
水準 動向 水準 動向

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

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 横ばい

マサバ 対馬暖流系群 低位 横ばい 日本海西部系群 中位 増加

ゴマサバ 東シナ海系群 中位 横ばい 日本海北部系群 低位 減少

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 低位 減少

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

日本海系群（Ｂ海域） 高位 減少 サワラ 東シナ海系群 高位 増加

北海道西部系群 高位 増加 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 減少

秋季発生系群 高位 横ばい ムシガレイ 日本海系群 低位 減少

ウルメイワシ 対馬暖流系群 中位 横ばい 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 低位 減少 アカガレイ 日本海系群 高位 増加

ニギス 日本海系群 中位 減少 北海道北部系群 中位 減少

北海道 高位 増加 日本海系群 低位 横ばい

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 減少 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 横ばい

ブリ 高位 増加 ケンサキイカ 日本海・東シナ海系群 低位 減少

ムロアジ類 東シナ海 低位 減少 ヤリイカ 対馬暖流系群 低位 横ばい

ズワイガニ

スルメイカ

資源状態

ヒラメ

資源状態魚種名 系群名

２０１５年

資料１－１

【２０１５年（平成２７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
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マダラ

ハタハタ
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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

生物学的特性

寿命： 雄7歳、雌10歳

成熟開始年齢： 雄2歳（割合不明）、3歳（100％）、雌3歳（70％）、4歳（100％）

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

索餌期・索餌場： 青森県～新潟県の沿岸

食性： 多毛類、二枚貝、小型甲殻類

捕食者： 不明

 

漁業の特徴

青森県、秋田県、山形県、新潟県において主に底びき網漁業と刺網漁業で漁獲される。2014年の漁獲量に占め
る割合は、底びき網が60％、刺網が28％であった。刺網による漁獲は産卵期である2～4月に集中しており、底び
き網による漁獲は5、6、9、10月に多くなっている。

漁獲の動向

4県の統計値が利用できる1993年以降の漁獲量は、1994年の787トンから1998年の371トンまで減少した後、2008
年までほぼ300トン台で推移した。2009年以降は過去最低水準で推移しており、2014年は225トンであった。県別
では新潟県の漁獲量が多く、系群全体の約50％を占める。

資源評価法

漁獲量の推移から資源状態を判断した。また、新潟県によるマガレイ1 歳魚の分布密度調査結果から加入状況を
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推定した。

資源状態

資源水準は1971～2014年の漁獲量の最大値に近い1,200トンを三等分し、400トンおよ
び800トンをそれぞれ低位と中位、中位と高位の境界値とした。2014年の漁獲量は225ト
ンで資源水準を低位と判断した。動向は、最近5年間（2010～2014年）の推移から横ば
いと判断した。また、1歳魚分布密度調査から、2015年および2016年に3歳魚として漁獲
加入する2012年級群および2013年級群の豊度は低いと推定され、今後も資源状態の
低迷が続くことが予想される。

管理方策

資源水準は低位、動向は横ばいで、2015年、2016年に漁獲加入する年級群の豊度も低い水準と推定されることか
ら、漁獲量を現状よりも引き下げて親魚量を確保し、豊度の高い年級群の加入を待つ必要がある。ABC算定規則
2-2)によって、資源の水準と動向に応じた管理基準を設定し、2016年ABCを算出した。

管理基準 Limit/Target F値
漁獲割合

（％）
2016年ABC

（トン）

0.7・Cave3-yr・0.95
Limit - - 160

Target - - 130

Limitは、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量。Targetは、資源変動の可能性やデータ誤差に
起因する評価の不確実性を考慮し、管理基準の下でより安定的な資源の増大または維持が期待される漁
獲量。ABCtarget = α･ABClimitとし、係数αには標準値0.8を用いた
ABC算定規則2-2）によって、ABCはABClimit=δ2・Ct・γ2で計算した

