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平成１６年度第１回太平洋イワシ・アジ・サバ等長期漁海況予報

－ 別表の水産関係機関が検討し 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所がとりまとめた結果 －，

今後の見通し(２００４年７月～１２月）

海 況

日本南岸の黒潮は，８月にＡ型となり，期間中持続する。

沿岸水温は，室戸岬以西が「平年並み」～「高め ，室戸岬～潮岬」

が「平年並み」～「やや低め ，潮岬～犬吠埼が「平年並み」～「か」

」， 「 」 「 」 。なり高め 犬吠埼以北が 平年並み ～ かなり低め で推移する

※平年並み＝平年値±０ ５℃程度，高め＝平年値＋１ ５℃程度，かなり高め＝平年値＋２５. . .

℃ 程度，やや低め＝平年値－１ ０℃程度，かなり低め＝平年値－２５℃程度. .

漁 況（来遊量予測）

マサバ太平洋系群

０歳魚と２歳魚は前年を上回る。１歳魚は前年を下回る。

ゴマサバ太平洋系群

０歳魚と２歳以上は前年を上回る。

１歳魚は好調であった前年を下回る。

サバ類全体として前年並み。

マアジ太平洋系群

紀伊水道外域東部と熊野灘では前年並みか前年を下回る。その他の海域では前年を上回る。

マイワシ太平洋系群

。 ， ， ， 。依然として低水準 但し 紀伊水道外域 駿河湾 相模湾では０歳魚が前年を上回る

カタクチイワシ太平洋系群

歳魚は海域により異なる。漁獲主体の１歳魚は前年並みかやや下回る。０

ウルメイワシ太平洋系群

西部では来遊が多く，東部では少ない。

１．本予報は水産庁のホームページ ，水産総合研究センターにおける我が( )http://www.jfa.maff.go.jp/
中央水産研国周辺水域資源調査等推進対策委託事業のホームページ( )及びhttp://abchan.job.affrc.go.jp/

