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平成１８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(２００７年１月～６月）
海

況

潮岬以東の黒潮は、１月～６月は３３゜Ｎ付近を東進し、八丈島付近を通過後、蛇行しながら東へ
流れる離岸傾向の流路パターンが継続する。
沿岸水温は、潮岬以西が「平年並み」～「高め」で小蛇行通過時に「低め」、潮岬～犬吠埼が「平
年並み」～「低め」で暖水波及時に「高め」、伊豆諸島北部海域が「低め」基調、同南部海域が「高
め」～「極めて低め」で短期的に変動し、犬吠埼以北が「平年並み」～「高め」で親潮系冷水南下時
に「極めて低め」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、
低め＝平年値－１.５℃程度、極めて低め＝平年値－２.５℃程度

漁

況（来遊量予測）

マサバ・ゴマサバ太平洋系群
１、２歳魚は前年を下回る。
３歳魚は前年を上回る。
サバ類全体としては前年を下回 る。
マアジ太平洋系群
紀伊水道外域東部は前年並み、他は下回る。
マイワシ太平洋系群
依然として低水準である。
カタクチイワシ太平洋系群
全体としては前年をやや下回る。
ウルメイワシ太平洋系群
前年を上回る。
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中央ブロック海況予報
今後の見通し（２００７年１月～６月）
（１）黒

潮

（注：黒潮流型は図１を参照のこと。）

◎潮岬以西の黒潮
・薩南海域の黒潮北縁は、期間を通して屋久島南付近での変動が多く、期間後半の５月に接岸
傾向、６月に離岸傾向となる。
・２００６年１１月に九州南東沖に形成された規模の大きい小蛇行が１２月～１月四国沖を東
進する。
・都井岬沖の離岸傾向は１月まで継続する。
・室戸岬沖～潮岬沖では小蛇行が通過する１月～２月に離岸傾向が強まる。
◎潮岬以東の黒潮
・黒潮は、１月～６月は３３゜Ｎ付近を東進し、八丈島付近を通過後、蛇行しながら東へ流れ、
房総沖で離岸した流路パターンが継続する。ただし、小蛇行の東進に伴い、２月に一時的に
Ｂ型傾向、３月～４月にＣ型傾向、５月～６月にＤ型傾向の流路パターンとなる。
（２）薩南～房総沿岸域
・潮岬以西では、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。
・潮岬以東では、小蛇行が潮岬沖を通過するとき、熊野灘～遠州灘へ一時的に暖水が波及する。
熊野灘～遠州灘～伊豆諸島北部海域は概ね冷水域に入るが、伊豆諸島南部海域は黒潮流路の
変動に伴って断続的に昇温と降温を繰り返す。
（３）鹿島灘～常磐南部海域
・房総沖の黒潮の離接岸変動に伴って黒潮系暖水が沿岸域へ波及することがある。
（４）沿岸水温
・潮岬以西は「平年並み」～「高め」で小蛇行通過時に「低め」で推移する。
・潮岬～犬吠埼は「平年並み」～「低め」で暖水波及時に「高め」で推移する。
・伊豆諸島北部海域は「低め」基調、同南部海域は「高め」～「極めて低め」で短期的に変動
する。
・犬吠埼以北は「平年並み」～「高め」で親潮系冷水南下時に「極めて低め」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、
低め＝平年値－１.５℃程度、極めて低め＝平年値－２.５℃程度
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図１

経

過（２００６年８月～１１月）

（１）黒

黒潮流型の分類

（注：経過は図２を参照のこと。）

潮

・８月、やや離岸したＮ型流路で推移した。
・９月上旬、一時的に規模の小さいＢ型流路を経て、９月中旬にＣ型流路へ移行した。
・１０月、冷水渦の東進に伴い、小規模な変動を伴ったＣ型流路基調で推移した。
・１０月以降、房総沖の黒潮は大きく離岸した。
・１１月上旬～中旬、Ｄ型流路を経て、１１月下旬に離岸したＮ型流路へ移行した。
・１１月、九州南東沖に小蛇行が形成された。
（２）薩南～房総沿岸域
◎薩南海域
・８月、黒潮北縁は接岸傾向であった。
・９月以降は屋久島南付近の平均的な位置で推移した。
◎潮岬以西
・潮岬沖の黒潮は、期間を通して接岸していた。
・９月下旬以降、九州東岸沖～四国南岸沖で黒潮北縁が離岸した。
・１０月、潮岬沖を小規模な冷水渦が複数通過した。
◎潮岬以東
・７月～８月、熊野灘～遠州灘で記録的な低水温が持続した。
・相模湾では、期間を通して記録的な低水温が持続した。
・９月上旬、伊豆半島沖から遠州灘沿岸にかけて一時的に弱い内側反流が形成された。
・９月、黒潮の流型変化に伴って、外房海域に黒潮系暖水の波及が見られた。
・１０月中旬、犬吠埼沖から九十九里沖にかけて黒潮系暖水が波及した。
・１０月以降、潮岬以東の黒潮北縁で冷水渦が複数発達し、東へ移動した。伊豆諸島東方の海域で
冷水域が拡大した。
・１１月下旬、犬吠埼沖から九十九里沖にかけて黒潮系暖水が波及した。
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（３）鹿島灘～常磐南部海域
・８月、黒潮系暖水が沖合から常磐南部沖へ波及した。
・９月、黒潮系暖水が常磐北部から常磐南部沿岸へ波及した。
・１０月中旬以降、黒潮系暖水が鹿島灘から常磐海域にかけて急激に北上した。
・１１月、黒潮系暖水が房総沖から鹿島灘へ波及した。

