
水準 動向
マイワシ 太平洋系群 中位 増加

マアジ 太平洋系群 中位 横ばい

マサバ 太平洋系群 低位 増加

ゴマサバ 太平洋系群 高位 横ばい

サンマ 太平洋北西部系群 中位 横ばい

根室海峡 低位 横ばい

太平洋系群 中位 減少

ズワイガニ 太平洋北部系群　 低位 減少

スルメイカ 冬季発生系群 中位 減少

マアナゴ 伊勢・三河湾 中位 横ばい

ウルメイワシ 太平洋系群 高位 増加

ニシン 北海道 低位 横ばい

カタクチイワシ 太平洋系群 中位 減少

ニギス 太平洋系群 低位 減少

イトヒキダラ 太平洋系群 中位 横ばい

北海道 高位 増加

太平洋北部系群　 高位 増加

キアンコウ 太平洋北部 中位 減少

オホーツク海系群 低位 減少

道東・道南 低位 横ばい

太平洋北部 高位 増加

根室海峡・道東・日高・胆振 低位 減少

道南系群 低位 減少

ブリ 高位 増加

イカナゴ 伊勢・三河湾系群 低位 減少

ヒラメ 太平洋北部系群 高位 増加

サメガレイ 太平洋北部 低位 横ばい

ヤナギムシガレイ 太平洋北部 中位 横ばい

トラフグ 伊勢・三河湾系群　 低位 減少

シャコ 伊勢・三河湾系群 中位 横ばい

ヤリイカ 太平洋系群 中位 減少

マダラ

キチジ

ホッケ

※１　太平洋広域漁業調整委員会 南部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２７年度資源評価(ダイジェスト
版）」　　http://abchan.job.affrc.go.jp/digests27/index.html　を参照。

スケトウダラ

【２０１５年（平成２７年）資源評価対象種（太平洋漁業資源）の資源状況】

魚　種　名 系　群　名
２０１５年

資 源 状 態

資 料 １
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平成 26 年度キンメダイ資源動向調査総括報告書（要約版） 

責任担当水研: 中央水産研究所 

参画機関: 千葉県水産総合研究センター、東京都島しょ農林水産総合センター、 

神奈川県水産技術センター、静岡県水産技術研究所、高知県水産試験場 

1. 生態

(1) 分布・回遊：本種は浮遊生活期を経て、海山等の海底付近で生活する。着底海域に滞留する個

体と着底後数年後から広域移動する個体に分かれる。 

(2) 年齢・成長：耳石年齢査定による最高齢個体から寿命は 26 歳以上であると推定される。 

(3) 成熟・産卵：成熟開始年齢は満 3 歳（尾叉長 28～32 cm）、産卵期は主に夏季（6～10 月）、産卵

場は房総から、相模湾、伊豆諸島、四国、九州、小笠原にある。 

(4) 被捕食関係：胃内容物として魚類が最も多く、他にエビ類、イカ類、大型プランクトンが出現する。

周年、我が国太平洋沿岸および海山付近で索餌する。捕食者の詳細について不明であるが、操

業時にサメやイルカによる食害が報告されている。 

2. 漁業の特徴

キンメダイは主に九州南方から関東東沖に至る太平洋沿岸から小笠原諸島海域に分布し、房総沖

から伊豆半島周辺、伊豆諸島周辺、室戸岬周辺の海域において、底立延縄、立縄、樽流し、一本釣

り等によって漁獲されている。本種を漁獲しているのは、主に千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、高

