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日本海西部における漁業の現状と課題

今井千文*

The Present Status and on-Going Concerns of 
Western Sea of J apan Fisheries 

Chifumi IMAI * 

Abstract 

The present status and on-going concerns of fisheries in western Sea of J apan waters are analysed. 
Major fisheries for pelgic fish stocks， conducted by purse seiners， have primarily targeted sardine， round 

herring， ancovy， horse mackerel and mackerel species. J apanese sardin stocks， which have undergone 

large fluctuations over the last 50 years， have be巴nat a low level in recent years. whereas Japanese 
anchovy stocks are curr巴ntlystabilized at a high level. However， the unit price of the latter is low and 

the stock not highly utilised. J apanes巴 horsemackerel is now the most important pelagic fishery in the 

western Sea of Japan. with the highest catch amount and value levels. Although high fishing pressure. 

particularly of age 0 individuals， may be a serious concern. The stock amount and catch of yellow田tail

have increased marckedly in recent years. but unit price have decreased. 

The status and problems for benthic fish stocks taken by paired trawlers in the western Sea of 

Japan are also described. Although yellow sea bream stocks ar巴 stableat high levels. decreasing prices 

are senous conc巴rn.By comparison. the high prices commanded by red sea bass have resulted in 

significant targeting of this sp巴cies.although increasing over-fishing， particularly of young specimens. 

remains a concern. Willowy flounder and yellow angler fish stocks. which increased markedly in the late 

1990's. are presently stable at high levels. Factors responsible for stock increases may be strong year 
classes by the e妊'ectof gloval warmning. 

1.浮魚漁業の現状と課題

日本海は非常に冷たい日本海固有冷水の上に対馬暖流

系の暖水が乗った. 2層構造になっている。日本海西部

には様々な浮魚類が生息し，その多くが上層の暖水域を

生活の場としている。浮魚類は一般に，イワシ類，マア

ジ，サバ類などの多獲性浮魚類と，カツオ，マグロ類，

ブリ類なと高度回遊性魚類に分けられる。本論では，

日本海西部の重要資源か弘前者ではイワシ類，マアジ

およびサバ類について，後者ではブリ類の漁業の現状と

課題について述べる。

1)イワシ類

の3種が主な漁獲対象であり，大半は旋網漁業によって

漁獲される。 Fig.1に石川県から島根県までの日本海西

区おけるイワシ類の漁獲量，生産額および生産額を漁獲

量で除して求めた平均単価の経年変動を示す。

マイワシは体長約22cmまで成長し寿命は 6~7 年

である。マイワシ資源は過去に約50年周期で大変動を繰

り返しており，最近では. 1972年頃に漁獲増が開始し，

1988年にピークを迎えた後は急速に資源が減少し現在

は資源衰退期にある。日本海西部における2001年以後の

漁獲量は244~36，000 トンの範闘で変動し. 2011. 2012 

年は30.000トンを越え，やや増加した。しかし，過去の

経験則から本格的な資源回復の結果とは考えにくく， 日

イワシ類はマイワシ，ウルメイワシ，カタクチイワシ 本海西部漁業の主役になるのは10年以上先であろう。

20日年9月9日受付. 2013年9月10日受理

キ}ワード:浮魚漁業，マアジ.底魚漁業:，キダイ，アカムツ.カレイ類

Key words : Pelagic fish fishery. Trachurus j砂onicas.Benthic五shfishery， Dentex tumifrons， Doederleinia beη'coides. 
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長約15cm，体重は30g程度が最大である。日本海西部の

イワシ類では最多の12，000-35，000トンが漁獲されてい

て，生産額も 5-19億円でイワシ類で最も多いが，平均

単価は31-68円/kgと低い。さらに，本種は魚体が痩身

であり，中途半端な目合いで漁獲すると大量の魚が網目

に刺さり，次回の操業に支障をきたす。西日本の旋網漁

業にとってカタクチイワシは他に何も獲れない場合のや

むをえずのターゲットである。後述するマアジやサバ類

の若齢魚を大量に漁獲することは資源管理上極力抑制し
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たい。アジ，サバ小型魚の代替としてカタクチイワシの

