
サバ類予報－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8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(2005(平成17)年級群)、1歳魚(2004(平成16)年級群)、2歳魚(2003(平成15)年級群)、3歳

(2002(平成14)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：マサバは低水準。ゴマサバ1歳魚は前年を上回り、0歳魚も多い。2歳以上は前年を下回る。

サバ類全体として前年を上回る。 
（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25～33cm（1歳魚）主体で、28cm以下（0歳魚）が混じり、2歳以上（31cm以上）

は少ない。 
 
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歳魚は前年を上回り、0歳魚は前年を下回る。2歳以上は少ない。

サバ類全体として前年を上回る。 
（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25～33cm（1歳魚）が主体で、31cm以上（2歳魚）と28cm以下（0歳魚）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：マサバは低水準。ゴマサバ0歳魚は多かった前年を下回り、1歳魚は前年を大きく上回る。２

歳以上は少ない。サバ類全体としては前年を上回る。 
（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25～33cm（1歳魚）主体で、期後半に28cm以下（0歳魚）が混じり、2歳以上（31cm

以上）は少ない。 
 
４． 伊豆諸島周辺海域（棒受け網） 
（１）来遊量：マサバは低水準。ゴマサバ０歳魚は前年を下回り、１歳魚は前年を上回る。２歳以上は少ない。

サバ類全体としては前年並み。 
（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26～31cm（1歳魚）が主に漁獲され、34～37cm（3歳魚）と31～34cm（2歳魚）

が混じる。28cm以下の0歳魚も漁獲対象となる。 
 
５． 犬吠～三陸海域（まき網・定置網） 
（１）来遊量：マサバ0歳魚は前年を下回る。マサバ1歳魚は前年を大きく上回る。2歳魚は前年を下回る。

3歳魚は少ないものの前年を上回る。4歳以上は少ない。マサバとしては前年を上回る。ゴマサバ0歳

魚は前年を下回り、1歳魚は前年を上回る。2歳魚以上は少ない。ゴマサバとしては前年を上回る。サ

バ類全体として前年を上回る。 
（２）漁期・漁場：定置網は期を通じてマサバが対象となりゴマサバが混じる。まき網は、9月には三陸北部

で本格化し、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

～犬吠埼沖となるが、主漁場は常磐以南である。12 月には常磐沖～犬吠埼沖に漁場が形成され、犬吠

埼沖が主漁場となる。ゴマサバの混獲率は前年を下回る。 
（３）魚体：マサバは27～30cm（1歳魚）と34～39cm（3歳魚）、期後半に19～25cm（0歳魚）が漁獲さ

れる。ゴマサバは25～34cm（1、2歳魚）と期後半に25cm以下（0歳魚）が漁獲される。 
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漁況の経過（2005（平成17）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 
 コホート解析による資源量計算によると、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5.5万トンの親魚から43億尾の卓越した加入があった。これらは

未成魚段階で多獲され産卵親魚量の増加には結びつかなかった。2004 年の産卵親魚量は約 11 万トンにな

ったと見られる。 
 2001年級群（4歳魚）以上の残存資源量は少ない。2002年級群は2002年漁期（7月～翌年6月）に2.7
億尾、2003 年漁期に 2.1 億尾が漁獲され、推定加入量は 11 億尾と近年では豊度が高かったものの、現在

の残存資源量は 2 億尾を切ったと推定される。2003 年級群は 2003 年漁期に 0.44 億尾しか漁獲されず、

現時点での加入尾数は2.9億尾と推測され、残存資源尾数は1.6億尾と少ない。 
 2004 年級群は2004 年11 月からまとまって漁獲されはじめ、翌2005 年6 月まで継続して漁獲された。

2005 年6 月までの漁獲尾数は6.8 億尾と推定され、近年では比較的加入水準の高かった2002 年級群を上

回り、1996 年級群が漁獲された 1997 年同期（15 億尾）の 46％となった。現在の資源評価では加入量は

約19.5億尾と推定され、1992年級群（28億尾）に準ずる水準と判断される。 
 2005 年級群の加入量水準については、現段階では情報が限られている。2005 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）は、現時点では比較

的高い値がえられているものの 2004 年級群より低く、過去の加入量指数と加入量の関係からは、2002 年

級群（11億尾）をやや下回る9億尾程度と判断される。釧路水試が6 月に行った流し網調査ではマサバ0
歳魚の漁獲が近年では比較的多かった。一方、東北水研八戸支所が6～7月に行っている表層トロールによ

るサンマ調査では、2005年はサバ類の漁獲は少なかった。茨城県・千葉県・神奈川県各県沿岸の定置網に

おける2005年のサバ類幼魚の入網は前年より少なく、ゴマサバ主体であった。 
 従って、本予測期間においては 2004 年級群（1 歳魚）が主体に 2002 年級群（3 歳魚）が混じり、期後

