
水準 動向 水準 動向

マイワシ 対馬暖流系群 低位 増加 マダイ 日本海西部・東シナ海系群 中位 横ばい

マアジ 対馬暖流系群 中位 横ばい キダイ 日本海・東シナ海系群 中位 増加

マサバ 対馬暖流系群 中位 増加 日本海西部系群 高位 横ばい

ゴマサバ 東シナ海系群 中位 横ばい 日本海北部系群 中位 横ばい

スケトウダラ 日本海北部系群 低位 横ばい イカナゴ類 宗谷海峡 中位 横ばい

日本海系群（Ａ海域） 中位 減少 タチウオ 日本海・東シナ海系群 低位 減少

日本海系群（Ｂ海域） 高位 増加 サワラ 東シナ海系群 高位 減少

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

冬季発生系群 中位 減少 日本海西部・東シナ海系群 中位 横ばい

秋季発生系群 高位 横ばい ムシガレイ 日本海系群 中位 横ばい

ウルメイワシ 対馬暖流系群 中位 増加 日本海系群 中位 横ばい

ニシン 北海道 低位 横ばい 北海道北部系群 中位 減少

カタクチイワシ 対馬暖流系群 中位 減少 アカガレイ 日本海系群 中位 横ばい

ニギス 日本海系群 中位 横ばい 北海道北部系群 中位 横ばい

北海道 高位 増加 日本海系群 低位 減少

日本海系群 高位 横ばい ウマヅラハギ 日本海・東シナ海系群 低位 横ばい

道北系群 低位 減少 トラフグ 日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 低位 減少

道南系群 低位 横ばい ホッコクアカエビ 日本海系群 高位 横ばい

アマダイ類 東シナ海 低位 横ばい ベニズワイガニ 日本海系群 中位 増加

ブリ 高位 増加 ケンサキイカ 日本海・東シナ海系群 低位 増加

ムロアジ類 東シナ海 低位 横ばい ヤリイカ 対馬暖流系群 低位 横ばい

資料1

【２０１１年（平成２３年）資源評価対象種（日本海漁業資源）の資源状況】
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生物学的特性 

   

漁業の特徴 

日本海北部（青森県日本海側～新潟県）でマガレイを対象としている主要漁業は底びき網漁業と刺し網漁業であ

り、2010年の漁獲量の割合は、底びき網が58％、刺し網が24％である。県別では新潟県の漁獲量が多い。  

漁獲の動向 

4県の統計値が参照可能な1993年以降の漁獲量は、最高値である1994年の約800トンから1997年の約400ンまで

半減後、2008年まではほぼ300トン台の横ばいで推移した。途中、年級群の豊度と対応した増減が見られ、2006、

2007年には近年としては比較的高い約400トンとなった。この後減少し、2009年には232トンと期間内の最低値とな

り、2010年も245トンとこれに次いで低い値となっている。  

  

資源評価法 

日本海北部4県の漁獲量の経年変化を主に用い、新潟県の板びき網のCPUEおよび沖合底びき網の資源密度指

数を参考値として、資源評価を行った。なお過去の漁獲量の最大値である約1,200トン（未集計分も考慮）を三等

標準和名 マガレイ

学名 Pleuronectes herzensteini

系群名 日本海系群

担当水研 日本海区水産研究所

寿命： 雌10歳、雄8歳

成熟開始年齢： 雌3歳、雄2歳

産卵期・産卵場： 新潟県沿岸で2～5月(3～4月が盛期)、産卵場は水深50～90m付近

索餌期・索餌場： 夏～秋季に沖合の陸棚上

食性： 多毛類、二枚貝、小型甲殻類

捕食者： 不明



分した400トンおよび800トンをそれぞれ資源水準が低位と中位、中位と高位の境界値とした。  

資源状態 

漁獲量の推移から現在の資源水準は低位、最近5年間の漁獲量から資源動向は減少

と判断した。参考値とした新潟県板びき網のCPUE及び沖合底びき網の資源密度指数

も近年、漁獲量とほぼ同様に推移し、漁獲量による資源水準、動向の判断を支持する。

1歳魚分布密度調査から、2011年および2012年に3歳魚として漁獲加入する2008年級

群および2009年級群の豊度は、比較的低い水準と推定される。  

 