現

況（２００６年１２月１０日現在）

（１）黒

潮

・黒潮はＮ型流路で推移している。
・九州南東沖に規模の大きい小蛇行が存在している。
（２）薩南～房総沿岸域
◎薩南海域
・黒潮北縁は屋久島の北に位置している。
◎潮岬以西
・黒潮は都井岬沖で著しく離岸、足摺岬沖～室戸岬沖でやや離岸、潮岬沖で接岸している。
◎潮岬以東
・黒潮は熊野灘沖～遠州灘沖の３３゜Ｎ付近を東へ向かい、八丈島付近を通過後、蛇行しながら東
へ流れている。
・熊野灘～渥美外海には黒潮系暖水が波及している。
（３）鹿島灘～常磐南部海域
・犬吠埼沖の３５゜Ｎ、１４４゜Ｅ付近から北西へ向かって黒潮系暖水が分岐している。

※

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。
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図２a

黒潮流軸のパターン

（ 2006年 7月 ～ 9月 、 海 上 保 安 庁 海 洋 情 報 部 海 洋 速 報 よ り 作 成 ）
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図２b

黒潮流軸のパターン

（ 2006年 10月 ～ 12月 、 海 上 保 安 庁 海 洋 情 報 部 海 洋 速 報 よ り 作 成 ）
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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（2007（平成 19）年 1 月～6 月）
対象海域：薩南～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、棒受け網、たもすくい
対象魚群：1 歳魚（2006（平成 18）年級群）
、2 歳魚（2005（平成 17）年級群）
、3 歳魚（2004（平成 16）
年級群）
、4 歳（2003（平成 15）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～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 歳魚は前年を下回る。2 歳魚は好調であった前年を大きく下回る。
3 歳魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。サバ類全体としては、薩南では前年並み、日向灘～豊後水
道では前年を下回る。
（2）漁期：期を通じて漁獲される。
（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となり、30～36 cm（2、3 歳魚）が主体で、30 cm 以下（1 歳魚）が混
じる。
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、2 歳魚は前年を下回る。3 歳魚は前年を上回る。4 歳以上は少な
い。サバ類全体として前年を下回る。
（2）漁期：期を通じて漁獲される。
（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となり、30～36 cm（2、3 歳魚）が主体で、30 cm 以下（1 歳魚）が混
じる。
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 1 歳魚は少ない。2 歳魚は好調であった前年を大きく下回る。3 歳
魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。サバ類全体として前年を下回る。
（2）漁期：期を通じて漁獲される。
（3）魚体：ゴマサバが主な漁獲対象となり、30～36 cm（2、3 歳魚）が主体で、30 cm 以下（1 歳魚）が混
じる。マサバは混獲程度。
４． 伊豆諸島周辺海域（棒受け網、たもすくい）
（1）来遊量：マサバ 2 歳魚は前年を下回る。3 歳魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。ゴマサバ 1 歳魚は
少ない。2 歳魚は前年を大きく下回る。3 歳魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。サバ類全体として
は前年並か、やや下回る。
（2）漁期・漁場：マサバは伊豆諸島北部海域が主漁場となる。ゴマサバは期を通じて三宅島周辺が主漁場と
なる。
（3）魚体：マサバは 31～36 cm（3 歳魚）が主体となる。ゴマサバは 28～36 cm（3 歳魚）が主体となる。
５． 犬吠～常磐海域（まき網、定置網）
（1）来遊量：マサバ１歳魚は前年並み。2 歳魚は前年を下回る。3 歳魚は前年を上回る。4 歳以上は少ない。
マサバとしては前年を下回る。ゴマサバは前年を下回る。サバ類全体として前年を下回る。
（2）漁期・漁場：まき網は犬吠～常磐南部海域が主漁場となる。
（3）魚体：マサバは、期前半は 25～30 cm の 2 歳魚と 25 cm 以下の 1 歳魚が主体となり、期後半は 31～36
