
アカガレイ日本海系群
令和２年度資源評価結果
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●漁獲は、9割以上が沖底（1そうびき、2そうびき）と小底による。他に
は僅かに刺網で漁獲される。
●沖底（１そうびき）が全漁獲量の4～6割を占める。

生物学的特性

2

生物学的特性

 寿命： 雌 20歳 雄15歳
 成熟開始年齢：雌25cm（50％）、30cm

（100％）、雄17cm（50％）、22cm（100％）
産卵期・産卵場： 2～4月、若狭湾、経ヶ
岬周辺、赤碕沖を中心とする隠岐諸島周
辺、粟島北方（水深180～200m）

 食性： クモヒトデ類を周年捕食するが、オ
キアミ類やホタルイカモドキ類などのマイ
クロネクトンが増えると、それらを選択的
に捕食

 捕食者：幼稚魚はマダラ、成魚は不明



● 2019年の漁獲量： 3,521トン
鳥取県、兵庫県、福井県、石川県が多い。

漁獲の動向
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資源の水準

●資源量指標値（資源密度指数※）：資源水準を反映する指標値であ
り、2019年は17.1kg/網

●資源水準：資源量指標値が10～20kg/網にあるため 「中位」
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※水準区分 低位／中位：資源量指標値の最高～最低値の下位3分の1に相当する10kg/網
中位／高位：資源量指標値の最高～最低値の上位3分の1に相当する20kg/網

※資源密度指数：沖底1そうびき漁船の月別漁区別の1網あたり漁獲量（CPUE）
から算出
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資源の動向
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＊白抜きは計算に予測値を含む

●資源量：2000年以降、2.4万トン～6.3万トンで推移
2020年は4.2万トン

●資源の動向： 過去5年間の資源量の推移から「減少」
●漁獲割合：2000年以降8～14％で推移、2020年は8%
※資源量：トロール調査に基づくコホート解析により推定した雌雄合計の資源量
漁獲割合: 各年の雌雄合計の漁獲量／資源量
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資源状態（親魚量と加入量）

●親魚量：2000年以降、1.5万トン～4.8万トンで推移
2020年は3.9万トン

●加入量（2歳魚）：増加傾向にある
ただし、漁獲への本格加入にはまだ数年かかる
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資源評価のまとめ
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202１年ABC表

管理基準 Target/Limit
2021年ABC 

（百トン）
(雄, 雌）

漁獲割合
（％）

(雄, 雌）

F値
(雄, 雌）

(現状のF値からの
増減％）

0.8Fcurrent
Target 28

（6, 21）
7

(9, 5)
0.07

(0.09, 0.05)
(－34％)

Limit 33
（7, 25）

8
(11, 6)

0.08
(0.11, 0.06)

(－20％)

・Flimit＝Fcurrent×β2とし、β2には0.8を用いた。
・Fcurrentは2017年～2019年のFの平均値
・漁獲割合は2021年のABC／資源量

水準：中位、動向：減少
管理目標：漁獲圧を現状より下げ、資源量を維持する
 加入量は増加傾向にあるが、漁獲への本格加入は数年後

 漁獲加入が本格的に増加するように、改良網の使用を促進し
て小型魚の保護に努めるべき



ズワイガニ日本海系群 A海域
令和2年度資源評価結果
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ズワイガニ⽇本海系群A海域 分布と⽣物学的特性

⽣物学的特性
■寿命︓10歳以上
■成熟開始年齢︓雄は脱⽪齢期で11齢
以降、11齢（5%）、12齢（20%）、
13齢（100%）、雌は11齢（100%）
■産卵期・産卵場︓初産雌では夏から秋、
経産雌では2〜3⽉
■⾷性︓底⽣⽣物を主体に、甲殻類、⿂類、
イカ類、多⽑類、⾙類、棘⽪動物等
■捕⾷者︓⼩型個体はゲンゲ類、マダラ等
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漁獲の動向