に掲載されます。究所のホームページ( )http://www.nrifs.affrc.go.jp/
２．本予報の内容等に関する問い合わせ先は以下のとおりです。

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 沿岸資源班 担当：青木，笠原

100-8907 1-2-1〒 東京都千代田区霞が関

03-3502-8111( 7376) 03-3501-5098 03-3592-0759電話： 内線 ，直通電話： ，ファックス：

mitsuhito_kasahara@nm.maff.go.jp電子メール：

水産総合研究センター 中央水産研究所 企画連絡室

236-8648 2-12-4〒 横浜市金沢区福浦

nrifs-kiren@ml.affrc.go.jp電話： ，ファックス： ，電子メール：045-788-7615 045-788-5001

黒潮流型の分類図
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海況予報－ 1

中央ブロック海況予報

今後の見通し（２００４年７月～１２月）

（１）黒 潮

◎潮岬以西における黒潮流軸変動

・薩南海域の黒潮北縁は，期間を通じて屋久島南付近での変動が多く，１１月に一時的に接岸

傾向になる。

・７月初旬現在東進中の小蛇行は７月中に潮岬沖を越えるが，その後も室戸岬沖～潮岬沖は離

岸傾向が続く。

・九州南東沖では７月～１０月は接岸傾向で推移するが，１１月以降離岸傾向となる。

◎潮岬以東の黒潮流型

・２００３年７月以降継続しているＮ型が，小蛇行の東進に伴い，８月にＡ型となり，期間中

持続する。

・房総沖の黒潮流軸は，期間を通して接岸傾向で推移する。

（２）薩南～房総沿岸域

・潮岬以西では黒潮の小規模な離接岸変動に伴って，沿岸域へ一時的に暖水が波及することが

ある。

・熊野灘～遠州灘ではＡ型蛇行の形成に伴って，継続的に強い内側反流が起きる。また，通常

より潮位の高い異常潮位の状態になりやすい。

・伊豆諸島北部海域では黒潮本流が接岸し，駿河湾や相模湾では急潮が発生しやすい。

（３）鹿島灘～常磐南部海域

， ，・期前半は 房総沖の黒潮の離接岸変動に伴って黒潮系暖水が一時的に波及することがあるが

親潮系冷水の影響による低温傾向が持続する。

・期後半は，Ａ型蛇行の影響で沖合の北上暖水が発達し，表層を中心に暖水が波及する。

（４）沿岸水温

・室戸岬以西は「平年並み」～「高め」で，室戸岬～潮岬は「平年並み」～「やや低め」で，

潮岬～犬吠埼は「平年並み」～「かなり高め」で，犬吠埼以北は「平年並み」～「かなり低

め」で推移する。

※平年並み＝平年値±０.５℃程度，やや高め＝平年値＋１．０℃程度，高め＝平年値＋１.５℃程度，

かなり高め＝平年値＋２.５℃程度，やや低め＝平年値－１.０℃程度，低め＝平年値ー１．５℃程度，

かなり低め＝平年値－２.５℃程度

（注：経過は図１を参照のこと ）経 過（２００４年４月～６月） 。

（１）黒 潮

・期間を通してＮ型で推移した。

・２月下旬九州南東沖に形成された小蛇行は４月～５月四国沖で停滞し発達した。

・この小蛇行の東端は４月下旬に室戸岬沖，５月下旬に潮岬沖へ達した。

（２）薩南～房総沿岸域

◎薩南海域



海況予報－ 2

・黒潮北縁は，４月は離岸，５月は接岸，６月は離岸傾向で推移した。

◎潮岬以西

・４月中旬～下旬，土佐湾から豊後水道外域～日向灘北・中部にかけて暖水波及が見られた。

・６月上旬～中旬，小蛇行の東進に伴い，紀伊水道外域から土佐湾にかけて暖水が波及した。

・６月中旬，黒潮系暖水が日向灘南部から北向きに波及した。

・６月末以降，都井岬沖の黒潮の離岸距離は縮小傾向にある。

◎潮岬以東

・４月上旬，伊豆諸島北部海域から駿河湾にかけて暖水が波及した。

・４月中旬，伊豆諸島北部海域から遠州灘沿岸にかけて弱い内側反流が形成された。

・流型変化に至らない程度の蛇行の東進が４月中旬，５月上旬，５月下旬，６月上旬～中旬に見ら

れ，伊豆半島沿岸を中心として駿河湾や相模湾に暖水が波及した。

・４月中旬，５月下旬，そして６月中旬，伊豆諸島北部海域にできた蛇行が外房沖を東進した。

・６月上旬，小蛇行北上部の東端が潮岬を越えて，一時的に熊野灘に流入した。

・６月下旬，小蛇行北上部が熊野灘にＳ字状に流入した。

・期間を通して，伊豆諸島南部海域は黒潮外側域となった。

・期間を通して，銚子・九十九里海域の水温は親潮系冷水の影響により低め傾向で推移した。

（３）鹿島灘～常磐南部海域

・４月，親潮系冷水の勢力は３月より弱まったものの，黒潮は南偏し，鹿島灘での暖水舌の形成が

なく，親潮系冷水の影響が残った。

・５月，親潮系冷水の南下が再び強まった。

・６月，親潮系冷水が急速に南下した。

現 況（２００４年７月８日現在）

（１）黒 潮

・Ｎ型から規模の大きな蛇行流路に移行中である。

・潮岬沖を小蛇行が東進している。

（２）薩南～房総沿岸域

◎薩南海域

・黒潮北縁は平瀬付近に位置している。

◎潮岬以西

・黒潮は九州東岸沖～潮岬沖でかなり離岸している。

◎潮岬以東

・小蛇行の北上部が熊野灘から遠州灘にかけてＳ字状に流入している。

・黒潮は遠州灘で接岸していて，駿河湾～伊豆諸島北部海域に暖水が波及している。

・黒潮は犬吠埼沖でやや離岸し，東方へ流去している。

（３）鹿島灘～常磐南部海域

・親潮系冷水におおわれている。



図１　黒潮流軸のパターン

（2004年 4月～2004年 6月、海上保安庁海洋情報部海洋速報より作成）



                 サバ類－1 

マサバおよびゴマサバ太平洋系群の漁況予報 
今後の見通し（2004(平成16)年7月～12月） 
対象海域：薩南～日向灘，豊後水道，紀伊水道外域，熊野灘，伊豆諸島周辺海域，犬吠～三陸海域 
対象漁業：まき網・定置網，棒受け網 
対象魚群：０歳魚(2004(平成 16)年級群)，1 歳魚(2003(平成 15)年級群)，2 歳魚(2002(平成 14)年級群)，3

歳(2001(平成13)年級群)以上。魚体の大きさは尾叉長で表示。年初に加齢。 
 

１． 薩南～日向灘，豊後水道(まき網・定置網) 

（１）来遊量：ゴマサバ 1 歳魚は多かった前年を下回る。０歳魚と 2 歳以上は前年を上回る。マサバは低水

準。サバ類全体としては，前年を下回る。 
（２）漁期：期を通じて，主にゴマサバが漁獲対象となる。 
（３）魚体：ゴマサバは31～35cm（2歳魚）が主体となり，35cm以上（３歳以上）も漁獲対象となる。30cm

以下（０歳魚）も比較的多く漁獲される。 
 
２． 紀伊水道外域（まき網・定置網） 
（１）来遊量：マサバは低水準。ゴマサバ１歳魚は前年を下回る。２歳以上は多くない。サバ類全体としては，

前年並みかやや下回る。 
（２）漁期：期を通じて，主にゴマサバが漁獲対象となる。 
（３）魚体：ゴマサバは31～35cm（2歳魚）に34cm以上（3歳以上）が混じる。マサバは28～36cm(1，2

歳魚)が主体となる。 
 
３． 熊野灘（まき網・定置網） 
（１）来遊量：ゴマサバ1歳魚は好調であった前年を大きく下回る。２歳以上は前年を上回る。０歳魚は少な

かった前年を上回る。マサバは低水準。サバ類全体としては好調であった前年をやや下回る。 
（２）漁期：期を通じて，主にゴマサバが漁獲対象となる。 
（３）魚体：ゴマサバは31cm以上（2歳以上）と，期後半に28cm以下（０歳魚）が主に漁獲され，28～33cm

（１歳魚）も漁獲される。 
 
４． 伊豆諸島周辺海域（棒受け網） 
（１）来遊量：ゴマサバ１歳魚は前年を下回る。２歳以上は前年をやや上回る。０歳魚は前年を上回る。マサ

バは低水準。サバ類全体としては前年をやや上回る。 
（２）漁期・漁場：期を通じて，三宅島周辺が主な漁場となる。マサバはゴマサバに混獲される程度。 
（３）魚体：ゴマサバは27～34cm（1，2歳魚）が主に漁獲され，34cm以上（3歳以上）も漁獲対象となる。

8月以降には30cm以下（０歳魚）も多い。 
 
５． 犬吠～三陸海域（まき網・定置網） 
（１）来遊量：マサバ 0 歳魚は前年を大きく上回る。マサバ 1 歳魚は前年を大きく下回る。2 歳魚は前年を

上回る。3歳以上は少ない。マサバとしては前年並み。ゴマサバ０歳魚は少なかった前年を大きく上回

る。1 歳魚は少なかった前年並み。2 歳魚は前年を上回る。3 歳以上は少ない。ゴマサバとしては低調

であった前年を上回る。サバ類全体としては，前年をやや上回る。 
（２）漁期・漁場：９月には三陸北部で初漁となり，金華山沖にも漁場が形成される。10 月には三陸～常磐

海域に漁場が広がる。11月は三陸～犬吠崎沖となるが，主漁場は常磐以南である。12月には常磐沖～

犬吠崎沖に漁場が形成され，犬吠崎沖が主漁場となる。ゴマサバの混獲率は前年を上回る。 
（３）魚体：マサバは30～35cm（2歳魚）と26～30cm（1歳魚），期後半に19～25cm（０歳魚）が漁獲さ

