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アマダイ類

学名 Branchiostegus spp.

系群名（海域） （東シナ海）

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

注：アマダイ類にはアカアマダイ、シロアマダイ、キアマダイ等が含まれるが、ここでは漁獲の主体であるアカアマダイ
の生物学的特性を示す

寿命： 雄10歳、雌9歳程度
成熟開始年齢： 雌は4歳（52％）、6歳（92％）、雄は5歳（46％）、6歳（69％）
産卵期・産卵場： 5～12月、済州島周辺～東シナ海大陸棚斜面域
索餌期・索餌場： 済州島周辺～東シナ海大陸棚斜面域

食性：
主に魚類、甲殻類、多毛類を摂餌し、頭足類、貝類、棘皮動物も捕
食

捕食者： 不明

 

漁業の特徴

我が国の漁業の主体は延縄漁業である。かつて山口県、長崎県等の延縄漁業は東シナ海を主漁場として広く操
業していたが、周辺国漁船との漁場の競合などにより衰退した。現在のアマダイ類延縄漁業の主漁場は対馬海峡
域～日本海南西海域である。東シナ海での以西底びき網漁業（以西）、対馬海峡域での沖合底びき網漁業（沖
底）でも漁獲されるが、漁獲の主対象ではない。現在東シナ海のアマダイ類を漁獲しているのは主に中国である。

漁獲の動向

山口、福岡、佐賀、長崎、熊本の5県の漁獲量は、1988年まで計1万トン以上あったが、以後減少を続け、2005年
には719トンまで落ち込んだ。以降は概ね横ばいで推移し、2011年の漁獲量は648トン（速報値）であった。2010年
のアマダイ類の漁獲量は、中国では3.7万トン、台湾では48トンと報告されている。韓国では2011年に923トンのア
マダイ類の漁獲があった。



資源評価法

東シナ海における資源状態を、以西のCPUE、資源密度指数および東シナ海延縄漁業のアマダイ類主漁場にお
けるCPUE、着底トロールによる資源量直接推定調査結果から評価した。ただし、以西の近年の指標値は東シナ
海全体には適用できないため、現在の以西の漁場におけるCPUEも過去に遡って求めた。対馬海峡域～日本海
南西海域における資源状態は、沖底のCPUEおよび資源密度指数から評価した。

資源状態

以西のアマダイ類CPUEおよび資源密度指数は1995年以降大きく低下し、資源は低水
準となったと考えられる。最近年の値は1995年以前の値よりも低く、直近5年をみると減
少傾向にある。現存量推定値は、直近2年間はやや高い値を示し、直近5年では増加傾
向が認められる。東シナ海延縄漁業のCPUEは近年減少傾向にある。以上のことより、
東シナ海全体としては、資源水準は低位、動向は横ばいと判断した。一方、対馬海峡
域～日本海西部海域においては、近年の沖底のCPUEと資源密度指数が1995年以前
に比べ高い水準にあり、この海域の漁獲圧は東シナ海陸棚域と比べると低いものと判断
される。

管理方策

現在、東シナ海域の資源状況は比較的悪いと判断されるものの、周辺国による漁獲量が我が国の漁獲量を大きく
上回っており、我が国の漁獲努力は評価対象資源全体には大きな影響を与えていない。我が国漁業の当面の課
題は、現在の延縄漁業の主漁場である対馬海峡域～日本海南西海域の資源を持続的に利用することである。当
該海域で操業する沖底のアマダイ類CPUEおよび資源密度指数は上昇傾向にある。また、対馬周辺海域では延
縄漁業による資源量指数に回復傾向がみられ、日本海南西海域では若齢魚の安定的な加入があり、乱獲状態に
はないと報告されている。これらから、我が国における漁獲量の変動傾向に合わせたABC算定が妥当と判断した。

　 2012年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 614トン 1.0・C2011・0.947 － －

ＡＢＣtarget 491トン 0.8・1.0・C2011・0.947 － －

ABCは我が国漁業に対する値である
平成24年度ABC算定規則が改正され、ABCはABClimit＝δ
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、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した
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は、γ

2
＝1＋k（b/I)で計算をし、kは係数（標準値の0.5）、bとIは漁獲量の傾きと平均値（直近3年間）である

近年の我が国の漁獲努力が評価対象資源全体に与える影響は小さいため、δ
2
は1.0を使用した

資源評価のまとめ

東シナ海全体としての資源水準は低位、動向は横ばい
ただし対馬海峡域～日本海南西部の漁獲圧は東シナ海陸棚域と比べると低く、資源を持続的に利用できる範囲

にある

管理方策のまとめ

東シナ海域では周辺国による漁獲量が我が国の漁獲量を大きく上回っており、資源管理のためには周辺国、特に
中国の対応が不可欠

現在の日本の延縄漁業の主漁場である対馬海峡域～日本海南西海域の資源の持続的利用が、当面の課題
アマダイ類の成魚は定着性が強く、我が国の周辺海域では独自に資源管理を行うことが有効