• 漁獲量（漁期年）は2001年から2007年にかけて増加したが、2008年以降は雄の
ミズガニを中⼼に減少。

• 漁獲尾数は雌で多く、ミズガニで少ない。カタガニでは安定している。
• 2019年の漁獲量は雌雄込みで2.5千トン。とくに近年はミズガニの割合が低下。

漁期年 漁期年

漁獲量 漁獲尾数
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資源の動向

 資源はカタガニ、ミズガニ（雄）および雌によって構成される。資源量は2007年に最⼤
となったのち減少した。2016年から2018年にかけて再度増加したが、2019年以降減
少している。

 親⿂量も資源量と同様に推移しており、2019年の親⿂量は4.1千トン。動向は横ばい。
 本海域の親⿂量は雌の漁期後資源量

親⿂量銘柄別資源量

漁期年 漁期年
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ズワイガニ⽇本海系群 A海域のMSY

MSY: 3.7千トン

親⿂量︓3千トン

●最⼤持続⽣産量（MSY）：3.7千トン
●MSYを実現する親⿂量（Sbmsy、⽬標管理基準値）：3千トン
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ズワイガニ⽇本海系群 A海域の神⼾プロット（チャート）

現状の親⿂量︓MSYを実現する親⿂量を上回っている。
現状の漁獲圧︓MSYを実現する漁獲圧を下回っている。

※神⼾プロット︓ 資源⽔準と漁獲圧⼒について、最⼤持続⽣産量を達成する⽔準
と⽐較した形で過去から現在までの推移を表⽰したもの
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将来の親⿂量および漁獲量の推移

35%
58%
82%
93%

2030年に親⿂量が⽬標管理基準値案（3.0千トン）を上回る確率将来の親⿂量の平均値（千トン）

将来の漁獲量の平均値（千トン）

β 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.0 4.1 3.5 2.6 2.7 4.2 3.1 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9
0.9 4.1 3.5 2.7 2.8 4.4 3.4 3.0 2.9 2.9 3.1 3.2 3.1
0.8 4.1 3.5 2.9 3.1 4.8 3.8 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6 3.5
0.7 4.1 3.5 3.0 3.3 5.2 4.2 3.7 3.6 3.6 3.8 3.9 3.8

β 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.0 2.5 2.7 3.7 3.1 3.9 3.7 3.6 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3
0.9 2.5 2.7 3.5 2.9 3.7 3.6 3.7 3.1 3.0 3.1 3.2 3.3
0.8 2.5 2.7 3.2 2.8 3.6 3.6 3.7 3.1 3.0 3.1 3.3 3.3
0.7 2.5 2.7 2.9 2.7 3.5 3.6 3.7 3.1 3.0 3.1 3.2 3.2

●親⿂量が⽬標管理基準値以上となるような漁獲シナリオで将来予測を実施
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日本海西部あかがれい・ずわいがにの広域資源管理について 

１ 資源の現状 

（１）あかがれい

漁獲量は、1992 年の2,281 トンから増加して、2007～2010 年は5,500 トン前後で

推移し、2011 年は近年最多の6.158 トンとなった。2012～2014 年は5,500 トン前後

で推移し、その後減少して2019年は3,521 トンとなった。 

令和二年度アカガレイ日本海系群の資源評価では、資源水準は中位、資源動向は減 

少と判断されている。 

（２）ずわいがに

漁獲量（暦年）は、1960 年代半ばと1970 年頃にピークを迎え、1.4 万トンを超え

た。しかし、1970 年以降に急減し、1988～1993 年には2,000 トンを下回った。1990

年代半ば以降は増加に転じ、2007 年は5,000 トン近くとなったものの、再び減少し

ている。2019 年の漁獲量は雌雄込みで2,500トンとなった。 

令和二年度ズワイガニ日本海系群Ａ海域の親魚量の動向は横ばいとされている。 

２ 関係漁業種類 

府県名 大臣管理漁業 知事管理漁業 

石川県 沖合底びき網漁業(13) 小型機船底びき網漁業(121) 