知県（以下、1 都 4 県）であり、これらの都県ではそれぞれ資源保護のため、禁漁期や操業規約を設

定する等、資源管理型漁業の対象魚種に指定して管理に努めている。 

3. 漁獲の動向

キンメダイは現在では農林水産省による漁獲量調査の対象とはなっていないため、本種を主に漁

獲している 1 都 4 県の水産研究機関の集計による漁獲量を取りまとめた。1 都 4 県の漁獲量の統計値

が揃った 1976 年の 2,205 トン以降、漁獲量は急増し、1984 年には 10,504 トンとなり、1 万トンを越えた。

その後、1990 年代初めまでは 8,600～1 万トン前後の高位水準のまま推移し、1991 年には過去最高

の 11,041 トンを記録した。しかし、その後漁獲量は漸減傾向となり、1998 年には 6,381 トンまで減少し

た。1999 年以降、漁獲量は再び増加傾向に転じた。2001 年のピーク 8,585 トンの後、2002 年以降に

やや減少傾向となり、2004 年には 6,144 トンとなった。その後 2005 年から 2009 年では 7,200〜7,600

トン程度で安定していたが、2010 年以降は減少傾向に転じた。2013 年は 4,668 トン 2014 年は 4,905

で前年比 105％であった。都県別の 2014 年漁獲量の前年比は、千葉県 108％、東京都 119％、神奈

川県 87％、静岡県 102％、高知県 80％であり、千葉県と東京都、静岡県で前年より多かった。 

都県別、海域別の CPUE（努力量あたり漁獲量）の経年変化も取りまとめた。千葉県では、伊豆諸島

海域を除いて低下または低い値が続いている。東京都では、八丈島で横ばいであるが、神津島と伊

豆大島で低下している。神奈川県では、2012 年よりは増加しているものの、低調であった 2010 年と

2011 年と同程度である。静岡県では、長期的に見ると立縄・底立延縄ともに大きく変動しているものの、

2010 年以降は低い水準である。高知県では、樽流し漁全体で横ばいで推移している。 

資料１－１－１
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4. 資源評価法 

1 都 4 県の漁獲量、各漁法の CPUE、漁獲物の体長組成の経年変化から、我が国周辺における現

在の資源状態を判断した。 

 

5. 資源状態 

2014 年の漁獲量は、2013 年よりわずかに上回り 4,905 トンとなった。過去最高であった 1991 年の

11,041 トンと最低であった 1976 年の 2,205 トンの間を三等分した値から、8,096 トン以上を高水準、

5,150 トン以下を低水準と定義すると、2002 年から 2011 年は中水準、2012 年以降は低水準となる。 

伊豆諸島北部及び、銚子沖から東京湾口、伊豆半島沿岸での CPUE は前年よりは増加してい

るものの、2009 年以降概ね低調に推移している。2010 年まで横ばいであった伊豆諸島海域の

資源状態は、2011 年に大島近海で減少傾向となり、2012 年は減少海域が神津島・三宅島周辺

海域まで南に広がっており、本州南岸から伊豆諸島北部海域にかけ、資源動向は減少と考えら

れる。一方、八丈島周辺海域では、引き続き資源量が多いと推測される 2005 年級群とその前

後の年級群で漁獲が支えられているとみられ、資源動向は横ばいで、短期的には漁況は安定的

に推移すると推測されるが、この先の加入量が少ないとすれば、数年後には八丈島周辺漁場に

おいても漁況が下降に向かう懸念があり、今後の資源動向については十分注視する必要がある。

なお、高知県におけるここ数年の漁獲量減少は、サンゴ漁への転換にともなうキンメ漁操業隻

数の減少によるものであり、漁獲量と CPUE の動向から四国沿岸の資源状態を推測することは

できない。 

漁獲物の体長組成の年変化を見ると、2014 年には千葉県の銚子沖と東京都の八丈島の立縄、

および伊豆諸島海域を主な漁場とする静岡県の底立延縄において小型魚の漁獲が見られた。こ

れらの海域では小型魚の加入が継続していると考えられるが、卓越年級群とみられる大規模な

加入は認められない。今後もこの海域における小型魚の加入状況を注視する必要がある。 

 

6. 資源管理方策 

各都県において資源保護策を含む資源管理方策が実施されており、これらを尊重して管理方策の

推進に連携、協力することが望ましい。回遊経路、加入過程、系群構造といった生物学的特性の知見

も各機関の努力と漁業者の協力によって知見が蓄積されつつあり、これらを資源管理へとつなげる努

力の継続が望まれる。現在資源動向調査の枠組みも活用し、これまでに実施してきた資源調査デー

タを集約し、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で共通の資源評価に向けた取り組みに着手してい

る。 

 

7. 資源評価まとめ 

資源水準は、低位。資源動向は、千葉県沿岸や伊豆半島沿岸、伊豆諸島北部（三宅島以北）で減

少、伊豆諸島南部で横ばい。 

 



資料１－１－２  

太平洋南部キンメダイの広域資源管理 

 