れる。ゴマサバは26～34cm（１，２歳魚）と期後半に25cm以下（０歳魚）が漁獲される。 
 

漁況の経過（2004（平成16）年4月～6月）および見通しについての説明 

１． 資源状態 
（１）マサバ太平洋系群：産卵親魚量は1990年以降低水準であったが，1992年には9万トンの親魚から

28億尾，1996年には6万トンの親魚から43億尾の卓越した加入があった。しかし，これらは未成魚段階

で多獲されたため産卵親魚量の増加には結びつかず，2002年の産卵親魚量は過去30年間で最低水準（約3
万 5 千トン）に落ち込んだ後，2004 年には約 7 万トンになったと見られる。2001 年級群（3 歳魚）の加



                 サバ類－2 

入尾数は1 億7 千万尾と推定され，残存資源量もほとんどない。2002 年級群は2002 年漁期（7 月～翌年

6 月）に2 億7 千万尾，2003 年漁期に2 億尾程度が漁獲され，推定加入量は約11 億尾と近年では豊度が

高い。2002年級群の残存資源量は2億尾を切ったと推定される。2003 年級は2003 年漁期に3 千5百万

尾しか漁獲されず，現時点での加入尾数は 1 億尾程度（過去最低）と推測される。各種の調査船調査の結

果からも 2003 年級は極めて弱い年級と思われる。2004 年級群は調査船調査では多数漁獲されている。ま

た，沿岸の定置網でも比較的多く見られている。現在のところ2004年級群の加入量を推定できる唯一の手

法は，2004年5月に黒潮続流域で行った表中層トロール調査（中央水研・北水研）による加入量指数（2004
年改訂方式）である。この指数と過去の加入量の関係から，現時点では 2002 年級群（11 億尾）程度と見

積もられる。また，東北水研八戸支所が6月～7月に行っている表層トロールによるサンマ調査においても

サバ類が多く混獲されている。しかし，釧路水試が6月～7月に行っている流し網調査ではサバ類の漁獲は

皆無であった。従って，予測期間における主体は2002年級群（2歳魚）と期後半に出現する2004年級群

（0歳魚）であるが，0歳魚の加入量の見積もりは非常に不確実である。 
（２）ゴマサバ太平洋系群：コホート解析を用いた資源量計算によると，近年では推定加入量 16 億尾の

1996 年級群が卓越年級群であり，加入量 13 億尾であった 1999 年級群がそれに準ずる年級群であった。

2000年級群，2001年級群及び2002年級群の加入量はそれぞれ７億尾，８億尾および９億尾と比較的安定

しており，太平洋側全体としては，1999 年級群よりは低い水準だが，加入量２億尾の 1997 年級群，３億

尾の1998年級群と比べてかなり高い。2003年級群の加入量は３億尾と算定され，極めて低い水準である。

2004年級群の加入量は，調査船調査や黒潮域の定置網への小型魚の入網から，比較的高い水準であると推

定される。黒潮続流域での加入量指数は1996年と2000年の間の値であり，７億尾～16億尾の加入量とな

ると見なせる。 
 
２． マサバ 
（１）来遊量 
マサバ 0 歳魚（2004 年級群）の加入量は，2004 年 5 月に黒潮続流域で行った表中層トロール調査（中

央水研・北水研）による指数（2004年改訂方式）は，1997年級群，1999年級群，2000年級群，2002年

級群並みであった。これらの推定加入尾数は5億尾～11億尾である。1996年以来の加入量指数とコホート

解析による加入尾数との関係から2004年級群の加入量は10億尾と見積もった。釧路水試による2004年6
～7月の8回の流し網調査によるサバ類2004年級群のCPUEは0であった。また，2002年から東北水研

が6～７月の東北沿岸～西経域で行っている表層トロールによるサンマ資源調査では，サバ類稚魚の漁獲は

過去最高の尾数（約57,000尾，2003年5,138尾，2002年1,360尾）であった。沿岸の定置網などでもサ

バ類幼魚が多く見られているが，これらの大部分はゴマサバである。これらの情報を総合すると，予測期

間における関東以北への0歳魚の来遊量は，前年（過去最低の加入量の2003年級群）をかなり上回ると考

えられるが，東北海域の海況予報が得られていないこともあり，その程度の予測はかなり不確実である。 
マサバ1歳魚（2003年級群）の残存資源量は，資源状態に記したとおり2002年級群よりかなり少ない

と考えられ，予測期間における関東以北への1歳魚の来遊量は，前年を大幅に下回ると考えられる。 
マサバ2歳魚（2002年級群）の残存資源量は，資源状態に記したとおり2001年級群より多いと考えら

れ，予測期間における関東以北への２歳魚の来遊量は，前年を上回ると考えられる。 
 マサバ３歳魚（2001年級群）の加入量は上記のように非常に少なく，来遊量も少ないと想定される。 
マサバ４歳以上も残存資源量は少なく，予測期間における来遊量は低水準と考えられる。  

 伊豆諸島周辺海域より西部では，サバ類に占める近年のマサバの割合は低く，漁場形成があっても不安

定である。紀伊水道外域のマサバ漁獲も低調で推移している。 
（２）漁期・漁場 



                 サバ類－3 

 常磐海域から犬吠周辺におけるまき網によるサバ類の１～３月の漁獲は 5,320 トンと，昨年同期（970
トン）を上回っていた。４月も 1,127 トンと低調であった。５月にマサバ主体の漁獲が単発的にあったが

1,138 トンに留まった。６月に入り低調ながら中羽，マアジに混獲されて，25 日には犬吠埼沖でマサバ主

体の漁獲があった（856トン）が続かず，2,284トンの水揚げであった。１～６月の北部まき網の漁獲量は

9,869トンで，昨年同期の13,756トンを下回っている。種別の漁獲量としては，マサバが約9,700トンに

対し，ゴマサバが約140トンとゴマサバが低調であった昨年（マサバ約12,000トン，ゴマサバ約1,400ト

ン）と比べてもゴマサバの漁獲が少なかった。 
 東北海域の定置網へのマサバの入網は，石巻で4月20日に始まり，6月上旬には岩手県へ北上した。石

巻での魚体は5月上旬は1歳魚主体，5月下旬以降は2歳魚主体となった。 
 たもすくい・棒受け網漁（千葉県，神奈川県，静岡県船）の１～6月のマサバ水揚げは，三県の主要港の