cm の 3 歳魚が主体となる。ゴマサバは混獲程度。
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漁況の経過（2006（平成 18）年 7 月～12 月）および今後の見通しについての説明
１． 資源状態
（1）マサバ
コホート解析による資源量計算によると、資源量は 1990 年以降低い水準にあり、1992 年・1996 年には
卓越した加入があったが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。近年の産卵親
魚量は増加傾向だが依然低い水準にある。
2003 年級群（4 歳魚）以上の残存資源量は少ない。
2004 年級群（3 歳魚）は本年７～11 月の漁況経過を勘案すると 1992 年級群に相当する加入水準と考え
られるが、残存資源尾数は多くはないと考えられる。
2005 年級群（2 歳魚）は、本年 7 月時点では加入尾数 3 億尾程度と評価され、2001・2003 年級群並の
低水準と考えられた。茨城水試による未成魚越冬群指数は 177 と低い値となるなど、調査船調査や漁業に
おける漁獲状況はいずれも悪く、加入水準は低いと考えられる。
2006 年級群（1 歳魚）は、本年７月時点では 2006 年 5 月の黒潮続流域幼魚調査における漁獲尾数、6
～7 月の黒潮－親潮移行域の中層トロール資源調査（東北水研）における分布量がともに著しく少なく、茨
城県・千葉県沿岸の定置網や船曳き網などの漁獲状況も前年同様少ないことから、その加入量水準は 2005
年級並に低いと考えられた。6～10 月の三陸～道東海域の流し網調査（釧路水試）における平均 CPUE（0
歳魚）は 0.3 と、2001 年級群に次ぐ低い水準であった。9～10 月の常磐～三陸～道東～千島沖合海域の中
層トロール調査（東北水研）における平均 CPUE・出現率は、165 ﾟ E までの調査海域全体で 4.6 尾/網・
9.3％、148 ﾟ E 以西の本邦近海では 5.6 尾/網・6.9％であり、過去の同調査における 2005 年級群：44.6 尾
/網・25.9％（164 ﾟ E まで）
、39.0 尾/網・33.3％（148 ﾟ E 以西）
、2004 年級群：33.7 尾/網・59.0％（148 ﾟ
E 以西）
、および 2003 年級群 41.5 尾/網・25.8％（148 ﾟ E 以西）を下回り、2001 年以降の同調査で最低
であった。漁業における漁獲状況も低調に推移しており、2006 年級群の加入量水準は低いと判断される。
（2）ゴマサバ
コホート解析による資源量計算に基づく各年級群の推定加入尾数は、2002 年級群は 10 億尾、2003 年級
群は 6 億尾であり、2004、2005 年級群は若齢であるためコホート解析の特性上不確実性が高いが、それぞ
れ 18 億尾、6 億尾であった。
2003 年級群（4 歳魚）以上の残存資源量は少ない。
2004 年級群（3 歳魚）は近年の卓越年級群である 1996 年級群（推定加入尾数：17 億尾）と同程度の加
入尾数であったと推定され、前期に引き続き各地漁業の漁獲主体であったことから卓越年級群であると判
断される。
2005 年級群（2 歳魚）は、静岡県水試の棒受網漁業 CPUE に基づく加入量指数では 0.34 であり、2003
年級群：33.8、2004 年級群：212.4 に比べて極めて低く、1995 年以降最低であった。鹿児島県を除く各地
漁業での漁獲も少なかった。推定加入尾数は少なく、これまでの漁況経過や調査船調査結果からも豊度は
低いと判断される。
2006 年級群（1 歳魚）は、各地漁業の 12 月初めまでの漁獲状況では、鹿児島県のまき網では比較的多
く漁獲されているが、その他の海域では例年に比べて少ないか漁獲されていない。静岡県の棒受網、まき
網でもほとんど漁獲されていない。調査船調査では、5 月の黒潮続流域幼魚調査（中央水研・北水研）によ
る加入量指数は 5 であり、2005 年：11、2004 年：17 を下回り、1996 年以降の同調査で最低であった。6
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～7 月の黒潮－親潮移行域の中層トロール資源調査（東北水研）による推定現存量は 0.6 億尾（サバ類）で
あり、過去の同調査における 2004 年級群：200 億尾（ゴマサバ）
、ならびに 2005 年級群：9.2 億尾（同）
をはるかに下回り、2001 年以降の同調査で最低であった。6～10 月の三陸～道東海域の流し網調査（釧路
水試）における平均 CPUE（0 歳魚）は 1994 年以降の同調査で最低水準であった。9～10 月の常磐～三陸
～道東～千島沖合海域の中層トロール調査（東北水研）における平均 CPUE・出現率は、165 ﾟ E までの
調査海域全体で 5.4 尾/網・6.8％、148 ﾟ E 以西の本邦近海では 0.5 尾/網・3.4％であり、過去の同調査にお
ける 2005 年級群：13.2 尾/網・9.3％（164 ﾟ E まで）