δ2には0.7（低位水準における推奨値）を用いた

γ2は、γ2=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

（2012～2014年））である
Cave3-yrは2012～2014年の平均漁獲量
ABCは1トンの位を四捨五入した

資源評価のまとめ

資源水準は低位、動向は横ばい
2015～2016年に3歳魚として漁獲加入する2012、2013年級群の豊度は低く、今後も資源状態の低迷が続く
ことが予想される

管理方策のまとめ

漁獲量を現状よりも引き下げ、親魚量を確保する必要がある
ABC算定規則2-2)によって、資源の水準と動向に応じた管理基準を設定し、2016年ABCを算出した
産卵期に漁獲が集中する刺網や定置網の含め、産卵期や産卵海域に着目した親魚保護の取り組みが有
効であると考えられる

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。

66マガレイ日本海系群ダイジェスト版 http://abchan.job.affrc.go.jp/digests27/html/2766.html

2 / 2 2015/11/04 11:41

norihito_ootsuki
長方形

norihito_ootsuki
長方形



Top >資源評価> 平成27年度資源評価 > ダイジェスト版

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

生物学的特性

寿命： 5歳（年齢および年級はふ化した年を起算年として表記）

成熟開始年齢： 雄：1歳（100％）、雌：2歳（100％）

産卵期・産卵場： 12月上・中旬、主に秋田県沿岸の藻場

索餌期・索餌場： 成魚は春～夏、主に新潟県以南の沖合で索餌、未成魚は不明

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（マダラ等）

 

漁業の特徴

秋田県およびその隣県の沿岸域では、産卵・接岸時のハタハタを対象とした定置網、底建て網、刺網で漁獲さ
れ、それらの漁獲が全体の約5割を占める。一方、春季や秋季および冬季産卵期前後は、青森県～富山県におい
て小型底びき網（小底）、沖合底びき網（沖底）により漁獲される。

漁獲の動向

漁獲量は、2万トン程度あった1970年代前半から1980年代にかけて急激に減少し、1984年には206トンに至り、
1990年代前半は低迷した。1995年から徐々に増加し、2003年以降は秋田県で自主的に漁期短縮がなされた2007
年を除いて3千トンを上回っていたが、2010年以降減少して、2014年は2,573トンであった。県別では秋田県が5～6
割を占めている。

資源評価法

沖底の資源密度指数に基づき、資源状態を判断した。なお、漁獲量には定置網の情報が含まれていることから、
水準判断には漁獲量も参考にした。また、調査船による新規加入量調査ならびに漁獲物の体長組成に基づき、近
年の年齢組成および各年級の豊度を推察した。
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資源状態

沖底の資源密度指数は、1995年以降増加し、2009年には94.7となったが、2010年以降
は減少傾向にあり、2014年は28.3であった。資源水準の境は、1972～2014年の資源密
度指数の最高値およそ120を三等分した低位と中位の境を40、中位と高位の境を80とし
た。また、2014年度評価まで低位と中位の境であった漁獲量3千トンを水準判断の参考
値とした。2014年の資源密度指数の値は28.3で、2014年の漁獲量は2,573トンであった
ことから、資源水準は低位と判断した。直近5年（2010～2014年）の資源密度指数から、
動向は減少と判断した。また、新規加入量調査結果で、2013年級は1歳時には多かった
が2歳時では少なく、2014年級は1歳時は少なかった。これらのことから、2016年に漁獲の主体となる2013、2014年
級の豊度はいずれも低いと推察された。

 

管理方策

資源水準は低位、動向は減少であり、2014年の資源密度指数は2012年から3年連続で40を下回っている。これら
のことから、資源水準の回復を図るため、資源水準に合わせて、漁獲を現状よりも抑えることを管理目標として2016
年のABCを算定した。