福井県 沖合底びき網漁業(27) 小型機船底びき網漁業(43) 

京都府 沖合底びき網漁業(5) 小型機船底びき網漁業(6) 

兵庫県 沖合底びき網漁業(49) － 

鳥取県 沖合底びき網漁業(24) － 

島根県 沖合底びき網漁業(19) 

（２そうびきを含む） 

小型底びき網漁業(41) 

ずわいがに漁業(9) 

（かにかご） 

※（ ）内は令和２年 1月現在の許認可隻数 

３ 資源管理の方向性 

ずわいがにについては漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定、制限又は条件等の公的管理に加

え、休漁、県別漁獲量上限の設定、漁獲物の規制、保護区の設定、操業区域の制限（水

深帯規制）等の自主的管理に取り組んでいる。 

資料１－３ 
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４ 関係者による連携を図るための体制 

国、関係府県の行政・試験研究機関、資源研、漁業者団体から構成される「日本海西部

あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会」を設置し、関係者間で資源管理措置の

取組状況等の情報共有等により、適切な広域資源管理を推進する。 

５ 日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理の取組状況 

（１）会議等の開催実績（第 28 回日本海西部会以降）

ア 広域資源管理に係る会議

開催年月日 会 議 名 参 加 者 

R02.9.17 第１０回日本海西

部あかがれい・ずわ

いがに広域資源管

理検討協議会 

府県（行政及び試験研

究機関）、漁業団体、全

底連、資源研、水産庁 

イ 関係会議

開催年月日 会 議 名 参 加 者 

R02.9.16 令和２年度日本海ズワイガニ

特別委員会 

底曳組合、かにかご組合、全底連、

資源研、府県（行政機関）、水産庁 
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（２）資源管理措置の概要

ア 公的管理措置

府県名 漁業種類 公的管理措置 内容 

石川県 

福井県 

京都府 

兵庫県 

鳥取県 

島根県 

沖底 

かにかご 

小底 

①海洋生物資源の保存及

び管理に関する法律

（第 3条､第 4条）

②特定大臣許可漁業等の

取締りに関する省令

(第 25 条)

①ずわいがに：漁獲可能量（Ｔ

ＡＣ）の設定

・あかがれい：漁獲努力可能

量（ＴＡＥ）の設定（※かに

かごは除く）

②採捕の制限：未成熟ガニ（復

節内側に卵を有しない雌ガ

ニ及び甲幅 9 ㎝未満の雄ガ

ニ）の採捕禁止

・漁獲物の規制：成熟ガニの

採捕禁止期間（雌ガニ：1/21

～11/5、雄ガニ：3/21～

11/5）

沖底 ①沖合底びき網漁業につ

き、その許可又は起業

の認可をすべき船舶の

総トン数別及び操業区

域別の隻数並びに許可

又は起業の認可を申請

すべき期間(漁業法第

58条第 1項に基づく告

示)

②指定漁業の許可及び取

締り等に関する省令

(第 17 条)

①操業区域の指定、トン数及

び隻数の制限

②沖底禁止ライン（沿岸域の

操業禁止）

・操業禁止期間

・7/1～8/31：石川､福井（鋸

埼以東） 

・6/1～8/31：福井（鋸埼以

西）､京都､兵庫､鳥取､島

根）

・網口開口板の使用禁止

島根県 かにかご ①ずわいがに漁業の許可

方針(通知)

②特定大臣許可漁業等の

取締りに関する省令

(第 3条、第 7条、第 17

条)

①前年度許可受有者で前年度

に操業実績を有する者が、

前年度許可受有船等で申請

した場合に限り許可

②許可期間：11/20～2/末日

・漁法の制限：かご以外禁止

・採捕の制限：雌ガニの採捕

禁止
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・操業海域の制限：ⅰ三度沖、

ⅱ隠岐東部、ⅲ隠岐堆以外

では操業禁止 

・漁具の制限：使用するかご・

連数（360 個以内、4連以内

※隠岐東部は 5連以内）

・操業禁止海域：大和堆海域

石川県 

福井県 

京都府 

兵庫県 

鳥取県 

島根県 

小底 ①瀬戸内海以外の海面を

操業区域とする小型機

船底びき網漁業につき

許可をすることができ

る都道府県別の船舶の

隻数の最高限度(昭和

38 年 4 月 19 日農林省

告示第 498 号)

