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   資料１－１－２  
 
 
 

複数都道府県をまたがる海域を回遊する魚種の資源管理の取組状況 

（平成 28 年 11 月現在） 
 

 
 

  関係する委員会等 

 １ スケトウダラ日本海北部系群 日本海・九州西委 日本海北部会 

 ２  マダラ 太平洋委、太平洋委 北部会 

日本海・九州西委 

 ３ 太平洋北部沖合性カレイ類 太平洋委 北部会 

 ４ マサバ太平洋系群 太平洋委 

 ５ 太平洋南部キンメダイ 太平洋委 南部会 

 ６ 伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種 太平洋委 南部会 

 ７ 伊勢湾・三河湾イカナゴ 太平洋委 南部会 

 ８ サワラ瀬戸内海系群 瀬戸内委 

９ カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘） 瀬戸内委 

１０ 周防灘小型機船底びき網漁業対象種 

  （カレイ類、ヒラメ、クルマエビ、シャコ、ガザミ） 

瀬戸内委 

１１ 日本海北部マガレイ、ハタハタ 日本海・九州西委 日本海北部会 

１２ 日本海沖合ベニズワイガニ 日本海・九州西委 

１３ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ 日本海・九州西委 

１４ 日本海西部アカガレイ、ズワイガニ 日本海・九州西委 日本海西部会 

１５ 有明海ガザミ 日本海・九州西委 九州西部会 

１６ 九州・山口北西海域トラフグ 日本海・九州西委 九州西部会 

１７ 南西諸島海域マチ類 日本海・九州西委 九州西部会 

１８ 太平洋クロマグロ 日本海・九州西委 

太平洋委、瀬戸内委 
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水準 動向 水準 動向

マイワシ 対馬暖流系群 中位 横ばい タチウオ 日本海・東シナ海系群 低位 横ばい

マアジ 対馬暖流系群 中位 増加 日本海北・中部系群 低位 横ばい

マサバ 対馬暖流系群 低位 増加 日本海西部・東シナ海系群 中位 減少

ゴマサバ 東シナ海系群 中位 減少 ムシガレイ 日本海系群 低位 横ばい

スケトウダラ 日本海北部系群 低位 横ばい 日本海系群 中位 減少

日本海系群（Ａ海域） 中位 横ばい 北海道北部系群 中位 横ばい

日本海系群（Ｂ海域） 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

北海道西部系群 中位 横ばい 東シナ海底魚類

冬季発生系群 － －   エソ類 東シナ海 低位 横ばい

秋季発生系群 － －   ハモ 東シナ海 低位 減少

北海道北部系群 低位 横ばい   マナガツオ類 東シナ海 低位 減少

日本海系群 低位 減少   カレイ類 東シナ海 低位 減少

日本海西部系群 中位 横ばい ケンサキイカ 日本海・東シナ海系群 低位 減少

日本海北部系群 中位 横ばい ウルメイワシ 対馬暖流系群 中位 横ばい

北海道 高位 横ばい ニシン 北海道 低位 横ばい

日本海系群 高位 横ばい カタクチイワシ 対馬暖流系群 低位 横ばい

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

トラフグ 日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 低位 減少 道北系群 低位 減少

マチ類 道南系群 低位 減少

　アオダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 減少 ブリ － －

　ヒメダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 減少 ムロアジ類 東シナ海 低位 減少

　オオヒメ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 横ばい イカナゴ類 宗谷海峡 中位 横ばい

　ハマダイ 奄美諸島・沖縄諸島・先島諸島 低位 横ばい サワラ 東シナ海系群 高位 横ばい

ベニズワイガニ 日本海系群 中位 横ばい ホッコクアカエビ 日本海系群 高位 増加

アマダイ類 東シナ海 低位 減少 ヤリイカ 対馬暖流系群 低位 増加

マダイ 日本海西部・東シナ海系群 低位 横ばい

キダイ 日本海・東シナ海系群 中位 横ばい

※１　日本海・九州西広域漁業調整委員会で議論される広域資源管理の対象種を黄色のセルで示した。

※２　各魚種の資源評価の内容については、「平成２８年度資源評価(ダイジェスト版）」http://abchan.job.affrc.go.jp/digests28/index

　　　を参照。

【２０１６年（平成２８年）資源評価対象種（日本海漁業資源）の資源状況】

２０１６年

魚種名 系群名 資源状態魚種名 系群名

２０１６年

ヒラメ

ソウハチ

ホッケ

ズワイガニ

スルメイカ

資源状態

マガレイ

ハタハタ

マダラ
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