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標準和名マアジ

学名 Trachurus japonicus

系群名 対馬暖流系群

担当水研西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 5歳前後
成熟開始年齢： 1歳（50％）、2歳（100％）
産卵期・産卵場： 1～6月、南部ほど早い傾向があり、盛期は3～5月、東シナ海南部、九州・山陰沿岸～

日本海北部沿岸
食性： オキアミ類、アミ類、橈脚類等の動物プランクトン、小型魚類
捕食者： 稚幼魚はブリ等の魚食性魚類

漁業の特徴

東シナ海・日本海のマアジ漁獲の約80％は、まき網漁業による。主漁場は東シナ海から九州北～西岸・日本海西
部である。マアジは東シナ海及び日本海で操業する大中型まき網漁業による漁獲の31％を占める（2015年）。浮
魚資源に対する努力量管理が、大中型まき網の漁場（海区制）内の操業許可隻数を制限するなどの形で行われ
てきた。さらに1997年から、TACによる資源管理が実施されている。

漁獲の動向

我が国の漁獲量は、1970年代後半に減少し、1980年に4.1万トンまで落ち込んだ。1993～1998年には20万トンを
超えたが、1999～2002年は13.5万～15.9万トンに減少した。2003年から漁獲量は再び増加し、2004年には19.2万
トンになったが、2006年以降はほぼ横ばいで、2015年は13.2万トンであった。韓国はアジ類を毎年、数万トン漁獲
しており、2015年は4.3万トンで、ほとんどはマアジだと推定される。

資源評価法

幼魚の分布量調査結果、漁獲量、漁獲努力量の情報や漁獲物の生物測定結果から、年齢別の漁獲尾数に基づ
きコホート解析を行った。コホート解析は、1～12月を1年として0～3歳以上の4年齢群について資源尾数・重量を
計算し、その動向が大中型まき網の年齢別資源密度指数および調査船による0、1歳魚の資源量指標値に最もよ
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く適合するように最近年の漁獲係数を決定した。

資源状態

資源量は1970年代後半には低水準だったが、1980～1990年代前半にかけ増加して
2005年以降は40万トン前後で経過している。2015年の資源量は53万トンと推定された。
親魚量は2009年以降は20万トン前後で推移し、2015年は25万トンだった。資源水準に
ついては、1960年代前半には漁獲量が30万～40万トンと報告され、現在よりもかなり資
源が豊富だったと考えられる。そのため、1973年以降では高位水準と判断される年はな
いと考え、本種の資源評価では、高位水準とみなす資源量を設定していない。親魚量と
加入量の間には正の相関が見られることから、2000年以降で高い加入量があった2001
年の水準（親魚量15万トン）をBlimitとし、資源水準の低位と中位の境界とした。2015年
の親魚量はBlimit以上であることから中位、最近5年間（2011～2015年）の資源量の推移から、資源動向は増加と
判断した。

管理方策

2015年の親魚量（25万トン）はBlimitより高い水準にあることから、現状の海洋環境条件下での資源水準を維持す
る漁獲シナリオとしてFcurrent、Fmed、さらに資源量の増加が期待できる漁獲シナリオとしてF30%SPRによりABCを
算出した。2016年以降の加入量は、再生産成功率(RPS)を過去10年間（2005～2014年）の中央値18.2尾／kgとし、
その値に年々の親魚量を乗じた値とした。加入量については、計算を行った43年間で最大の加入量93億尾を上
限値とした。0歳魚の漁獲圧の削減率が大きいほど、漁獲量は管理を開始する2017年には減少するが、2019年以
降には増加する。このことから、加入量当り漁獲量を増やすための方策としては、0歳魚の漁獲を減らすことが有効
である。

漁獲シナリオ
（管理基準）

Target/Limit
F値

（Fcurrentとの比較）
漁獲割合

(％)
2017年ABC

(千トン）

Blimit=
150千トン

親魚量5年後
（千トン）

親魚量の増大
（F30%SPR）

Target
0.32

(0.60Fcurrent）
21 130 822

Limit
0.40

(0.75Fcurrent）
25 156 658

現状の
漁獲圧の維持

（Fcurrent）

Target
0.42

(0.80Fcurrent）
26 163 612

Limit
0.53

(1.00Fcurrent）
31 193 411

親魚量の維持
(Fmed)