削 漁獲物としての地位を上げることが効果的であるが，漁

業の現場では簡単なことではない。

カタクチイワシが安価な魚であると述べた。しかし

全てのカタクチイワシが安価なわけではない。本種は大

抵の魚と逆に小型個体ほど高単価で¥大きくなると安く

なるのである。カタクチイワシの後期仔魚で体長約

25mm以上のものが「しらす」である。漁獲統計上はカ

タクチイワシと別扱いで，最も単価が高く，日本海西区

での平均単価は540円/kgで，成魚の10数倍である。体

長 8cmまでの「かえり」と呼ばれる未成魚は多く煮干

B しに加工される。山口県では漁獲されるカタクチ千ワシ

のほとんどがこれで， 2011年の単価は， 116円/kgで、日

本海西区の平均単価， 44円/kgの約2.6倍である。「しら

すHかえり」は旋網ではなく，沿岸域で操業する船曳

網漁業と棒受網漁業が漁獲する。鮮度低下が早く，漁獲

後迅速に加工する必要があるため，漁業者が加工も行う

ことが多い。加工と流通の高度化，漁獲が少ない冬季の

代替事業の開発が課題である。

2) マアジ

マアジは 4年で、体長30cmほどに成長し，大型個体は

50cmを越える。日本海西部で漁獲されるのは南シナ海，

東シナ海から日本海西部の広い海域に分布する対馬暖流

系群であるJ)。日本海西区における2001年以降の漁獲量，

生産額および平均単価をFig.2に示す。漁獲量は49，000

-93，000トン，生産額は55-88億円，平均単価も83-160

円/kgと，最も重要な浮魚類資源であることは明白であ

る。図には参考に東シナ海区の統計数値も示している。

東シナ海区の漁獲量も似た変動傾向を示している。しか

c 

ウルメイワシはマイワシよりもやや大きく，約30cm し生産額を示したFig.2-Bでは東シナ海が2倍近い金

まで成長する。日本海商区における漁獲量は4，400- 額となり，平均単価が高いことが解る。この傾向をより

19，000トンで， 2009年以後は増加傾向にある。イワシ類 顕著に示すのが，日本海西区の島根県と東シナ海区に区

では資源規模が最も小さく，大量の漁獲は期待できない。 割りされる山口県で同じ統計を作図したFig.3で、ある。

漁獲物の多くは塩乾物である目刺しに加工され，その加 漁獲量では島根県が山口県の 5-15倍と大差があるもの

工技術を持つ地域では高値で取引される。しかしその の，生産額では1.4-2.6倍で，平均単価は山口県が島根

需要は左程大きくは無く，過剰な漁獲は値崩れを起こす。 県の3.2-5.0倍である。山口県では主に中型，小型旋網

2008年には77円/kgで、あった単価は漁獲最大の2011年に が2歳魚以上の成魚を鮮魚出荷向けに漁獲しており，少

は41円/kgとカタクチイワシと同程度まで下がっている。 量高付加価値の漁獲戦略を採っていて，高い年には平均

カタクチイワシはイワシ類では最も小型で，通常は体 単価が400円/kgを越えていた。一方の島根県には山口

。
Z政調。

Fig. 1 Yearly fluctuations of catch (A)， yield (B) and 
unit price (C) of Japanese pilcard Sαrdinoρs 
melanostic蜘， Japanes巴roundherring Etrumeus 
teres and Japanese anchovy E噌 raulisj，ゆ開icus
from the western Sea of Japan， from 2001 to 
2012. Yield and price data in 2012 not available. 
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Fig. 2 Yearly fluctuations of catch (A)， yield (B) 
and unit price (C) of Japanese horse mackerel 
Trachurus j.αρonicus from the western Sea of 
Japan (WSJ) and East China Sea (SCS)， from 
2001 to 2012. Yield and price data for 2012 not 
available. 

0 
2邸調。

Fig. 3 Yearly fluctuations of catch (A)， yield (B) 
and unit price (C) of Japanese horse mackerel 
Trachurus jαρonicus from Yamaguchi and 
Shimane prefectures， from 2001 to 2012. Yield 
and price data for 2012 not available. 