１ 資源の現状 

キンメダイは主に九州南方から関東東沖に至る太平洋沿岸から小笠原諸島海域に

分布する。主に房総沖から伊豆半島周辺、伊豆諸島周辺、室戸岬周辺の海域におい

て、底立延縄、立縄、樽流し、一本釣り等によって漁獲されている。この他、小笠

原公海、南西諸島周辺、中部北太平洋公海域の天皇海山周辺海域等においても、底

立延縄、底刺網、トロール等によって漁獲されている。 

１都４県における 2005〜2009年のキンメダイの漁獲量は 7,000トン台で安定して

いたものの、2013 年には 4,668 トンまで減少したところ、2014 年には 4,905 トンと

若干持ち直している。 

資源水準は低位、資源動向は一部（伊豆諸島南部）で横ばいであるものの、その

他の地域では減少であると判断される。 

 

２ 関連漁業種類 

（１）自由漁業 立縄漁業 

（２）知事許可漁業（東京都、静岡県） 底立てはえ縄漁業 

（３）太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 底刺し網 

 

３ 資源管理の方向性(目標、期間等) 

キンメダイ資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適

切に維持、管理するための取組が重要である。 

このため、太平洋南部海域において、一都三県の自由漁業を営む漁業者等が取り

組んでいる資源管理措置を継続していくことにより、漁獲量を現状レベル以上に回

復させることを目標とする。 

  

４ 資源管理措置 

（１）関係漁業者の合意の下で、下記のとおり漁獲努力量の削減措置を実施。 

各海域できめ細かい措置が機動的に講じられている。 

① 立縄漁業(自由漁業)及び底立てはえ縄漁業(知事許可漁業) 

都県名 関係漁業者の操業海域 取組内容 

千葉県 銚子沖、勝浦沖、東京湾口、伊豆諸島 ※ 各地の事情により、以下

取組を組合せて実施。 

・小型魚の再放流 

・漁具･漁法の制限 

・休漁日・休漁期間の設定 

・操業規制区域の設定 

・使用済漁具廃棄の禁止等 

東京都 

大島周辺、利島周辺、新島(含式根島)

周辺、神津島周辺、御蔵島･イナンバ、 

三宅島周辺、八丈島(青ヶ島含む)周辺 

神奈川県 東京湾口、伊豆東岸、伊豆諸島 

静岡県 伊豆諸島、静岡県地先 



② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業） 

ア 休漁の設定 

小型魚や産卵親魚の保護育成のため、次の海域（第１紀南海山、第２紀南海山、

駒橋第２海山）においては、11 月 1 日から翌３月 31 日までの間において、１ヶ

月間の休漁を実施する。 

イ 小型魚の保護（全長制限） 

小型魚の保護育成のため、全長 28 センチメートル未満のキンメダイは水揚げ

をしない。 

ウ 漁具の制限 

操業にあたっては、内径で 120 ミリメートル以上の網目を有する漁具を使用

する。 

また、漁具の長さは一連につき 600 メートル以内とし、１回の操業において

投網できる連の数は５連までとする。 

③漁場環境の保全措置 

操業にあたっては漁具の流出を極力防止するとともに、漁場等においてゴー

スト漁具を発見した場合は、自主的に回収するよう努めている。 

 

（２）漁獲努力量の削減措置については、これまでの実施体制及び措置内容を尊重 

しつつ、各地域及び漁業種類ごとの事情を勘案し、関係漁業者間の合意の下で、 

現在の取組をさらにすすめていくこととする。 

 

５ 関係者間の連携体制 

キンメダイ資源管理は従前より、一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協

議会を通じて議論を重ね実践してきたが、平成 26 年に同資源の持続的利用を確保す

るための予防的措置の取りまとめに向けた検討を行うため、協議会の下に各都県の

漁業者代表、行政・研究担当者、水産庁及び（国研）水産総合研究センターで構成

される漁業者代表部会を設置し、年２回程度、同部会を開催することとしている。 

本年は６月と 10 月に同部会を開催し、より効果的かつ具体的な資源管理措置の実

施に向け、共通した休漁期間や保護区域の設定、漁場環境の保全に資する漁具廃棄

の禁止などについて各浜の意見をお聴きするとともに、日本水産学会関東支部主催

のキンメダイシンポジウムと連携し、キンメダイに関する科学的知見の収集と共有

を図った。 

引き続き、資源状況や漁獲状況及び科学的データ等の情報提供を行い、関係漁業

者とともに資源管理措置の改善を図っていく。 



                                                                    