Target
0.47

(0.89Fcurrent）
29 176 519

Limit
0.58

(1.11Fcurrent）
34 208 331

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漁獲係数（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
Fcurrentは年齢別選択率が2013～2015年平均の下で、年齢別Fの平均値が2015年のFを指す
F値は各年齢の平均値
漁獲割合は2017年漁獲量／資源量
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を指す
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コメント
本系群のABC算定には、規則1-1)-(1)を用いた
2015年の親魚量は24.7万トン
現状の漁獲圧はBlimitを維持できる可能性が高く、持続的に利用可能な水準である
海洋生物資源の保存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、「大韓民国及び中華人民共和国等と我が国の水域にまたがって分布し、大韓民国及び中華人民共
和国等においても採捕が行われていることから、関係国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源
の維持若しくは増大することを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、管理を行う」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以下の漁獲係数であれば資源を維持または
増大させることができると考えられる

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は増加
Blimitは、近年高い加入があった中でも親魚量が比較的少なかった2001年の親魚量（15万トン）とした
2015年の資源量は53万トン
2015年の親魚量水準は25万トンで、Blimitを上回る
現状の漁獲圧は高くなく、資源を現状維持できる水準

管理方策のまとめ

親魚量の増大（F30%SPR）、現状の漁獲圧の維持（Fcurrent）及び親魚量の維持（Fmed）の各シナリオで期
待される漁獲量を2017年ABCとして算定した
加入量当り漁獲量を増やすための方策として、0歳魚の漁獲を減らすことが有効である

期待される管理効果

（1）漁獲シナリオに対応したF値による資源量及び漁獲量の予測
設定した加入量の条件のもとでは、F30%SPR、Fcurrentで漁獲を続ければ資源量の増加が、Fmedでは資源量の
維持が見込める。

（2）加入量変動の不確実性を考慮した検討
2016年以降の再生産成功率（RPS）として1973～2014年のRPS平均値に対するRPSの比をランダムに抽出し、これ
に仮定値を乗じたものを与えて1000回の試行を行った。RPSに乗じる親魚量は加入量の上限値である93億尾とな
る親魚量51万トンを上限とした。F30%SPRでは、親魚量は増加し、Fmedでは、親魚量は緩やかに減少した。5年後
に親魚量がBlimitを上回る確率は、F30%SPRでは100％、Fcurrentでは98％、Fmedでは94％である。

資源変動と海洋環境との関係
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再生産成功率の変動には海洋環境が深く関わっていると考えられる。2005年を除く1973～2015年の再生産成功
率と東シナ海（北緯28度30分、東経125度30分）の3月の平均海面水温（気象庁保有データ）には負の相関があ
る。ただし、2005年は3月の海面水温が低かったにもかかわらず、再生産成功率が低かったとみられ、従来の関係
からは外れている。

執筆者：依田真里・黒田啓行・高橋素光

資源評価は毎年更新されます。
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平成２８年度資源評価報告書（ダイジェスト版）

Top >資源評価> 平成28年度資源評価 > ダイジェスト版

標準和名マイワシ

学名 Sardinops melanostictus

系群名 対馬暖流系群

担当水研西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 7歳程度
成熟開始年齢： 資源の低水準期：1歳（50％）、2歳（100％）

資源の高水準期：2歳（50％）、3歳（100％）
産卵期・産卵場： 1～6月、低水準期では主に五島以北の沿岸域、高水準期では薩南海域をはじめとする

広域
食性： 仔魚期にはカイアシ類などの動物プランクトン、成魚期には動物プランクトンと珪藻

類などの植物プランクトン
捕食者： 大型の魚類や海産ほ乳類および海鳥類など

漁業の特徴

まき網、定置網、棒受け網などで漁獲される。漁場は主に日本海西部および九州北～西岸の沿岸域である。

漁獲の動向

漁獲量は、1983～1991年には100万トン以上で推移した。その後は急速に減少し、2001年には1,000トンまで落ち
込んだ。2004年以降は増加に転じ、2013年は8.6万トンと2000年以降で最も多かった。2014年は0.9万トンと大きく
落ち込んだが、2015年は回復して6.9万トンであった。韓国の漁獲量は近年少なく、2014年に300トンと急減した
が、2015年の漁獲量は3,000トンであった。

資源評価法

2004～2015年の資源量指標値（産卵量、境港まき網CPUE、ただし2014年を除く）を用いて漁獲係数をチューニン
グしたコホート解析により2015年までの資源量を推定した。2014年は漁場となる沿岸域への来遊が極めて少なく、
資源量指標値はその年の資源量および親魚量を指標していないと考えられるため用いなかった。

