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平成１６年度第２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(２００５年１月～６月）

海 況

日本南岸の黒潮は，期間を通してＡ型流路で推移するが，６月後半

には蛇行が東偏する。

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」～「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，低め＝平年値－１５℃程度. .

漁 況（来遊量予測）

マサバ太平洋系群

。 。マサバ１歳魚と３歳魚は前年を上回る ２歳魚は前年を下回る

ゴマサバ太平洋系群

。ゴマサバ１歳魚を中心に比較的低調であった前年並みか上回る

サバ類全体として前年を上回る。

マアジ太平洋系群

北薩～豊後水道、相模湾は前年並みか上回り、紀伊水道外域～熊野灘は下回る。

マイワシ太平洋系群

依然として低水準であるが、豊後水道南部～熊野灘では前年を上回る。

カタクチイワシ太平洋系群

前年を下回る。

ウルメイワシ太平洋系群

西部は前年を上回り、東部は下回る。

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。
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中央ブロック海況予報

今後の見通し（２００５年１月～６月）

（１）黒 潮

◎潮岬以西における黒潮流軸変動

・九州南方海域の黒潮北縁は、期間を通して屋久島南付近での変動が多く、６月頃に一時的

に離岸傾向になる。

・２月前半に九州南東沖で小蛇行が形成され、３月～４月に四国沖を東進する。九州南東沖で

は４月以降に接岸傾向となる。

・室戸岬沖～潮岬沖の離岸傾向は６月前半まで続くが、６月後半には接岸傾向となる。

◎潮岬以東の黒潮流型

・期間を通してＡ型流路で推移するが、小蛇行の東進に伴って６月後半には蛇行が東偏する。

・房総沖の黒潮流軸は、期間を通して接岸傾向で推移する。

・鹿島灘～常磐南部海域では犬吠埼で接岸後、流向は北流と東流を繰り返す。

（２）薩南～房総沿岸域

・潮岬以西では黒潮の小蛇行の東進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、断続的に内側反流が起きる。