、2.0 尾/網・3.7％（148 ﾟ E 以西）
、2004 年級群：26.2
尾/網・69.2％（148 ﾟ E 以西）
、および 2003 年級群：3.9 尾/網・25.8％（148 ﾟ E 以西）を下回り、2001
年以降の同調査で最低であった。以上のことから、2006 年級群の加入量水準は低いと判断される。
２． マサバ
（1）来遊量
資源状態に記したとおり、1 歳魚（2006 年級群）の加入量水準は 2005 年級群並の低水準と考えられる
ことから、来遊量も前年並みに少ない。2 歳魚（2005 年級群）の加入量水準は、2001・2003 年並の低い
水準と考えられ、予測期間における来遊量は、多かった前年同期を大きく下回る。3 歳魚（2004 年級群）
の残存資源量は多くはないものの、前年同期の 3 歳魚（2003 年級群）を上回る。本予測期間中は、多くは
産卵のため房総半島以南へ南下すると考えられ、産卵場である伊豆諸島海域への来遊量は前年同期を上回
り、マサバ単独で漁場が形成される可能性がある。関東以北へは産卵後の期後半中心に来遊し、漁獲の主
体になると考えられる。4 歳魚（2003 年級群）以上の残存資源量は少なく来遊量は低水準と考えられる。
（2）漁期・漁場
伊豆諸島より西部の海域ではゴマサバ中心でマサバは低調に推移しており、今期も期待できない。
伊豆諸島海域では近年ゴマサバが漁獲の主対象となっているが、今期はマサバ 3 歳魚の来遊が期待できる
ことから、伊豆諸島北部海域を中心にマサバの漁場が形成される可能性がある。
常磐～三陸海域におけるまき網によるサバ類の 7～11 月の漁獲は 17 万トン(暫定)と、前年同期（10.4 万
トン）を大きく上回った。8～9 月は道東海域および三陸北部海域、10 月以降は常磐北部～三陸北部海域で
安定して漁場が形成された。8～9 月の道東および三陸北部海域ではゴマサバの混獲割合が高かったが常磐
～三陸南部海域ではマサバ主体であった。11 月下旬には漁場は常磐南部～犬吠海域に移動した。例年の傾
向から本予測期間は常磐南部～犬吠海域が漁場となると考えられる。
（3）魚体
7～11 月のまき網の主体をなした 2 歳魚（2004 年級群）の尾叉長は 31～36 cm であった。今期は当年級
群が 3 歳魚として、たもすくいの主体となり、期後半には犬吠～常磐海域のまき網でも漁獲対象となると
考えられる。現在 2 歳魚（2005 年級群）の尾叉長は 25～30 cm、1 歳魚（2006 年級群）は 20～25 cm と
考えられ、これらの年級群は期前半に犬吠～常磐海域のまき網の漁獲対象となる。
（4）資源管理
マサバの産卵親魚量は増加傾向だが、
依然低い水準にある。
2004 年級群は、
近年の卓越年級群である1992
年級群に相当する豊度の高い年級群と考えられ、今期は 3 歳として産卵に加わることから産卵親魚量の増
加、ひいては産卵量の増加が期待される。しかし続く 2005・2006 年級群の加入量水準は低いと考えられ
ることから、産卵親魚量の増加傾向は一時的なものに留まる可能性がある。現在マサバ太平洋系群の産卵
親魚量の回復を目指した資源回復計画が実行されている。今後も産卵親魚量の増加傾向を維持しマサバ資
源の回復を図るためには、引き続き若齢魚を保護する必要がある。
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３． ゴマサバ
（1）来遊量
資源状態の項に前述の通り、1 歳魚（2006 年級群）は加入量水準が低く来遊量は少ない。2 歳魚（2005
年級群）は資源量水準が低いと推定され、2006 年 11 月までの漁況では、例年 1 歳魚が漁獲の主体となる
熊野灘以西海域においても薩南～北薩を除き漁獲は少なかった。来遊量は、加入豊度の高い前年の 2 歳魚
（2004 年級群）と比べることから前年を大きく下回る。3 歳魚（2004 年級群）は、各地漁業の漁獲主体と
なっており、残存資源量は 3 歳魚としては高い水準にあると推定され、来遊量は前年を上回る。4 歳（2003
年級群）以上の残存資源量は少なく、来遊量は少ない。東シナ海から来遊資源のある薩南海域では、1、2
歳魚の来遊量は前年を下回るものの平年を上回り、ゴマサバ全体では前年並み。他の海域では、2004 年級
群に続く年級群の加入豊度は低く、全体では前年を下回る。
（2）漁期・漁場
7～11 月の伊豆諸島以西の各海域のゴマサバ漁況は、紀伊水道外域～熊野灘では前年を上回ったが、他の
海域では好調であった前年を下回って推移した。7～11 月の漁獲量は、薩南海域～紀伊水道外域は 2.2 万ト
ン（前年 7～12 月実績 4.5 万トン）
、熊野灘～伊豆諸島周辺海域は 4.3 万トン（同 4.2 万トン）であった。
犬吠以北海域では、とくに三陸～常磐海域のまき網漁獲量が 2 歳魚を主体として大きく増加したため、
好調であった前年を上回った。道東海域でも前年に引き続きまき網による漁獲があり、2 歳魚は三陸以北海
域まで広く索餌回遊していた。7～11 月の漁獲量は、まき網は 3.3 万トン（前年 7～12 月実績 1.9 万トン）
、
定置網などは 1.6 万トン（同 1.6 万トン）であった。