資源状態

資源量は1970年代から増加し、1988年には1,000万トンを超えた。その後減少し、2001
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年には1万トンを下回ったと推定される。2004年以降は増加し、2015年の資源量は29.8
万トンであった。親魚量は資源量と同様の推移を示し、2015年は19.2万トンであった。再
生産関係より、親魚量10万トン未満では良好な加入が期待できないため、親魚量10万ト
ンをBlimitとした。また、近年における資源量が最低であった2003年前後の資源量推定
値より、資源量5,000トンをBbanとした。資源水準の高位と中位の境界は親魚量100万ト
ン、中位と低位の境界はBlimit親魚量10万トンとした。2015年の親魚量、資源量は
Blimit、Bbanを上回っており、資源水準は中位、動向は直近5年間（2011～2015年）の資源量の推移から横ばいと
判断した。

管理方策

2015年の資源量(29.8万トン)および親魚量(19.2万トン)はBbanおよびBlimitを上回っていることから、現状での親魚
量を維持または増大させる方策として、現状の漁獲圧の維持（Fcurrent)、親魚量の増大（F40%SPR）と親魚量の維
持（Fmed≒F30%SPR)の漁獲シナリオの下でABCを算定した。FcurrentおよびF40%SPRでの漁獲を続ければ親魚
量の増加が、Fmedで漁獲すれば親魚量の維持が見込まれる。

漁獲シナリオ
（管理基準）

Target/Limit
F値

（Fcurrentとの比較）
漁獲割合

(％)
2017年ABC

(千トン）

Blimit=
100千トン

親魚量5年後
（千トン）

現状の
漁獲圧の維持

（Fcurrent）

Target
0.20

（0.80Fcurrent）
14 60 609

Limit
0.24

（1.00Fcurrent）
17 73 511

親魚量の増大
（F40%SPR）

Target
0.24

（0.98Fcurrent）
17 72 518

Limit
0.30

（1.23Fcurrent）
20 88 417

親魚量の維持
（Fmed≒F30%SPR）

Target
0.35

（1.44Fcurrent）
23 100 346

Limit
0.44

（1.80Fcurrent）
28 121 252

定義
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Limitは各漁獲シナリオの下で許容される最大のF値による漁獲量。Targetは資源変動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漁獲係数（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
Fcurrentは2006～2015年のFの平均値
F値は各年齢の平均値
Fmedは不確実性の高い最近年（2015年）を除く、2005～2014年の再生産成功率の中央値（RPSmed＝22.4尾/kg）に対応する漁
獲係数
漁獲割合は2017年の漁獲量／資源量
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の維持

コメント
本系群のABC算定には規則1-1)-(1)を用いた
2015年の親魚量は19.2万トン
海洋生物資源の保存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、「大韓民国及び中華人民共和国等と我が国の水域にまたがって分布し、大韓民国及び中華人民共
和国等においても採捕が行われていることから、関係国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源
の維持若しくは増大することを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、管理を行う」と
されている

資源評価のまとめ

資源水準は中位、動向は横ばい
Bbanは資源量5,000トン、Blimitは再生産関係から1971年の親魚量水準に近い10万トンとした
2015年の資源量は29.8万トン、親魚量は19.2万トンで、それぞれBban及びBlimitを上回っている

管理方策のまとめ

現状の漁獲圧の維持（Fcurrent)、親魚量の増大（F40%SPR）と親魚量の維持（Fmed≒F30%SPR)を漁獲シナ
リオとした
FcurrentおよびF40%SPRでの漁獲を続ければ親魚量の増加が、Fmedで漁獲すれば親魚量の維持が見込
まれる

期待される管理効果

（1）漁獲シナリオに対応したF値による資源量及び漁獲量の予測
設定した加入量条件のもとでは、F40%SPRおよびFcurrentで漁獲を続ければ資源量は増加する。Fmedでは、2017
年以降ほぼ横ばいで推移する。

（2）加入量変動の不確実性を考慮した検討
加入量変動が親魚量に与える影響を見るために、2017～2026年の再生産成功率を仮定値（22.4尾/kg）の周りで
変動させ、F40%SPR、Fcurrent、Fmedのシナリオについて1,000回のシミュレーションを行った。5年後に2015年の親
魚量とBlimit以上の資源水準を維持する確率は、F40%SPR、Fcurrentではともに98%以上、Fmed（≒F30%SPR）では
86%以上であった。