・伊豆諸島北部海域や房総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

・親潮系冷水の影響下にあるが、鹿島灘では黒潮の流向変動に伴い、断続的に暖水舌が形成さ

れる。

（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」～「低め」で

※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＋２.５推移する。

℃程度、やや低め＝平年値－１．０℃程度、低め＝平年値－１.５℃程度

（注：経過は図１を参照のこと ）経 過（２００４年７月～１１月） 。

（１）黒 潮

・７月後半にＮ型流路からＡ型流路への変化が起こり、８月に安定したＡ型流路となり、その後

１１月までＡ型流路が継続した。

（２）薩南～房総沿岸域

◎薩南海域

、 、 、 。・黒潮北縁は ７月は接岸 ８月は離岸 ９月～１１月は屋久島南付近の平均的な位置で推移した

◎潮岬以西

・７月、都井岬沖では中旬以降、足摺岬沖では下旬以降に黒潮が接岸傾向になった。室戸岬沖は著

しく離岸、潮岬沖はかなり離岸していた。



・８月、都井岬沖～足摺岬沖は接岸、室戸岬沖はやや離岸となった。潮岬沖はかなり離岸していた

が、中旬にやや離岸となった。

・９月～１１月、都井岬沖～足摺岬沖は接岸、室戸岬沖はやや離岸傾向、潮岬沖はかなり離岸傾向

が継続した。

・１０月～１１月、小さい冷水渦が断続的に出現し、黒潮北縁域を東進した。

◎潮岬以東

・７月上旬蛇行北上部が熊野灘へ進入し、７月中旬～下旬遠州灘へ移動した。

・８月、内側反流の影響で、熊野灘～遠州灘は高水温傾向が持続した。８月中旬には大蛇行最南端

部が３１°Ｎ以南まで張り出した。

・９月、蛇行北上部が伊豆列島線の西側で東西に変動していた。

・１０月上旬、一時的に蛇行北上部が八丈島の南を通過し、房総半島沖を北上したが、中旬以降は

伊豆列島線の西側を北上するＡ型流路に戻った。

・１１月上旬、伊豆諸島北部海域から熊野灘にかけて内側反流が強まったが、下旬には弱まった。

・１１月中旬、一時的に蛇行北上部が八丈島付近を通過し、房総半島沖を北上したが、下旬には伊

豆列島線の西側を北上するＡ型流路に戻った。

・９月中旬～１１月、伊豆諸島南部海域は黒潮系暖水でおおわれた。

・８月～１１月、房総海域において黒潮の流路は変動が小さく、接岸傾向で推移した。

（３）鹿島灘～常磐南部海域

・７月、黒潮は犬吠埼から東方へ流去し、親潮系冷水におおわれた。

親潮系冷水の影響が残った。黒潮は犬吠沖から北東に立ち上がり、暖水が鹿島灘沖合に波及・８月、

した。大洗から会瀬沖には弱い暖水塊が形成された。

９月 親潮系冷水におおわれた。黒潮は犬吠沖から大きく東に離れ、目立った暖水の波及はなかった。・ 、

強い冷水域は現れな・１０月、黒潮系暖水が沖合を北上し、沿岸では親潮系冷水の影響が弱まり、

くなった。

・１１月、黒潮は北上傾向を強めた。また、北上暖水は宮城沖で暖水塊を形成していた。弱い親潮

系冷水と暖水塊由来の暖水が常磐沖合を南下し、さらに黒潮の側流に巻き込まれ、複雑な水塊配

置となっていた。

現 況（２００４年１２月６日現在）

（１）黒 潮

・黒潮はＡ型流路で推移している。

（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

・黒潮は都井岬沖～足摺岬沖で接岸している。

・室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖でかなり離岸している。

◎潮岬以東

・黒潮は潮岬沖の３２°Ｎ付近を東南東へ流れ、御前埼沖で３１°３０’Ｎ付近まで著しく離岸し



ている。

・蛇行北上部は伊豆列島線付近にあり、黒潮は北へ流れている。

・伊豆諸島北部海域から遠州灘沿岸にかけて内側反流が見られ、一部は熊野灘へ流入している。

・房総海域では黒潮が接岸している。

（３）鹿島灘～常磐南部海域

・黒潮は犬吠埼沖を接岸し北東へ流去していて、黒潮系暖水は沖合に分布している。

※ 黒潮の離接岸に関する語句表記は、川合英夫(1972)：海洋物理Ⅱ、東海大学出版会に従った。



 

 

図１ａ 黒潮流軸のパターン 

（2004 年 7 月～9月、海上保安庁海洋情報部海洋速報より作成）



 

 

図１ｂ 黒潮流軸のパターン 

（2004 年 9 月～11 月、海上保安庁海洋情報部海洋速報より作成） 



                 サバ類予報文－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（2005(平成17)年1月～6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～常磐海域 
対象漁業：まき網、定置網、たもすくい、棒受け網 
対象魚群：１歳魚(2004(平成16)年級群)、２歳魚(2003(平成15)年級群)、３歳魚(2002(平成14)年級群)、４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歳魚は少なかった前年を上回る。2歳以上も来遊するが少ない。マサバは低水準。

サバ類全体としては、前年並み。 

（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23～31cm（1歳魚）が主体となり、31～35cm（2歳魚）も漁獲される。薩南では34cm

以上（３歳以上）の割合が比較的高い。 

 

２． 紀伊水道外域（まき網・定置網） 

（１）来遊量：ゴマサバ１歳魚と3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、低調であっ

た前年をやや上回る。 

（２）漁期：期を通じて、主にゴマサバが漁獲対象となり、マサバが混じる。 

（３）魚体：ゴマサバは23～31cm（1歳魚）と34cm以上（3歳以上）が漁獲される。 

 

３． 熊野灘（まき網・定置網） 

（１）来遊量：ゴマサバ1歳魚は前年を上回る。2歳魚は少ない。ゴマサバとしては比較的低調であった前年

を上回る。マサバは低水準。 

（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23～31cm（１歳魚）が主体となり、31～35cm（2歳魚）が混じる。 

 

４． 伊豆諸島周辺海域（たもすくい・棒受け網） 

（１）来遊量：ゴマサバ1歳魚と3歳以上は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。マサバは低水準だが3歳