熊野灘以西海域では、3 歳魚（2004 年級群）の資源水準が高いものの、主体となる 1 歳魚（2006 年級群）
、
2 歳魚（2005 年級群）が少ないため、期を通じて漁場が形成されるが低調となる。
伊豆諸島周辺海域では、主体となる 3 歳魚（2004 年級群）の来遊量が多く、黒潮流路は離岸傾向で推移
すると予測されており、北部海域では水温が低下し漁場形成に不利な条件となることから、近年の主漁場
である三宅島周辺海域で期を通じて漁場が形成される。
犬吠～常磐海域では、主体となる 1、2 歳魚の来遊量が少なく、例年の漁況経過からみてもゴマサバ主体
の漁場形成はない。
（3）魚体
体長組成の推移、年齢査定の結果から、今期の年齢別尾叉長は概ね次の通りである。1 歳魚（2006 年級
群）
：30 cm 以下、2 歳魚（2005 年級群）
：30～33 cm、3 歳魚（2004 年級群）
：30～36 cm、4 歳以上（2003
年級群以上）
：36 cm 以上。伊豆諸島周辺以北海域では、若齢魚の体長はこれよりやや小さい。
熊野灘以西海域は、例年 1 歳魚が漁獲の主体になるが、今期は、1、2 歳魚の来遊量は少ないとみられる
ことから、資源水準の高い 3 歳魚の漁獲物に占める割合が高い。伊豆諸島周辺海域では資源水準の高い 3
歳魚が漁獲の主体になる。犬吠以北海域では、1、2 歳魚がマサバに混獲される程度。
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マアジ太平洋系群の漁況予報
今後の見通し(2007(平成19)年1月～6月)
対象海域:北薩～室戸岬東部、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(2007(平成19)年級群)、1歳魚(2006(平成18)年級群)、2歳魚(2005(平成17)年
級群)、3歳(2004(平成16)年級群)。年初に加齢。魚体は尾叉長。
1.北薩～室戸岬東部(まき網、定置網)
(1)来遊量:1歳魚は前年を下回る。
(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:西部では前年を下回る。東部では前年並み。
(2)魚体:20～30cm(2、3歳魚)主体。期後半には4～12cm(0歳魚)が来遊する。
3.熊野灘(まき網、定置網)
(1)来遊量：中北部では1歳魚は低水準の前年並みで、2歳魚は前年を下回り、全体として前年
を下回る。南部では前年を下回る。
(2)魚体：17～28cm(1、2歳魚)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歳魚は前年を下回る。
(2)魚体：15～22cm(1歳魚)主体。期を通じて22～26cm(2歳魚)が、後半には4～12cm(0歳魚)が
来遊する。
漁況の経過(2006(平成18)年7月～11月)および今後の見通しについての説明
1.資源状態:
資源量は1986(昭和61)年以降顕著に増大し、1990年代半ばは15万トンから16万トンと高水準
であった。しかし1997(平成9)年から減少し、2000(平成12)年から2001(平成13)年にやや増加した
ものの、2002(平成14)年から再び減少し、2005(平成17)年に10万トンとなり現在は中水準で減少
傾向にある。
2.来遊量、漁期・漁場:
2004(平成16)年級群(3歳魚)は紀伊水道外域で漁獲対象となる。この海域では2～3月と8月に
まとまって漁獲されたので、今漁期も来遊が見込まれる。一方、他の海域では殆ど出現せず、残
存量は少ないと考えられる。
2005(平成17)年級群(2歳魚)は紀伊水道外域から熊野灘で漁獲対象となる。この年級群の0歳
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魚としての来遊は、この海域では前年を大きく上回った。1歳魚となった今年は、紀伊水道外域で
は2そう旋網で好漁で、1～6月は前年をやや上回り、7～11月は前年を大きく上回った。熊野灘で
は前年を大きく下回った。
2006(平成18)年級群(1歳魚)は、紀伊水道外域を除く海域で漁獲の主体となると考えられる。九
州南東沖における表層網による稚魚の採集数と日向灘南部の大型定置網への入網数は前年並
みの低水準であった。未成魚の日向灘への来遊、熊野灘中北部の定置網への入網は遅れて量
も少なく、相模湾の定置網への入網は前年及び平年を大きく下回り、年によっては5～8月に来遊
する遅生まれ群は昨年に続いて出現しなかった。6月に豊後水道東部で、11月に熊野灘でまとま
って漁獲されたことを除いて来遊は低調に推移した。また、日向灘では4～11月の漁況と翌年1～
5月の漁況に、相模湾でも年間の0歳魚漁獲量と翌年1～6月の漁獲量にいずれも正の相関が認
められ、他の海域でも同様の関係があると考えられることからも来遊が低水準になると予測した。
4月以降に出現する2007(平成19)年級群の来遊水準の予測は産卵期前のため困難である。
予測対象海域では周年漁場が形成される。
2006(平成18)年1～6月の主要港水揚量は鹿児島～高知は6,124トン、徳島と和歌山は1,683ト