管理基準 Limit/Target F値
漁獲割合

（％）
2016年ABC

（百トン）

0.7・Cave3-yr・0.86
Limit - - 15

Target - - 12

Limitは、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量。Targetは、資源変動の可能性やデータ誤差に
起因する評価の不確実性を考慮し、管理基準の下でより安定的な資源の増大が期待される漁獲量
ABC算定規則2-１）に基づき、ABCはABClimit＝δ1・Ct・γ1、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した。係数

αには標準値0.8を用いた
低位の水準決定方法を考慮した係数δ1は標準値の0.7、Ctは2012～2014年の平均漁獲量(Cave 3-yr)で
ある2,511トン
γ1は、γ1＝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（2012～2014年））
ABCは十トンの位を四捨五入した

資源評価のまとめ

資源水準は低位、動向は減少
2016年に漁獲主体となる2013年級や2014年級の豊度は低い

管理方策のまとめ

資源水準が回復を図るため、資源水準に合わせて、漁獲を現状よりも抑えることを管理目標として、2016年
ABCを算定

執筆者：藤原邦浩・松倉隆一・後藤常夫
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平成２７年度資源評価票（ダイジェスト版） 
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生物学的特性 

   

漁業の特徴 

本系群は沖合底びき網（沖底）、はえ縄、刺網などで漁獲されている。主漁場は北海道西部日本海海域である。
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、石狩湾以北の海域では、沖底によって未成
魚・成魚が漁獲されている。  

漁獲の動向 

漁期年（4～翌年3月）で集計した漁獲量は、1970年漁期～1992年漁期まで8.4万～16.9万トンの範囲で増減を繰
り返していたが、1993年漁期以降減少傾向にある。2014年漁期の漁獲量は7,077トンと1970年漁期以降で最も少
なかった。沖底や檜山沿岸におけるはえ縄漁業で漁獲努力量が少なかったことに加え、一部地域の沿岸漁業に
おいて操業自粛があったことなどがその要因である。  

   

資源評価法 

漁期年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、調査船による現存量推定値を考慮したコホ
ート解析により2歳以上の年齢別資源尾数･重量を推定した。チューニングには音響資源調査による親魚および1
歳魚の現存量推定値を用いた。  

資源状態 

資源量は1987～1992年漁期に71.2万～86.8万トンと高い水準にあったが、その後減少
し、2007年漁期には8.3万トンとピーク時の1割未満となった。2008年漁期には2006年級

標準和名 スケトウダラ

学名 Gadus chalcogrammus

系群名 日本海北部系群

担当水研 北海道区水産研究所

寿命： 不明（10歳以上）
成熟開始年齢： 雌は3歳（およそ30％）、5歳（およそ100％）
産卵期・産卵場： 12～翌年3月、現在の主要な産卵場は岩内湾および檜山海域の乙部沖
索餌期・索餌場： （主に）初夏～秋季、北海道西部日本海海域
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
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群の加入により11.4万トンまで回復したが、その後2012年漁期まで減少した。2013年漁
期以降増加して2014年漁期は11.3万トンであった。1980年漁期以降の最高・最低資源量の間を3等分して高・中・
低位水準とした。2014年漁期の資源水準は低位、動向は最近5年間（2010～2014年漁期）の資源量の推移から横
ばいと判断した。本系群のBlimitは、1989年以降の再生産関係の中で加入量水準が大幅に低下する直前の親魚
量水準（2000年漁期、15.4万トン）に設定し、Bbanは過去に経験した最低親魚量を基に親魚量水準3万トンに設定
した。親魚量は1989～1996年漁期に23.7万～34.2万トンと高い水準にあったが、その後減少した。2014年漁期の
親魚量は3.7万トンであり、Blimitを大きく下回り、Bbanをやや上回っている。  

  

  

管理方策 

2014年漁期の親魚量がBlimitを大きく下回っていることから、10、20、25、30年かけてBlimitへ回復させる漁獲シナ
リオ（Frec10、20、25、30yr）を設定した。近年では2006年級群や2012年級群のように高い再生産成功率が数年お
きに出現しており、今後再生産に好適な環境が整った時、より良好な加入が得られるように親魚量を増大させるこ
とが資源回復を図る上で必要不可欠である。  