魚の水準は近年ではやや高い。サバ類全体としては前年並みかやや上回る。 

（２）漁期・漁場：期を通じて、三宅島周辺が主な漁場となる。伊豆諸島北部海域でゴマサバの漁場形成があ

った場合にマサバが混じる。 

（３）魚体：ゴマサバは23～31cm（1歳魚）が主に漁獲され、31～35cm（2歳魚）が混じる。マサバは35～39cm

（3歳魚）主体。 

 
５．犬吠～常磐海域（まき網・定置網） 
（１）来遊量：マサバ１歳魚は前年を上回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上回る。ゴマサバ1歳

魚は少なかった前年を大きく上回る。サバ類全体としては前年を上回る。 
（２）漁期・漁場：まき網では、期前半は犬吠埼沖周辺が主漁場となり、期後半は常磐沖にも漁場が形成され

る。 
（３）魚体：マサバは21～28cm（1歳魚）と35～39cm（3歳魚）、ゴマサバは22～28cm（１歳魚）が主に漁獲

される。 
 

1 
漁況の経過（2004（平成16）年7月～11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、2002年級群の加入が良かったため2004年には約7万トンへと低水準ながら回復したと見られる。 



                 サバ類予報文－2 

 2001年級群の加入尾数は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2億1千万尾が漁獲され、

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2004年7月時点での残存資源量は約1億7
千万尾と推定され、2004年7月～11月に約5千万尾が漁獲された。 
 2003年級群は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。各種の調査船調査結果からも2003年級群は極めて弱い年級と思われる。 
 2004年級群は5月の表中層トロール調査（中央水研・北水研）ではゴマサバと共に多獲され2002年級

群よりも加入量指数は若干高かったが、９月に東北沖から道東で行った表中層トロール調査（東北水研）

では 2002 年級群より出現率はやや低かった。6～11 月に道東で行った流し網調査（釧路水試）では 2002
年級群の当歳魚時点でのCPUEの約2倍であった。サンマ棒受網漁業への混獲状況調査（茨城水試）によ

ると、9 月下旬に19～22 ㎝のマサバとゴマサバ、10 月は20～23 ㎝のマサバおよび20～22cm 主体で24
～27cmサイズ混じりのゴマサバのまとまった混獲がみられ、マサバとゴマサバの尾数比はおおむね3:7で

あった。一方、2004年級群の2004年7月～11月の推定漁獲尾数は約4千2百万尾で、2002年級群が当

歳魚であった年の7月～11月の値（2千5百万尾）を上回っている。2004年7月時点では2004年級群の

加入量を2002年級群程度（約11億尾）と見積もったが、上記の情報を総合すると、2002年級群を上回る

可能性がある。但し2002年級群は2002年12月に1億6千万尾と多獲されたが2003年1月～6月は余り

漁獲されなかった。このことを含めて、海況的な検討の必要があるが、2004年級群の豊度の見積もりは依

然として不確実であるのが現状である。 
（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13億尾の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いた。1997 年級群の加入量は2
億尾、1998年級群の加入量は3億尾、2003年級群の加入量は3億尾と算定される。2004年級群の加入量

は、調査船調査、混獲状況、定置網への小型魚の入網からみて、高い水準である。 
 
２． マサバ 
（１）来遊量 
 予測期間における主体は2004年級群（1歳魚）と2002年級群（3歳魚）である。マサバ1歳魚（2004
年級群）の加入量は前述のように不確実であるが、2002 年級（約 11 億尾）並みか上回ると考える。従っ

て、予測期間における関東以北への1歳魚の来遊量は、前年（過去最低の加入量の2003年級群）を上回る。 
マサバ2歳魚（2003年級群）の残存資源量は、前述のとおり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2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3歳魚（2002年級群）の残存資源量は、前年における2001年級群よりかなり多く、予測期間に

おける関東以北への 3 歳魚の来遊量は、前年を上回ると考えられる。また、予測期間内において房総以南

へ産卵回遊すると想定される。 
 マサバ4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5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。  