執筆者：酒井　猛・塚本洋一

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 マダイ

学名 Pagrus major

系群名 日本海西部・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 約20歳
成熟開始年齢： 3歳（50％）、4歳（100％）
産卵期・産卵場： 冬～初夏（2～6月）、主に隠岐や五島など島回りの沿岸域
索餌期・索餌場： 夏～秋季、主に沿岸域

食性：
稚魚は動物プランクトン、成魚は甲殻類や貝類、多毛類などの底生
動物が主体

捕食者： 魚類など

 

漁業の特徴

本系群マダイを対象とする漁業は、船びき網、釣り、沖合底びき網、はえ縄など多種多様である。県別の漁獲割合
は福岡県の29％を最高に、長崎県（23％）、熊本県（12％）が次ぐ。養殖業も盛んで、全国の養殖マダイ収穫量は
全国マダイ漁獲量の4.5倍(2010年）に達する。本系群では1970年代より種苗放流も行われているが、放流数は
1999年の914万尾をピークに減少しており、2010年は501万尾であった。

漁獲の動向

漁獲量は、1969年の約11,000トンをピークに、その後長期の減少傾向を示し、1990年に5,100トンになった。その後
増加に転じ、1999年に6,800トンになったが、2000年以降減少に転じ、2003年には再び最低水準となった。2004年
から増加に転じて2007年の6,700トンに達した後、2008年以降は再び減少に転じたが、2011年は前年より1,300トン
増えて、6,900トンに達した。

資源評価法



推定精度が低いと見られる0歳魚を除外した上で、県別の年齢別漁獲尾数推定値を合算して系群全体の年齢別
漁獲尾数とし、Popeの近似式によるコホート解析を行った。コホートが完結しない年級群の最近年の年齢別資源
尾数は、年齢別の過去3年平均の漁獲係数を用いて算出した。自然死亡係数は年齢によらず一定とし、寿命を20
年として田内・田中の方法で求めた0.125を用いた。

資源状態

資源量は2004年以降増加しており、2011年は推定値の得られている過去25年間で最
高の19,000トンに達した。資源尾数も同様の傾向で、2011年は3,300万尾となり、1997年
に次いで2番目に多くなった。資源量推定値が得られている1986年以降において最高
値と最低値の差を3等分する基準に従うなら近年の資源量は高位に属する。ただし、
1970年前後における漁獲量が10,000トンを超えており、近年3年間の年平均漁獲量
6,000トンの1.6～1.8倍にあったことを考慮すると、現在の資源水準が高位とは判断し難
い。これらのことから、資源水準は中位で、資源動向は増加と判断した。

管理方策

近年の再生産関係において、加入量が比較的高かった親魚量の下限である2005年の10,000トンをBlimitとした。
現在の親魚量は12,000トンでそれを超えているため、ABC算定のための基本規則1-1)-(1)を適用した。過去3年平
均の再生産成功率が続くとすると、現状のF2011で漁獲を続けても資源は増加すると予測されることから、F2011を
Flimit、不確実性を見込んだ0.8・FlimitをFtargetとした。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 7,000トン F2011 0.49 35 ％

ＡＢＣtarget 5,800トン 0.8・F2011 0.39 29 ％

100トン未満を四捨五入
F値は各年齢の平均値
ABCに0歳魚は含まれない

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は増加
現在の親魚量12,000トンはBlimit（2005年水準）を上回っている
再生産成功率は前年より回復し、過去平均1.26をやや上回った
現在のF（=0.49）は、資源を維持するFsus（=0.52）よりも低い
情報不足により、種苗放流の効果は推定困難



管理方策のまとめ

過去3年平均の再生産成功率が続く場合、現在のFでも資源量は増加することから、F2011をFlimitとした
Fを下げる年齢層を増やすことも理論上は資源管理に効果的である

執筆者：吉村　拓・鈴木健吾・中川雅弘

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 キダイ

学名 Dentex hypselosomus

系群名 日本海・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 8歳
成熟開始年齢： 2歳

産卵期・産卵場：
春季と秋季の年2回、分布域内（五島西沖～済州島、沖縄北西の大
陸棚縁辺、台湾北東の大陸棚縁辺、浙江、福建近海）

索餌期・索餌場：
大規模な回遊はなく、夏季は浅みに、冬季は深みにという深浅移動
を行う程度

食性： 主に甲殻類
捕食者： 不明

 

漁業の特徴

漁業の主体は沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、小型底びき網、延縄、釣りである。県別でみると、島根・山
口・長崎の漁獲量が多い。かつては日本海西部～東シナ海南部に広く漁場が形成されていたが、現在は日本海
西部海域～九州西岸が中心である。中国・韓国漁船によっても漁獲されているとみられるが、漁獲量は不明であ
る。

