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生物学的特性 

漁業の特徴 

4～5月頃に生まれた当歳魚は、秋には伊勢・三河湾内で操業する小型機船底びき網で漁獲される。冬季～春季
にかけて伊勢・三河湾外に移動し、渥美外海で操業する愛知県の小型機船底びき網で漁獲される。１歳の秋から
主に遠州灘から熊野灘にかけての海域で静岡県、愛知県、三重県が操業するふぐはえ縄漁業の漁獲対象とな
る。加入水準の不安定さを解消するため、大規模な人工種苗の放流が行われている。  

漁獲の動向 

漁獲量は不定期に発生する卓越年級群の影響により大きく変動する。2002年には500トンを上回る豊漁となった。
2003年、2004年級群の加入が低水準であったため、2005年の漁獲量は100トンを下回った。2006年級群が中規模
で加入したため資源状態は好転し、2006～2009年は200トン前後で推移した。しかし、2010年以降は200トンを下
回る不漁が続いており、2012年は82トンと最低水準に止まった。  

資源評価法 

標準和名 トラフグ

学名 Takifugu rubripes

系群名 伊勢・三河湾系群

担当水研 増養殖研究所

寿命： 6歳程度
成熟開始年齢： 雄2歳、雌3歳
産卵期・産卵場： 春季（4～5月）、三重県安乗沖、愛知県渥美外海の出山周辺水域
索餌期・索餌場： 周年、沿岸域

食性： 仔魚後期までは動物プランクトン、稚魚期は端脚類・十脚類・多毛類・昆虫類、未成魚
期はイワシ類、その他の幼魚およびエビ・カニ類、成魚はエビ・カニ類と魚類

捕食者： 不明

資料５－１

suguru_ishikawa
長方形



1993～2012年の年別年齢別漁獲尾数の値を用い、誕生を4月、加入を10月として、0～2歳および3歳以上をプラ
スグループとしたコホート解析により年齢別資源尾数を計算した。最高齢（3歳以上）のFは2歳のFと同じと仮定した
上で、最高齢のターミナルF（TF）は最近の過去3年間の漁獲係数の平均値に等しいとし探索的に求めた。0～2歳
のTFは最近の過去3年間の漁獲係数の平均値に等しいと仮定した。  

資源状態 

資源量が推定されている過去20年間において、漁期開始時（10月）の資源量が最大と
なった2002年を基準に、286トン以下を低位、287～573トンを中位、574トン以上を高位
と3分位して、資源水準を判断した場合、2012年漁期開始時の資源量131トンは低位の
水準に区分された。また、直近5年間における資源量は、年々減少する傾向を示した。 

 

  

管理方策 

本系群は不定期に発生する卓越年級群により大きな資源変動を示すこと、少ない親魚量からでも時として卓越年
級群が発生することから、再生産関係を利用した資源管理は難しい。しかし、現状の操業形態では未成魚のうち
に多くを漁獲してしまい親資源となるまで生き残る個体はごく僅かである。若齢群に突出した年齢構成の歪みが、
再生産成功率の不確実性を増大させているとも見受けられる。加入水準の低い年級群が続いている現在は、種苗
放流により漁獲量の安定的な底上げを継続することに加えて、例えば産卵親魚としての価値が高い特大魚を再放
流するという措置により、親魚量をある水準以上に維持することで卓越年級群の発生を促す必要があろう。  

 本系群のABC算定については規則1-3)-(3)を用いた  
 ABCの各値は2014年4月～2015年3月の値で示す  
 F値は各年齢の平均値で示す（0歳は10～3月、1歳以上は4月～翌年3月）  
 漁獲割合は資源重量が最大となる10月の資源重量（漁期単位の中央）と年間漁獲量（4月～翌年3月）との割合で
示す  

資源評価のまとめ 

 資源水準は低位、動向は減少  
 不定期に発生する卓越年級群の影響により資源量が大きく変動する  
 発生年の秋に加入した資源は、強い漁獲圧を受けて急速に減少し、親資源になるまで生き残る個体は少ない  
 資源回復計画の導入（2002年）以降、小型機船底びき網漁業による漁獲は抑制される傾向にある  
 近年では放流魚が5％程度の添加効率で加入している  

管理方策のまとめ 

 安定した加入量を確保するためには、親資源の適切な維持が不可欠である  
 資源回復計画で実施されてきた管理措置は、新たな枠組みである資源管理指針・計画の下で継続実施される必
要がある  
 種苗放流による資源増強をより強力に押し進め、天然資源の加入水準が好転するまでの期間、産業が維持可能
な漁獲量を支える必要がある  
 