 犬吠～常磐海域におけるマサバ全体の来遊量は2004年級群の豊度の不確実性が高いが、前年を上回ると

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 
 三陸から犬吠周辺におけるまき網によるサバ類の2004年7月～11月の漁獲量は35千トンと昨年並みで
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あった。東北海区における 7 月～11 月の定置網ほかのサバ類漁獲量は 3 万 1 千トンと好漁だった前年（7
月～11月で1万5千トン）をも大幅に上回った。以下に月別に述べる。 
 常磐海域から犬吠周辺におけるまき網漁業の経過は以下のようである。7月は単発的に犬吠沖に漁場が形

成されたが散発的であり、九十九里～鴨川沖ではアジ・マイワシに混獲される程度で、漁獲量は約 2,600
トンであった。８月は上旬以降、三陸北部～南部に漁場が形成され、約 5,300 トンが漁獲された。９月は

三陸南部～金華沖に加えて、常磐南部でも散発的に漁場が形成され、下旬以降は常磐北部にも漁場が形成

された。漁獲量は約12,500トンであった。10月の主漁場は三陸南部～常磐北部に形成され、漁獲量は8,200
トンであった。11 月上旬の漁場は三陸南部～常磐中央部で、中旬以降は常磐北部～犬吠沖に移り、漁獲量

は 6,200 トンであった。12 月上旬現在では、37°付近に位置する黒潮続流の北限から金華山沖に暖水が

波及しており、常磐北部から常磐南部にかけて漁場が形成されている。 
 東北海域の定置網ほかでは、6月から本格的な漁獲が始まったが、7月に2,300トン、8月は9,600トン、

9 月は 12,300 トン、10 月は 1,100 トンと昨年の約 2 倍という好漁が見られた。三陸中南部の定置網では

10月下旬で入網が終わった。 
 伊豆諸島海域では、近年では比較的残存量の多い2002年級群が3歳となりほぼ100%成熟すること、A
型流路であることから、北部海域（ひょうたん瀬～利島～大島）に低水準ながら集群が期待される。しか

し、11月末までのまき網の漁況経過からみて、マサバは2002年級群を主体に依然として北緯37度付近を

中心に漁獲されており、南下は遅れている模様である。比較的多くの加入が見込まれている2004年級群の

来遊も期待できず、伊豆諸島海域への来遊量は依然として低水準であると考えられる。従って、本格的な

漁場形成には到らず、ひょうたん瀬～利島～大島の伊豆諸島北部海域でゴマサバに混獲される程度の漁獲

にとどまる。これ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、同海域における2004年のサバ

類漁獲は低調であり、他の海域でもほとんど期待できない。 
（３）魚体 
 常磐から三陸北部のまき網では、７月は27～28㎝および32～34㎝が主体、8月は三陸南部で34～36cm、

9 月の常磐南部～犬吠沖は 21～24cm の 0 歳魚主体に 29～35cm がわずかに混じる程度であった。9 月の

三陸南部～常磐北部では31～36cm 主体に21～26cm がわずかに混じった。10 月は22～24cm 主体に33
～36cmが混じった。11月の常磐では21～24cm主体に31～35cmが混じり、鹿島沿岸～犬吠沖では27～
36cm と幅広い組成に 21～24cm が混じった。12 月初旬の常磐南部では 28～37cm と幅広い組成に 23～
25cmが混じった。 
 三陸の定置網では７月は 33～36 ㎝主体、８月と 9 月は 33～40 ㎝と 24～26cm が主体、10 月は 33cm
前後が主体となった。常磐の11月の定置網では20～23㎝が見られた。 
 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1歳魚21～28cm、2歳魚29～34 cm、3歳魚は35～39cm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た。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～2004 年6 月に約2 億尾が漁獲され、更に2004 年7 月以降も約4 千万尾が漁獲さ

れたと推定される。2002年級群は既に2004年春季に産卵したことが確実であり、2005年春季にも産卵が

期待される。マサバ資源回復計画は 2003 年 11 月から 10%の努力量削減を目指して開始された。2004 年

級群の加入量がある程度高いことを想定して、さらに努力量を削減する計画が作成された。マサバ資源の
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回復のためには未成魚および2002年級群の漁獲を控えて、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１歳魚（2004 年級群）は、2004 年 5 月の表中層トロール調査において、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、比較的高い加入量となると予測されていた。