合計で100トンと，前年の47トンを上回ったが，依然として極めて低水準である。漁場はたもすくいでは

2月の大島千波，利島海域，棒受け網では5月の高瀬に集中した。魚体は31～34cmが主体で，2002年級

群である可能性が高い。雌の KG から見た産卵期は２月下旬～３月初旬に始まり，少なくとも６月中旬ま

で継続した。また，成熟した2002年級群は6月中旬に石巻の定置網に入網した。 
 伊豆諸島海域より西部では紀伊水道外域にマサバ漁場が形成されるが低調であり，他の海域ではほとん

ど期待できない。 
（３）魚体 
 常磐から犬吠周辺では，４月は22～25㎝主体に僅かに30㎝前後が混じり，５月は24～26㎝，６月は，

22～28㎝主体に30～34㎝混じりの幅広い組成となった。2004年6月までの年齢査定結果や体長組成の推

移などに基づき，関東以北における今期の年齢別の尾叉長は2歳魚30～35cm，1歳魚26～30cm，期後半

に出現する 0 歳魚は例年の成長から類推して 19～25cm と予測される。なお，関東より西部海域での成長

はこれよりやや速い。 
（４）資源管理 

2002年に行ったマサバ太平洋系群資源評価では，当面の管理目標を2005年に産卵親魚量10万トンへの

回復とした。本年度の資源評価により2002年級群の加入尾数が11億尾程度，2003年7月における残存資

源量は 5 億尾程度と推定される。近年はマサバの資源水準低下にともない早熟化が進んでいることから，

2003 年漁期にこの年級群を保護することにより，産卵親魚量の増加と上記管理目標の達成が期待された。

しかし，2003年7月以降に2億尾程度漁獲されたため，2004年7 月における残存資源量は1億７千万尾

程度に減少したと推定される。2004 年級群の再生産成功率は比較的高いと推定されるが，2002 年級群を

もっと獲り控えていたら，より多くの加入があった筈である。マサバ資源回復計画は2003年11月から開

始され，現在までに8日の休漁が行われた。その実効性を高める運用方式の確立が望まれる。2004年級群

の加入規模は不確実であるが，マサバの回復のためには未成魚の漁獲を控えて，多くの親魚量を確保する

ことが重要である。 
 
３． ゴマサバ 
（１）来遊量 
 ゴマサバ０歳魚（2004年級群）は，北薩から房総まで黒潮域沿岸一帯の定置網への入網が目立っている。

また，2004年5月に常磐沖で実施された表中層トロール調査では，卓越年級群が出現した1996年よりや

や少ないながら高い加入量指数が得られており，比較的高い加入量となると期待できる。 
ゴマサバ 1 歳魚（2003 年級群）の来遊量水準は低い。2003 年前半の太平洋南区の定置網への入網は好

調だったが，2003 年を通じての漁獲量は 1998 年の０歳魚の漁獲量に次いで少なかった。伊豆諸島周辺海

域の棒受け網や黒潮域のまき網で現在も漁獲対象となっているものの，来遊量は低い水準である。2003年



                 サバ類－4 

5 月と 2004 年 1 月に常磐沖で実施された表中層トロール調査では極めて低い加入量指数が得られており，

釧路水試による2003年6～11月の流し網調査においても採集尾数は少なかった。このような調査船調査の

結果も，低い来遊量と符合している。１歳魚の残存資源量は通常は２歳魚よりもかなり大きいが，本年の

ゴマサバ１歳魚の残存資源量は次に述べる本年の２歳魚よりも小さく，今後の来遊量も総じて期待できな

いと考えられる。 
ゴマサバ2歳魚（2002年級群）は，2002年秋季から2003年1月まで熊野灘のまき網で継続して漁獲さ

れ，2003年3月には豊後水道南部及び日向灘北部で多獲された。前期には，紀伊水道外域や熊野灘のまき

網，伊豆諸島周辺海域のたもすくいで漁獲対象となった。各調査船調査結果も０歳魚や１歳魚として多く

分布していたことを示していた。この年齢の残存資源量が最も多いと推定され，今後も黒潮域のまき網漁

場などを中心に来遊が期待できる。 
ゴマサバ3歳魚（2001年級群）は，2004年前半には薩南のまき網の主な漁獲対象となったこともあり，

黒潮域全般のまき網でも 2 歳魚に混じって少ないものの漁獲されている。残存資源量は比較的多く，今後

も近年の３歳魚としては多く来遊する海域があろう。 
4歳以上は，卓越年級群に準ずる1999年級群を含む群であり，たもすくいなどで漁獲されてきたが，既

に残存資源量は少ない。 
（２）漁期・漁場 
ゴマサバは黒潮域を中心に分布し，伊豆諸島周辺海域以西ではサバ類の漁獲に占める割合がかなり高い。

マサバが主な漁獲対象であった紀伊水道外域でも，マサバの不振とゴマサバの安定した資源水準から近年

ではゴマサバの割合が大きい傾向にある。しかしながら，７月中に黒潮小蛇行が潮岬を通過した後も室戸

岬～潮岬沖では離岸傾向が続くと予測され，ゴマサバの来遊には好適でなく漁場が形成されにくくなる。 
４月以降の定置網の漁況から０歳魚は黒潮域西部からの来遊が本年は多いと判断でき，既に黒潮域の豊後