執筆者：鈴木重則・山本敏博・渡辺一俊・黒木洋明・澁野拓郎

 2014年漁獲量 管理基準 Ｆ値 漁獲割合

ＡＢＣlimit 65トン F20%SPR 0.34 32％

ＡＢＣtarget 54トン 0.8F20%SPR 0.27 27％
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生物学的特性 

   

漁業の特徴 

伊勢・三河湾におけるシャコは、他海域と同様に小型底びき網による漁獲がほとんどであり、他には刺網と定置網
で若干漁獲されている。 伊勢・三河湾での小型底びき網漁業の水揚げ金額において、最近５ヶ年では2008年を
除きシャコは首位となっており、シャコの重要度は高い。  

漁獲の動向 

愛知県における1970年以降の漁獲量は425～2,238トンの範囲で変動している。1990年までは数年周期で増減を
繰り返しながらも増加傾向にあったが、1999年以降は1,000トン以下の状態で減少が続いている。特に2005年以降
の漁獲量は400～600トン台の過去最低の水準となり、2011年には425トンとなった。三重県の漁獲量は、1996年以
降は8～36トンの低い水準で推移している。  

  

標準和名 シャコ

学名 Oratosquilla oratoria

系群名 伊勢・三河湾系群

担当水研 増養殖研究所

寿命： 3歳以上（本系群の詳細は不明）
成熟開始年齢： 1歳

産卵期・産卵場： 5～9月が産卵期で年2回（5月と8月）の産卵ピークが存在、産卵個体は春季には伊
勢・三河湾内のほぼ全域に分布し、特に湾口部および知多半島西岸に多い

索餌期・索餌場： 周年湾内全域

食性：
伊勢湾については不明、東京湾では体長に応じて魚類、貝類、多毛類、および甲殻
類を捕食する

捕食者： 伊勢湾ではマアナゴによる捕食が確認されている



資源評価法 

伊勢・三河湾におけるシャコ漁獲の大部分を占める愛知県の主要水揚げ港を根拠地とする小型底びき網によるシ
ャコのCPUEを資源量指標値とし、その経年変化を主体として資源状態を判断した。 その他、月別漁獲量の推移、
各県の生物情報収集調査、標本船調査、漁場一斉調査ならびに新規加入量調査の結果も現在の資源状態の判
断材料とした。  

資源状態 

伊勢・三河湾全体での漁獲量は最低の水準にある。資源量指標値は、高水準期の終
期と思われる1990年から1999年にかけて減少傾向が続き、2000年以降は低い水準で
推移していたが、最近では増加傾向が認められる。過去24年間の資源量指標値の最
大値と最小値間を三等分して水準を判断すると、現在の資源は中位水準にある。動向
は過去5ヶ年の推移から横ばいと判断した。  
 
 

管理方策 

本系群のシャコ資源は、漁業による管理が困難な環境要因、特に貧酸素水塊の規模拡大の影響による資源の低
水準が続いている可能性が指摘されている。漁獲量は1970年以降で最低の水準にあるが、2010年度以降の資源
評価の結果、資源回復の兆候がみとめられている。本格的な資源回復に向けては、小型シャコの保護と親シャコ
量の確保が必要であることから、冬季に産卵期前の親シャコを保護して産卵水準の引き上げを図る方策を継続実
施するとともに、夏季の貧酸素水塊の拡大時に小型シャコが多獲される実態をふまえた漁場利用ルールについて
検討していく必要がある。  

資源評価のまとめ 

 小型底びき網によるシャコCPUEの経年変化等から判断して、伊勢・三河湾系群のシャコ資源は中位水準にある  
 過去5ヶ年のシャコCPUEの推移から、動向は横ばいと判断される  

管理方策のまとめ 

 環境要因による資源の低水準が継続していた可能性が指摘されているが、現在は中位水準となり、資源回復の方
向にある可能性が示唆された  
 産卵前の親魚を保護することにより産卵水準の引き上げを図る方策が必要である  
 貧酸素水塊の拡大時に小型シャコが多獲される実態をふまえた漁場利用ルールについて検討していく必要があ
る  
 

執筆者：黒木洋明・渡辺一俊

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 

伊勢・三河湾における漁獲は主として、小型底びき網漁業、かご漁業により行われている。伊勢湾の三重県海域
での小型底びき網の漁場は、湾奥部と湾口部を中心に、伊勢湾全域に形成される。かご漁業の漁場は、沿岸に
沿って広く形成される。愛知県においては、知多地区の漁獲量が多い。また、本種の仔魚であるレプトケファルス
（のれそれ）は、船びき網により混獲されている。  

標準和名 マアナゴ

学名 Conger myriaster

系群名 伊勢・三河湾

担当水研 増養殖研究所

寿命： 湾内最高齢は3歳
成熟開始年齢： 不明、雌雄とも成熟個体が見つかっていない

産卵期・産卵場： 産卵場の一つが沖ノ鳥島南方の九州パラオ海嶺付近に確認されている、産卵期の詳
細は不明

索餌期・索餌場： 周年、伊勢・三河湾
食性： 小型の底生生物、エビ類、魚類、軟体類など、成長につれ多様化大型化
捕食者： 不明



  