 

太平洋南部キンメダイ資源管理の２７年度の取組状況 

 

 

【広域資源管理の取組状況】 

 

  ① 立縄漁業及び底立てはえ縄漁業 

海域ごとに小型魚の再放流、漁具・漁法の制限、休漁日・休漁期間の設定及び操業

規制区域の設定等の措置を実施。 

 

   

図 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、高知県のキンメダイ漁獲量の推移 

 

 

 

  ② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業） 

太平洋広域漁業調整委員会指示第十一号に基づき、きんめだい底刺し網漁船１隻を

承認。また、小型魚や産卵親魚保護のための期間休漁（11 月 1 日～3 月 31 日までの間

の 1ヶ月）、小型魚の保護（全長制限）、漁具の制限等の取組を実施。 

  

    （参考）キンメダイ底刺し網漁業（委員会承認分）漁獲量 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

51 トン 17 トン 18 トン 27 トン 22 トン 35 トン 29 トン 
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生物学的特性 

漁業の特徴 

漁期は個体サイズにより異なり、2～3月には仔稚魚が、4～5月には未成魚、1～2月には夏眠後の産卵を終えた親
魚が漁獲対象となる。仔稚魚と未成魚は船びき網で、親魚はすくい網で漁獲される。漁獲量の90%以上が、2～3月
の漁期開始後の約2週間で水揚げされる。  

漁獲の動向 

1974年に2.7万トン台であった漁獲量はその後大きく減少し、1982年に699トンにまで落ち込んだ。1983年以降は
再び増加したが、その後は1,507（2000年）～28,777トン（1992年）の間で大きく変動している。2015年の漁獲量（県
データによる暫定値）は3,864トンであった。  

資源評価法 

各操業日の漁獲尾数および出漁統数データをDeLuryの方法に当てはめ、加入資源尾数と残存資源尾数を推定
した。上記の方法で推定された加入資源尾数から資源状態を判断し、残存資源尾数と翌年の加入資源尾数から
再生産関係を検討した。  

標準和名 イカナゴ

学名 Ammodytes japonicus

系群名 伊勢・三河湾系群

担当水研 増養殖研究所

寿命： 2～3歳
成熟開始年齢： 1歳（100%）
産卵期・産卵場： 12～1月、伊勢湾の湾口部付近から渥美外海の礫砂の海底
索餌期・索餌場： 夏眠時期（6～翌年1月）には、ほとんど索餌をしない
食性： 動物プランクトン（カイアシ類が主体、ヨコエビ類、ヤムシ類、アミ類）
捕食者： 仔稚魚期には多様な浮魚類やヤムシ類、未成魚および成魚期にはヒラメ等の底魚類

資料１－２－１

suguru_ishikawa
長方形



資源状態 

資源の水準は、過去37年間の加入資源尾数のうち、突出して多かった1992年（1,028億
尾）を除く36年間で判断した。加入資源尾数の最大値（2006年：651億尾）と最小値
（1982年：14億尾）の差を三等分し、14〜226億尾を低位、226〜439億尾を中位、439億
尾以上を高位の基準とした。2015年の加入資源尾数は89億尾と推定され、低位と判断
した。また、直近5年間（2011〜2015年）の加入資源尾数推移から、動向は減少と判断
した。再生産成功率（残存資源尾数に対する翌年の加入資源尾数）の年変動は大きい
が、メカニズムは不明な点が多い。  

管理方策 

伊勢湾のイカナゴ資源管理では加入乱獲抑制を主体として、成長乱獲抑制を部分的に導入している。加入管理
においては、産卵期の禁漁に加え、親魚量確保のための終漁期の設定を行っている。終漁期は、DeLuryの方法
によって加入資源尾数を推定し、親魚量20億尾以上をとり残す漁獲終漁日を設定する。成長管理においては、事
前調査によって把握されるその年の成長状況に応じて解禁日を前後に調整するなど、細かい管理を実践してい
る。再生産成功率が変動するメカニズムは不明な点が多く、親魚を20億尾以上とり残す「とり残し資源量一定方策」
を用いて2016年のABCを算出した。漁期中のABC再評価および漁獲管理が資源管理に有効である。  