管理方策 

資源水準は、低位、動向は減少傾向にあると考えられる。また2011年、2012年に漁獲加入する年級群の豊度も比

較的低い水準と推定され、漁獲量を引き下げて親魚量を確保し、次の高い豊度の年級群の加入を待つことが必

要である。  

 10トン未満を四捨五入  

資源評価のまとめ 

 資源水準は低位、動向は減少  

 2011～2012年に漁獲加入する年級群の豊度は、比較的低い水準と推定される  

管理方策のまとめ 

 漁獲量を引き下げて親魚量を確保し、次の高い豊度の年級群の加入を待つことが必要  

 水産庁では2003年7月に「資源回復計画」を策定  

 

執筆者：井関智明・上原伸二・八木佑太

資源評価は毎年更新されます。

 2012年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 190トン 0.7Cave3-yr － －

ＡＢＣtarget 150トン 0.8・0.7Cave3-yr － －
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生物学的特性 

  

  

漁業の特徴 

標準和名 ハタハタ

学名 Arctoscopus japonicus

系群名 日本海北部系群

担当水研 日本海区水産研究所

寿命： 5歳（年齢は、ふ化した年を基準に暦年で示す）

成熟開始年齢： 雄：1歳（100％）、雌：2歳（100％）

産卵期・産卵場： 12月の極短い一時期、沿岸の藻場、秋田県での産卵が多い

索餌期・索餌場： 未成魚期以降の分布と回遊に関する知見は少ない

食性： 端脚類、橈脚類、オキアミ類、イカ類、魚類

捕食者： 大型魚類によって捕食されるが、詳細は不明



日本海北部のハタハタは秋田県での漁獲が多く、産卵・接岸期を対象とした定置網と刺し網（沿岸漁）による漁獲

割合が大きい。また、ほぼ全域において小型底びき網や沖合底びき網（沖底）によって漁獲される。  

漁獲の動向 

日本海北部に分布するハタハタの漁獲量は、2万トン以上あった1970年代の多獲期から1980年代に急激に減少

し、1984年には206トンに至った。その後、1986年には1,484トンの漁獲量があったものの、1987年以降は減少し低

迷を続けた。漁獲量は2001年から徐々に増加し、近年では2千トンを上回り、2009年は4,786トン、2010年はやや減

少して3,398トンであった。  

   

資源評価法 

漁獲量を基本情報とした。ただし、2003年より漁獲努力量の削減措置がとられていることから、資源水準及び動向

の判断には、漁獲量だけではなく沖底の漁獲成績報告書による資源密度指数、漁獲物の体長組成から推定した

年齢組成、及び1歳魚の豊度も加えた複合的な情報を用いた。漁獲物の体長組成は特に山形県の漁獲物組成

を、1歳魚の豊度は、山形県による新規加入量調査結果を重視した。 

資源状態 

1998年では1千トン程度であった漁獲量は、2001年には2千トンを超え、2年後の2003年

には3千トンを超えた。2003年以降、自主規制が実施された2007年を除き、およそ3,400

～5,400トンの範囲で推移したことから、動向は横ばいと判断した。本系群の特性と考え

られる1～3年周期の大きな増減がみられるものの、漁獲量3千トンを超えた近年、低位

水準を脱したと判断した。一方、漁獲量が2万トンを超えていた1965～1975年の多獲期

には依然及ばないことから、当面は高・中位の境界の設定は保留とし、漁獲量3千トン

未満を資源水準の低位と定義した。これにより、2010年の資源水準は中位と判断した。 

管理方策 

2011年の主体である2008年級（3歳）はやや低調であるが、2008年級より豊度が高いと推察される2009年級（2歳）

が漁獲加入し始めた。2012年は2歳となる2010年級、3歳となる2009年級を主体とした漁獲となる。2010年級の豊

度は未だ明らかになっていないが、2003年より漁獲努力量の削減措置がとられていることを考慮し、当面は現状の

漁獲圧を維持することとした。ただし、2010年級の豊度を早急に判断し、速やかに対応する。  

 100トン未満を四捨五入  

資源評価のまとめ 

 漁獲に関する自主的・公的規制の下で、漁獲量は増加傾向  

 年変動はあるものの、資源は2003年以降中位水準を維持  

 2010年級の豊度についての判断は保留  

管理方策のまとめ 

 当面は現状の漁獲圧を維持し、漁獲物の動向を注視  

 2010年級の豊度を早急に判断し、速やかに対応  

 網目拡大を継続的に呼びかけ、小型個体の漁獲を抑制  

 水産庁では2003年７月に「資源回復計画」を作成  

 