②小型機船底びき網漁業

取締規則(第 4条)

①隻数制限

石川県：178 隻以内、うち 10

トン以上 19 隻以内

福井県：156 隻以内、うち 10

トン以上 65 隻以内

京都府：33 隻以内、うち 10 ト

ン以上 33 隻以内

兵庫県：12 隻以内、うち 10 ト

ン以上 6隻以内

鳥取県：244 隻以内、うち 10

トン以上 0隻以内

島根県：102 隻以内、うち 10

トン以上 46 隻以内

②禁止漁法：２そうびき

・禁止漁具：滑走装置を備え

た桁及び網口開口板

石川県 小底 ③小型機船底びき網漁業

（手繰第 1 種漁業）の

許可等の取扱方針

④石川県漁業調整規則

（第 38 条､第 44 条）

③漁船の大型化の制限

・操業区域：沿岸域の操業禁

止

・操業期間：毎年 9/1～翌年

6/30（7/1～8/31 は操業禁

止）

④漁具の制限：囊網の目合 15

㎝につき12節以下又は網目

2.7 ㎝以上

・漁船の総トン数の制限：10

トン（禄剛埼突端正東の線

以南の海域で操業するも

の） 
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福井県 小底 ③小型機船底びき網漁業

の許可等に関する取扱

方針

④福井県漁業調整規則

（第 40 条）

⑤福井海区漁業調整委員

会指示第 30-9 号（平成

30 年 8 月 28 日）

③漁船の大型化の制限

・漁業者の住所別（ⅰ福井県

全域､ⅱ京都府､ⅲ石川県）

に区分した操業区域（ⅰ福

井県沖合海域､ⅱ福井県沖

合海域のうち常神埼から正

北の線以西海域､ⅲ福井県

沖合海域のうち安島崎から

新方位 260 度の線以北の海

域）及び操業期間（ⅰ9/1～

6/30､ⅱ9/1～5/30､ⅲ9/1～

6/30）

・操業禁止区域：沿岸域の操

業禁止

・期間禁止区域：ⅰ及びⅲ 鋸

埼突端から正北の線以西の

海域 6/1～8/31､その他の

海域 7/1～8/31 

・夜間操業禁止：

・ⅱ 6/1～11/5 日没 2 時

間後から日の出 2 時間前

まで

・ⅲ 11/1～3/31 20 時から

翌日 4時まで

④漁具の制限：ふくろ網の目

合 15 ㎝につき 14 節より荒

目

⑤操業禁止区域：ズワイガニ

漁期外における特定海域の

一定水深帯

京都府 小底 ③小型機船底びき網漁業

許可取扱要綱

④京都府漁業調整規則

（第 39 条,40 条）

⑤許可内容（制限又は条

件）

③許可隻数の最高限度：33 隻

④漁具の制限：同時使用漁具

数 1統、もじ網以外の網

・漁法の制限：船舶をいかり

で固定して網をひき寄せる

漁法
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・禁止区域：久美浜湾口での

水産動植物の採捕禁止

⑤操業区域：京都府新井埼正

北の線以東の京都府沖合海

面

・操業期間：9/1～翌年 5/31

（6/1～8/31 は操業禁止）

・夜間操業禁止：6/1～11/5

日没 2 時間後から日の出 2

時間前まで

・操業禁止区域：沿岸域の操

業禁止

島根県 小底 ③水産課長専決漁業許可

等の取扱方針

④島根県漁業調整規則

（第 39 条）

③漁船の大型化の制限

・操業区域：許可等の申請者

が住所等を有する地区（岩

見地区､出雲地区､隠岐地

区）の沖合海面

・操業期間：9/1～翌年 5/31

（6/1～8/31 は操業禁止）

・操業禁止区域：沿岸域の操

業禁止

・期間禁止区域：毎年 3/1～

5/31及び9/1～9/30までの

期間の特定海域

④漁具の制限：網目 3㎝以上
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イ 自主的管理措置の取組状況（資源管理計画に規定されている取組）

