
日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）
資源回復計画の評価・総括

１ 計画の概要（資源回復計画公表：平成２１年３月３１日）

(1) 計画作成時における資源の現状と回復の必要性
対馬暖流系のマアジ、マサバ及びマイワシは、東シナ海から日本海の沿

岸・沖合の広域に分布する多獲性浮魚資源（ ）として、主にまき図１、２
網漁業により漁獲され、資源状況はマアジが中位減少、マサバが低位横ば
い、マイワシが極めて低い水準となっている。

マアジ及びマサバについては、近年、加入量は低い水準となっている中
で（ 、小型魚の恒常的な漁獲が継続されており（ 、今図３、４ 図５、６） ）
後、安定的な漁獲をしていくためには、小型魚の漁獲を控えてできる限り
産卵親魚を確保していく必要がある。マイワシは資源水準が極めて低いた
め、資源保護に留意することが必要となっている。

(2) 資源回復の目標
① マアジ及びマサバ

小型魚への漁獲圧を低減する取組により、 年度の親魚量を現状の2013
漁獲圧を継続した場合（ 年の資源評価の親魚量）に比べ、 万トン2008 1
以上増加させる。

② マイワシ
（ ）。マイワシを目的とした操業は行わないこととする 混獲程度に止める

(3) 対象漁業
（ ）、 （ ）大中型まき網漁業 ｔ型・ ｔ型 中小型まき網漁業 ｔ未満135 80 20

(4) 計画期間
平成 年度～ 年度（ 年度～ 年度）21 25 2009 2013

（ 、 （ ） ）資源回復計画作成要領の廃止に伴い 平成 年度 年度 で終了23 2011

(5) 資源回復のために講じる措置
○漁獲努力量の削減措置
① マアジ及びマサバの小型魚保護のため、次の措置を講じる。
ア 大中型まき網漁業

小型魚を主とする漁獲があった場合には、以降、集中的な漁獲圧を
かけないよう速やかに漁場移動を行う。

イ 中小型まき網漁業
団体毎に、一定日数の休漁、水揚げ日数制限等の漁獲制限を行う。

② マイワシを目的とした操業は行わない（混獲程度に止める 。）
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【図１】マアジ生活史と漁場形成 【図２】マサバ生活史と漁場形成

【図３】マアジの親魚量と加入量 【図４】マサバの親魚量と加入量

【図５】マアジの年齢別漁獲尾数 【図６】マサバの年齢別漁獲尾数



２ 取組の実施状況

① 大中型まき網漁業
小型魚を主とする漁場形成に備え、漁場移動を必要とする条件や団体間

の情報共有及び連絡体制等を整備し、 のとおり、計 回の漁場移動を表１ 4
実施。

② 中小型まき網漁業
ア) 山陰旋網漁業協同組合
・ 、自主休小型魚（アジ又はマサバ）の漁獲量制限を のとおり表２

表漁を計６回、漁場移動を１回実施し、また、マイワシについては、
自主休漁を２回実施。２のとおり、

イ) 長崎県旋網漁業協同組合
（ ） 、・中型まき網漁船 マアジ又はマサバを目的として操業する37ヶ統 は

小型魚の漁獲が多い時期に のとおり休漁を実施。表３

ウ) 鹿児島県旋網漁業協同組合
鹿児島県地先海域における１ヶ月の水揚日数を 日以内とした。・ 18

【表１】大中型まき網漁業による漁獲努力量の削減措置の実施内容
実施日 実施海域 実施内容 魚種

2009年 島根沖 ・漁場移動(2ヶ統) マアジ
8月18日

2010年 対馬東 ・日本遠洋旋網組合が傘下の マアジ
2月18日 全船に対し、漁場移動措置

を発動
2010年 島根沖 ・漁場移動(2ヶ統) マサバ
11月30日

2011年 島根沖 ・漁場移動又は一部自主休漁 マアジ
10月29日 (7ヶ統)

【表２】山陰旋網漁業協同組合による漁獲努力量の削減措置の実施内容
実施日 実施海域 実施内容 魚種 実施理由

2010年 隠岐海峡 自主休漁 マアジ 9月28日に小型魚を
9月28日 大量漁獲した為

2010年 隠岐海峡 自主休漁 マアジ 10月１～2日に小型
10月4日 魚を大量漁獲した為

2010年 隠岐海峡 自主休漁 マアジ 11月30日に小型魚を
11月30日 大量漁獲した為

4月下旬から混獲割2011年 隠岐海峡 自主休漁 マイワシ
合が増加傾向の為5月17日

2011年 隠岐海峡 自主休漁 マアジ 9月26～29日に小型
9月30日 魚主体の漁場形成の

為
2011年 隠岐海峡 自主休漁 マサバ 10月3～5日に小型魚

10月6日 主体の漁場形成を確
認の為

2011年 隠岐海峡 自主休漁 マイワシ 10月24日から混獲
10月31日 割合が増加傾向の為

2011年 隠岐海峡 マサバ 12月11日に小型魚を漁場移動
12月12日 大量漁獲の為
2012年 隠岐海峡 自主休漁 マサバ 1月19日に小型魚を
1月19日 大量漁獲の為