  
  

漁獲シナリオ 
（管理基準）

Limit/ 
Target

F値 
（Fcurrent 
との比較）

漁獲割合 
(％)

将来漁獲量 
（千トン）

確率評価 
（％）

2016年 
漁期ABC 
(千トン）

5年後 5年平均
Blimitへ 

回復 
（10年後）

Bbanを 
回避 

（10年間）

親魚量の増大 
（10年で 

Blimitへ回復） 
（Frec10yr）

Limit 0.04 
（0.09Fcurrent）

1
2.3 
～ 
2.9

2.0 46 100 1.4

Target
0.03 

（0.07Fcurrent）
1

1.9 
～ 
2.4

1.6 48 100 1.2

親魚量の増大 
（20年で 

Blimitへ回復） 
（Frec20yr）

Limit
0.17 

（0.42Fcurrent）
5

7.6 
～ 

10.2
7.7 6 100 6.4

Target
0.14 

（0.33Fcurrent） 4
6.6 
～ 
8.7

6.4 12 100 5.2

親魚量の増大 
（25年で 

Blimitへ回復） 
（Frec25yr）

Limit 0.20 
（0.49Fcurrent）

6
8.3 
～ 

11.3
8.7 4 100 7.5

Target 0.16 
（0.39Fcurrent）

5
7.4 
～ 
9.8

7.3 7 100 6.1

親魚量の増大 
（30年で 

Blimitへ回復） 
（Frec30yr）

Limit
0.22 

（0.54Fcurrent）
7

8.8 
～ 

11.9
9.3 2 100 8.3

Target
0.18 

（0.44Fcurrent） 6
7.8 
～ 

10.5
7.9 6 100 6.7

2016年漁
期 
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定義 

Limitは、各漁獲シナリオの下で許容される最大レベルのF値（漁獲係数）による漁獲量。Targetは、資源変動の可能性やデータ誤差に起
因する評価の不確実性を考慮し、各漁獲シナリオの下でより安定的な資源の増大または維持が期待されるF値による漁獲量。Ftarget = α 
Flimitとし、係数αには標準値0.8を用いた  
F値は最高齢のF  

漁獲割合は2016年漁期の漁獲量／資源量、2016年漁期は2016年4月～2017年3月  

将来漁獲量（5年後の幅は80%区間）および確率評価は加入量変動を考慮した1,000回のシミュレーションから算出  

Fcurrentは2010～2014年漁期のFの平均値、Fsusは再生産成功率の1989～2012年級群平均値に対応するF  

漁獲シナリオにある「親魚量の維持」は中長期的に安定する親魚量での維持  

コメント 
本系群のABC算定には、規則1-1)-(2)を用いた  
海洋生物資源の保護及び管理に関する基本計画第3に記載されている本系群の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、資源管理計画に基づく取組の推進を図るものとす
る。」とされており、親魚量の維持シナリオから得られる漁獲係数未満であれば親魚量の増大が期待できる  
親魚量の増大（10年でBlimitへ回復）シナリオにおいて10年後にBlimitへ回復する確率が50%未満となったが、
これはシミュレーションに用いた再生産成功率の分布が平均値よりも低い方に偏っていたためである  

資源評価のまとめ 

資源水準は低位、動向は横ばい  
Blimitは加入が大きく減少する直前の親魚量水準（2000年漁期、15.4万トン）に設定し、Bbanは過去の最低親魚量
を基に親魚量水準3万トンに設定した  
2014年度親魚量は3.7万トンであり、Blimitを大きく下回り、Bbanをやや上回っている  
豊度が高い2012年級群の加入によって今後2017年度漁期までは親魚量の増加が予測され、親魚量がBbanを下
回る可能性は低い  