県と同様な漁獲をする船もあるが，主体となるのは大中 制することである。

型旋網と中型旋網の水揚げで，若齢小型魚を主体に大量 3) サパ類

漁獲し，フイッシュミールなと守加工工場へ出荷する。若 サバ類にはマサバとゴマサバの 2種があり，種判別が

齢魚に対し強い漁獲圧がかかる場合，特に年級群強度の 難しいため，統計上 1グループとして集計されている。

低い年は問題である。 2012年の山口県漁獲量は前年比 ともにマアジよりやや成長が良く， 4年で36cm位に成

1/2以下で¥大不漁であった。マアジの回遊経路変化な 長する。日本海西部における近年の漁獲量は29，000~

と一時的な事象であれば良いが，成魚資源の大規模な 37，000 トン，生産額は19~23億円であり，平均単価は60

減少が要因だとすれば，一大事である。 ~80円/kgで、ある (Fig. 4)。旋網漁業においてマアジに

マアジ漁業の最大の課題は，このような成長乱獲状態 次ぐ重要魚種である。マサパ対馬暖流系群の資源量は

を脱却して資源の健全化を図るため，若齢魚の漁獲を抑 1970年代には1，000万トン前後の高水準であったが，そ
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Fig. 4 Yearly fluctuations of catch (A)， yield (B) 
and unit price (C) of chub mackerel Scomber 
jα~ponicus from the western Sea of Japan， 

from 2001 to 2012. Yield and price data for 
2012 not available. 

の後資源は減少し 2000年以降は450~730万トンの範囲

になっている2)。サバ類に関しでも若齢期に強く漁獲さ

れ，卓越年級が発生しでも親資源量がの増加に繋がらな

い成長乱獲からの脱却が課題である。

4) ブリ類

i咽

C 

C 

0 

2000 

Fig. 5 Yearly fluctuations of catch (A)， yield (B) 
and unit price (C) of yellow-tail Seriolα 
qui問附叩diatafrOJ:n the western Sea 'of Japan 
(WSJ) and East China Sea (SCS) ，仕om2001ω 
2012. Yield and price data for 2012 not avairable. 

は，資源の問題よりも魚価対策が重要である。大量に入

網した際に，畜養するなど，計画的な出荷システムを構

築する必要があろう。

2.底魚漁業の現状と課題

ブリ類はブリ，ヒラマサとカンパチの 3種が漁獲対象 日本海は暖水と冷水の 2層構造であるため，水深帯に

となっていて，いずれも体長 1mを越える大型種である。 より底魚類の種組成が大きく異なり，対馬暖流系水が占

漁獲量が多いのはブリである。 Fig.5に示すようにブリ める浅い海域にはキダイ，アカムツなど暖水性魚種が，

の漁獲量は近年顕著な増加傾向を示し，資源量の増大に 固有水海域では冷水性魚種が分布する。日本海の東部で

起因する3)。しかし増えた漁獲量に反比例するように は一般に200m以浅の海域幅は狭く，暖水種の分布域は

魚価が減少し生産額は横ばいである。ブリ類について 限られ，島根県東部より東で操業する底曳網漁業では冷
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水種であるカレイ類のソウハチ，アカガレイ，ヒレグロ， しかしアカムツは若齢期に強く漁獲され，親資源、が充