 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

 ABC算定にはとり残し資源量（Nescape）一定方策により、Bfishable =δ・ (Nave 3-yr - Nescape)×Wave 3-yr、
ABCtarget＝ABClimit・αで計算した。δとαには標準値0.8を用いた

 Nescape：20億尾
 Nave 3-yr：過去3年間（2013〜2015年）の加入資源尾数（億尾）の平均値
 Wave 3-yr：過去3年間（2013〜2015年）の漁獲物の平均体重（g）の平均値

資源評価のまとめ 

 資源水準は低位、動向は減少
 2015年の加入資源尾数は89億尾、漁獲量は3,864トンであった
 2011年以降、加入資源尾数は約300億尾以上の水準を保っていたが、2015年に急減した

管理方策のまとめ 

 「とり残し資源量一定方策」に基づき、20億尾以上の親魚量を確保することを資源管理基準としてABCを算出した
 DeLuryの方法によって加入資源尾数を推定し、親魚量20億尾以上をとり残す漁獲終了日を決定する
 良質な親魚を確保するため、保護区や保護育成期間の設定を行うことが必要

執筆者：山本敏博・鴨志田正晃

管理基準 Limit/Target F値
漁獲割合 

（％）
2016年ABC 

（千トン）

Bfishable
Limit - - 9.6

Target - - 7.7



伊勢湾・三河湾イカナゴの広域資源管理 

１ 資源の現状 

伊勢湾・三河湾は、東北海域、瀬戸内海とともに日本におけるイカナゴの
主要漁場であり、愛知県、三重県の主に船びき網漁業で漁獲され、加工用、
養殖餌料用として利用されている。 

漁獲量は大きな変動を繰り返しており、1978 年～1982 年にかけて 5 年間に
も及ぶ大不漁を経験し、自主的な資源管理が行われてきた。 

資源量は過去の漁獲増大による危機的な状況を脱したものの、年ごとの変
動幅が大きく、漁業経営上もきわめて不安定な状況におかれており、漁獲量
の高位安定のための資源管理が望まれている。 

２ 関係漁業種類 

（愛知県）いわし・いかなご船びき網、いかなご船びき網 

（三重県）ばっち網、いわし・いかなご船びき網、いかなご船びき網、 

伊勢湾口いわし・いかなご船びき網、親いかなご船びき網 

３ 資源管理の方向性（目標、期間等） 

  産卵親魚尾数を確保することによって加入資源尾数（初期資源尾数）を高
位安定させ、安定的な漁業生産の維持を目指すことを方針とし、十分な漁獲
が期待できる 300 億尾の資源加入を目標として、そのために必要な親魚を確
保するため、20 億尾以上を残存させる漁獲努力量削減措置を実施している。 

取組が始まった 2007 年以降、加入資源尾数が少ない年もみられたが、2010
年以降は、加入資源尾数が概ね目標水準を維持できたことから、これまでの
取組を継承していくとともに、管理方策の改善や取組強化を図る必要がある。 