2004年の前半に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ち、その後も黒潮域のまき網の

漁況は一部の海域を除き高い水準で経過している。また関東以北でも、サンマ棒受け網漁へのゴマサバ小

型魚の混獲が目立ち、北海道釧路水産試験場が実施した流し網調査でも 0 歳魚の採集が 1994 年以降で 4
番目に多かった。9月の表中層トロール調査でも出現率は近年では高かった。三陸地先の定置網では夏秋季

に近年になく高い水準の来遊があった。犬吠以北のまき網ではまとまった漁獲はみられないものの太平洋

側全体では、2004年級群の来遊量は高い水準にあることは確実である。今後実施される調査船調査の結果

とまき網等での漁況とからその程度を判定する。 
ゴマサバ2歳魚（2003年級群）の来遊量水準は低い。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、その量は少ない。調査船調査の結果も、低い来遊量と符合している。

今後の来遊量も総じて期待できないと推定される。 
ゴマサバ3歳魚（2002年級群）は、比較的高齢となり残存資源量は若齢魚より少ないが、熊野灘のまき

網や紀伊水道外域でも継続して漁獲されてきており、今後も比較的大型魚が対象となる伊豆諸島周辺海域

のたもすくいや薩南のまき網漁場を中心に、黒潮域のまき網でも来遊がみられよう。 
ゴマサバ４歳（2001年級群）以上の残存資源量はかなり少ない。 

（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近年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比較的大きい傾向にある。今期は、室戸岬～潮岬沖では黒潮は離岸傾向とな

ると予測されており、紀伊水道外域へのゴマサバの来遊および漁場形成条件は良くないと判断される。こ

のことから、ゴマサバ１歳魚の資源水準は高いものの、この海域のサバ類の来遊量は低調であった前年を

やや上回る程度と予測した。 
今期も潮岬以東で黒潮流型は A 型が継続すると予測されている。伊豆諸島周辺海域のたもすくい、棒受

け網の漁場は比較的安定して形成されるが、黒潮北上部の位置の変動によって漁場の移動がみられることも

あろう。 
ゴマサバの来遊が前年より多いと予測される犬吠以北のまき網漁業では、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。 
（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。1歳魚は23～31cm。

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。 



マアジ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し(2005(平成17)年1月～6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(2005(平成17)年級群)、1歳魚(2004(平成16)年級群)、2歳(2003(平成15)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:1歳魚は北薩～薩南では前年、平年並み、日向灘～豊後水道では前年並みか前年

を上回る。

(2)魚体:15～22cm(1歳魚)が主体。期後半には4～12cm(0歳魚)が来遊する。

2.紀伊水道外域(まき網・定置網)

(1)来遊量:前年を下回る。

(2)魚体:20～30cm(2、3歳魚)が主体。期後半には西部に4～12cm(0歳魚)が来遊する。

3.熊野灘(まき網・定置網)

(1)来遊量:南部の1歳魚は前年を上回る。北中部の1歳魚は前年並みの低水準で、2歳魚は前

年を下回る。

(2)魚体:15～25cm(1、2歳魚)が主体。期後半には4～12cm(0歳魚)が来遊する。

4.相模湾(定置網)

(1)来遊量:1歳魚は前年並みか前年を上回る。

(2)魚体:15～22cm(1歳魚)が主体。22～26cm(2歳魚)も来遊する。期後半には4～12cm(0歳魚)

が来遊する。

漁況の経過(2004(平成16)年7月～11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(昭和61)年に顕著に増加し始め、1993(平成5)年から高水準となり、1997(平成