府県名 漁業種類 自主的管理措置 内容等 

石川県 沖底・小 

底 

保護区の設定（鰈・蟹） ・10 カ所の保護礁造成海域等

（周年） 

・金沢・橋立沖（2/1～3/20） 

操業区域の制限（水深帯

規制）（鰈・蟹） 

・一部海域では水深 230m～

350m に変更し制限区域を拡

大⇒230ｍ～350ｍ（一部拡大） 

小型魚の保護（鰈） ・全長 20 ㎝未満の小型魚

小型個体の保護（蟹） ・雄ガニ：甲幅 9㎝未満

・雌ガニ：クロコ以外の未熟

ガニ（アカコ、マンジュウ） 

網目制限（鰈・蟹） ・魚捕部には 6節以下の網目

漁獲物の規制（蟹） ・雄ガニの採捕：11/6～3/20

・雌ガニの採捕：11/6～12/29 

・水ガニの採捕：全面自粛

沖底 県別漁獲量上限の設定

（蟹） 

・7月～翌年 6月の 1年間

休漁（鰈） ・9 月から翌年 6 月の間に計

20 日以上（原則毎月 2日以

上）

採捕制限（蟹） ・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ：採捕尾数を航海区

分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:5,000 尾以内 

1 晩泊船:8,000 尾以内 

1 航海船:16,000 尾以内 

小底 休漁（鰈、蟹） ・地区の実情に合わせて設定

福井県 沖底・小 

底 

海底清掃、海底耕耘（鰈・

蟹） 

沖底 県別漁獲量上限の設定

（蟹） 

・7月～翌年 6月の 1年間

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕：11/6～12/31

・水ガニ採捕：2/19～3/20
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操業区域の制限（水深帯

規制）（鰈・蟹） 

・ズワイガニ漁期外における

特定海域の一定水深帯

採捕制限（蟹） ・水ガニ：甲幅 10 ㎝未満

・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ、水ガニ：採捕尾数

を航海区分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:5,000 尾以内 

1 晩泊船:8,000 尾以内 

1 航海船:16,000 尾以内 

水ガニ 

日帰り船:800 尾以内 

1 晩泊船:1,600 尾以内 

1 航海船:2,300 尾以内 

小底 休漁（鰈・蟹） ・越前町沖合海域：6/1～30

・福井市沖合海域：ズワイガ

ニ漁期外に月に 2日程度

・坂井市沖合海域：ズワイガ

ニ漁期外に月に 2日程度

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕禁止期間：1/11

～1/20

・水ガニ採捕禁止期間：11/6

～1/10

京都府 沖底・小

底 

休漁（鰈） ・4月～5月の間に月6日以上 

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕：11/6～12/31

・水ガニ採捕：全面自粛（沖

底のみ）

分離漁獲型底曳網等の使

用（鰈・蟹） 

・小型個体の混獲回避

沖底 保護区の設定（鰈・蟹） ・保護礁設置海域（周年）

操業回数の制限等（鰈・

蟹） 

・一航海24時間超の魚曳は曳

網回数を 11 回以内（鰈） 

・2晩以上の連続操業禁止

・ズワイガニ漁期外に特定海

域で夜間操業禁止
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採捕制限（蟹） ・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ：採捕尾数を航海区