４ 資源管理措置 

措  置 内 容 

産卵親魚の保護 関係漁業者立ち会いの試験操業を行い、全体の８割程度が産卵

終了していることを確認後、親イカナゴの解禁日を決定 

解禁日の決定 水試のデータをもとに市場価値の高いサイズに達する日を予

測、両県漁業者の協議で解禁日を決定 

操業秩序の維持 両県漁業者協議で操業期間中の操業日、漁場行使等の操業方法

について両県協議で決定 

夏眠場所の保全 イカナゴの夏眠場所を阻害しないよう、夏眠場所周辺を保全

終漁時残存資源尾数 

（20億尾）の確保 

残存資源尾数確保のため、それ以上漁獲をしないよう、終漁日

を設定 

親魚保護のための保護区 

（禁漁区）の設定 

産卵親魚の分布海域に禁漁区を設定 

保護育成期間の設定 

（保護休漁） 

市場価値の低い漁獲サイズ期に一定の保護育成期間を設定。

５ 関係者による連携を図るための体制 

 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。 

資料１－２－２

suguru_ishikawa
長方形



伊勢湾・三河湾イカナゴの広域資源管理に基づく平成２７年の取組状況 

措 置 ２７漁期の実施状況 

終漁時残存資源尾数（20 億尾）

の確保 

水産試験場稚魚調査、両県合同試験びきを行い、平成

27 年 3 月 6 日を解禁日と決定（初期資源尾数 89 億尾）

3月 31日までの間に愛知県 7日・三重県 10日の操業で、

3,846 トン（56 億尾）を漁獲し、終漁。 

親魚保護のための保護区 

（禁漁区）の設定 
産卵親魚の分布海域に禁漁区を設定。

保護育成期間の設定 

（保護休漁） 
3 月 31 日に終漁したため、今年は設定せず。 

産卵親魚の保護 
関係漁業者立ち会いの試験操業を行い、産卵状況を確認

した。今年度は資源が少ないことから、禁漁と決定。 

解禁日の決定 
水試のデータをもとに、両県漁業者協議会で解禁日を 

3 月 6 日に決定。 

操業秩序の維持 
両県漁業者協議で操業期中の操業日、漁場行使等の操業

方法について両県協議で決定。 

夏眠場所の保全 
イカナゴの夏眠場所を阻害しないよう、夏眠場所周辺を

保全。 



平成２７年度資源評価票（ダイジェスト版） 

Top >資源評価> 平成27年度資源評価 > ダイジェスト版 

生物学的特性 

漁業の特徴 

4～5月に産まれた0歳魚は秋季には伊勢湾及び三河湾で操業する小型機船底びき網で漁獲される。冬季以降に
は渥美半島外海で操業する小型機船底びき網で漁獲される。１歳の秋季には遠州灘から熊野灘にかけての海域
でふぐはえ縄漁業の対象となる。天然資源の加入量の不安定さを緩和するためトラフグ人工種苗が大規模に放流
されており、2014年漁期の放流尾数は66万尾、放流魚の混入率は31%、添加効率は0.046であった。  

漁獲の動向 

2001年級群が卓越年級群であったことにより、2002年漁期（4～翌年3月）の漁獲量は500トンを上回った。2003、
2004年級群の加入が少なかったため2005年漁期は100トンを下回った。その後、2006年級群が中規模で加入した
ため2006～2009年漁期は200トン前後で安定した。2011〜2013年漁期は100トンを下回る不漁が続いたが、2014
年漁期は123トンと100トンを上回った。  

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（100％）、雌3歳（100％）
産卵期・産卵場： 4～5月、三重県安乗岬の沖合、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、幼魚、甲殻類、成魚は甲殻類と魚類
捕食者： 不明

資料１－３－１

suguru_ishikawa
長方形



資源評価法 

1993～2014年漁期の年齢別漁獲尾数を用い、資源量指標値を考慮したコホート解析により資源量を推定した。資
源量指標値にはDeLury法により推定された1歳魚初期資源尾数を用いた。自然死亡係数は0.25とした。  

資源状態 

資源量は2010年漁期以降減少傾向にあり2014年漁期の資源量は178トンと推定され
た。親魚量も資源量と同様の傾向を示し、2014年漁期は41トンであった。資源水準は資
源量が推定されている過去22年間において資源量が最大となった2002年漁期の862ト
ンを基準に、0〜862トンを三等分し、287トン以下を低位、575トン以上を高位、その間を
中位とした。2014年漁期の資源量から資源水準は低位、動向は最近5年間（2010〜
2014年漁期）の資源量の推移から減少と判断した。加入尾数は2009年級群以降、20万
尾以下の少ない状態が続いている。  

管理方策 

資源状態が低位・減少であることから、5年後の親魚量を100トン以上へ回復させることを管理目標とし、F20%SPRを
管理基準として2016年漁期ABCを算出した。本系群は不定期に発生する卓越年級群の影響により大きな資源変
動を示すため、加入量の少ない年級群が続いている現状においては、大規模な人工種苗放流により加入量の不
安定さを緩和する措置を継続することに加えて、資源管理指針・計画の下で実施されている未成魚の獲り控えをさ
らに徹底するなどの堅実な資源管理に取り組む必要がある。  

 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。
Ftarget=αFlimitとし、係数αには標準値0.8を用いた

 ABCの算定には規則1-3)-(3)を用いた
 2016年漁期は2016年4月～2017年3月
 F値（漁獲係数）は各年齢の相加平均値
 漁獲割合は2016年漁期の漁獲量／資源量（10月時点）

資源評価のまとめ 

 資源水準は低位、動向は減少
 2014年漁期の資源量は178トン、親魚量は41トン
 資源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
 現状の操業形態では1歳魚までの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