水道域以西では定置網やまき網漁業の対象となっている。今期の後半には熊野灘のまき網でも０歳魚の漁獲

割合が高まり，２歳魚の割合は低下する。 
伊豆諸島周辺海域の棒受け網でも８月には０歳魚が漁獲され始め，１歳以上と共に漁獲される。８月以降

は潮岬以東で黒潮流型は A 型を示すと予測されており黒潮の北上流路が変動することがある。マサバに比

べて水温への適応性は広いことから漁場は安定して形成されるが，流型の変化等に伴い逸散や移動がみられ

ることもある。 
犬吠以北のまき網漁業では2004年に入っても極めて低調な漁況が継続している。今後も低温傾向が継続

し漁場形成が極めて散発的になる懸念があるが，近年の傾向から常磐以南では操業位置や操業日によって

はゴマサバ主体の漁獲もあり得る。定置網への入網からは既に０歳魚は房総周辺にも来遊しており，沖合

域の表中層トロールでの高い加入量指数から，期後半にはまき網漁業の漁獲対象となる可能性が高い。 
（３）魚体 
体長組成の推移，年齢査定の結果から，黒潮域での今期の年齢別尾叉長は以下の通り。０歳魚は30cm以

下，1 歳魚は27～33cm。2 歳魚は31～35cm，3 歳以上は 34cm 以上。犬吠以北では，黒潮域に比べて若

齢魚の体長は小さい。
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マアジ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し(2004(平成16)年7月～12月)

対象海域:北薩～日向灘，豊後水道，紀伊水道外域，熊野灘，相模湾

対象漁業:まき網，定置網

対象魚群:0歳魚(2004(平成16)年級群)，1歳魚(2003(平成15)年級群)，2歳魚(2002(平成

14)年級群)以上。年初に加齢。魚体は尾叉長。

1.北薩～日向灘，豊後水道(まき網・定置網)

(1)来遊量:前年を上回る。

(2)魚体:19cm以下(0歳魚)が主体。豊後水道東部では20～24cm(1歳魚)も対象となる。

2.紀伊水道外域(まき網・定置網)

(1)来遊量:西部では低調の前年を上回るが平年を下回る。東部では低調の前年並み。

(2)魚体:紀伊水道外域西部では24cm以下(0，1歳魚)，紀伊水道外域東部では19cm以上(1

歳以上)が主体。

3.熊野灘(まき網・定置網)

(1)来遊量:前年を下回る。

(2)魚体:前半は20～24cm(1歳魚)主体に24～26cm(2歳魚)が混じる。後半は10～17cm(0歳

魚)主体に20～24cm(1歳魚)が混じる。

4.相模湾(定置網)

。来遊量・魚体:7～8月は20～23cm(1歳魚)が主体で10cmモード(0歳魚)が混じり前年並み

9月以降は15～20cm(0歳魚)主体で前年を上回る。全体として前年を上回る。

漁況の経過(2004(平成16)年1月～6月)および見通しについての説明

1.資源状態:

資源水準は1986年に顕著に増加し始め，1993年から高水準となり，1997年から2000年に

， 。 ，かけてやや低下したものの 2001年には加入量が多かったために再び高くなった 2002年

2003年と加入量が減少し，資源水準も減少傾向にある。2004年の加入量はやや多い可能性

がある。

:2.来遊量，漁期・漁場，魚体

0歳魚(2004(平成16)年級群)について，東シナ海におけるマアジ稚魚の分布調査に基づ

く発生量は前年を上回り平年並みと予測された(西海水研)。九州東南岸における方形枠稚

魚網当たりのマアジ稚魚の採集数は前年をやや下回った(中央水研)。本年の漁場一斉調査

におけるマアジ稚幼魚の流れ藻への附随状況は，日向灘では黒潮離岸のため流れ藻が少な
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く検討できず(宮崎水試)，土佐湾では少なかった前年を上回り(高知水試)，熊野灘ではマ

アジ稚魚は採集されなかった(三重水研)。宮崎県南部の大型定置網へのマアジ幼魚の入網

数は前年を大きく上回り，1998年以来の最多であった(宮崎水試)。2月下旬以降九州南東

沖に黒潮小蛇行が形成されて4～5月に四国沖で停滞して発達したために，海域によって0

歳魚の来遊量に違いが見られたと考えられる。本年級群の6月までの漁況は，薩南，日向

灘，豊後水道東部，相模湾で前年を上回った。豊後水道西部と熊野灘では低調であった。

また，紀伊水道外域では黒潮が離岸傾向となって来遊条件は悪く，相模湾へは暖水波及が

継続して来遊条件は良好に推移すると予測される。これらのことから0歳魚の来遊量は海

域によって異なり，北薩，薩南，日向灘，豊後水道，相模湾へは前年を上回り，紀伊水道

外域西部へは平年を下回り，紀伊水道外域東部，熊野灘へは低調の前年並みか前年を下回

ると予測した。

， ， ， ，1歳魚(2003(平成15)年級群)の1～6月の漁況は 北薩 薩南 日向灘では前年を上回り

， ， 。 。豊後水道 紀伊水道外域東部 熊野灘では前年を下回った 相模湾では前年並みであった

熊野灘では2～3月に，相模湾では5～6月に遅生まれ群が出現した。この年級群を漁獲する

紀伊水道外域，熊野灘では残存量が少ないと推定される。また，紀伊水道外域では期間中

に黒潮が離岸傾向で推移して来遊条件も悪いと考えられる。従って，両海域の来遊量は少

ないと予測した。相模湾は前年並みと予測した。

2歳魚(2002(平成14)年級群)以上の1～6月の漁況は，紀伊水道外域，熊野灘で前年を上

回ったが，残存量は少なく，例年の経過から見て来遊量は多くないと考えられる。

なお，予測対象海域では周年漁場が形成される。

2003(平成15)年7～12月の主要港水揚量は鹿児島～高知は10,147トンで前年同期の1.0

倍，徳島と和歌山は1,817トンで1.2倍，三重と愛知は1,974トンで2.1倍，静岡と神奈川は

294トンで0.5倍，千葉以北は9,700トンで1.5倍であった。2004(平成16)年1～6月の主要港

水揚量は鹿児島～高知は10,258トンで前年同期の1.4倍，徳島と和歌山は1,793トンで1.2

倍。三重と愛知は1,035トンで1.3倍，静岡と神奈川は2,021トンで1.1倍，千葉以北は4,20

6トンで2.1倍であった。
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マイワシ太平洋系群の漁況予報 
 