分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:5,000 尾以内 

1 晩泊船:8,000 尾以内 

小底 網目制限（鰈、蟹） ・小型魚の混獲を 50％以上削

減できる適正な目合の漁網

の使用 

兵庫県 沖底 県別漁獲量上限の設定

（蟹） 

・7月～翌年 6月の 1年間

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕：2/1～2/末日

保護区の設定（鰈、蟹） ・3カ所の保護区（周年）

操業区域の制限（水深帯

規制）（鰈、蟹） 

・9月～10 月及び 4月～5月：

漁場の一部で操業禁止 

・9/1～11/5：水深 230～300ｍ

の海域 

採捕制限（蟹） ・雄ガニ：甲幅 10.5 ㎝未満

・雌ガニ：甲幅 7.0 ㎝未満

・水ガニ：甲幅 10.5 ㎝未満

・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ、水ガニ：採捕尾数

を航海区分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:3,500 尾以内 

1 晩泊船:6,000 尾以内 

1 航海船:12,000 尾以内 

水ガニ 

日帰り船:300 尾以内 

1 晩泊船:500 尾以内 

1 航海船:1,000 尾以内

公休日（蟹） ・11/6～11/30までの間に960

時間以上 

鳥取県 沖底 漁獲量上限の設定（蟹） ・7月～翌年 6月の 1年間

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕：11/6～12/31

・水ガニ採捕：2/1～2/末日
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保護区の設定（鰈、蟹） ・4カ所の保護区（周年）

小型魚の保護（鰈） ・全長 20cm 未満の小型魚

採捕制限（蟹） ・雄ガニ：甲幅 10.5 ㎝未満

・雌ガニ：甲幅 7.0 ㎝未満

・水ガニ：甲幅 10.5 ㎝未満

・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ、水ガニ：採捕尾数

を航海区分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:3,500 尾以内 

1 晩泊船:6,000 尾以内 

1 航海船:12,000 尾以内 

水ガニ 

日帰り船:300 尾以内 

1 晩泊船:500 尾以内 

1 航海船:1,000 尾以内 

公休日（蟹） ・11/6～11/30 までの間に 96

時間以上

島根県 沖底 県別漁獲量上限の設定

（蟹） 

・7月～翌年 6月の 1年間

漁獲物の規制（蟹） ・雌ガニ採捕：11/6～12/31

・水ガニ採捕：1/20～2 月末日 

保護区の設定（鰈、蟹） ・4ヵ所の保護区（周年）

小型魚の保護（鰈） ・全長 18cm 未満の小型魚
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採捕制限（蟹） ・雄ガニ：甲幅 9.5 ㎝未満

・雌ガニ：甲幅 7.0 ㎝未満

・水ガニ：甲幅 10.5 ㎝未満

・雌ガニ：アカコは採捕禁止

・雌ガニ、水ガニ：採捕尾数

を航海区分ごとに制限

雌ガニ 

日帰り船:5,000 尾以内 

1 晩泊船:8,000 尾以内 

1 航海船:16,000 尾以内 

水ガニ 

日帰り船:800 尾以内 

1 晩泊船:1,600 尾以内 

1 航海船:2,300 尾以内 

公休日（蟹） ・11/6～11/30 までの間に 72

時間以上の在港

小底 休漁（鰈） ・出雲海域：4～10 月の間の土

曜日（11～翌年 3 月の間も

土曜日休漁） 

・岩見海域：4～10 月の間の金

曜日（11～翌年 3 月の間も

金曜日休漁） 

・隠岐海域：5～11 月の間の金

曜日（12～翌年 4 月の間も

金曜日休漁） 

選択漁具の導入（鰈、蟹） ・小型魚、小型ガニの混獲防

止

操業時間の制限（鰈、蟹） ・日没から日の出 1 時間前ま

で（夜間）

沖底（２

そ う び

き） 

休漁（鰈） ・9 月～翌年 5 月の間に毎月

1日以上

採捕の自粛（鰈・蟹） ・9～11 月の間、採捕を自粛

かにかご 休漁（蟹） ・30 ﾄﾝ未満船：11/20～22、

2/24～2 月末日

・30 ﾄﾝ以上船：11/20～22､2/6

～2 月末日 
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漁獲物の規制（蟹） ・水ガニ採捕：1/20～2/23