半には2005年級群（0歳魚）が漁獲されると考えられるが、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 
 コホート解析による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、2004
年級群はそれに次ぐ年級群であり、1999年級群や2002年級群より多い約12億尾と推定される。なお、本

年度にコホート解析に用いる年齢別漁獲尾数を見直した結果、昨年度までは加入量13億尾と推定していた

1999 年級群は 10 億尾、2002 年級群も約 10 億尾と改訂された。2000 年級群の加入量は約6 億尾、2001
年級群と2003年級群は共に約4億尾と低い水準である。 
 2005年級群は、高知県の定置網への入網状況では1999年以来の最高で、宮崎県の定置網でも4月から

多獲されている。しかし、4月の日向灘の稚魚網調査では2000年以来の最低値、5月の黒潮続流域幼魚調

査では1996年以来のほぼ平均的な値であった。6月に道東沖で行われた釧路水試の流し網調査では1点で

サバ類 0 歳魚が 6 月としては多く得られ、マサバとゴマサバの比は約 1：1 であった。6～7 月に行われた

東北水研八戸の中層トロール調査や千葉県の定置網への入網状況によると、2005 年級群は 2004 年級群よ

りかなり低いと考えられる。このように南区では2005年級群が高水準であることを示す状況があるが、千

葉県と黒潮続流域から移行域にかけては中水準を示している。現在得られている指数には一貫性がないが

2004年級群よりは少ないと考えられる。 
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 2004 年級群は 2004 年に約 1 億 1 千万尾が漁獲されたに過ぎないので、残存資源量は相当多い（1996
年級群の1歳当初よりやや少ない）と推定される。2003年級群は加入水準が低く、残存資源量も少ない。 
 
２． マサバ 
（１）来遊量 

2005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2005年級群の加入

量指数（2004 年改訂方式）は、1997・1999・2000・2002・2004 年級群並みであった。これらの推定加

入尾数は2004年級群をのぞけば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2005年級群の加入量は9億尾と見積もった。指数から加入量の絶対値を推察するの

は難しいが、加入水準の動向はよく捕らえられていることから、2005 年級群が 2004 年級群を上回る可能

性は低いと考えられる。釧路水試による2005年6月の7回の流し網調査によるサバ類2004年級群のCPUE
は 6 月としては多かった。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から推定されるサバ類0歳魚（2005年級群）の分布尾数は前年を下回っている。茨

城県・千葉県・神奈川県各県沿岸の定置網への入網状況は前年を下回っている。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を下回ると考えられるが、その程度の予測はか

なり不確実である。 
マサバ 1 歳魚（2004 年級群）の資源量は、資源状態に記したとおり近年では高く、1992 年級群に準ず

る水準と考えられ、予測期間における関東以北への 1 歳魚の来遊量は、少なかった前年を上回ると考えら

れる。 
マサバ 2 歳魚（2003 年級群）の残存資源量は、前年同期の 2 歳魚（2002 年級群）より少ないと考えら

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）の残存資源量は近年では比較的高いと考えられ、予測期間における関東以

北への来遊量は前年を上回ると考えられる。 
マサバ4歳以上の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。  

 伊豆諸島以西の海域では、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 
 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46,924トンと、昨年同期（5,320
トン）を大きく上回った。その後も好調な漁獲が続き、4月は26,479トン、5月は13,725トンの漁獲があ

った。6月に入ってゴマサバや、マサバの2歳魚以上も混じるようになった。6月の漁獲量は18,176 トン

であった。1～6月の北部まき網の漁獲量は105,303トンで、昨年同期の9,869トンを大幅に上回った。種

別の漁獲量としては、マサバが約 10.3 万トントンに対し、ゴマサバが約 0.25 万トントンと、ゴマサバの

漁獲が少なかった。 
 金華山周辺の定置網によるサバ類の水揚げは5月17日から始まり、6月11日以降本格化した。6月中旬

には岩手県南部の定置網へも入網が始まった。金華山周辺での魚体は5月は1歳魚主体、6月下旬以降は2
歳魚以上が主体であった。岩手県の定置網にも2歳魚以上比較的大型の個体が入網している。 
 たもすくい・棒受け網漁業（千葉県、神奈川県、静岡県船）の1～6月のマサバ水揚量は、静岡県棒受け