今後の見通し(2004(平成16)年7月～12月) 
対象海域:北薩～道東  
対象漁業:まき網，定置網，船曳網  
対象魚群:0歳魚(2004(平成16)年級群)，1歳魚(2003(平成15)年級群)，および2歳魚(2002

(平成14)年級群)。年初に加齢。魚体は被鱗体長。  
 
1.北薩～熊野灘(まき網，定置網) 
(1)来遊量:依然として低水準であるが，土佐湾，紀伊水道外域西部及び東部では前年を上

回る。日向灘，豊後水道，熊野灘では前年並みもしくは下回る。  
(2)漁期・漁場:来遊量が低水準のため，全期間を通じて散発的な漁になる。豊後水道南部

海域では11～12月に土佐湾からの産卵回遊群が漁獲される。  
(3)魚体:13～16cmの0歳魚主体に，19cm前後の1歳魚が混じる。熊野灘では12月以降，1歳

魚が19～21cmの大きさで漁獲される。  
 
2.伊勢湾～相模湾(まき網，定置網，船曳網) 
(1)来遊量:依然として低水準であるが，前年漁獲が無かった伊勢・三河湾並びに0歳魚が

継続して漁獲されている相模湾では前年を上回る。駿河湾では好調だった前年を下回る。

(2)漁期・漁場:伊勢・三河湾では7～8月主体。駿河湾，相模湾では全期間にわたり継続的

に漁獲される。  
(3)魚体:伊勢・三河湾並びに相模湾では11～15cmの0歳魚主体。駿河湾では13～16cmの0

歳魚主体。  
 
3.房総～道東(まき網，定置網) 
(1)来遊量:依然として低水準である。0歳魚は前年並み。1歳魚，2歳魚は前年を下回る。

(2)漁期・漁場:7月後半～8月は鹿島灘～犬吠崎周辺を主漁場に，仙台湾～三陸南部でも漁

場が形成される。その後，11月まで三陸南部～常磐北部で散発的な漁獲。11月以降，常

磐南部～鹿島灘に0歳魚が来遊しカタクチイワシに混獲される。仙台湾～三陸の定置網は

12月まで低調。  
(3)魚体:17～18cmの1歳魚主体に20cm以上の2歳魚が混じる。11月以降来遊する0歳魚は 1

2～13cm。  

 
漁況の経過(2004(平成16)年4月～6月)および見通しについての説明  
1.資源状態: 
 マイワシ太平洋系群の資源量は1994(平成6)年に100万トンを下回り，1995（平成7）～ 

1999(平成11)年の間は50～60万トン台で推移したが，その後再び減少し，2002(平成14)年

以降は約11万トンと低水準にある。2004年（平成16）生まれの加入量水準も幼稚魚調査の

結果からは近年３年と同程度の低水準と予測されることから，今漁期の対象となる各年齢

群はいずれも資源量の豊度が低いと考えられる。  
 2002(平成14)年級群は，2002（平成14）～2003（平成15）年漁期における常磐～房総の

カタクチイワシへの混獲割合（重量）は約3％であり，前年同期の約1％をやや上回った。2

003（平成15）年1月並びに5月の常磐～三陸沖における開洋丸表中層トロール調査(中央水

研横浜)および6月の道東沖合における北辰丸表層流網調査（釧路水試）でも，1歳魚として

前年同期の1歳魚（2001（平成13）年級）より多く出現した。 

 2003(平成15)年級群は，マイワシシラスとしては土佐湾や紀伊水道外域で比較的多く出
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現し，春季以降幼魚が豊後水道で出現した。一方，渥美外海以東においてはマイワシシラ

スの混獲はほとんど見られなかった。さらに，黒潮親潮移行域の幼稚魚加入量指数は0.3と

極めて小さかった。2003（平成15）～2004（平成16）年漁期における常磐～房総のカタク

チイワシへの混獲割合（重量）は，前年同期をやや下回った。2004（平成16）年1月の常磐

～三陸沖における開洋丸表中層トロール調査での1歳魚としての採集量は前年をやや上回

ったが，5月の同調査並びに6～7月の北辰丸表層流網調査では下回った。また，6～7月の北

鳳丸・青海丸による表中層トロール調査結果から，沖合域での分布量は少ないと推測され

た。  
 2003（平成15）～2004（平成16）年産卵期の産卵量は約59兆粒（暫定値）で，30兆粒台

だった前々年，前年を上回ったが，それ以前に比べると依然低水準にある。2004（平成16）

年級群は，マイワシシラスとしては土佐湾や相模湾で比較的多く出現したが，その後0歳魚

として順調に漁獲加入したのは豊後水道海域，紀伊水道外域西部と駿河湾，相模湾にとど

まった。黒潮親潮移行域の幼稚魚加入量指数は0.5であり，前年をやや上回るが，2002（平

成14）年と同数値であり，依然として低い加入量水準を予測した。全体として見れば前年

を下回っている。  
 
2.来遊量，漁期・漁場，魚体: 
(1)北薩～熊野灘(まき網，定置網) 
 4～6月期の水揚量は約1100トンであり，前年同期（約900トン）を上回った。紀伊水道外