漁獲の動向

2そうびき沖合底びき網漁業（沖底2そう）および2そうびき以西底びき網漁業（以西2そう）による漁獲量が、近年で
は全体のおよそ5割を占める。沖底2そうによる漁獲量は1994年以降は1,000トン前後で安定している。以西2そうに
よる漁獲量は2001年からは1,000トン前後で安定している。その他の漁業種類による漁獲量は2,000トン前後で、全
体を合わせた漁獲量は2011年には5,000トンであった。



 

資源評価法

沖底2そう、以西2そうの漁獲対象資源についてそれぞれ資源量推定を行った｡漁獲量と漁獲物の生物測定結果
から、0～4歳以上の5年齢群の年齢別漁獲尾数を推定し、コホート計算を行った｡コホート計算では、沖底2そうで
は資源密度指数を、以西2そうでは資源密度指数と調査船調査による現存量推定結果を用いて、資源動向が最も
よく適合するように最近年のFを決定した｡これら以外の漁業対象資源では漁獲量のみで評価を行った。

資源状態

以西2そうおよび沖底2そう漁獲対象資源量は1980年代前半から減少傾向にあったが、
2001年以降は増加傾向にある。2011年にはそれぞれ6,400トンおよび3,700トンと計算さ
れた。両漁業対象資源の漁獲割合は2006年以降減少している。これ以外の漁業種類
によるキダイ漁獲量も沖底2そうと同じく2002年以降2,000～3,000トンで安定している。親
魚量は、1980～1990年代には減少傾向にあったが、その後増加傾向に転じ、2011年に
は近年では最も高かった。加入量（資源計算の0歳魚資源尾数）も1980～1990年代に減
少して以降は低い水準にあるが、2010年には高かった。

 



管理方策

以西2そう、沖底2そう対象資源は、近年の再生産成功率の中央値で加入が続く場合、現在の漁獲圧（2011年のF）
でも資源量はゆるやかに増加する。回復措置を取る親魚量の閾値Blimitは、再生産関係から以西2そう対象資源
では2,400トン、沖底2そう対象資源では900トンとした。現在の親魚量はそれぞれBlimitを上回った。これらのことか
ら現在の漁獲圧で漁獲することが妥当であると考えられる。なお、ABCの算定にあたっては、沖底2そうと以西2そう
は現在の漁獲圧で漁獲した場合の漁獲量、その他の漁業では2011年漁獲量にその変動と資源水準から算定した
係数をかけた漁獲量を計算し、それらを合計した。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 64百トン Fcurrent － －

ＡＢＣtarget 53百トン 0.8・Fcurrent － －

Fcurrentは2011年のF
漁業種類別に解析しているためF値と漁獲割合は記載していない

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は増加
以西2そう、沖底2そう対象資源の親魚量はBlimitを上回っている
その他の漁業による漁獲量も、2,000トン前後で安定している

管理方策のまとめ

現在の漁獲圧を継続することが妥当である
東シナ海における資源管理には関係国間の協力が必要

執筆者：福若雅章・依田真里

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 タチウオ

学名 Trichiurus japonicus

系群名 日本海・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 8歳
成熟開始年齢： 1歳（40％）、2歳（80％）、3歳（100％）

産卵期・産卵場：
春～秋季、九州西方（東シナ海）、盛期は春季で秋季まで産卵が継
続、主に黄海・渤海を含めた中国沿岸、我が国沿岸でも産卵

索餌期・索餌場： 不明

食性：
主に小型個体（肛門前長200mm以下）は小型甲殻類、中・大型個体
は小型魚類

捕食者： 共食い現象がよく見られる

 

漁業の特徴

かつて我が国の漁獲量の7～8割を以西底びき網漁業（以西）が占めていたが、現在、以西の漁獲量はピーク時の
0.1％以下となった。沖合底びき漁業（沖底）による漁獲量も著しく減少した。タチウオに対する近年の我が国の主
な漁業は、まき網やひき縄釣り漁業である。また日韓暫定水域を除く我が国EEZにおいて、韓国は我が国に匹敵
する量を漁獲している。本系群全体を見ると、主に中国が底びき網、帆張網などで漁獲している。

漁獲の動向

我が国の漁獲量は減少を続けており、2011年には0.21万トンとなった。韓国の漁獲量は1983年に15万トンであった
が、1996年以降は6万～8万トン前後で推移し、2011年には急減して過去最低の3.3万トン（うち0.18万トンは日韓
暫定水域を除く我が国EEZにおける漁獲）となった。近年中国は全国で100万トン以上を漁獲しており、うち本系群
の漁獲量は2010年には80万～90万トンと推定される。



資源評価法

資源水準と動向の判断には以西（2そうびき）および沖底（2そうびき）のCPUEと資源密度指数を用いた。さらに以
西については、1966年から最新年まで操業が継続している農林漁区（標本農林漁区）におけるCPUEを過去に
遡って求めた。東シナ海域における調査船調査での現存量推定値も参考とした。近年の沖合域での資源動向の
判断には、日韓暫定水域を除く我が国EEZで操業する韓国延縄漁業のCPUEも参考とした。