管理基準 Limit/Target F値
漁獲割合 

（％）
2016年漁期ABC 

（トン）

F20%SPR
Limit 0.34 32 40

Target 0.27 27 33

管理方策のまとめ 

 未成魚の獲り控えをさらに徹底する必要がある
 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
 大規模な人工種苗放流により加入量の不安定さを緩和する措置を継続する必要がある

執筆者：鈴木重則・山本敏博・黒木洋明・鴨志田正晃・市野川桃子



平成２７年度資源評価票（ダイジェスト版） 

Top >資源評価> 平成27年度資源評価 > ダイジェスト版 

生物学的特性 

漁業の特徴 

小型底びき網(小底）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
の小底の水揚げ金額においてシャコは上位を占めており、重要度は高い。2009年から、愛知県の小底では、産卵
親魚の確保を目的とした冬期の漁獲制限の取り組みを実施している。  

漁獲の動向 

愛知県および三重県における1970年以降の漁獲量は最大で2,000トンを超え、概ね1,000トン台で3～5年周期で
増減を繰り返していた。1999年以降は1,000トンを割り込んだ状態で減少が続き、2014年漁獲量は275トン（推定
値）であった。  

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： 3～4歳（本系群では4歳以上はほとんど見られない）
成熟開始年齢： 1歳（100％）
産卵期・産卵場： 5～9月で年2回（5月と8～9月）の産卵ピークが存在、産卵場は伊勢・三河湾内にあ

るが、詳細は不明
索餌期・索餌場： 周年、湾内全域の水深10～30mの泥底の海域
食性： 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）
捕食者： マアナゴ



資源評価法 

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、資源状態を判断した。 また、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参考とした。  

資源状態 

過去26年間の資源量指標値について最高値と最低値の間を３等分し、上から高位、中
位、低位として資源水準を判断した。資源量指標値は、1990年から1999年にかけて減
少したが、2000年以降は増減しながら緩やかに増加している。2012年秋から2013年に
かけて著しい不漁となり、2013年は一時低位となったが、2014年は増加し、資源水準は
中位、動向は直近5年間（2010～2014年）の資源量指標値の推移から、横ばいと判断し
た。  

管理方策 

資源水準が中位・動向が横ばいであることから、漁獲量及び資源量指標値の変動に合わせた漁獲を行うことを管
理目標として2016年ABCを算定した。また、現在実施されている体長10cm未満の小型個体の放流は、漁獲サイズ
の大型化に加え親魚量を確保する意味でも重要である。夏季の貧酸素水塊の拡大時に偏在した水揚げ規制サイ
ズ以下の小型シャコへの漁獲圧が高まるため、操業実態を踏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。  

 Limitは、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量である
 Targetは資源変動の可能性やデータの誤差に起因する評価の不確実性を考慮し、より安定的な資源の回復が期

待される漁獲量
 ABC算定規則2-1)により、ABClimit＝δ1・Ct・γ1、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した

 δ1には1.0（中位水準における推奨値）、αには標準値0.8を用いた

 γ1（1.05）は、γ1＝1＋k（b/I)で計算した。kは標準値の1.0とし、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））である

資源評価のまとめ 

 資源水準は中位、動向は横ばい

管理方策のまとめ 

 漁獲量及び資源量指標値の変動に合わせた漁獲を行うことを管理目標として2016年ABCを算定した
 体長10cm未満の小型個体の放流は漁獲サイズの大型化に加え、親魚量を確保する意味でも重要
 貧酸素水塊の拡大時に偏在した水揚げ規制サイズ以下の小型シャコへの漁獲圧が高まる実態を踏まえた漁場利

用ルールについて検討していく必要

執筆者：黒木洋明・鴨志田正晃

管理基準 Limit/Target F値 漁獲割合 
（％）

2016年ABC 
（トン）

1.0・Cave3-yr・1.05
Limit - - 306

Target - - 245



平成２７年度資源評価票（ダイジェスト版） 
Top >資源評価> 平成27年度資源評価 > ダイジェスト版 

生物学的特性 

漁業の特徴 

伊勢・三河湾における漁獲は主に、小型底びき網漁業（小底）、かご漁業により行われている。伊勢湾の三重県所
属の小底の漁場は、湾奥部と湾口部を中心に、伊勢湾全域に形成される。三重県のかご漁業の漁場は、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： 不明（3歳を超えて湾内にとどまる個体は少ない）
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ため）
産卵期・産卵場： 産卵期の詳細は不明、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