50



資源変動と海洋環境との関係

マイワシの資源変動については海洋環境変動との関係が指摘されている。対馬暖流域においては、再生産成功
率の対数（lnRPS）の変動と、冬季のモンスーンインデックス（MOI：イルクーツクと根室の海面気圧差、季節風の強
さの指標）、北極振動（AO：冬季北半球の大気循環の変動パターン）の指数との間に対応が認められている。例外
もあるが、AOについては正負を逆にした場合にlnRPSの動向と同調する傾向がみられる。これらの関係から、季節
風の強さや水温などの環境要因がマイワシの加入に影響していると考えられている。

執筆者：安田十也・黒田啓行・林　晃・依田真理・高橋素光

資源評価は毎年更新されます。

51



平成２８年度資源評価報告書（ダイジェスト版）

Top >資源評価> 平成28年度資源評価 > ダイジェスト版

標準和名マサバ

学名 Scomber japonicus

系群名 対馬暖流系群

担当水研西海区水産研究所

生物学的特性

寿命： 6歳程度
成熟開始年齢： 1歳（60％）、2歳（85％）、3歳（100％）
産卵期・産卵場： 1～6月、東シナ海南部の中国沿岸～東シナ海中部、朝鮮半島沿岸、九州・山陰沿岸
食性： 主に、オキアミ類、アミ類、橈脚類などの浮遊性甲殻類、カタクチイワシなど小型魚

類
捕食者： 幼稚魚は魚食性の魚類に捕食される

漁業の特徴

東シナ海・黄海・日本海のマサバ漁獲の大部分はまき網漁業による。資源管理は大中型まき網漁業の漁場（海区
制）内の操業許可隻数を制限するなどの努力量管理の形で行われてきた。1997年からはさば類（マサバ・ゴマサ
バ）としてTAC（漁獲可能量）による資源管理が実施されている。

漁獲の動向

我が国の漁獲量は、1970年代後半は30万トン前後であったが、1990年代初めに15万トンほどに落ち込んだ。その
後、1996年に41万トンまで増加したが、2000年以降、概ね8～12万トンの低い水準で推移している。近年の漁獲量
は、2013年に6万トンと1973年以降で最も低い値となったが、その後増加に転じ、2015年は12万トンであった。韓国
は2015年に13万トン、中国は2014年に48万トン（さば類）を漁獲した。

資源評価法

1973年以降の日・韓の年齢別・年別漁獲尾数に基づき、2003年以降の大中型まき網の年齢別資源量指標値を用
いてチューニングをしたコホート解析により、資源量を計算した。

資源状態

資源量は1989年まで100万トン前後で比較的安定していたが、その後増減を繰り返し
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2000年以降は50万トン前後に留まっている。しかし、2014年以降の高加入により資源量
は急増し、2015年の資源量は77万トンと推定された。親魚量は、1993～1996年は30万ト
ン前後で推移し、1997年に急減した後11～19万トンと低水準であったが、2015年には22
万トンまで回復した。漁獲割合は2014年以降やや低下し、30％台前半である。親魚量と
加入量の間に正の相関があることから、資源回復の閾値（Blimit）を1997年の親魚量水
準（25万トン）とした。資源水準は過去43年間の資源量の上位1/3を高位、Blimitを中位
と低位の境界とした。2015年の親魚量はBlimitを下回っているため、資源水準は低位、動向は直近5年間
（2011～2015年）の資源量の推移から増加と判断した。

管理方策

2015年の親魚量はBlimitを下回っており、親魚量の回復を図ることを目標として、F30%SPR、およびFmedを2015年
親魚量とBlimitの比で引き下げたF（Frec）、Fcurrentによる漁獲シナリオを設定し、ABCを算出した。またFmedによ
る漁獲量を算定漁獲量として算出した。2021年までの将来予測の結果では、F30%SPR、Frec、Fcurrentにおける親
魚量は、2021年までにBlimit以上に回復した。また、0歳魚の漁獲係数を小さくすると、2019年以降の漁獲量は変
わらないものの、2021年の親魚量は増加した。若齢魚に対する漁獲圧の緩和は、本種の資源量を増大させ、単位
漁獲努力量あたりの漁獲量の増加などにつながることが期待される。

漁獲シナリオ
（管理基準）

Target/Limit
F値

（Fcurrentとの比較）
漁獲割合

(％)

2017年
漁期ABC
(千トン）

Blimit=
247千トン

親魚量5年後
（千トン）

親魚量の増大
（F30%SPR）

Target
0.37

(0.43Fcurrent)
21 225 776

Limit
0.46

(0.53Fcurrent)
25 264 660

親魚量の回復
(B/Blimit×Fmed)(Frec)