※30 ﾄﾝ以上船は 1/20～2/5

採捕制限（蟹） ・水ガニ：1 隻 1 航海当たり

570 尾以内

操業区域の制限（蟹） ・三度沖漁場、隠岐東部漁場

又は隠岐堆漁場の何れか

改良漁具の導入（蟹） ・小型個体の保護のため、か

ご網の網目内径 15 ㎝以上

への拡大又はかご側面最下

部への内径 9.5 ㎝以上の円

形脱出口の装着

年間漁獲量上限の設定

（蟹） 

・7月～翌年 6月の 1年間

○ 上記の取組のほか、ずわいがにについては、保護区の設定、操業区域の制限、

漁獲物の規制等、業種内（府県内・府県間）及び業種間の協定等により、操業の

実態にあった自主的な規制にも取り組んでいる。 

○ 同様の取組を実施していても、府県によっては資源管理計画に規定していな

い場合がある。 



底びき網漁業におけるあかがれい・ずわいがにの資源管理

１．資源管理措置の概略

公的管理措置公的管理措置

○数量規制
（１）ズワイガニ漁獲可能量（ＴＡＣ）

令和２年漁期ＴＡＣ 3,400ﾄﾝ
（２）アカガレイ漁獲努力可能量（ＴＡＥ）

令和２年漁期ＴＡＥ 22,320 隻日
○許可隻数（令和２年１月現在）

大臣許可 沖底１３８隻
知事許可 小底２３０隻

〇操業期間
（１）カニ漁期

オスガニ 11月 6日～翌年 3月20日
メスガニ 11月 6日～翌年 1月20日

（２）沖底・小底操業期間
鋸埼以東 9月 1日～翌年 6月30日
鋸埼以西 9月 1日～翌年 5月31日

○操業区域
〇甲幅・採捕制限

オスガニ 甲幅9cm未満の採捕禁止
メスガニ 腹節内側に卵を有しないもの

の採捕禁止
〇漁具制限

沖底の網口開口板の使用禁止

自主的管理措置自主的管理措置

日本海西部地域共通
○採捕期間の短縮

オスガニ 公的管理措置と同じ
ミズガニ 1月20日～ 2月末日

（又は 2月9日～ 3月20日）
メスガニ 11月 6日～12月31日
＊実態としてカニ漁期末に他魚種操業へシフト

○採捕制限
・メスガニのうちアカコ・マンジュウガニは採捕禁止
・メスガニ、ミズガニの採捕尾数を航海区分（日帰り

船、1晩泊船、1航海船）ごとに制限

府県単位の取組例
○採捕期間の短縮

ミズガニ 2月1日～2月末日/2月19日～3月20日
メスガニ 11月 6日～12月29日

○採捕制限
メスガニ、ミズガニの航海区分ごとの採捕尾数制

限の強化
○甲幅制限の拡大

オスガニ 甲幅10.5㎝未満の採捕禁止
ミズガニ 甲幅10.0-10.5cm未満の採捕禁止
メスガニ 甲幅7.0cm未満の採捕禁止

○保護区の設定
保護区（保護礁内、保護礁周辺等）での周年・期
間 操業禁止

○水深帯規制
一定の水深帯での操業を制限することで漁獲対
象外のズワイガニや小型魚の混獲を回避

○ミズガニの採捕自粛
○網目規制等

小型魚保護のための網目拡大や漁期外のズワ
イガニの混獲回避のための改良網の導入

○休漁日の設定
○アカガレイ未成魚の採捕制限

全長18-20㎝未満のアカガレイの再放流

＜特徴＞
・資源や漁業、地域の実態に即した措置
・必要に応じて柔軟に導入する措置
・漁業者の自己管理、相互監視を伴う措置

＜特徴＞
・漁業種類・資源に共通する基本的な措置
・比較的長期の継続的な措置
・法的な遵守義務を伴う措置

【語句】
カタガニ：オスガニのうち最終脱皮後、１年以上経過

⇒ 商品価値高い
ミズガニ：オスガニのうち最終脱皮（９月頃）後、１年

未満（殻が柔らかい）
アカコ ：産卵（抱卵）後間もなく（数ヶ月経過）、卵

の色がオレンジ色
⇒ 孵化が近づくと茶黒色に変化（クロコ）

マンジュウガニ：最終脱皮に至っていない未成体メスガニ