認されているがその他は確認されていない
索餌期・索餌場： 周年、伊勢・三河湾

食性：
稚魚は小型の底生生物、成長につれエビ類、魚類、軟体類など多様化・大型化
する

捕食者： 不明



漁獲の動向 

愛知県及び三重県のあなご類の漁獲量は、1980～2003年は概ね1,000～1,500トンで推移していたが、2004年以
降減少傾向にある。評価対象である伊勢・三河湾内のマアナゴ漁獲量（「あなご類」の漁獲量から外海側の漁獲量
を差し引いたもの）は、1995年～2000年までは概ね1,000トン前後で推移していたが、2011年以降は500トンを割り
込み、2014年は432トンであった。  

資源評価法 

小底のマアナゴCPUEを資源量指標値とし、資源状態を判断した。その他、2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参考とした。  

資源状態 

小底のマアナゴCPUE は、数年周期で増減を繰り返している。過去26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、2014年は18.8なので中位、
動向は過去5年間（2010～2014年）の資源量指標値の推移から横ばいと判断した。伊
勢・三河湾で漁獲されるマアナゴの主体は前年に仔魚（のれそれ）として湾内に来遊し
た年級と考えられる。2013年が低位水準だったのは、2012年に「のれそれ」の来遊量が
少なかったことが影響していると考えられる。2015～2016年にマアナゴの漁獲主体とな
る2013～2014年の「のれそれ」の来遊量は若干の増加傾向にある。  

管理方策 

資源状態が中位・横ばいと判断されることから、ABC算定規則2ｰ1）に基づき、2016年ABClimitを算定した。湾外
から来遊する「のれそれ」の量を管理することは困難であるが、それらが成長した小型魚を保護し加入量あたりの
漁獲量の増加を目標とすれば管理効果が期待できる。秋冬漁期の小型魚の保護、再放流は成長管理として有効
である。  

 Limitは、管理基準の下で許容される最大レベルの漁獲量

管理基準 Limit/Target F値 漁獲割合（％） 2016年ABC（トン）

1.0・Cave3-yr・1.07
Limit - - 400

Target - - 320

 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

 ABC算定規則2-1)により、ABClimit＝δ1・Ct・γ1、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した

 δ1には1.0（中位水準における推奨値）、αには標準値0.8を用いた

 γ1（1.07）は、γ1＝1＋k（b/I)で計算した。ｋは標準値の1.0とし、bとIは資源量指標値の傾きと平均値（2012～

2014年）である
 CtはCave3-yr（2012～2014年の平均漁獲量）

資源評価のまとめ 

 小底のマアナゴCPUEから資源状態を判断した
 水準は中位、動向は横ばい

管理方策のまとめ 

 2016年ABClimitは伊勢・三河湾内のマアナゴ漁獲量として400トン
 秋冬漁期の小型魚の保護や再放流が有効

執筆者：黒木洋明・鴨志田正晃



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。 
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、 

外海底びき網、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、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続していくとともに、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 

対象漁業種類 目的 措置内容 

小型機船底びき網
漁業（愛知・三重） 

小型魚の保護 （トラフグ） 
全長２５センチ以下の再放流 
（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） 
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） 
改良漁具の導入（愛知県まめ板網）網目拡大 

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、水揚制限 

努力量制限 休漁日の設定（地区ごと） 

ＴＡＥによる漁獲努力量規制 

資料１－３－２

suguru_ishikawa
長方形



 

 

対象漁業種類 目的 措置内容 

あなご篭漁業 
（愛知・三重） 

小型魚の保護 
 

（マアナゴ） 
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 

機船船びき網漁業
等（愛知・三重） 

小型魚の保護 
 

（マアナゴ） 
稚魚（ノレソレ）目的の操業禁止 

そのほかの措置 種苗放流 （トラフグ） 
愛知、三重、静岡の３県で実施 

漁場環境の保全 
海底堆積物の除去、海底耕転、干潟・藻場
造成 

       
５ 関係者による連携を図るための体制 
  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。 

 
 
 (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。 

 



 

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２７年度の取組状況 

について 

 

 

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の拡大を継続実施。 

 （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５９８千尾を放流（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）。 

 


	
	2014

	本委
	2014

	
	名称未設定