資源状態

以西（2そうびき）全体および沖底（2そうびき）のCPUE・資源密度指数および標本農林
漁区のCPUEは低位で、調査船調査による現存量推定値からも水準回復は見られない
ことから、我が国EEZの資源水準を低位と判断する。直近5年間では、以西（2そうびき）
の標本農林漁区でのCPUEはわずかに増加傾向、沖底（2そうびき）のCPUE・資源密度
指数は減少傾向、以西（2そうびき）全体のCPUEと資源密度指数、調査船調査による現
存量推定値、日韓暫定水域を除く我が国EEZで操業する韓国延縄漁業のCPUEの4指
標値はほぼ横ばいのため、動向を横ばいと判断した。

管理方策

近年、日中韓三国の漁獲量は合計100万トン以上で推移しているが、本系群全体については資源水準・動向の指
標値が存在しないため、現在の資源水準について関係国間で見解が一致していない。このため抜本的な資源管
理方策が行われていないのが現状であり、早急に関係国が共有可能な客観的手法による資源判断基準を作る必
要がある。一方、我が国EEZにおける資源は長期にわたり低位水準にある。漁獲量を現在の漁獲動向のものより
下げることで、我が国周辺海域に来遊した資源を適切に利用し、かつ我が国周辺海域で再生産を行う親魚を保護
することを直近の目標とする。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 23百トン 0.6・Cave3-yr・1.02 － －

ＡＢＣtarget 18百トン 0.8・0.6・Cave3-yr・1.02 － －

ただし、我が国の漁獲と日韓暫定水域を除く我が国EEZにおける韓国の漁獲に対する値
平成24年度ABC算定規則が改正され、ABCはABClimit＝δ

2
・Ct・γ

2
、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した

γ
2
は、γ

2
＝1＋k（b/I)で計算をし、kは係数（標準値の0.5）、bとIは漁獲量の傾きと平均値（直近3年間）である

δ
2
は低位水準の標準値を使用した

資源評価のまとめ

我が国EEZの本系群の資源の水準は低位にあって、動向は横ばいである
日韓暫定水域を除く我が国EEZでの韓国の漁獲量は我が国の漁獲量に匹敵しており、我が国EEZの資源に与え

る影響を注視する必要がある
本系群全体の評価は現時点では困難であるが、関係国が共有可能な資源判断基準が必要

管理方策のまとめ

漁獲圧の削減により、我が国周辺海域への来遊資源の管理と、我が国周辺海域で再生産を行う産卵親魚の増大
を図る

我が国EEZでは、我が国の漁業による漁獲を管理するとともに、現在我が国と同程度の漁獲量を占める韓国漁船
の操業も適切に管理する

関係各国との連携により、本資源への漁獲圧の低減が必要

執筆者：酒井　猛・塚本洋一

資源評価は毎年更新されます。



Top >資源評価> 平成24年度資源評価 > ダイジェスト版

標準和名 ヒラメ

学名 Paralichthys olivaceus

系群名 日本海西部・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 12歳
成熟開始年齢： 2歳（50％）、3歳（100％）
産卵期・産卵場： 冬～春季（1～4月）、南ほど早い
索餌期・索餌場： 周年、沿岸域

食性：
稚魚は小型甲殻類（主にアミ類）、未成魚以降は魚類（イカナゴ、カ
タクチイワシなど）、エビ類、イカ類など

捕食者： 着底期に同種のヒラメ、アイナメ、ホウボウ、ハゼ類等

 

漁業の特徴

本種は沿岸域において刺し網、小型底びき網、沖合底びき網、釣り・延縄、定置網など様々な漁法により漁獲され
ている。系群全体での漁業種類別漁獲量では刺し網による漁獲が最も多く、次いで小型底びき網、沖合底びき網
の順である。本系群では1980年代から事業規模での種苗放流が行われている。近年の放流尾数は若干減少し、
1999 年には約560 万尾であったものが2010 年には約432 万尾となっている。

漁獲の動向

本系群の漁獲量は1984年に1,982トンを記録した後、1,500～1,900トンを維持していたが2002年には1,103トンと減
少した。その後、漁獲量は緩やかに増加して、2011年の漁獲量は1,242トンになっている。2011年の県別漁獲量は
長崎県、島根県、福岡県の順に多い。現在の漁獲物は大型魚が主体である。ヒラメを漁獲する主な沿岸漁業の漁
労体数は減少している。

資源評価法



漁業種類別の年齢別漁獲尾数を合計し、系群全体の漁獲尾数を求めコホート解析を行った。小型魚の保護が行
われていることから、1歳魚以上を解析に用いた。自然死亡係数は0.208とし、最近年のFの値は過去3年間の同年
齢魚のFの平均値とした。親魚量の下限値(Blimit)は、加入量の上位10%（R-High）と再生産成功率の上位10%
(RPS-High)の交点となる親魚量（2,144 トン）として設定した。