ン、三重と愛知は422トン、相模湾は1,533トンであった。7～11月は鹿児島～高知は5,604トンで前
年同期の0.6倍(予測通り)、徳島と和歌山は1,649トンで1.4倍(予測外れ)。三重と愛知は1,003トン
で0.5倍(予測通り)、相模湾は178トンで0.3倍であった(予測通り)。
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マイワシ太平洋系群の漁況予報
今後の見通し(2007(平成19)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(2007(平成19)年級群)、1歳魚(2006(平成18)年級群)、2歳魚(2005(平成17)年級群)
並びに3歳魚(2004(平成16)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：依然として低水準。北薩～高知県海域では前年並みか前年を上回るが、紀伊水道外域
並びに熊野灘では前年並みか前年を下回る。
(2)漁期・漁場: 全期間散発的な漁で終始する。
(3)魚体: 17～22cm（1歳魚と2歳魚）。後半には13cm未満（0歳魚）が加わる。
2.伊勢・三河湾～相模湾(まき網、定置網、船曳網)
(1)来遊量:低水準であり、伊勢・三河湾では前年並み。駿河湾並びに相模湾では前年を下回る。
(2)漁期・漁場:全期間散発的な漁で終始する。
(3)魚体:伊勢・三河湾では15～19cm（1歳魚）と6～13cm(0歳魚)。駿河湾並びに相模湾では15～19cm
(1歳魚)主体で19～21cm（2歳魚）が混じる。
3.房総～道東(まき網、定置網)
(1)来遊量: 1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を上回る。3歳魚は前年を下回る。全体として前年を
下回る。1～4月はカタクチイワシへの混獲が主体となる。
(2)漁期・漁場: 1月は常磐南部～犬吠埼周辺、2～3月は犬吠埼周辺～房総が主漁場となる。4～5月は
房総～鹿島灘、6月は犬吠埼周辺～常磐南部に漁場が形成される。三陸の定置網では5月から初漁
となる。
(3)魚体: 1～3月は12～14cm（1歳魚）が主体となる。4月は一時的に19cm以上（2歳魚以上）が主体と
なる。5～6月には15～17cm（1歳魚）が主体になる。
漁況の経過(2006(平成18)年7月～11月)および今後の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、その後1999（平成11）年まで
は70万～90万トン台で推移したが、その後再び減少傾向となった。2003（平成15）年以降は10万トン台
の低水準にあると推定された。また、依然として減少傾向にあると見られる。
2004（平成16）年級群は、2004（平成16）年の間は0歳魚として比較的良好な漁獲加入を見せた海域も
あったが、2005（平成17）年の間1歳魚としての漁獲尾数は非常に少なく、加入量水準は当初評価よりも
低いと見られた。また同様に2005（平成17）年の間、越冬期未成魚調査（中央水研・東北水研八戸）、
沖合域の北辰丸による表層流網調査（釧路水試）、北鳳丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）
で、1歳魚としての採集がほとんど見られなかったことから、沖合域での分布量も極めて少ないと考えら
れた。2006（平成18）年の間の漁獲尾数も少なかったことから、2007（平成19）年の3歳魚としての資源
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量水準は漁獲対象にならないほど低いと考えられる。
2005（平成17）年級群は、2005（平成17）年6～7月の北鳳丸・青海丸による表中層トロール調査（東
北水研八戸）では0歳魚として2003（平成15）年級群並みの分布量が認められた。その後9～10月の北鳳
丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）では、近海での分布が見られず、主に東経160度以東に分
布していた。2006（平成18）年2月の俊鷹丸による越冬期未成魚調査（中央水研・東北水研八戸）、6～7
月の北鳳丸・青海丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）では、1歳魚として2004（平成16）年級
群を上回る分布密度が見られた。6～8月においては、房総～鹿島灘海域での活発な漁獲の主体となり、
漁獲量は前年を大きく上回った。8～9月の北辰丸による表層流網調査（釧路水試）でのCPUEも8.7尾/回
と近年2年を上回ったが、9～10月の北鳳丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）では、前年の皆
無は上回ったものの、高い分布密度は認められなかった。これらのことから、2004（平成16）年級群よ
りはかなり多い加入量があったと見られたが、沖合域の分布密度は低く、一方で1歳魚として活発な漁獲