Target
0.66

(0.78Fcurrent)
33 337 476

Limit
0.83

(0.97Fcurrent)
39 381 379

現状の
漁獲圧の維持

(Fcurrent)

Target
0.68

(0.8Fcurrent)
34 342 463

Limit
0.86

(1.0Fcurrent)
40 386 361

2017年漁期
算定漁獲量

（千トン）

親魚量の維持
(Fmed)

Target
0.74

(0.86Fcurrent)
36 357 431

Limit
0.92

(1.08Fcurrent)
42 400 299

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
Fcurrentは2013～2015年のFの平均値
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Fmedは、不確実性の高い最近年（2015年）を除く1990～2014年の再生産成功率の中央値（RPSmed: 7.1尾／kg）に対応する漁獲
係数
F値は各年齢の平均値
漁獲割合は2017年漁期漁獲量／資源量（資源量は2017年1月と2018年1月時点推定値の平均）
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を指す
2017年漁期は2017年7月～2018年6月

コメント
本系群のABC算定には、規則1-1)-(2)を用いた
2015年の親魚量は22万トン
海洋生物資源の保存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、「大韓民国及び中華人民共和国等と我が国の水域にまたがって分布し、外国漁船によっても採捕が
行われていて我が国のみの管理では限界があることから、関係国との協調した管理に向けて取り組みつ
つ、当面は資源を減少させないようにすることを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しなが
ら、管理を行うものとする。」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、
資源を増大させることができると考えられる
韓国による漁獲は考慮したが、中国による漁獲は考慮していない

資源評価のまとめ

資源水準は低位、動向は増加
2015年の資源量は77万トンで、2014年級群の高加入により急増している
Blimitは再生産関係から1997年の親魚量水準（25万トン）とした
2015年の親魚量は22万トンでBlimitを下回っている
中国漁船による漁獲の影響は考慮していない

管理方策のまとめ

親魚量をBlimit以上に回復させる必要があることから、親魚量の回復を目的として、F30%SPR、およびFmed
を2015年親魚量とBlimitの比で引き下げたF（Frec）、Fcurrentを管理基準とするABCおよびFmedによる漁
獲量を算定した
現状の漁獲圧で漁獲を続けると、資源量および漁獲量は緩やかに増加する
親魚量増大には若齢魚に対する漁獲圧の緩和が有効と考えられる

期待される管理効果

（1）漁獲シナリオに対応したF値による資源量及び漁獲量の予測
F30%SPRでは、2017年に漁獲量が大きく減少するものの、その後の資源量の増加に伴い、漁獲量も増加に転じ
る。Frec、Fcurrentでは資源量、漁獲量とも緩やかに増加する。

（2）加入量変動の不確実性を考慮した検討
加入量変動が親魚量と漁獲量に与える影響を見るため、2016～2021年の再生産成功率を仮定値（7.1尾／kg）の
周りで変動させ、F30%SPR、Frec、Fcurrent、Fmedの各シナリオについて、1000回のシミュレーションを行った。
F30%SPRでは、親魚量は増加傾向を示し、高い確率でBlimitを上回る。Frecでは、親魚量は2020年まで緩やかに
増加した後、横ばい傾向を示す。Fcurrentでは、漁獲量、親魚量ともに2019年以降平均値の緩やかな減少が見ら
れる。5年後に親魚量がBlimitを上回る確率は、F30%SPRでは100％、Frecでは67％、Fcurrentでは59％である。
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資源変動と海洋環境との関係

再生産成功率の変動には、海洋環境が深く関わっていると考えられる。再生産成功率の対数と親魚量に直線関
係を当てはめ、直線からの残差を水温と比較した。その残差と東シナ海（北緯29度30分、東経127度30分）の2月の
海面水温（気象庁保有データ）には、負の相関がある。水温に代表される海洋環境が、初期の生残に大きな影響
を与えると想定されるが、詳細については不明な点が多く、影響の解明は今後の課題である。

執筆者：黒田啓行・依田真里・安田十也・鈴木圭・竹垣草世香・髙橋素光

資源評価は毎年更新されます。
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日本海西部・九州西海域マアジ(マサバ・マイワシ)広域資源管理方針に基づく 

平成２８年度の取組状況 
平成 28 年 10 月現在 

 

 

漁獲努力量削減措置の実施状況  

許可 

種類 

 