資源状態

本系群ヒラメの資源量は1997年頃から急減し、1999年に約2,700トンまで減少した。その
後資源量は回復して2006年に約3,700トンのピークを迎えた。2011年の推定資源量は
3,266トンとなった。現在の資源水準は中位、動向は減少と判断した。2000年以降は
1990年代と比較して漁獲割合が低くなっている。1996年以降再生産成功率が低下し、
現在も低水準となっている。2011年の漁獲係数は0.52で、資源量の維持を目標とした限
界値(Fsus：0.47)より大きく、加入あたりの漁獲量を最大とするF(Fmax：0.32)より大きい。
このため、加入乱獲かつ成長乱獲にあると判断される。

 

管理方策

本系群のヒラメでは1996年から再生産成功率が低下し加入状況が悪化したため資源量が減少したと考えられる。
近年の親魚量はBlimit(2,144トン)より高い水準を維持しているが、再生産成功率が低水準であるため資源尾数の
増加に結びついていない。加入状況が改善しないため、2011年の漁獲係数Fcurrent(0.52)による漁獲では、資源
量が減少すると推定された。そこで、資源を維持する漁獲係数Fsus(0.47)で漁獲した場合の漁獲量をABClimit、不
確実性を見込んで0.8Fsus(0.38)で漁獲した場合の漁獲量をABCtargetとした。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 1,070トン Fsus 0.47 35％

ＡＢＣtarget 900トン 0.8・Fsus 0.38 29％

ABCの値は1の位を四捨五入
ABCには0歳魚は含まれない
F値は各年齢の平均値

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は減少
現在の漁獲は加入乱獲かつ成長乱獲
1990年代半ばの資源減少は再生産成功率の低下による
2010年の再生産成功率は低水準で推移
親魚量は維持されている

管理方策のまとめ

親魚量の維持
小型魚の保護
加入動向の把握（種苗放流も含め）が必要

執筆者：鈴木健吾・中川雅弘・吉村　拓

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 ムシガレイ

学名 Eopsetta grigorjewi

系群名 日本海系群

担当水研 日本海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 7歳程度
成熟開始年齢： 2歳（40％）、3歳（100％）
産卵期・産卵場： 冬～春季（1～3月）、対馬周辺海域
索餌期・索餌場： 夏～秋季、日本海西部

食性：
全長約12cmまでは小型甲殻類、12cm以上ではエビ・カニ類やイカ
類、全長約18cmから魚類

捕食者： 不明

 

漁業の特徴

日本海南西部では、ムシガレイは底びき網、刺し網、延縄等で漁獲されるが、その殆どは浜田以西の2そうびき沖
合底びき網（沖底）と小型底びき網（小底）によるものである。沖底のムシガレイ漁場は、対馬南西域から隠岐周辺
に及ぶ。

漁獲の動向

1980年には沖底だけで4,000トンあった漁獲量は、1980年代前半に減少し現在まで低水準で推移している。近年
の沖底の漁獲量は800～1,300トン、小底の漁獲量は300トン前後で、2011年の総漁獲量は1,126トンであった。

資源評価法

1993年以降については年齢別漁獲尾数によるコホート解析により資源量を推定した。これに加え1966年以降の日



本海南西海域で操業する2そうびき沖底の漁獲成績報告書から資源密度指数、資源量指数等を算出した。

資源状態

漁獲量は1980年代前半に大きく減少し、近年も低い水準にあり、沖底の資源量指数は
漁獲量と同様の変動を示す。コホート解析による資源量推定は1993年以降に限られ、
加入量には年変動があるが、資源量と親魚量は安定して推移している。漁獲統計による
努力量の指標値やコホート解析による漁獲割合は低下傾向を示している。

管理方策

資源量と親魚量は安定しており、近年の漁獲圧は比較的低い水準にある。今後の再生産関係がコホート解析を
行った1993年以降の中央値で推移した場合、現状の漁獲圧であれば徐々に資源量と漁獲量が増加すると考えら
れることから、現状の漁獲圧を維持することが望ましい。ABC算定規則1-1)-(1)により、ＡＢＣlimitはF2011を用い、
また、不確実性を考慮したACBtargetは0.8F2011を用いて算定した。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 13百トン F2011 0.32 24％

ＡＢＣtarget 11百トン 0.8F2001 0.26 20％

漁獲割合はABC／資源量
F値は各年齢の単純平均

資源評価のまとめ

資源量は安定しており、資源水準は中位、動向は横ばいである
漁獲圧は近年減少傾向が見られる

管理方策のまとめ

現状の漁獲圧および近年の再生産成功率の下であれば、資源量・漁獲量ともに増加が期待できる
1、2歳魚の漁獲割合が60～80％と高いため、若齢魚の保護等について検討する必要がある

執筆者：木下貴裕・藤原邦浩

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 ソウハチ

学名 Hippoglossoides pinetorum

系群名 日本海系群

担当水研 日本海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 7歳以上
成熟開始年齢： 雄2歳、雌3歳
産卵期・産卵場： 冬～春季（1～3月）、対馬周辺海域および島根県浜田沖
索餌期・索餌場： 日本海西部