漁獲の動向 

愛知県及び三重県おける1980～2000年の漁獲量は、概ね1,000～1,500トンの範囲内で推移していたが、2001年
以降は1,000トン台以下の水準に減少し、400～1,000トン台の水準で増減している。2002、2003、2007年には1,000
トンを超える漁獲が見られたが、2012年の漁獲量は483トンであった。盛漁期は小型底びき網では5～8月である。 

  

資源評価法 

近年、漁獲努力量の著しい減少が認められることから、小型底びき網のマアナゴCPUEを資源量指標値とした。特
に、伊勢・三河湾におけるマアナゴ漁獲の70％以上を占める愛知県の主要水揚げ港を根拠地とする小型底びき
網漁船によるマアナゴCPUEの推移を基に資源状態を判断した。その他、漁法別月別漁獲量の推移、各県の生物
情報収集調査、標本船調査および漁場一斉調査の結果も現在の資源状態の判断材料とした。  

資源状態 

資源量指標値とした小型機船底びき網漁船のマアナゴCPUE は、数年周期で増減を
繰り返している。過去24年間の資源量指標値の最大値と最小値間を三等分して水準を
判断すると、現在は中位水準にある。動向は過去5ヶ年の資源量指標値の推移から横
ばいと判断される。  
 
 
 
 

管理方策 

本評価対象は、春季に仔魚（のれそれ）として伊勢・三河湾内に来遊したものが、その年の秋～冬季に漁獲加入し
始め、翌年の春～夏季に漁獲の中心となる。したがって加入量あたりの漁獲量を増大させることを管理目標とした
場合、秋冬漁期の小型魚を保護することが有効な管理方策となる。そのため、資源管理指針・計画の下、小型底
びき網およびアナゴ篭に入網した小型魚の水揚げ禁止、再放流、漁具の目合い拡大等の措置がとられている。さ
らに、マアナゴ資源に対する影響を考慮し、船びき網等による「のれそれ」を対象とした操業を制限する管理措置も
とられている。  

資源評価のまとめ 

 小型底びき網によるマアナゴCPUEの経年変化等から判断して、伊勢・三河湾のマアナゴ資源は中位水準にある 
 過去5ヶ年のマアナゴCPUEの推移から、動向は横ばいと判断される  

管理方策のまとめ 

 伊勢・三河湾のマアナゴ資源量は、湾外から来遊する仔魚（のれそれ）の多寡により変動するものと推測され、漁
業管理による加入量の制御は困難。加入量あたり漁獲量増大のため小型魚の保護が有効  
 加入量あたり漁獲量の増大が目標  
 秋冬漁期の小型魚の保護が主要な管理方策  
 「のれそれ」を対象とした操業を制限  
 

執筆者：黒木洋明・渡辺 一俊



資料５－２

伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種の広域資源管理

１ 資源の現状

伊勢湾、三河湾内の小型機船底びき網漁業全体（貝類除く）の漁獲量は、1970年代には１
万トン程度であったが、1990年代前半に減少した後 7千トン程度で推移している。
小型機船底びき網漁業等の重要魚種であるトラフグ、マアナゴ、シャコは、小さなサイズ

で漁獲される割合が高いことから、小型魚の保護を中心とした管理で漁獲量の増大を図る必

要がある。

２ 関係漁業種類

（愛知県）まめ板網、餌料びき網、えびけた網、（あなご篭、ふぐはえ縄、外海びき網、機船

船びき網漁業）

（三重県）まめ板網、（あなご篭、ふぐはえ縄、機船船びき網漁業）

３ 資源管理の方向性

伊勢湾及び三河湾での小型機船底びき網漁業の漁獲量は、1990年代に大きく減少し、同漁
業にとって重要魚種であるトラフグ、マアナゴ、シャコの３種は、漁獲量に占める比率も減