9)年から2000(平成12)年にかけてやや低下したものの、2001(平成13)年には加入量が多かったた

めに再び高くなった。2002(平成14)年、2003(平成15)年と加入量が減少し、資源水準も減少傾向

にある。2004(平成16)年の加入量はやや多い可能性がある。

:2.来遊量、漁期・漁場

2005(平成17)年級群は、産卵期の前であるため、来遊量の予測は困難である。

2004(平成16)年級群について、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

に四国沖で発達して東進したために、海域によって来遊量に違いが見られた。今年1～11月の漁

況は、日向灘、豊後水道では前年を大きく上回り、熊野灘南部と相模湾でも上回ったが、北薩か



ら薩南、紀伊水道外域、熊野灘北中部では前年並みの低水準であった。7～11月の0歳魚の漁

況と翌年1～6月の1歳魚の来遊量に正の相関が認められる海域が多いことから、来期の1歳魚と

しての来遊は、日向灘、豊後水道、熊野灘南部では前年を上回り、相模湾では前年並みか前年

を上回り、紀伊水道外域、熊野灘北中部では前年並みの低水準と予測される。近県沿岸からの

来遊が期待できる北薩から薩南では前年、平年並みと予測される。

2003(平成15)年級群の今年1～11月の漁況は、紀伊水道外域では2002(平成14)年級群ととも

に低調の前年並みで、熊野灘では前年を大きく下回った。また、紀伊水道外域から潮岬沖では

引き続き黒潮が離岸傾向で推移して来遊条件が不良と見込まれる。これらのことから来期の2歳

魚としての来遊は、紀伊水道外域と熊野灘では前年を下回ると予測される。

予測対象海域では周年漁場が形成される。

2004(平成16)年1～6月の主要港水揚量は鹿児島～高知は10,331トンで前年同期の1.5倍、徳

島と和歌山は1,821トンで1.2倍、三重と愛知は1,037トンで1.3倍、静岡と神奈川は2,285トンで1.3

倍であった。7～11月は鹿児島～高知は14,552トンで1.5倍、徳島と和歌山は1,360トンで1.0倍。

三重と愛知は911トンで0.5倍、静岡と神奈川は669トンで2.4倍であった。



 

 

マイワシ太平洋系群の漁況予報 

 

今後の見通し(2005(平成17)年1月～6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（2005（平成17）年級群）、1歳魚(2004(平成16)年級群)および2歳魚

(2003(平成15)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、船曳網) 

(1)来遊量:北薩から日向灘は混獲程度。豊後水道南部から熊野灘の各海域では、低水準

の前年を上回る。 

(2)漁期・漁場: 1、2歳魚が散発的に来遊。 

(3)魚体:13cm以下(0歳魚)、17～20cm(1、2歳魚)。 

 

2.伊勢・三河湾～相模湾(まき網、定置網、船曳網) 

(1)来遊量:1、2歳魚とも低水準が引き続く。 

(2)漁期・漁場:１、2歳魚が散発的に来遊。 

(3)魚体:伊勢・三河湾では6～13cm(0歳魚)。駿河湾、相模湾では17～18cm(1歳魚)と19

～20cm（2歳魚）。 

 

3.房総～道東(まき網、定置網) 

(1)来遊量:1、2歳魚とも低水準が引き続き、前年並みかやや下回る。 

(2)漁期・漁場:1月～3月は常磐南部～鹿島灘海域でカタクチイワシに混獲。4月～6月は

房総～常磐南部海域において散発的な漁で推移する。三陸南部～仙台湾の定置網は5月

から。北海道にはほとんど来遊しない。 

(3)魚体:1月～3月は12～15cm(1歳魚)、4月～6月は15～18cm(1歳魚)主体に19～21cm(2歳

魚)も出現する。 

 

漁況の経過(2004(平成16)年7月～11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11万トンの低水準にある。 

2001（平成13）年～2004（平成16）年の加入量水準が連続的に低調であったことから、

今期の漁獲の主体を成す2004（平成16）・2003（平成15）年級群の水準は極めて低く、ま

た2005（平成17）年級群を生み出す親魚量も少ないため、加入量水準が劇的に回復すると

は考えられない。 



 

 

2002(平成14)年級群は、当歳魚での漁獲は低調であったが、2003（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)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、1歳魚として前年同期の1歳魚（2001（平

成13）年級群）より多く出現し、また夏季は活発に漁獲され、１歳魚としての漁獲は前年

並みであった。しかしながら、今漁期においては資源尾数が減少しており、漁獲の主体に

はならないと考えられる。 

2003(平成15)年級群は、マシラスとしては土佐湾や紀伊水道外域で比較的多く出現し、

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（中央水研）は0.3

と極めて小さかった。2003（平成15）～2004（平成16）年冬春季における常磐～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（中央水研）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月と8～9月の北辰丸表層流網調査（釧