の対象となった影響で、現在の残存資源量は少なくなっていると考えられる。
2006（平成18）年産卵期（前年10月から当年6月までの暫定値）における産卵量は約35兆粒であり、近
年で最低の2002（平成14）年の産卵期並みであった。また、2005（平成17）年産卵期と異なり、房総以
北海域への順調な加入につながると考えられる熊野灘～房総海域での産卵量も極めて低水準（3.1兆粒、
2005年期は28.9兆粒）であった。5月の北鳳丸による幼稚魚調査（中央水研）での加入量指数は2.5であ
り、2001～2004（平成13～16）年は上回ったものの、前年（28）を下回った。2006（平成18）年6～7月
に行われた北鳳丸・青海丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）並びに北辰丸による表層流網調
査（釧路水試）では、沖合域での分布は認められなかった。その後、9月並びに10～11月に行われた北辰
丸による表層流網調査（釧路水試）では分布が見られ、近年2年の皆無より上回ったが、9～10月の北鳳
丸による表中層トロール調査（東北水研八戸）での分布密度は前年を大きく下回った。これらのことか
ら、2007（平成19）年の1歳魚としての資源量水準は、2005（平成17）年級群を下回ると考えられる。
2.来遊量、漁期・漁場、魚体:
北薩～熊野灘：前期（7～11月）の主要水揚量は前年同期を上回り、2004（平成16）年並みであったが、
依然低水準であった。体長組成の推移等から、全体としては0歳魚（10～17cm）主体であったが、宿毛湾
の中型まき網では1歳魚（18～20cm）主体であった。11月以降の熊野灘での漁獲物では、0歳魚と1歳魚が
主体となっている。今期（1～6月）も期を通じて、来遊量は低水準であり漁況は散発的に推移するが、
前期（7～11月）の漁況経過から、前年同期を上回る海域もあると考えられる。漁獲の主体は1歳魚と2
歳魚（17～22cm）と考えられる。例年の傾向では、期の後半には13cm未満の0歳魚が加わる。
伊勢・三河湾～相模湾：前期（7～11月）の主要水揚量は伊勢・三河湾並びに駿河湾では前年同期を上回
り、相模湾では下回った。体長組成の推移等から、0歳魚（16cm以下）主体で、2歳魚（20cm前後）も漁
獲されたと見られる。今期（1～6月）も、来遊量は低水準であり漁況は散発的に推移すると考えられる。
伊勢・三河湾では1歳魚（15～19cm）と0歳魚 (6～13cm)。駿河湾並びに相模湾では1歳魚 (15～19cm)主
体で2歳魚（19～21cm）が混じると考えられる。
房総～道東：前期（7～11月）の主要水揚量は、前年同期を大きく上回った。体長組成の推移等から、漁
獲の主体は1歳魚、すなわち2005（平成17）年級群であったと見られるが、この残存資源量は少なくなっ
たと考えられる。沖合域の分布調査結果によると、今期（1～6月）の主体となる1歳魚、すなわち2006
（平成18）年級群の来遊量水準は低いと考えられる。今期（1～6月）においては、1～4月の間は1歳魚（12
～14cm）がカタクチイワシに混獲され、例年通りであれば4月に一時的に2歳魚以上（19cm以上）が主体
となる。5～6月には再び1歳魚（15～17cm）主体になると考えられる。
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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（2007(平成19)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(2007(平成 19)年級群)、1 歳魚(2006(平成 18)年級群)、および 2 歳魚(2005
(平成 17)年級群)。年初に加齢。魚体は被鱗体長。
1.北薩～紀伊水道外域(まき網、定置網)
(1)来遊量：北薩から薩南では好漁の前年を下回る。日向灘では不漁の前年を上回る。豊後
水道では前年を下回る。
(2)漁期・漁場：全期間。主漁場は北薩から豊後水道。
(3)魚体：7 ～ 13 cm(0、1 歳魚)主体。
2.熊野灘～相模湾(まき網、定置網、船曳網)
(1)来遊量：熊野灘では前年並みか前年を上回る。伊勢・三河湾から渥美外海では前年を上
回る。駿河湾では前年並みか前年を下回る。相模湾では前年を下回る。
(2)漁期・漁場：伊勢・三河湾および渥美外海では 4 月以降。熊野灘、駿河湾および相模湾
では全期間。
(3)魚体：10 ～ 13 cm(1 歳魚)主体。
3.房総～道東(まき網、定置網)
(1)来遊量：前年をやや下回る。
(2)漁期・漁場：常磐から房総海域のまき網は、1 月は常磐南部～犬吠埼、2 月以降は犬吠崎
から房総海域、5 ～ 6 月は常磐南部～房総海域。仙台湾から三陸南部のまき網はまとまった
漁獲がない。三陸の定置網は 1 月までと 5 月以降。道南から道東の定置網は 6 月以降。
(3)魚体：1 ～ 2 月中旬は 12 ～ 13 cm 台(2 歳魚)主体。2 月下旬以降は 9 ～ 11 cm 台(1 歳魚)
主体。