管理方策のまとめ 

親魚量がBlimitを大きく下回っているため、10、20、25、30年かけてBlimitへ回復させるシナリオ（Frec10、20、25、
30yr）を設定した  
再生産成功率は1989年級群以降低い値が多いが、近年では2006年級群や2012年級群のように高い値が数年お
きに出現している  
再生産に好適な環境が整った時、より良好な加入が得られるように親魚量を増大させることが資源回復を図る上で
必要不可欠である  

期待される管理効果 

（1）漁獲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 
資源量はFrec10、20、25、30yrでは増加傾向を示す。Fcurrentでは2017年漁期以降減少傾向を示し、Fsusでは
2023年漁期以降11.3～11.4万トンで横ばいになる。親魚量は2012年級群の加入に伴って一時的に増加したのち
減少し、Frec10yrでは2020年漁期以降、それ以外のシナリオでは2021年漁期以降再び増加する。Fcurrentでは
2018年漁期以降減少傾向を示し、Fsusでは2025年漁期以降Blimitの半分に満たない6.1～6.4万トンで横ばいに
なる。  

  

        
算定漁獲

量 
（千トン）

親魚量の維持 
（Fsus）

Limit
0.35 

（0.84Fcurrent） 10
10.4 
～ 

15.4
12.5 0 99 12.3

Target 0.28 
（0.67Fcurrent）

8
9.6 
～ 

13.7
10.8 1 100 10.1

漁獲圧の維持 
（Fcurrent）

Limit 0.41 
（1.00Fcurrent）

12
10.8 
～ 

16.3
13.8 0 92 14.4

Target
0.33 

（0.80Fcurrent）
10

10.1 
～ 

14.8
12.1 0 99 11.8
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（2）加入量変動の不確実性を考慮した検討 
1989～2012年級群の再生産成功率が2016年漁期以降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
ンを行った。親魚量が10年後にBlimitを上回る確率は、Frec25yrでは4％、Frec30yrでは2％であり、 10年間に
Bbanを下回る確率はいずれのシナリオでも0%である。  

  

   

資源変動と海洋環境との関係 

本系群の加入量は、親魚量とは正の相関、水温や対馬暖流の勢力とは負の相関が認められており、再生産成功
率が低下した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、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などが報告されて
いる。  

 
執筆者：千村昌之・山下夕帆･田中寛繁・船本鉄一郎

資源評価は毎年更新されます。 
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資料２ 
 

日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管理について 

 

１ 資源の現状 

（１）マガレイ 

  日本海北部海域に生息するマガレイの漁獲量は、1995 年以降年々減少し、2002

年には 299 トンと 1994 年の 4 割弱となり、また、新潟県及び山形県による資源の加

入動向調査では稚魚分布密度が減少傾向との結果になった。このため、2003 年から

資源回復計画により保護区の設定や休漁等を実施した。資源回復計画の実施期間中

に、資源の動向は一時的に増加傾向となったが、資源水準は低位の状況が続いてお

り、2015 年の資源評価では、資源水準は低位、動向は横ばいとなっている。 

（２）ハタハタ 

  日本海北部海域に生息するハタハタの漁獲量は、1976 年以降、急激に減少し、1984

年には最盛期の１％弱の 206 トンとなり、その後一時的に上向いたものの再び減少

し、1991 年には 158 トンとなった。このような資源の急激な悪化を踏まえ、秋田県

での３年間の禁漁や関係４県（青森、秋田、山形、新潟）の漁業者による体長制限

措置が実施されたこと等により、漁獲量は回復してきたが、資源水準は低位に止ま

っていた。このため、2003 年より、従来からの自主的な取組に加え、資源回復計画

による取組として減船や網目拡大も実施し、漁獲量は、自主規制が実施された 2007

年を除き、概ね 3,400～5,400 トンの間で推移した。しかしながら、2012 年以降の

漁獲量は 3,000 トンを下回り、2014 年は 2,573 トンとなった。2015 年の資源評価で

は、資源水準は低位、動向は減少となっている。 

 