路水試）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（東

北水研八戸）から、沖合域での分布量は少ないと推測された。 

2004（平成16）年級群は、マシラスとしては土佐湾や相模湾で比較的多く出現した。そ

の後0歳魚として順調に漁獲加入したのは豊後水道南部～紀伊水道外域と駿河湾、相模湾

にとどまったが、特に豊後水道南部～紀伊水道外域および相模湾では前年を上回る漁獲が

見られた。沖合域については、黒潮親潮移行域の幼稚魚加入量指数（中央水研）は0.5で

あり、前年をやや上回ったが、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。その後の沖合域における北辰丸表層流網調査（釧路水試）、北鳳丸表中

層トロール調査（東北水研八戸）での採集は見られなかったことから、沖合域での分布量

は極めて少ないと推測される。 

 

2.来遊量、漁期・漁場、魚体: 

(1)北薩～熊野灘(まき網、定置網、船曳網) 

 7～10月における漁獲の主体は14～18cmにモードのある0歳魚(2004（平成16）年級群)並

びに1歳魚(2003（平成15）年級群)であった。特に9月以降は12～15cmにモードのある0歳

魚(2004（平成16）年級群)主体であったと考えられる。この豊度が前年を上回ったことか

ら、今期の漁獲も前年を上回ることが考えられる。 

2004(平成16)年1～6月の主要港水揚量は1,700トンで前年同期の1.2倍、7～11月は4,200

トンで3.5倍。 

 

(2)伊勢・三河湾～相模湾(まき網、定置網、船曳網) 

 7～10月における漁獲の主体は13～19cmにモードのある0歳魚(2004（平成16）年級群)並

びに1歳魚(2003（平成15）年級群)であった。特に9月以降は17～19cmにモードのある1歳

魚(2003（平成15）年級群)主体であったと考えられる。0歳魚(2004（平成16）年級群)の

漁が切れていることから、今期の漁獲は低調に推移する可能性が高い。 

2004(平成16)年1～6月の主要港水揚量は2,346トンで前年同期の3.2倍、7～11月は4,600

トンで0.8倍。 

 

(3)房総～道東(まき網、定置網) 



 

 

 7～10月における漁獲の主体は17～18cmにモードのある1歳魚(2003（平成15）年級群)で

あった。前期においては三陸南部への北上が低調であった。0歳魚(2004（平成16）年級群)

の漁獲は低調に推移してきたため、今期1歳魚(2004（平成16）年級群、未成魚越冬群）と

しての漁獲も低調に推移する可能性が高い。 

2004(平成16)年1～6月の主要港水揚量は4,922トンで前年同期の1.8倍、7～11月は5,600

トンで0.6倍。 

 



カタクチイワシ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し（2005(平成17)年1月～6月）

対象海域： 北薩～道東

対象漁業： まき網、定置網、船曳網

0 2005 17 1 2004 16 2 2003対象魚群： 歳魚( (平成 )年級群) 歳魚( (平成 )年級群) および 歳魚(、 、

(平成 )年級群)。 年初に加齢。魚体は被鱗体長。15

1.北薩～紀伊水道外海域西部(まき網、定置網、船曳網)

( )来遊量：前年並みか下回る。1
( )漁期・漁場：全期間、各地。2
( )魚体： ～ ( 、 歳魚)主体。3 5 11cm 0 1

2.熊野灘～相模湾(まき網、定置網、船曳網)

( )来遊量：熊野灘は前年を下回る。伊勢湾・渥美外海は前年並み。駿河湾および相模湾は1
前年を下回る。

( )漁期・漁場：伊勢湾・渥美外海は 月以降。熊野灘、駿河湾および相模湾では全期間。2 5
( )魚体： ～ ( 、２歳魚)主体。3 10 13cm 1

3.房総～道東(まき網、定置網)