執筆者：松倉隆一・藤原邦浩・後藤常夫

資源評価は毎年更新されます。 

 2012年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 4,100トン 1.0Cave2-yr － －

ＡＢＣtarget 3,300トン 0.8・1.0Cave2-yr － －
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標準和名 スケトウダラ
学名 Theragra chalcogramma
系群名 日本海北部系群

担当水研 北海道区水産研究所

生物学的特性
寿命： 不明（10歳以上）
成熟開始年齢： 3歳（33％）
産卵期・産卵場： 冬季（12～3月）、現在の主要な産卵場は岩内湾ならびに乙部沖（檜山）海域
索餌期・索餌場： （主に）初夏～秋季
食性： 主に端脚類、オキアミ類、その他にイカ類、環形動物、小型魚類、底生甲殻類など
捕食者： 海獣類

 

▲このページのＴＯＰへ

漁業の特徴
沖合底びき網（沖底）、延縄、刺し網などで漁獲されている。檜山～後志地方沿岸では沿岸漁業によって産卵親魚が
漁獲され、石狩湾以北海域では、沖底によって未成魚・成魚が漁獲されている。主漁場はこれら北海道西部日本海
であり、本州日本海北部海域における近年の漁獲量は1千トン以下である。

▲このページのＴＯＰへ

漁獲の動向
1970～1992年度の漁獲量（漁期年（4月～翌年3月）集計）は、8.4万～16.9万トンの範囲で推移していたが、1993年度
以降急減した。2010年度の漁獲量は1.5万トンであり、過去最低であった2009年度とほぼ同程度である。沖底漁業、
沿岸漁業の漁獲は共に減少傾向を示している。本系群にはTACによる漁獲の強制規定があり、2008年度以降は漁
期後半においてTAC量を勘案した漁獲抑制措置がとられている。

 

▲このページのＴＯＰへ
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資源評価法
漁期年（4月～翌年3月）で集計した年齢別漁獲尾数および年齢別平均体重をもとに、Popeの式を用いたチューニン
グVPAにより年齢別資源尾数･重量を推定した。ただし、2010年度の2歳魚については親魚量と現状（1989～2007年
級群平均）の再生産成功率の積とした。チューニングには音響資源調査による親魚現存量推定値を用い、4歳以上
のFを調整した。

▲このページのＴＯＰへ

資源状態
資源量は1987～1992年度の間、71.2万～86.8万トンと高い水準にあったが、1991年度以降は減
少傾向を示しており、2007年度には8.2万トンとピーク時の一割程度にまで減少している。2010
年度の資源量および親魚量は豊度の高い2006年級群が主体となっており、それぞれ過去最低
の値は上回っているものの、依然として回復の目標である水準（Blimit：親魚量14万トン）を大き
く下回る極めて低い水準となっている。加入量・RPSは1989年以降低い値が継続してお
り、2006年級群は多かったが2007年級群は非常に少なく、これ以降も再び低い水準となってい
る。

  

▲このページのＴＯＰへ

管理方策
本系群のBlimitとしては加入量が大幅に低下する直前の親魚量（2000年度、14万トン）が設定されている。現在の親
魚量はBlimitを大きく下回ることから、20～30年かけてBlimitへ回復させる漁獲シナリオ（Frec20～30yr）及びわずか
ずつでも親魚量を回復させる漁獲シナリオ（0.9Fsus）を設定した。親魚量は毎年最低値を更新していたが、2010年度
に一時的にではあるが回復したことから、最低親魚量水準を基に親魚量3万トンがBbanとして設定されている。近年
においても稀に高いRPSを示す年が出現しており、このような時に良い加入が得られるよう親魚量を確保しておくこ
とが重要である。

漁獲シナリオ
（管理基準）

F値
（Fcurrent
との比較）

漁獲割合

将来漁獲量 評価

2012年度ABC
5年後 5年平均

Blimitへ
回復

（10年後）

2006年度
親魚量を
上回る

（10年後）

Bbanを
下回る

（10年後）

親魚量の増大
（10年でBlimit
へ回復）
（Frec10yr）

－ － － － － － － －

親魚量の増大
（20年でBlimit
へ回復）
（Frec20yr）

0.11
（0.14Fcurrent）

3％
3.6千トン

～
5.5千トン

3.7千トン 5％ 89％ 0％ 2.9千トン

http://abchan.job.affrc.go.jp/proofread/digests23/fig/2310-04.png
http://abchan.job.affrc.go.jp/proofread/digests23/fig/2310-05.png
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親魚量の増大
（30年でBlimit
へ回復）
（Frec30yr）