２ 関係漁業種類 

  次の漁業種類の漁業者が資源管理に参加。 

（青森県）沖底、刺網、定置、底建 

（秋田県）沖底、小底、刺網、定置、小型定置 

（山形県）沖底、小底、刺網  

（新潟県）沖底、小底、刺網、五智、一本釣り、延縄、定置 

  

３ 資源管理の方向性 

  沖底では保護区設定等の取組、また関係県では小型魚の再放流、網目制限等の取

組について、資源管理指針に基づく資源管理計画を策定し継続することとしている。 

 

４ 資源管理措置（自主的措置） 

平成 27 年度の自主的措置については、別紙１のとおり。 

 

５ 関係者による連携を図るための体制 

  国、関係道県の行政・試験研究機関、(国)水産総合研究センターから構成される

日本海北部海域における広域資源管理検討会議(別紙２)を設け、継続的に複数県に

またがる資源管理について協議を行っている。
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（別紙１） 

 

日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管理に基づく平成２７年の取組状況 

 

１ マガレイ 

 

実施県 漁業種類 措  置 開始時期 

 

 

青森県 

沖底 漁獲努力量規制、水域規制 回復計画前から実施 

 刺網 網目制限、3 枚網の禁止 

底建・定置 

定置・沖底・底建

・刺網 

全長 15cm 未満魚再放流 回復計画として実施 

休漁日の設定 新たに資源管理計画で

追加（カレイ類も含む） 

 

秋田県 

全漁業種類 全長 15cm 以下採捕禁止 回復計画前から実施 

沖底・小底・刺網 保護区の設定 回復計画として実施 

沖底・小底・刺網 休漁日の設定 

 

新たに資源管理計画で

追加（カレイ類も含む） 

 

 

 

 

山形県 

沖底・小底・刺網 全長 17cm 以下の小型魚保護 回復計画前から実施 

 小底・刺網 網目制限、休漁日の設定 

沖底・小底 保護区の設定  

回復計画として実施 刺網 保護区の設定及び休漁日の設

定（回復計画前に設定した日数

より増加） 

沖底・小底・刺網 休漁日の設定（回復計画時に設

定した日数より増加） 

新たに資源管理計画で

追加（カレイ類も含む） 

 

 

 

 

新潟県 

全漁業種類 

 

全長 13cm 未満の出荷禁止、 

保護区の設定 

 

 

 

回復計画前から実施 

小底・五智・刺網 網目制限 

 

小底・五智・刺網

・一本釣り・延縄

・定置 

休漁日の設定 

 

 

小底 休漁日の設定（地区毎の実情に

合わせて各々設定、明文化） 

新たに資源管理計画で

追加（カレイ類も含む） 
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 ２ ハタハタ 

 

実施県 漁業種類 措 置 開始時期 

 

青森県 

沖底 

 

全長 15cm 未満魚の採捕禁止及

び再放流（4 県協定） 

回復計画前から実施 

定置・底建・刺網 休漁日の設定 新たに資源管理計画で

追加 

 

 

 

 

秋田県 

その他 種苗生産・放流  

 

 

回復計画前から実施 

沖底・刺網 漁具規制 

沖底・小底・定置

・刺網 

漁獲量規制 

全漁業種類 

 

全長 15cm 未満魚の採捕禁止及

び再放流（4 県協定） 

沿岸漁業 水域制限 

沖底・小底・小型

定置 

休漁日の設定 新たに資源管理計画で

追加 

 

 

 

山形県 

沖底・小底 

 

 

網目制限、休漁日の設定 

全長 15cm 未満魚の採捕禁止及

び再放流（4 県協定） 

 

回復計画前から実施 

 

沖底・小底 

 

網目制限（回復計画前に設定し

た網目より拡大） 

回復計画として実施 

 

沖底・小底 休漁日の設定（回復計画時に設

定した日数より増加） 

新たに資源管理計画で

追加 

 