漁況の経過(2006(平成18)年8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 2005(平成 17)年まで 80
万～ 150 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沖合まで広く分布している。
2005(平成 17)年級は、 2005 年の房総沿岸のジャミセグロ漁況が好漁であったこと、同年 9
～ 10 月の道東まき網、同年 9 ～ 10 月の道東～三陸沖の中層トロール調査(東北水研)でも 0 歳
魚時点で採集されていたことや、2006 年 4 ～ 6 月の房総以北の漁況、同年 9 ～ 10 月の道東海
域の漁況から近年の中では中水準であったと考えられる。
2006(平成 18)年級群は、西薩・薩南海域を除く太平洋岸各地で春季にシラスとして前年を
下回るものの平年並みで漁獲され、東海区においても未成魚・成魚として順調に漁獲された。
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しかし一方で、常磐・房総沿岸では 10 ～ 11 月に 0 歳魚としての漁獲が少なく 、道東海域では 9
～ 10 月に 0 歳魚として漁獲されたが 2005(平成 17)年級群には及ばなかった。従って、資源豊
度としては近年の中でも中水準であり 2005(平成 17)年級群を下回ると考えられる。
2.来遊量、漁期・漁場、魚体:
(1)北薩～紀伊水道外域(まき網、定置網)
北薩から薩南では周辺海域のバッチ網漁業の漁模様が低調に推移していることから来遊水準
は低いと考えられ、好調だった前年を下回り近年(過去５年)並みと思われる。日向灘への来遊
は東日本の漁獲状況から、不漁であった前年を上回ると予測される。豊後水道中・南部ではシ
ラスの漁況が低調であったことから前年・近年を下回る。土佐湾から紀伊水道外域では成魚は
主たる漁獲対象ではない。
(2)熊野灘～相模湾（まき網、定置網、船曳網）
熊野灘では黒潮流路の予測が非大蛇行型で魚群が来遊しやすい条件にあり、東日本の漁獲状
況を勘案すると前年並みか前年を上回ると考えられる。伊勢・三河湾から渥美外海では秋以降
も 2006 年級群の成魚の漁獲が好調で残存資源も多いと考えられる。
駿河湾では 2006 年夏以降の未成魚の漁獲が少ないが、1 ～ 11 月における中型まき網の漁獲
量はほぼ前年並みであることから来遊水準は前年並みか前年を下回ると予測される。相模湾で
は秋季以降の未成魚の漁獲が低調であったため、予測期間の漁況も前年を下回ると予測される。
(3)房総～道東(まき網、定置網)
常磐・房総海域では 12 月初旬に 2005 年級群(漁獲時 1 歳魚で 1 月以降 2 歳魚となる群)主体
で冬季の漁が始まったが、 12 月中旬現在で漁が途切れている。これは、常磐海域に黒潮系暖
水が波及して魚群の南下が抑えられているためと考えられ、今後も沖合に暖水が停滞し沿岸域
にも断続的に暖水波及があると予測されることから 、断続的な漁となる可能性がある 。今後は 1
～ 2 月は 2 歳魚(2005 年級群)主体で前年同期を上回り、3 月以降は 1 歳魚(2006 年級群)主体
で前年同期を下回る漁獲となり、全体としての来遊水準は前年をやや下回る。三陸沿岸定置網
では 2005 年級群(2 歳魚)、道南から道東沿岸の定置網では 2006 年級群(1 歳魚)年級群が漁獲
の主体となる。
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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(2007(平成19)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:2007(平成19)年級群及び2006(平成18)年級群。魚体は被鱗体長。
1. 来遊量:北薩～薩南は近年(過去5年平均)並み。日向灘～豊後水道西部では前年を上回
る。豊後水道東部では高水準の前年を下回るが平年を上回る。土佐湾は前年を上回る。紀
伊水道外域西部では前年並み、東部では好漁の前年を下回り平年並み。熊野灘中北部で
は前年を上回る。
2. 漁期:土佐湾の多鈎釣は4月まで。他は全期間。
3. 魚体:16～23cm(前年夏まで生まれ)が主体。4月以降は14cm以下(前年秋～今年生まれ)も
来遊する。
漁況の経過(2006(平成18)年7月～11月)および今後の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が過去20年で最多であるので、資源水準は高位、動向は最近5年
の推移から増加傾向にあると考えられる。
2.来遊量、漁期・漁場:
前年秋から今年夏まで生まれの漁況の経過などを根拠に今漁期の来遊を予測する。北薩～薩
南では近年(過去5年平均)並みの来遊であった。日向灘では翌年1～6月の来遊量と正の相関が
ある9～12月の漁獲量が前年を上回った。豊後水道西部では前年を上回り、東部では好漁の前
年を下回ったが、平年を上回った。宿毛湾では10月に0歳魚主体に好漁となった。紀伊水道外域
西部は9月以降の漁況は低調であった。紀伊水道外域東部～熊野灘南部では前年を下回った。
熊野灘中北部では低水温の夏季に不漁であったが、11月に16～18cmの0歳魚主体に好漁とな
り、また、黒潮小蛇行の通過にともなう暖水波及が見込まれ、来遊条件は良いと予測される。
2006(平成18)年1～6月の主要港水揚量は7,559トンであった。2006(平成18)年7～11月は鹿児
島から高知は9,691トンで前年同期の1.1倍(予測はずれ)、徳島から三重は1,576トンで0.9倍(予測
はずれ)、全体で11,267トンで前年同期の1.0倍であった。
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