少している。また、３種を含む多くの魚種は、小さなサイズで漁獲される割合が高く、成長

乱獲の防止が必要とされた。このため、資源回復計画では、伊勢湾、三河湾における底魚資

源を対象とし、小型魚保護の強化、改良漁具の導入及び休漁日の設定等を内容とした資源管

理に取り組むことで、対象資源の回復と漁獲量の増大を目指してきた。

その結果、トラフグでは当歳魚の漁獲割合が大きく減少し、加入量あたり漁獲量の増加が

認められた。また、マアナゴでは漁獲サイズの大型化、シャコでは努力量あたり漁獲量の増

加傾向がみられたが、漁場環境の悪化も相まって資源の大きな回復には至っていない。そこ

で、これまでの取組を継承していくとともに、取組の強化等を進め、より効果の高い資源管

理を実践していくことが適当と考えられる。

なお、トラフグは伊勢湾、三河湾の小型機船底びき網漁業の漁獲対象になっているほか、

静岡県、愛知県、三重県のふぐはえ縄漁業等によっても漁獲される地域の重要資源であるこ

とから、より広域な取組が必要となっている。

４ 資源管理措置

①資源回復計画以前から実施していた措置

措 置 内 容 資源回復計画での取組

禁止区域の設定 漁業調整規則（愛知県、三重県） そのまま継承

小型魚の水揚げ規制 漁業調整規則（愛知県） そのまま継承

自主規制（愛知県、三重県）

トラフグの種苗放流 愛知、三重両県に静岡県も参加して実施 そのまま継承

漁場環境の保全措置 海底堆積物の除去、海底耕耘 そのまま継承

干潟・藻場造成



②資源回復計画で実施した措置

対象漁業種類 目的 措置内容 資源管理での取組

小型機船底びき 小型魚の保護 （トラフグ）

網漁業 全長２５センチ以下の再放流 継続

（愛知・三重） （三河湾：9月 1 日～ 9 月 30 日）

（伊勢湾：9月 1 日～ 10 月 31 日）

（マアナゴ） 継続

全長２５センチ以下の再放流

（10 月 1 日～ 11 月 30 日）

（魚介類全般） 継続

改良漁具の導入（愛知県まめ板網）網目拡大

シャワー設備の導入（愛知県） 見直し

休漁期間の設定 シャコ冬季水揚

制限に見直し＊

努力量制限 休漁日の設定（地区ごと） 継続

ＴＡＥによる漁獲努力量規制 継続

あなご篭漁業 小型魚の保護 （マアナゴ） 継続

（愛知・三重） 全長２５センチ以下の再放流

（10 月 1 日～ 11 月 30 日）

改良漁具の導入（愛知県）網目拡大 継続

機船船びき網漁 小型魚の保護 （マアナゴ） 継続

業等 稚魚（ノレソレ）目的の操業禁止

（愛知・三重）

＊ 資源量予測に基づき、冬期の一定期間中に、１日１隻当たりの漁獲量を設定して、水揚

げを制限する（シャコ）。

５ 関係者による連携を図るための体制

下図の行政・研究担当者会議及び漁業者協議会により、資源管理の目的、期間等を明確に

しつつ、資源状況や漁獲状況の把握、資源管理措置の確実な実施を図り、管理方策の改善を

検討する。

行政・研究者担当会議 漁業者協議会

（水産庁、愛知県、三重県、 （愛知県、三重県の漁業者団体）

(独)水産総合研究センター）

・資源状況や漁獲状況の把握 ・資源管理措置の着実な実施

・資源管理措置の実施状況の把握 ・資源管理計画の作成、変更

・資源管理措置の改善の検討

・資源管理指針・計画の調整

(参考) 伊勢湾・三河湾外（渥美外海等）で現在実施されている取組

・小型機船底びき網漁業（通称：外海底びき網）

伊勢湾同様に、トラフグ小型魚の保護を継続して実施する。

（９月１日から１０月３１日までの間、全長２５センチ以下の再放流）

・ふぐはえ縄漁業

漁具制限や漁獲努力量の削減などすでに実施されている資源管理措置を関係者の協議に基

づき適宜見直し等を行いつつ継続する。



 資料５－３  

 

伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源 

の広域資源管理に基づく平成２５年度の取組状況 

について（案） 

 

１ 漁獲努力量の削減措置 

 （１）小型魚の水揚げ制限 

   （ア）全長 25 ㎝以下のトラフグ（小型機船底びき網漁業）、マアナゴ（小型機

船底びき網漁業、あなご篭漁業）の再放流。 

    （イ）マアナゴ稚魚（ノレソレ）目的操業の禁止（機船船びき網漁業） 

（２）漁具の改良 

小型機船底びき網漁業とあなご篭漁業の一部で目合いを拡大。 

 （３） 産卵親魚の保護 

   冬期におけるシャコの漁獲量制限を一部で継続実施。 

（４）休漁期間の設定 

地域ごとに休漁日を設定。 
 

２ 資源の積極的培養措置 

トラフグ稚魚７２万尾を放流（静岡県含む）。平成１８年度から関係県の連携

・協力による海域レベルでの適地種苗放流体制の構築に向けた取組を実施。 
 

３ その他（トラフグ保護の湾外の関連した取組） 

操業禁止期間の設定、採捕制限等（ふぐはえ縄漁業）、全長 25 ㎝以下のトラフ

グの再放流（小型機船底びき網漁業）。 
 