 

新潟県 

沖底・小底 

 

全長 15cm 未満魚の採捕禁止及

び再放流（4 県協定） 

回復計画前から実施 

小底 漁獲数量規制 H23.11 から実施 

休漁日の設定 新たに資源管理計画で

追加 
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（別紙２） 

 

日本海北部海域における広域資源管理検討会議設置及び運営要領 

 

 平成２４年３月２８日 

 関 係 機 関 申 合 せ 

 

１ 目的 

   「日本海北部海域における広域資源管理検討会議」（以下「会議」という）は、関

係機関が日本海北部海域における資源管理の取組状況や地域の特殊性等について情報

や問題認識を共有するとともに、資源管理を推進するために必要な事項の検討を行う

ことを目的とする。 

 

２ 定義 

 「日本海北部海域」とは日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程第１４条第２

項にて規程する日本海北部会が置かれた海域とする。 

 

３ 構成者 

 本会議は北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟県及び富山県の水産関係行政・試

験研究機関、独立行政法人水産総合研究センター、水産庁、その他必要に応じて事務

局が指名する機関（者）をもって構成する。 

 

４ 会議の運営 

 （１）事務局 

 事務局は水産庁新潟漁業調整事務所に置く。 

 （２）開催 

 事務局が招集し、年１回以上開催することとし、この他に構成者の要請により

随時開催することができる。 

 （３）議事 

 構成者の意見を踏まえて開催前に事務局が定める。 

 （４）ワーキンググループ 

 この会議の下に、より個別・専門的な議論をするためのワーキンググループを

置くことができる（ワーキンググループの構成者は３に準ずる）。 

 

５ 会議の見直し 

 構成者の発意により必要に応じて会議を見直す。 

 

６ その他 

 「１～５」に掲げる事項の他、会議の円滑な運営に必要な事項は構成者の了解を得

たうえで別に定める。 

 

    なお、平成２２年４月９日付け「日本海北部海域における資源回復計画行政・研究担  

当者会議設置及び運営要領（関係機関申合せ）」は廃止する。 
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すけとうだら日本海北部系群の広域資源管理

１ 資源及び漁獲の状況

日本海北部に分布するすけとうだら日本海北部系群は、2006 年級群の良
い加入があったものの、その後の加入が悪く、資源量から資源水準は低位、

過去５年間の資源量の推移から動向は横ばいと判断されるが、2012 年級群
の加入は良い模様である。

主に沖合底びき網漁業及びはえ縄・刺し網漁業により漁獲されており、

2014漁期年の漁獲量は約７．１千トンである。

２ 関係漁業種類

（北海道）沖合底びき網漁業、すけとうだら固定式刺し網漁業、

すけとうだらはえ縄漁業

３ 資源管理目標

すけとうだら日本海北部系群については、近年の海洋環境等が資源の増

大に好適な状態にあるとは認められない。このため、資源水準の低下が顕

著となっている本系群については、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。

４ 関係者による連携を図るための体制

本系群の漁獲の大半を占める北海道の漁業においては、下図のすけとう

だら日本海北部系群資源管理漁業者協議会において、資源管理の取組状況

や資源状況の情報・課題等を関係者間で共有することにより、各地区ごと

に設置されている資源管理推進委員会等による資源管理措置の確実な実施

を図ることとしている。

すけとうだら日本海北部系群資

源管理漁業者協議会

（構成者：北海道日本海沿岸すけと

うだら漁業関係者、北海道日本海沖 宗谷・留萌・小樽・檜山地区

合底びき網漁業関係者、北海道漁業 情報共有 資源管理推進委員会

協同組合連合会、北海道機船漁業協 （各地区沿岸漁業者・沖合底びき

同組合連合会、（独）水産総合研究 網漁業者）

センター、（地独）北海道立総合研 （すけとうだらを含む資源について）

究機構水産研究本部、水産庁、北海 ・資源管理に関する課題協議

道） ・資源管理協定の締結

・資源状況や漁獲状況の把握

・資源管理措置の実施状況の把握

・資源管理措置の改善の検討

資料３
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５ 資源管理措置

資源管理措置の内容 漁業種類 平成26年度の取組実績

【①漁獲努力量の削減（強度資源管理タイプ）】
・すけとうだらを目的とした総操業隻日数※の削減 沖合底びき網漁業 ・平成26年4月1日～平成27年3月末の総操業隻日数は127隻