域西部と豊後水道南部海域では，0歳魚がまとまって漁獲された。紀伊水道外域東部では大

羽群が4月まで漁獲された。一方，北薩～豊後水道・土佐湾・熊野灘の漁況は低水準であっ

た。 

今期の魚体は，日向灘では12～19cm，豊後水道南部では15cm前後主体と19cm前後主体で

推移すると予測される。熊野灘では6月において13～14cmと16～17cmの2群で構成されてお

り，今期においてはそれぞれ13～16cm，19～21cmで漁獲されると予測される。 

 
(2)伊勢・三河湾～相模湾(まき網，定置網，船曳網) 
 4～6月期の水揚量は約1800トンであり，前年同期（約200トン）を上回った。このうち約

1400トンは，6月の駿河湾での漁獲だった。 

マイワシシラスの来遊量は，相模湾を除き極めて少なかった。相模湾では引き続き0歳魚

が低水準ながら継続的に漁獲された。1歳魚以上の漁況は，伊勢・三河湾，相模湾で極めて

低調に推移した。駿河湾での水揚げ量は前年より増加したが，漁獲の主体であった0歳魚の

豊度は低水準と予測される。今期の魚体は伊勢・三河湾では11～15cm主体，駿河湾では13

～16cm主体と予測される。また相模湾では6月に12～15cmだった0歳魚が引き続き漁獲され

ると予測される。 

 
(3)房総～道東(まき網，定置網) 
 4～6月期の水揚量は4900トンであり，前年同期（約3100トン）を上回ったが，漁獲の主

体であった1歳魚以上の資源量は少なく，前年を下回ると予測される。0歳魚も多くないと

考えられる。今期前半は北上群が対象になるが，常磐以北の沿岸海域が低温であり，夏季

に北上群の一部が常磐以南の海域に留まる可能性がある。一方，沖合域の分布量は少ない

と考えられるので，この来遊は期待できない。魚体は，4月下旬は14～16cm主体に18～20cm

混じり，5月中旬以降は15～16cm主体に19～21cmが混じっており，今期はこれらが成長して

17～18cmを主体に20cm以上が混じると予測される。今期後半の11月以降は12～13cmが主体

になる。 
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カタクチイワシ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し（2004(平成 16)年７月～ 12 月）

対象海域： 北薩～道東。

対象漁業： まき網，定置網，船曳網。

対象魚群： 0 歳魚(2004(平成 16)年級群)，1 歳魚(2003(平成 15)年級群)，および 2 歳魚(200

2(平成 14)年級群)。 年初に加齢。魚体は被鱗体長。

１．西薩～常磐南部のシラス(船曳網)

(1)来遊量：西薩，志布志湾では前年を上回る。日向灘，豊後水道では前年を下回る。土佐湾

～紀伊水道外域では 前年並みか前年を下回る。紀伊水道，伊勢湾，渥美外海では前年を下回

る。遠州灘，駿河湾，相模湾では前年並み。常磐南部では前年並み。

(2)漁期：全期間。

２．北薩～紀伊水道外域西部(まき網，定置網)

(1)来遊量：前年並みか前年を下回る。

(2)漁期：全期間。

(3)魚体：10cm前後(0 歳魚主体)。

３．伊勢湾～相模湾(まき網，定置網，船曳網)

(1)来遊量：伊勢・三河湾，渥美外海は前年を下回る。駿河湾，相模湾は前年をやや下回る。

(2)漁期・漁場：伊勢・三河湾，渥美外海及び駿河湾は全漁期。相模湾は 7 ～ 8 月が中心。

， ） 。(3)魚体：伊勢・三河湾 渥美外海は 5 ～ 10cm(0 歳魚)主体及び 10 ～ 12cm(1 歳魚 が混じる

相模湾，駿河湾は 10 ～ 12cm(1 歳魚)主体に 8 ～ 10cm(0 歳魚)が混じる。

４．房総～道東(まき網，定置網)

(1)来遊量：前年並みかやや下回る。

(2)漁期・漁場：鹿島灘～九十九里沖で 7 ～ 9 月。 道東では 9 ～ 10 月。仙台湾～三陸の定置

網では７～ 10 月。房総～鹿島灘のまき網は 11 月下旬以降。

(3)魚体：７～ 10 月は 11 ～ 12cmの 1 歳魚主体，2 歳魚は混じる程度。11 月下旬以降は 12 ～

13cmの 1 歳魚。

漁況の経過(2004(平成 16)年 4 ～ 6 月)および見通しについての説明

1.資源状態：

カタクチイワシ太平洋系群の資源量推定値は 1998(平成 10)年から 2003(平成 15)年まで 70 万

。 ， 。～ 200 万トンで 推移している 水準は過去 20 年では高位 動向は 5 年間で横ばい傾向にある

本系群は漁場が形成される沿岸だけでなく 黒潮親潮移行域からさらに沖合まで広く分布してい

る。

2002(平成 14)年級群は，春シラスが不漁であったが，未成魚として道東から仙台湾で多く出

現し，秋シラスは好漁であった。また，2003(平成 15)年 3 月以降は常磐から房総海域に高水準
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の来遊が継続した。これらのことから，この年級群の豊度は 近年では 2001(平成 13)年級群に

次いで高いと考えられるが，残存量はそれほど多くないと推定される。

2003(平成 15)年級群は，9 ～ 10 月の道東のまき網漁場で主体の 1 歳魚に混じって７～ 10.5cm

で漁獲されたこと，秋シラス漁が九州から相模湾までの海域で好漁だったこと，2004(平成 16)

年 3 月以降の犬吠埼周辺における成魚群の来遊状況などから，その年級豊度は 2001，2002 年級

群には及ばないものの近年の高水準を維持していると推定される。

2004(平成 16)年級群は，1 ～ 6 月の本州太平洋岸における卵稚仔の出現状況がほぼ前年並み

であるため，現時点ではその年級豊度は高水準が期待されるが，今漁期の漁場への出現につい

ては注視する必要がある。

2．来遊量，漁期・漁場，魚体：

(1)西薩～常磐南部のシラス(船曳網)

西薩海域の 4 ～ 5 月は，カタクチシラスを主体に 1,639 トンの水揚げで，前年の 619 ％，平

年の 138 ％と好調に推移した。志布志湾海域では，408.4 トンの水揚げで，前年の 115 ％，平年

の 184 ％と好調に推移した。日向灘から熊野灘にかけての 3 ～ 4 月の卵稚仔の出現状況はよい

が，漁況は 5 月以降低調に推移している。熊野灘では冬春季に親魚が大量に来遊し豊漁となっ

た。これに由来する春季の卵稚仔も高水準で見られたが，渥美外海～相模湾での春季シラスの

漁況は低調で前年の漁獲量を下回った。黒潮の流況等で，卵稚仔が沿岸域に運ばれなかった可

能性もある。今後，冷水塊の東進により遠州灘～駿河湾では漁況は好転すると予想される。茨

城県のシラス漁獲量（2 ～ 6 月）は 7 トンと平成元年以降で最も低い水準となった。今後黒潮が

蛇行の影響により犬吠埼を離れ，茨城沖をより北上すれば，卵稚仔の加入が期待できるが，７

月上旬現在では黒潮は接岸傾向にある。

(2)北薩～紀伊水道西部(まき網，定置網)