資料１－４

○公的管理（漁獲可能量、許可隻数等）と自主的管理（休漁、サ
イズ等採捕制限等）の組み合わせによる資源管理（共同管理）
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２．生物特性に応じた自主的な資源管理の取組

・一定の定着性がある魚種 → 保護（禁漁）区の設定
・成長段階で分布水深が異なる魚種 → 水深帯規制

生活史と分布水深のイメージ

• 小型個体（未成
魚、成魚オス）
は浅場に周年
分布

• 大型個体（成魚
メス）は春に浅
場に分布、その
後、深場へ移
動

• １１月頃から成
魚メスは浅場
へ移動、２月頃
から浅場で産
卵

• オスガニ（カタガ
ニ）は浅場から
深場にかけて広
く分布・移動

• 未成熟ガニは比
較的浅場へ移
動・分布

• 秋と春に水深
250m前後で交

尾（秋の初産卵
は若いメスガニ
のみ）

• 交尾後、直ぐに
産卵（秋は初産
卵のみ、冬は経
産卵のみ）

• 初産卵1年半後、
経産卵1年後の
春に幼生が孵化

• 着底後の稚ガニ
は、成長とともに
浅場へ移動

【注意】 分布水深と分布時期は、生息海域によって異なる。

参考資料：資源研資源評価、今攸（1980）ズワイガニの生活史に関する研究、島根水試研報、京都府海洋センターホームページ及び季報等
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２－１．保護区の設定等

○漁業者が自主的に保護区を設定
○府県及び国による保護礁の設置
⇒ 保護礁が障害となり操業できないため、透明性・実行性の高

い資源保護
⇒ 保護区・保護礁の増殖効果が期待
⇒ 保護区・保護礁の周りに滲み出す資源の持続的利用が確保

令和元年
漁期新設
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２－２．水深帯規制（ズワイガニ漁期外）

○漁業者が自主的に一定水深帯での操業を規制
⇒ ズワイガニやアカガレイの未成魚・成魚オスの混獲を回避
⇒ 漁期外におけるズワイガニの混獲死亡を低減

底びき網漁業の漁場と水深帯規制のイメージ（京都府沖合の例）

参考資料：京都府ホームページ

ズワイガニ漁期外の220～350m水深帯規制の例

ズワイガニ漁期前（9/1～11/5)

＜京都府沖合の漁場のイメージ＞

・陸側から、水深200mまでの海域が「ニギ

ス、ヤナギムシガレイ、タイ類」の漁場（ピン
ク色囲み部）

・次に、水深250mまでの海域が「ハタハタ、

ソウハチ、ヒレグロ、アカガレイ」の漁場（緑
色囲み部）

・最後に、水深350mまでの海域が「ズワイ
ガニ、アカガレイ」の漁場（青色囲み部）

ズワイガニ漁期後（3/21～5/31)

ズワイガ
ニ操業か
らハタハタ
等の他魚
種操業へ
移行する
ため、この
期間夜間
は操業禁
止（日中操
業可）
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漁業者自らが実施する甲幅規制の遵守に向けた取組
（全底連、兵庫・鳥取県底曳網漁業協会）

①卸売業者、仲買加工業者等の市場関係者に
向けて両県沖底漁業者が取り組む甲幅規制の
周知を目的としたポスターを作成

③全底連による履行
確認（兵庫県内）

③全底連による履行
確認（兵庫県内）

②両県内の市場内に掲
示し、市場関係者に周知
（鳥取県内）

３．自主規制遵守に向けた取組事例

画像提供：（一社）全国底曳網漁業連合会
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