0.18
（0.23Fcurrent）

6％
5.0千トン

～
8.0千トン

5.6千トン 2％ 68％ 1％ 4.6千トン

親魚量の増大
（わずかでも
親魚量を増大）
（0.9Fsus）

0.31
（0.39Fcurrent）

9％
6.6千トン

～
11.3千トン

8.3千トン 0％ 32％ 12％ 7.7千トン

2012年度
算定漁獲量

親魚量の維持
（Fsus）

0.35
（0.44Fcurrent） 10％

6.8千トン
～

11.9千トン
8.9千トン 0％ 24％ 20％ 8.5千トン

漁獲圧の維持
（Fcurrent）

0.80
（1.00Fcurrent） 21％

8.0千トン
～

16.3千トン
14.1千トン 0％ 0％ 92％ 17.7千トン

コメント
本系群のABC（二重線の上側にあるシナリオ）の算定には規則1－1)-(2)を用いた
中期的管理方針では、「資源の減少に歯止めをかけることを目指して管理を行うものとし、資源管理計画の推進を

図るものとする。」とされている
F値は最高齢のF、漁獲割合は漁獲量／資源量、将来漁獲量（5年後の値は80％区間）および評価欄は加入量変動

を考慮した10,000回のシミュレーションから算出
Fcurrentは2006～2010年のFの平均値、FsusはRPSの1989～2007年平均値に対応するFとし、2011年の漁獲量は

TAC数量（1.3万トン）とした
現在の資源状態では10年間禁漁しても親魚量がBlimitへ回復しないため、10年かけて親魚量をBlimitへ回復させる

シナリオ（Frec10yr）のABCは算出できない
ABCとなる漁獲シナリオのF値はいずれもFcurrentの4割以下である。Fcurrentで漁獲を続けた場合では2014年度

前後にBbanを下回る可能性が高く、資源回復のためには大幅な漁獲圧の削減が必要である
2007年度より本系群は資源回復計画対象魚種となった。ここから、豊度が高いと考えられている2006年級群を獲り

控え再生産に繋げることを目標に、沖底、沿岸の双方で漁獲圧削減の試みが検討・実施されている

▲このページのＴＯＰへ

資源評価のまとめ
資源水準は低位で動向は横ばい
2006年級群の加入により2010年度親魚量はやや回復している
2010年度親魚量は4.7万トンであり、Blimit（加入量が大幅に低下する直前の親魚量、14万トン）を大きく下回る
近年の加入量・RPSは2006年級群以外は低い水準と考えられる

管理方策のまとめ
親魚量がBlimitを大きく下回ることから回復のための漁獲シナリオを設定した
Blimitとして親魚量水準14万トン、Bbanとして親魚量水準3万トンが設定されている
資源回復のためには大幅な漁獲圧の削減が必要である
環境条件の良い時に高い加入を得るために親魚量の確保が重要である

▲このページのＴＯＰへ

期待される管理効果
（1）漁獲シナリオに対応したF値による資源量（親魚量）及び漁獲量の予測
将来のRPSが1989～2007年級群の平均値であると仮定すると、FをFsusより低い値に抑えた場合に親魚量は増加す
る。ただし10年間漁獲がない場合でも親魚量はBlimitまでは回復しない。Fcurrentの漁獲では2006年級群の消失に
伴い親魚量は減少し、2014年度にBbanを下回る。
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（2）加入量変動の不確実性を考慮した検討
RPSが1989～2008年の値から重複を許してランダムに現れるという条件でシミュレーションを行うと、2022年度（10年
後）の親魚量がBlimitを上回る確率は0.9Fsusでは1％以下である。親魚量がBbanを下回る確率はFcurrentでは2014
年度に50％を超え、2022年度では92％となる。

 

▲このページのＴＯＰへ

資源変動と海洋環境との関係
加入量は親魚量と正の相関、水温や対馬暖流の勢力とは負の相関をそれぞれ示すと考えられている（Funamoto
2007、Funamoto 2011、板谷ほか 2009、三宅ほか 2008）。またRPSが低下した1989年以降の道西日本海における冬
季の水温がこれまでになく高い水準で推移していること（三宅 2008）や、対馬暖流の強勢や水温の上昇による回遊
経路の変化から産卵海域が縮小している可能性があること（Miyake 2002、三宅 2008、三宅・田中 2006）等が報告さ
れており、現状の親魚量水準では環境条件が良くても加入量が制限される可能性も示唆されている（Funamoto
2011）。