管轄団体 

 

措 置 

 

平成２８年度の実施状況 

大
中
型
ま
き
網
漁
業 

（
大
臣
許
可
） 

山陰旋網漁業協同組合 

 

日本遠洋旋網漁業協同組合 

 

鹿児島県旋網漁業協同組合 

場所移動

 
「小型魚を主とする漁獲があった場合には、以降、

集中的な漁獲圧をかけないよう速やかに漁場移動」

については、今年度、漁場移動を発動するような状

況が発生していない。 

 なお、小型魚を主とする漁場形成に備え、漁場移

動の具体的取組対応、団体毎の取組が重複する海域

での連携や情報共有及び連絡体制等を整備してい

る。 

山陰旋網漁業協同組合 休 漁 原則、月に４日間の休漁を実施。 

日本遠洋旋網漁業協同組合 休 漁 原則、月に６日間の休漁を実施。 

鹿児島県旋網漁業協同組合 水揚日数

制限 

鹿児島県沖合海域における１ヶ月の水揚日数は 18

日以内を実施。 

休 漁 長崎県沖合海域は原則、月に４日間の休漁を実施。

鹿児島県沖合海域は原則、月に５日間の休漁を実施。

中
型
ま
き
網
漁
業 

（
県
知
事
許
可
） 

山陰旋網漁業協同組合 

(島根県まき網漁業協議会) 

漁獲量 

制限 

「小型魚の漁獲量制限」については、今年度、漁獲

量制限を発動するような状況が発生していない。 

休 漁 原則、週に１日の休漁を実施。 

長崎県旋網漁業協同組合 漁場移動 県南海区、県北海区、五島海区、対馬海区、橘湾は

「小型魚を主とする漁獲があった場合には、以降、

集中的な漁獲圧をかけないよう速やかに漁場移動」

を２９回実施。 

休 漁 県南海区、県北海区、五島海区、橘湾は、原則、月

に 4日間の休漁を実施。 

対馬海区は、「小型魚の漁獲が多い時期に一定日数

の休漁」を実施。 

中
小
型
ま
き

網
漁
業
（
県

知
事
許
可
）

鹿児島県旋網漁業協同組合 水揚日数

制限 

鹿児島県地先海域における１ヶ月の水揚日数は 18

日以内を実施。 

休 漁 原則、月に 5 日間の休漁を実施。 

 

資料１－５－２  
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日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源

管理方針の概要

・はじめに

日本海西部・九州西海域のマアジ（マサバ・マイワシ）は平成２１年度から平成

２３年度において、「日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回

復計画」により小型魚の漁獲圧を一定程度低減し、マイワシも混獲程度の漁獲に努

める等の計画を実施してきた。

平成２４年度からは新たな資源管理指針・計画制度下で実施すべく従前の資源回

復計画において講じた措置を踏襲し、関係者が連携し資源管理に取り組んでいる。

・マアジ、マサバ及びマイワシ広域資源管理の必要性

日本海西部・九州西海域の広域に分布回遊することから、大臣許可漁業である大

中型まき網と知事許可漁業である中小型まき網漁業が連携・協力して広域資源管

理に取り組むことが必要である。

・取り組み目標

マアジ及びマサバは、ともに０歳魚から漁獲圧がかかっていることから、小型魚

への漁獲圧を低減する取り組みを目標とする。

マイワシは、小型魚への漁獲圧が増大しないよう取り組みを行いつつ、親魚量を

維持・回復させる事を目標とする。

・講じる措置

小型魚主体の漁獲があった場合には、集中的な漁獲圧をかけないよう速やかに漁

場移動を行うほか、原則月４～６日間の休漁等や水揚げ日数の制限を実施している。

また、特定漁港漁場整備事業により五島西方沖地区に整備した湧昇流漁場では、

中心から半径 1 マイルにおいて、マアジ・マサバ・マイワシの採捕を目的とする操

業は行わない旨の保護措置を実施している。

・検討会議の設置

広域的に分布回遊するマアジ、マサバ及びマイワシの資源管理を関係団体等が連

携・協力して実施するため、日本海西部・九州西海域マアジ広域資源管理検討会議

を設立し、広域資源管理方針の作成、検討及び情報交換等を行っている。

・方針の取り扱いと実施期間

広域資源管理方針は広域資源管理検討会議構成員により作成され、広域漁業調整

委員会に報告する。方針は平成２８年４月１日から実施し、毎年更新する。また、

必要に応じ見直しを行う。
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