食性：
エビジャコ類やアミ・オキアミ類を主に捕食、全長15cm以上ではキュ
ウリエソなどの魚類、20cm以上ではホタルイカ等のイカ類が胃内容
物中に占める割合が高い

捕食者： 不明

 

漁業の特徴

日本海西部海域においは、ほとんどが1そうびき及び2そうびき沖合底びき網（沖底）と小型底びき網（小底）によっ
て漁獲される。1990年代前半までは沖底の漁獲量が総漁獲量の80～90％を占めていたが、近年は小底による漁
獲割合が40％前後まで増加した。

漁獲の動向

漁獲統計が整備された1986年以降では1999年には5,000トンを超えるピークが認められる。その後急減して2004
年には最低の約1,500トンまで減少したが、2008年には約4,000トンに増加、2009～2010年には2,500～2,700トンに
減少、2011年には約3,500トンに増加と変動を繰り返している。

資源評価法



漁獲量の大半を占める1そうびき沖底および2そうびき沖底の資源密度指数とともに、年齢別の漁獲尾数に基づく
コホート解析により資源評価を行った。なお、本種は0歳魚がほとんど漁獲されないので、コホート計算による資源
量は0歳魚を含まない漁獲対象資源である。また、資源密度指数は10分マス目で設定された漁区ごとの月別
CPUE（漁獲重量(kg)／ひき網回数）の年計を有漁漁区数で除したものである。

資源状態

1そうびき沖底、2そうびき沖底の資源密度指数は、ともに1970年代の最高値と1980年代
の減少が認められる。近年では2004年の最低値から2008年まで増加して再度減少と増
加を繰り返し、長期的な推移から2011年の資源水準は中位と判断した。最近5年間の資
源密度指数とコホート解析による推定資源量の推移から資源動向は減少と判断した。
再生産成功率は2007～2008年に最低水準まで低下したが、その後平均よりも高い水準
まで回復した。親魚量は平均的な水準にあると推定される。

管理方策

資源水準は中位、親魚量は過去の平均的な水準にあり、再生産成功率は平均より高い水準に回復したと推定さ
れる。ABC算定のための基本規則1-1-(1)を使用して、近年の再生産成功率が継続した場合に資源の維持が期
待できる漁獲量を、ABClimitとした。不確実性を見込んだABCtargetは、ABClimitを与えるFlimitに0.8を乗じた
Ftargetによって求めた。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 32百トン Fmed 0.55 34％

ＡＢＣtarget 27百トン 0.8Fmed 0.44 29％

Ｆ値は各年齢のＦの単純平均
漁獲割合はABC／資源量

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は減少
親魚量は平均的な水準にあり、再生産成功率は平均より高い水準にある

管理方策のまとめ

近年の再生産成功率が継続した場合に資源が維持できる漁獲圧にとどめる
1、2歳魚の漁獲割合が高いため、若齢魚に対する漁獲を抑え親魚量の維持を図ることが重要である

執筆者：木下貴裕・藤原邦浩



資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 ウマヅラハギ

学名 Thamnaconus modestus

系群名 日本海・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 10歳程度
成熟開始年齢： 雌は2歳（56％）、3歳（53％）、4歳以上（90～100％）、雄は不明
産卵期・産卵場： 4～6月、魚釣島周辺海域、日本・中国・韓国の沿岸
索餌期・索餌場： 8月～翌3月、東シナ海・日本海の沖合域、日本・中国・韓国の沿岸

食性：
カイアシ類、貝類、エビ・カニ類、魚類、ヨコエビ類、ウニ類、ヒトデ
類、ヒドロ虫類、珪藻類、紅藻類

捕食者： 不明

 

漁業の特徴

主に我が国の沿岸域で定置網、底びき網、刺網等によって漁獲される。

漁獲の動向

我が国のウマヅラハギ漁獲量は2008、2009年には約2,500トンまで減少したが、2010年以降は増加傾向を示し、
2011年は6,330トンであった。中国と韓国のカワハギ類の漁獲量は最盛期 (1986年) にはそれぞれ43万トン、33万ト
ンであったが、その後、中国では20万トン前後、韓国では約1,000～3,000トンまで減少した。2011年の韓国の漁獲
量は1,606トンであった。

 

資源評価法

漁獲量の情報を収集し、経年変動傾向を検討した。石川県における漁獲量および無作為サンプリングにおける体
長組成を参考にした。また東シナ海陸棚縁辺域の広域において5～6月に着底トロールによる漁獲試験を行い、現
存量を推定した (1998～2012年)。



資源状態

我が国における本種漁獲量の長期変動は明らかでないが、東シナ海・日本海における
中国と韓国のカワハギ類 (主にウマヅラハギ) の漁獲量の推移より、1990年代以降は低
水準と考えられる。2011年は、各府県沿岸域における漁獲量、下関中央魚市の取扱量
および以西底びき網漁業水揚げ量の何れも増加傾向を示し、これら3つを合計した我が
国の漁獲量は6,330トンと前年の約1.4倍であった。また、2011年の着底トロール調査の
現存量推定値も増加傾向を示した。したがって、資源水準は低位、動向は増加と判断し
た。