( )来遊量：前年を下回る。1
( )漁期・漁場：常磐から房総海域のまき網は、１月は常磐南部から鹿島灘。 ～ 月は鹿2 2 3
島灘から房総海域、 ～ 月は房総海域から鹿島灘。三陸の定置網は 月までと 月以降。4 6 1 5
道南の定置網は 月から。5
( )魚体： ～ 月は ～ ( 歳魚)主体。 ～ 月は ～ ( 歳魚)主体。3 1 3 11.5 12.5cm 2 4 6 12 13cm 2

漁況の経過(2004(平成16)年7月～11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。

2003 15 1 2003 3 2003(平成 )年級群は、前年より か月早い 年 月から産卵が本格化したこと、

9 10 1 2002年 ～ 月の三陸から道東沖の表中層トロール調査（東北水研、水工研）では 歳魚（

（平成 ）年級群）とともに採集されたこと、 年 ～ 月の三陸、道東海域で漁獲の主14 2004 7 11
体となりまとまって漁獲されたこと等から比較的高い水準と考えられる。

（平成 ）年級群は、各地でシラス漁が不漁であったこと、秋季に房総～道東海域に2004 16
ほとんど出現していないこと等からその水準は低い可能性がある。



2.来遊量、漁期・漁場、魚体:

(1)北薩～紀伊水道西部(まき網、定置網)

日向灘への来遊は太平洋北部海域の資源状況と相関が見られ、関係が認められる ～ 月の6 7
釧路水試による表層流網調査での採集状況等から前年を下回ると予測される。

(2)熊野灘～相模湾（まき網、定置網、船曳網）

渥美外海の水温が高めで推移していることから、沿岸域への成魚の来遊は良いが、資源水準

は低い可能性があるため、伊勢湾・渥美外海の未成魚・成魚は前年並みと予測される。

駿河湾、相模湾では、漁獲の主体となる2004年級群は、シラスの水揚量が極度に低調であっ

た。2004年の産卵状況は、6月まで卵稚仔が多かったものの、7月以降は低水準となっている。

このため、熊野灘、駿河湾、相模湾での未成魚・成魚は前年を下回る。

(3)房総～道東(まき網、定置網)

房総～道東では、秋季に１歳魚（ （平成 ）年級群）がほとんど出現していないこと2004 16
から、２月中旬以降来遊水準は低くなると考えられる。

～ 月に釧路水試が行った表層流網調査では、カタクチイワシの採集量は前年を下回っ6 10
たが、まき網（道東海域）による漁獲量は前年を上回った。しかし、定置網や刺し網等（道東

） 、 、 （ ）・道南海域 での漁獲が少ないこと また まき網による１曳き網当たり漁獲量 ～ 月9 10
（ ） （ ） 、 、 （ 、 ）が前年 トン とほぼ同程度 トン であったことなどから 平成128.3 127.5 2002 2003 14 15

年級群の来遊量は前年と同程度から若干下回ったものと思われた。



ウルメイワシ太平洋系群の漁況予報

今後の見通し(2005(平成17)年1月～6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:2005(平成17)年級群及び2004(平成16)年級群。魚体は被鱗体長。

1. 来遊量:北薩から土佐湾は前年並みか前年を上回る。紀伊水道外域西部は前年並みの低

水準。紀伊水道外域東部から熊野灘は前年を下回る。

2. 漁期:全期間。

3. 魚体:16～23cm(2004(平成16)年夏以前生まれ)が主体。4月以降は14cm以下(2004(平成16)

年秋以降生まれ)も。

漁況の経過(2004(平成16)年7月～11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(平成13)年、2002(平成14)年と減少したが2003(平成15)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:

薩南では10月にまき網の漁況が上向いている。日向灘では5月以降の前年秋以降生まれ群の

漁獲量が前年を若干上回った。豊後水道では3～11月の漁獲量が前年を上回った。紀伊水道外

域から熊野灘では漁況が低調に推移している。また、紀伊水道外域沖では黒潮が離岸傾向で推

移して来遊条件が不良と予測される。なお、予測対象海域では周年漁場が形成される。

2004(平成16)年1～6月の主要港水揚量は4,317トンで前年同期の1.0倍、7～11月は5,715トン

で1.0倍であった。