【表３】長崎県旋網漁業協同組合による漁獲努力量の削減措置の実施内容
年度 休漁実施日 海区
2009年度 8月、9月、1月、2月の毎週土曜日 全海区
2010年度 7月、8月、9月、10月の毎週土曜日 県南、県北、五島

8月、9月、1月、2月の毎週土曜日 対馬
2011年度 7月、8月、9月、10月の毎週土曜日 県南、県北、五島

8月、9月、1月、2月の毎週土曜日 対馬



３ 目標の達成状況、資源の水準・動向等

(1) 資源の水準・動向
① マアジ対馬暖流系群の資源評価は、資源水準は中位で、資源動向は横

ばい。
② マサバ対馬暖流系群の資源評価では、資源水準は中位で資源動向は増

加。
③ マイワシ対馬暖流系群の資源評価では、資源水準は極めて低位で、資

源動向は、増加傾向。

(2) 目標の達成状況
目標年次は 年度としていたところであり、 年度時点の状況は2013 2011

以下のとおり。
① マアジの親魚量は、 年の 万トンに対して 年が 万ト2008 26.5 2010 23.8

ンと僅かながら減少し、現時点では目標の達成に至っていない。しか
、 、 、 、 、しながら 親魚量は 年以降横ばい傾向にあり また 資源量は2005

年の 万トンから 年は 万トンとなっており、資源水準2008 42 2010 46
は維持している（ 。図７）

② マサバの親魚量は、 年の 万トンに対して 年は 万ト2008 15.4 2010 24.8
ンと増加し、目標を達成している状況にある（ 。図８）

③ マイワシは、資源状況のモニタリングを行うとともに、マイワシを目
的としない操業とし、混獲程度に止めた。

【図７】マアジ資源量・親魚量 【図８】マサバ資源量・親魚量
加入量 加入量



４ 計画の評価・総括

(1) 対象資源の維持・回復における効果
資源回復計画の下で、マアジ及びマサバ資源に対する定時休漁、夜間申

し合わせ自主休漁、水揚げ日数制限、小型魚の漁獲回避のための漁場移動
などの実施により、マアジ及びマサバの資源動向は中位、横ばい及び増加
とする効果があった。

マイワシについては、同魚種を目的としない操業は行われず、漁獲され
ても混獲程度に止めた。また、資源量は資源回復計画を開始した 年に2008

万トンが 年には 万トンに増加。 年の加入尾数は近年では1.9 2010 3.4 2010
多く、親魚量は最近 年間では横ばい傾向が認められる。5

(2) 資源管理体制の維持・強化における効果
日本海西部・九州西海域で操業するまき網漁業者が、各団体の漁業者協

、議会等での協議に基づき自主的に実施していた資源管理措置の取り組みを
資源回復計画が策定された 年度以降は、４大臣許可まき網団体、３知2009
事許可まき網団体、８県の行政・試験研究機関、(独)水産総合研究センタ
ー、国で構成する行政研究者担当者会議(年 回)を開催し、科学的知見に2
基づく資源水準・動向の評価の結果等の情報を共有することにより、資源
水準・動向等の資源評価の結果を踏まえた資源管理に連携協力して取り組
む体制が強化された。

(3) 今後の方向性
日本海西部・九州西海域を広域に分布回遊するマアジ（マサバ・マイ

ワシ）は、資源水準は依然として中位、極めて低位にあり、大臣許可まき
網漁業者及び複数県の知事許可まき網漁業者が利用・管理する資源である
ことから、引き続き、適切な資源管理措置を講じる必要がある。

年度以降は、大臣許可まき網団体（山陰、日本遠洋、鹿児島県旋網2012
漁業協同組合 、知事許可まき網団体（山陰、長崎県、鹿児島県まき網漁業）
協同組合 、島根・長崎・鹿児島県行政及び研究機関、西海区水産研究所、）
境港漁業調整事務所、九州漁業調整事務所が連携協力する体制として「日

（ ） 」本海西部・九州西海域マアジ マサバ・マイワシ 広域資源管理検討会議
を設立し 「日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源、
管理方針」の下で資源管理を実施する（ 。図９） 【図９】今後の資源管理実施体制