管理方策

長期的な資源水準が低位であることから、資源の回復を目指すことが必要である。しかし、我が国の漁業が資源全
体に与える影響の程度が不明なこと、我が国の漁業の主体である定置網漁業が本種を積極的に漁獲する漁法で
ないこと等を勘案しつつ、我が国における漁獲量の変動傾向に合わせて漁獲量を算定することが妥当である。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 54百トン 1.0・Cave3-yr・1.21 － －

ＡＢＣtarget 44百トン 0.8・1.0・Cave3-yr・1.21 － －

コメント
平成24年度ABC算定規則が改正され、ABCはABClimit＝δ

2
・Cave3-yr・γ

2
、ABCtarget＝ABClimit・αで計

算した
γ

2
は、γ

2
＝1＋k（b/I)で計算をし、kは係数（標準値の0.5）、bとIは漁獲量の傾きと平均値（直近3年間）である

δ
2
は我が国の漁業の主体である定置網漁業が本種を積極的に漁獲する漁法でないことを勘案して1.0とした

資源評価のまとめ

中国、韓国の漁獲量の推移から、水準は低位
我が国の漁獲量の推移および着底トロール調査の現存量推定値から、動向は増加

管理方策のまとめ

資源動向は増加を示しているため、漁獲量の変動傾向を注視しつつ、我が国における漁獲量の変動傾向に合わ
せて漁獲量を算定することが妥当である

東シナ海および日本海における資源状態の正確な把握には、関係各国の協力が必要である

執筆者：佐々千由紀・酒井　猛・大下誠二

資源評価は毎年更新されます。
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東シナ海底魚類

キグチ Larimichthys polyactis

シログチ
Argyrosomus
argentatus

ハモ Muraenesox cinereus

マナガツオ
類

マナガツオ Pampus punctatissimus

コウライマナガツ
オ

Pampus echinogaster

エソ類 ワニエソ Saurida wanieso

トカゲエソ Saurida elongata

マエソ Saurida macrolepis

クロエソ Saurida umeyoshii

カレイ類 ムシガレイ Eopsetta grigorjewi

メイタガレイ
Pleuronichthys
cornutus

ナガレメイタガレ
イ

Pleuronichthys
japonicus

系群名 東シナ海
担当水研 西海区水産研究所

漁業の特徴

主に以西底びき網漁業によって漁獲される。以西底びき網の漁場はかつて東シナ海・黄海の大陸棚上の広域に
及んでいたが、現在では主に我が国EEZ内の海域に縮小した。さらに近年では九州西方の東シナ海北部海域に
漁場が集中している。主要対象種も大きく変化し、現在ではキダイ、イボダイ類、イカ類等が大きな割合を占め、本
報告で対象としているグチ類、ハモ、マナガツオ類の占める割合は小さくなっている。

漁獲の動向

以西底びき網漁業の漁獲量は、1960年代には30万トン以上であったが、1970年前半にはおよそ20万トンとなっ
た。我が国の漁獲はその後も漸減し2011年には約0.7万トンとなっている。東シナ海底魚類を最も大量に漁獲して
いる中国は1990年代に漁獲量が著しく増加したが、近年の漁獲量はほぼ横ばいとなっている。韓国も2011年では
キグチ、シログチ、マナガツオ類、カレイ類を我が国に比べて大量に漁獲している。

 

 

資源評価法

水準に関しては以西底びき網漁業の漁獲統計（主に2そう曳き）を解析し、資源の変動傾向を検討した。資源動向
に関しては東シナ海大陸棚上における本系群の近年の情報が非常に乏しいため、近年の以西底びき網漁業の主



漁場の動向について検討した。東シナ海の陸棚縁辺部において行った着底トロールによる漁獲試験から算出した
現存量推定値と以西底びき網漁業におけるCPUEとの相乗平均値を資源量指標値として用いた。

資源状態

以西底びき網漁業による本系群の漁獲量の長期的な変遷、およびCPUEの長期的な変動傾向から、資源水準を
推定した。いずれの種についても1990年代までに大きく資源水準が低下したうえ、近年の中国や韓国の漁獲動向
も良好とはいえないことから、資源水準を低位と判断した。東シナ海大陸棚上における近年の情報が著しく不足し
ていることから、本系群全体の傾向を判断することは困難である。我が国EEZ内の海域において、資源量指標値の
傾向から、シログチは減少、ハモは減少、マナガツオ類は増加、エソ類は増加、カレイ類は横ばいと判断した。特
定の動向を判断するのは困難なことから、キグチは不明とした。