日（上限：204隻日）。
※1隻が1日当たり、すけとうだらを1t以上漁獲 小樽：51隻日（上限：108隻日）
した日を1隻日とする。 稚内：76隻日（上限： 96隻日）

・総操業日数の削減 すけとうだらはえ縄漁業 ・檜山地区の平成26年12月1日～平成27年1月31日までの総
（檜山地区） 操業日数は851日（上限：2,680日）。
すけとうだら固定式刺し網漁業 ・島牧地区の平成27年2月5日～3月29日までの総操業日数
（島牧地区） は157日（上限：157日）。

【②小型魚の保護】
・体長30cm又は全長34㎝未満のすけとうだらの漁獲は一操 沖合底びき網漁業 すけとうだら固定式刺し網漁業・すけとうだらはえ縄漁業
業・航海において、すけとうだらの総漁獲量の2/10を超 すけとうだら固定式刺し網漁業 ・体長30㎝又は全長34㎝未満のすけとうだらの漁獲が1操
えない。 すけとうだらはえ縄漁業 業・航海において、すけとうだらの総漁獲量の2/10を超

・一揚網又は一揚縄当たり、体長30㎝又は全長34㎝未満の えなかった。
すけとうだらの重量が2/10を超えた場合には、体長30㎝ ・一揚網又は一揚縄当たり、体長30㎝又は全長34㎝未満の
又は全長34㎝未満のすけとうだらの漁獲を回避するた すけとうだらの重量は2/10を超えなかった。
め、漁場の移動等の適切な措置を講ずる。

沖合底びき網漁業
・小型魚の漁獲割合が一定量（20%）を超えた場合には、 沖合底びき網漁業 ・平成26年4月1日～平成27年3月末の間、6回の操業におい
漁場移動等を行う。また、一日当たりの総水揚量が一定 て、一揚網当たりの小型魚の漁獲量が総漁獲量の20％を
量（800ｔ）を超えた場合は翌操業日の操業を自粛する。 超えたため、漁場移動や操業切り上げを行った。

・資源の良好な加入が確認された場合には、期間を定めた ・平成26年4月1日～平成27年3月末の間、1日の総水揚量は
休漁等の検討を行い実施する。 一定量（800ｔ）を超えなかった。

【③産卵親魚の保護】
・操業期間の短縮。 すけとうだらはえ縄漁業 ・11月1日～3月31日の許可期間に対して、12月1日～1月
・卵巣が成熟した場合は終漁する。 （檜山地区） 31日の操業期間とし、漁期前後を休漁。
・プール制による漁獲圧の緩和と相互扶助。 ・卵巣の成熟は見られなかったが、1月31日に終漁。
・保護区の設定。 ・水揚げ金額を40隻で均等配分。
・体長36㎝以下の未成魚が漁獲された場合は漁場移動。 ・熊石沖の産卵場所を全面禁漁。

・体長36㎝以下の未成魚に留意して操業。

【④その他】
・底建網等の「その他漁業」にあっては資源管理協定に準 沿岸漁業 ・休漁期間を設定し、操業日数を削減（固定式刺し網漁業）。
じた措置の指導や北海道庁による若干見合量の提示等、 （すけとうだら固定式刺し網 ・各振興局より漁協毎の若干見合量を提示（その他漁業）。
すけとうだら固定式刺し網漁業にあっては操業期間の短 漁業、底建網漁業等）
縮などを行う。
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