日向灘の 4 ～ 6 月の漁獲量は 6,153 トンで前年同期の 97.5%であった。体長は 11.5 ～ 13.5cm

主体。大分県南まき網による 4 ～ 6 月の漁獲量は 270 トンで，平年比の 40%に留まった。高知県

の中型まき網による 4 ～ 6 月の漁獲量は 558.7 トンで前年同期の 160%，定置網は 13.6 トンで前

年同期の 15%であった。宇和島周辺海域では，6 月までのシラスの取扱量等から当歳魚の加入量

は少ないと考えられ，7 月以降の水揚げについては期待できない。

(3)伊勢湾～相模湾(まき網，定置網，船曳網)

熊野灘では冬春季に親魚が大量に来遊し豊漁となった。伊勢湾内では 5 月から産卵が本格化

したが，卵稚仔採集量は前年の水準を下回ったことから，今期の伊勢湾内への親魚の来遊量は

前年を下回ると予想される。愛知県の 1 ～ 6 月末までの漁獲量は 3,230 トンで昨年同期の 54%，

魚体は 6 ～ 13cmであった。主な漁場は 5 月が渥美外海，6 月は伊勢湾であった。相模湾（神奈

川県側）では全般的には前年に引き続き高水準の来遊量となった。4 ～ 6 月の定置網による総水

揚げ量（暫定値）は 1187 トンで前年同期の 89 ％。まき網も，餌イワシとして漁獲を継続し，4

月はヒラゴ主体であったが，5・6 月はカタクチイワシ主体の漁獲となった。

(4)房総～道東(まき網，定置網)

3 ～ 6 月までの房総海域における漁獲物組成は一貫して 2003 年級群(1 歳魚)主体で経過し，

北部まき網による漁獲量は 5.3 万トンで前年の 6 万トンをやや下回るものの高水準であった。
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今後も引き続き漁獲の主対象は 1 歳魚となり，前年をやや下回る来遊量となろう。

釧路水試が 6 月 24 日～ 7 月 2 日に道東～三陸沖太平洋で北辰丸によって行った刺網による漁

期前調査では，主体が 12.5 ㎝台，1 回当たりの採集尾数は 405.3 尾で，前年（1,450.5 尾）を

下回り，1994 年以降の漁期前調査の中では低い水準であったが，分布域は比較的広いものと思

われた。5 月の開洋丸による表中層トロール調査結果におけるCPUE（総採集重量kg／曳網点数）

は 136.6 で，前年の 176.6 を下回った。また，東北水研が 6 ～７月に，北鳳丸，青海丸で行っ

た表中層トロールによるサンマを主対象とした資源調査では，体長 11 ～ 12cmのカタクチイワシ

の漁獲尾数が多く，大量に分布しているが，150 度E以東では多くなかった（2002 年では以東も

以西同様に連続して大量に漁獲された 。したがって， 三陸・道東海域における今後の釧路水）

試の刺網調査結果や水産研究所による表中層トロール調査結果を注意して見ていく必要がある

が，沖合域の資源水準は前年を下回るものと推定される。

前年は三陸沖の暖水塊の影響により魚群の南下が遅れたため，年内に常磐以南海域でのまと

まった漁場形成が見られなかった。現状では三陸沖の暖水塊が無いことから，魚群の南下時期

は平年並みと予想される。
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ウルメイワシ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し(2004(平成16)年7月～12月)

対象海域:北薩～熊野灘

対象漁業:まき網，定置網，棒受網，多鈎釣

対象魚群:0歳魚(2004(平成16)年級群)及び1歳魚(2003(平成15)年級群)。年初に加齢。

魚体は被鱗体長。

1. 来遊量:北薩，薩南では前年を上回る。日向灘では前年並みか前年をやや上回る。豊

後水道では前年並み。土佐湾では前年並みか前年を上回る。紀伊水道外域西部では前年

並みの低水準。紀伊水道外域東部では平年並み。熊野灘では前年を下回る。

2. 漁期:全期間。土佐湾の多鈎釣りは11月から。

3. 魚体:日向灘では13～20cm(前年秋以降生まれ)が主体。北薩，薩南，豊後水道，紀伊

水道外域は10～20cm(0歳魚)が主体。熊野灘は7～8月は20～23cm(1歳魚)と11～13cm(0歳

魚)，9月以降は15～17cm(0歳魚)。

漁況の経過(2004(平成16)年4月～6月)および見通しについての説明

1.資源状態:

資源量の指標となる産卵量は2001年，2002年と減少したが2003年は増加した。資源水準

は過去20年の漁獲量及び産卵量の変動の中で中位，動向は最近5年の推移から横ばい傾向

にあると考えられる。

2.来遊量，漁期・漁場，魚体:

北薩から薩南では3～6月の0歳魚の来遊が好調。日向灘では，1992(平成4)年以降，年間

。 ，の来遊量の指標となる1月の漁獲量が前年並み 豊後水道西部では1～6月の漁獲量が前年

平年を下回り低水準。豊後水道東部では南部主体に前年，近年，平年を上回った。土佐湾

では前年を上回って推移した。紀伊水道外域西部では1～6月の漁況が低調。紀伊水道外域

東部では平年並みの漁況。熊野灘では黒潮が離岸傾向となって暖水波及が少なくなるため

に来遊条件が悪いと予測される。なお，予測対象海域では周年漁場が形成される。

2003(平成15)年7～12月の主要港水揚量は6,286トンで前年同期の1.0倍，2004(平成16)

年1～6月は4,177トンで1.0倍であった。




