明海のガザミ 

（資源回復計画着手魚種） 

                                                

１．生物学的特性 

 ①寿命：２＋（雄で２歳，雌で３歳）                   

 ②初成熟：11.4cm，12cm（熊本），外卵保持の最小 15.0cm 

 ③産卵：５～10 月に３回程度（抱卵ガニは５，６月に多く見られる） 

     有明海湾央・湾口部，湾外（橘湾）で産卵 

  ④成長：５月頃１cm，10 月 18cm（全甲幅） 

     全甲幅長－体重関係図（一例あるのみ，式は示されていない） 

春生まれ ６月 ５～10cm 夏生まれ ８月 ２～３cm 

 10 月 15cm  12 月 11.5cm 

 12 月 17.5cm    

（１歳） ５月 19.5cm  ６月 14.5cm 

 10 月 21.5cm （１歳） ８月 16.5cm 

 翌 10 月 25.5cm  12 月 20.5cm 

以後，両者区別できなくなる  

  ⑤幼生の浮遊期間：約１カ月（６月から秋にかけて干潟域で着底し，深所へ移動） 

 ⑥移動：軟甲個体の標識調査により，有明海湾奥から湾央，橘湾への移動を確認． 

  

２．漁業の特徴 

 有明海のガザミは，刺し網，カゴ，たもすくい網，小型底曳網などで漁獲される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 農林水産統計年報によると，有明海のガザミの漁獲量は年変動が大きく，1973（昭和

48）年以降，増減を繰り返しながら 1985（昭和 60）年には最高の 1,781 トンとなった．

その後徐々に減少し，2000（平成 12）年には過去最低の 142 トンとなった．2002 年に

は 338 トンまで回復したものの，2003～2008 年は 200 トン前後で推移している． 

 

３．資源の状態 

 漁獲量の把握が不十分であり，年変動が激しいものの，漁獲量から判断した資源水準

は低位であり，動向は横ばいで推移していると考えられる． 

 

４．資源評価の課題 

 ①漁獲量の把握が不十分（遊漁や漁協を通さない自主流通がある）． 

 ②漁獲物の組成や漁獲時期に偏りがある． 

 ③環境の変化が資源量に影響することが指摘されている． 

 ④生活史がわかっていない． 
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