キグチ シログチ ハモ

マナガツオ類 エソ類 カレイ類

管理方策

本報告で対象とする種では、産卵場を含む主分布域が我が国EEZ外に存在する。我が国の漁獲努力が著しく減
少している一方、中国と韓国はこれら資源を大量に漁獲しており、東シナ海における有効な資源管理のためには、
関係各国の協力体制の構築が必要である。近年の以西底びき網漁業の操業海域において、本報告で対象とする
東シナ海底魚類に対する漁獲努力が、対象資源に与える影響はあまり大きくないと考えられるので、資源の増減
傾向に合わせて漁獲することを資源管理目標とするのが妥当である。

資源評価のまとめ

すべての資源が低位水準で、資源状態は良くない
東シナ海陸棚域の資源状況については、近年の動向を判断する詳細な情報が少ない

管理方策のまとめ

問題の根本的解決には東シナ海全域での関係国間の協力が不可欠
我が国の漁業の現状の努力量が対象資源に与える影響は、あまり大きくないと考えられる
近年の以西底びき網漁業の操業海域においては、資源の密度に応じた漁獲を続ける

執筆者：塚本洋一・酒井　猛

資源評価は毎年更新されます。
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標準和名 ケンサキイカ

学名 Loligo edulis

系群名 日本海・東シナ海系群

担当水研 西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 1年
成熟開始年齢： 外套背長70～80mm（約5カ月）
産卵期・産卵場： 周年産卵するが、産卵盛期は春～秋季

索餌期・索餌場：
分布域全体、複数の発生群が存在し、それぞれに回遊経路は異な
ると考えられている

食性： 小型の魚類、甲殻類、軟体類
捕食者： 不明

 

漁業の特徴

沿岸域では主にいか釣り漁業によって漁獲される。沖合域では底びき網漁業が主体となり、沖合底びき網漁業
（以下、沖底）では長崎県沖合～山陰沖の広範囲に漁場が形成される。東シナ海では主に以西底びき網漁業（以
下、以西）により漁獲されていたが、2004年以降、主要な漁場であった東シナ海南部に、以西はほとんど出漁しな
くなった。1991年からは東シナ海において中型いか釣りによる操業が6～10月にかけて行われる。



漁獲の動向

日本海西部～東シナ海における本種の漁獲量は1988年には3万トンを超えていたが、変動しながら減少し、2001
年以降は1万トン前後の漁獲量となった。九州西岸～日本海西部にかけては1988年の2.4万トンから変動しながら
減少し、2011年は1.1万トンであった。一方、東シナ海南部は1988年には1.1万トンの漁獲量であったが、減少が続
き、2011年には約170トンであった｡

 

資源評価法

以西、沖底、中型いか釣り漁業、および沿岸域でのいか釣り漁業の漁獲動向から資源動向を判断した。沖底では
CPUE（網数あたり漁獲量）を資源動向の指標とした。以西でも努力量が急減していることから、2003年のケンサキ
イカ有漁漁区について過去にさかのぼって漁獲量と努力量を計算し、CPUEの経年変化を分析した。沿岸域につ
いては各県代表港のいか釣り漁業CPUEおよび漁獲量を、資源状態の指標とした。

資源状態

2011年には沖底CPUEは上向いたが、以西ならびに東シナ海南部で主に操業する中型
いか釣り漁業のCPUEは減少した。さらに、各県代表港におけるいか釣り漁業では、漁
獲量は長崎県の対馬海域を除いておおむね中～低水準とみられ、最近5年間
（2007～2011年）のこれらのCPUEの動向は横ばい～増加傾向であった。主要漁業の
CPUEを総合して算出した来遊量指数も、最近5年間でみると横ばい傾向である。1988
年以降の日本海西部～東シナ海における漁獲量の推移から、現在の資源水準は低い
と考えられる。

管理方策

ケンサキイカ資源には複数の季節発生群が存在することが知られており、豊度の高い発生群を利用し、豊度の低
い発生群を守る管理が理想的である。2004年以降はかつて主要な漁場となっていた東シナ海南部における漁獲
量が落ち込んでいるが、この海域には中国船も多数出漁しており、漁獲の実態を把握するのは困難である。現状
では資源の指標値にあわせて漁獲することが現実的であろう。

　 2013年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 122百トン 1.0･C2011・1.05 － －

ＡＢＣtarget 97百トン 0.8・1.0･C2011・1.05 － －

平成24年度ABC算定規則が改正され、ABCはABClimit＝δ
1
・Ct・γ

1
、ABCtarget＝α・ABClimitで計算した

γ
1
は、γ

1
＝1＋k（b/I)で計算をし、kは係数（標準値の1.0）、bとIは資源量指標値の傾きと平均値（直近3年間）で

ある

資源評価のまとめ

資源水準は低位、動向は横ばい
2004年以降以西底びき網漁業は東シナ海南部漁場にほとんど出漁せず、この海域における漁獲量が落ち込んだ

管理方策のまとめ

現状では資源量の指標値に合わせて漁獲を行なう
東シナ海全域での資源状態の正確な把握には、関係国間の協力が必要である

執筆者：依田真里・福若雅章

資源評価は毎年更新されます。
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