網で78.9トン、千葉県・神奈川県のたもすくいで132.7トンの合計212トンとなり、前年の100トンをさ

らに上回ったものの、依然として極めて低水準である。漁場はたもすくいでは 1 月に利島で始まり、その

後 3 月下旬まで続いた後5 月には三宅・三本へと移った。ただしマサバの漁獲は2 月の利島周辺に集中し

ていた。魚体は35～37cmが主体で、2002年級群とみられる。 
 例年三陸北部海域での初漁は8～9月であるが、すでに漁場が三陸北部へ移動しつつあることから、8月
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には初漁となり、9 月には本格化する。東北海域の沿岸水温は低めで推移すると予測されていることから、

漁場の移動は前年と同様の経過をたどると予測される。 
 本予測期間中、伊豆諸島以西の海域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、1月～3月は20～25cm主体であった。4月は20～30cm主体に僅かに30㎝以

上が混じった。5 月も 20～30cm 主体であったが、中心がやや大きく 27cm にモードがみられた。6 月は

22～30cmが主体に30～40cmが混じる幅広い組成となった。2005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 歳魚は 27～30cm、2 歳魚 30～35cm、

3歳魚34～39cm、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。年齢査定

結果によると各年級群の体長幅は広く互いに重なり合っており、厳密な体長区分は困難である。なお、熊

野灘以西の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。2003年7月における2002年級群の残存資源量は5億尾程度と推定され、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、2004
年 7 月における残存資源量は 1 億 8 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

高く加入量は多いと推定されるが、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と考

えられる。2005年級群の加入水準は不確実であるが、マサバの回復のためには2004・2005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 0 歳魚（2005 年級群）は、4 月以降鹿児島県～高知県の定置網で多獲され、6 月以降は宮崎県

のまき網でも漁獲されているが、それ以外の海域では昨年の 0 歳魚より少ない。前述のように調査船調査

では余り大きな加入量指数は見られていない。そのため、0歳魚の来遊水準は少なくはないものの前年を下

回ると予想される。 
ゴマサバ1歳魚（2004年級群）の来遊量水準はこれまでの漁獲経過および各種調査船による指数による

と、1996年級群に次いで高く、1999年級群や2002年級群より高いと推定される。0歳魚（2004年級群）

においては南区、熊野灘、伊豆諸島海域および常磐海域で多獲された。2005年の6月までの漁獲も南区か

ら熊野灘で順調である。しかし、伊豆諸島海域では少なめで経過している。これは、棒受け網やたもすく

い漁業が価格の低い小型魚をあまり対象にしないことや駿河湾～伊豆諸島海域におけるまき網の稼動が本

年は少なかったことによると考えられる。本年 5 月からは宮城県の定置網で漁獲が見られている。釧路水

試による6月の流し網調査でも多く漁獲された。従って、今後も多くの来遊が期待できる。 
ゴマサバ2歳魚（2003年級群）の0歳（2003年）の漁獲尾数は1995年以来4番目、1歳（2004年）

の漁獲量も過去4番目に低かった。2003年5月の黒潮続流域、2004年1月と5月に常磐沖で実施された

表中層トロール調査や魚群探知機調査では極めて低い資源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。従って、2歳魚の残存資源量は昨年よりかなり少なく、今後の来遊もあまり期待できない。 
ゴマサバ3歳魚（2002年級群）は、これまで継続して多獲され、各種の調査船調査結果も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。残存資源量は1999年級群の3歳時点に準じると推定され
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るため、今後もある程度の来遊が期待できる。 
4歳以上の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。A 型流路の解消により本年 7 月現在は黒潮が室戸岬～潮岬沖で

はより接岸傾向となっており、紀伊水道外域ではゴマサバの来遊に好適な条件となっている。 
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され、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。期の後半には熊野灘のまき網でも0歳魚の漁獲割

合が高まると予想される。 
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歳以上と共に継続して漁獲される

だろう。黒潮は現在C 型であり、11 月以降はD 型流路を経てN 型流路へ移行すると予測されている。ゴ

マサバの水温への適応性はマサバより広いことから漁場は安定して形成される。しかし、黒潮流路の移行時

には魚群の逸散や移動も考えられる。 
犬吠以北のまき網漁業では例年秋季～冬季に漁獲されるが、2004年後半は親潮が南下傾向で経過したた

め、水温が低くゴマサバの漁獲はあまり多くなかった。今期の東北海域の水温傾向は平年並み～極めて低

めと予測されており、低温傾向が顕著であればゴマサバの漁場形成が散発的になりマサバへの混獲率も一

段と低くなる。0歳魚の定置網への入網は6月に房総周辺に見られ、沖合域の表中層トロールでの加入量指

数も低くはないので、期後半にはまき網の漁獲対象となる。三陸南部の定置網では本年 5 月に入ってマサ

バに混じってゴマサバ1歳以上の漁獲も見られている。そのため、1歳以上も漁獲される。 
（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。0歳魚は28cm以

下、1 歳魚は25～33cm。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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