▲このページのＴＯＰへ

執筆者：山下夕帆・千村昌之

資源評価は毎年更新されます。
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生物学的特性 

   

漁業の特徴 

北海道周辺のマダラは、沖合底びき漁業（沖底）に加え、刺し網、延縄などの沿岸漁業によって漁獲されている。

漁獲はほぼ周年あるが、冬季～春季に多い。沖底の漁獲量が多いのは、オホーツク海では北見大和堆周辺、北

海道南海域では十勝～釧路沖、北海道西海域では天売・焼尻島周辺や稚内北西海域である。沿岸漁業の漁獲

量が多いのは、オホーツク海では網走市、北海道南海域では函館市恵山町、えりも町および釧路市、北海道西海

域では礼文町である。  

漁獲の動向 

全海域を合わせた漁獲量は1980年代後半以降減少傾向にあったが、2004年以降はわずかに増加しており、2010

年の漁獲量は15,828トンであった。2010年の漁獲量を海域別にみると、オホーツク海では2006年以降増加傾向に

あり3,018トン、北海道南海域では2003年以降増加傾向にあり9,307トン、北海道西海域では2009年とほぼ同じ

3,503トンであった。  

 

標準和名 マダラ

学名 Gadus macrocephalus

系群名 北海道

担当水研 北海道区水産研究所

寿命： 不明

成熟開始年齢： 雄3歳、雌4歳（北海道南海域）

産卵期・産卵場： 冬季（12～3月）、分布域全体

索餌期・索餌場： 不明

食性：
幼稚魚期は主にカイアシ類、底生生活に入ってからは主に魚類、甲殻類、頭足類、貝
類

捕食者： 海獣類



   

資源評価法 

沖底（100トン以上のかけまわし船）のCPUEに基づいて資源評価を行った。なお、沿岸漁業の漁獲努力量に関し

ては情報が得られておらず、沿岸漁業の漁獲量から資源状態を判断することは困難である。  

資源状態 

資源水準は、過去26年間（1985～2010年）における沖底のCPUEの平均値を50とし、35

未満を低位、35以上65未満を中位、65以上を高位とした。また、資源動向は、最近5年

間（2006～2010年）における沖底のCPUEの変化に基づいて判断した。その結果、資源

全体としての水準（資源水準値）は高位（67）、動向は増加とした。また、海域別の資源

の水準・動向は、オホーツク海の資源が高位（99）で増加、北海道南海域の資源が高位

（66）で増加、北海道西海域の資源が低位（30）で横ばいとした。  

管理方策 

全海域を合わせた沖底のCPUEの過去26年間における変動は比較的小さく、資源量は1980年代後半以降安定し

て推移していると考えられる。ただし、資源状態が海域により異なるため、高位と判断されたオホーツク海と北海道

南海域では資源の動向に合わせた漁獲を行い、低位と判断された北海道西海域では漁獲量を抑えて資源水準

の回復を図ることを管理方策とする。ABC算定規則2-1)に基づき、海域別にABClimitを算定した。海域ごとの最近

5年間の漁獲量によって重みづけ平均した全海域のγは1.22であった。ABClimitは最近5年間の平均漁獲量×

1.22、ABCtargetはABClimit×安全率0.8とした。  

資源評価のまとめ 

 沖底のCPUEに基づいて資源状態を判断  

 資源全体としての水準および動向は、高位で増加  

 海域別ごとに資源状態は異なり、オホーツク海と北海道南海域の資源が高位で増加、北海道西海域の資源が低

位で横ばい  

管理方策のまとめ 

 過去26年間における沖底のCPUEの変動は小さく、全体としての資源量は1980年代後半以降安定している  

 高位と判断されたオホーツク海と北海道南海域では資源の動向に合わせた漁獲を行い、低位と判断された北海

道西海域では漁獲量を抑えて、資源水準の回復を図る  

 

執筆者：千村昌之・船本鉄一郎

資源評価は毎年更新されます。 

 2012年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 18千トン 1.22Cave5-yr － －

ＡＢＣtarget 14千トン 0.8・1.22Cave5-yr － －
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