バパガレイなどと冬季のみに漁獲されるズワイガニ，さ 分に蓄積されず，資源の増大分を浪費する形になってい

らに深い海域に生息し，主にかに鐘漁業となる。 る。すなわち，アカムツ資源は典型的に成長乱獲状態に

敦賀湾から西へ進むほど，浅海域の幅が大きくなり， あるといえ，漁獲物の多くが2歳以下の小型低価格個体

暖水性底魚類の分布域が広くなり，種数も増える。 I本報 である。大型個体の漁獲は少なく，価格は高騰している。

では，著者がコホート計算により資源量を計算した，山 キダイと異なり，小型魚が大量入荷しでも数少ない大型

口県下関漁港と島根県浜田漁港に在籍する 2隻曳沖合底 魚は高単価である。

曳網漁船と両県の小型底曳き網第 1種漁業が漁獲する底 アカムツ漁業における喫緊の課題は低価格な小型魚の

魚資源の現状と課題について述べる。 漁獲を控え，親魚資源を増やして資源全体の底上げを図

1)キダイ ー ることである。小型魚の獲り控えができれば，おのずと

キダイDentextum折'onsは，最大体長約35cmの小型タ 高単価の大型魚が多く漁獲され，漁獲金額は増加する。

イ科魚類で，東シナ海から日本海西部に広く分布する暖 資源管理が有効なことは明白であり，下関漁港船はコッ

水種である。同科の大型種，マダイよりもやや深い海域 ドエンドの天井網の一部に目合の大きい角目網を設置し

に多い。雌性先熟の性転換をする。東シナ海，日本海西 ている。しかし極一部であり，小型魚の逃避効果は十

部海域の代表的な底魚資源で，通称である「れんこ(だ 分ではない。当漁業では，痩身なマアナゴの漁獲金額が

い)Jは，東シナ海での漁獲の察明期に延縄にこの魚が 相当部分を占めるため，目合い拡大が跨跨されるのであ

速なって漁獲されたことに由来する。 る。

山口県，島根県の底曳き網漁船が漁獲対象とするキダ 3) キアンコウ

イの雌親魚資源量は1992年-2011年で.780-1.700トン アンコウ類では，キアンコウLゅhiuslitulonとアンコ

で. 1995年まで1.000トン未満のやや低水準であった。 ウLoρhiomussetigerusが漁獲対象で，市井に出回る「あ

1996年から増加し 2004年まで高水準であったが，その んこう」または「本あんこうJはキアンコウであり，ア

後は減少し 2008年には過去2番目に低い880トンまで ンコウは「いしあんこうJまたは「くつあんこう」とし

減少しその後やや回復した。加入尾数は2.740-4.740 てキアンコウよりも価値は低い。キアンコウは大型で雌

万尾であり. 2003年までは卓越年級と弱い年級が繰り返 は最大1mまで成長する。

される状態であったが. 2004年級以後は低水準が連続し キアンコウ資源は長く，低迷していたが1990年代にか

た。 ら再生産関係が好転し. 1993年に36トンであった雌親魚

多くの魚類と同様に，近年，魚価安が顕著になり，大 資源量は2006年には640トンにまでに回復した。しかし

きな問題となっている。満 1歳以後に漁獲対象となり， その後は減少して. 2012年には320トンまで、減っている。

豆芝あるいは豆々芝という銘柄で取引される。これが大 大型魚であり，他魚種よりも個体数が少ない。加入が悪

量に入荷すると，豆柴だけでなく，大型個体の単価も影 い状態で獲り過ぎるとすぐに資源が減少してしまう。親

響を受けて下がってしまう。小型魚を獲り控え，少しで 魚資源水準を低下させない資源管理が肝心である。

も単価を上げる取り組みが必要で、ある。 あんこうは冬場に鍋物用の需要が高く，夏期は需要が

2) アカムツ 低く，低価格である。夏期の漁獲を極力抑え，冬期に多

アカムツDoederleiniabeηcoidesは，標準和名にある く漁獲する戦略に転ずるべきである。ただし，当漁業は

ムツ科ではなく，スズキやハタ科に近縁のホタルジャコ 5月16日から 8月15日まで休漁するため，ここでいう夏

科に属し. 8歳で約40cmまで成長する。性転換の有無 期とは4月. 5月前半と 8月後半. 9. 10月である。

は不明であるが. 4歳以上の高齢魚はほとんど雌である。 4) カレイ類

名前の通り，紅色の美しい魚で，良質な脂質を多く含み 日本海西部における暖水性カレイ類はムシガレイEopse，倣

むため非常に美味な高級魚である。 grigoηεωiとヤナギムシガレイ Tanakiuskitaharaiであ

アカムツの雌親魚資源量は1990年代には330-640トン る。寿命はともに約 8年，前者は40cm.後者は35cmま

で，加入尾数は1.000万尾以下であったが. 1998年級の で成長する。

加入尾数が2.940万尾と非常に強く，雌親魚資源量は増 ムシガレイは1970年頃まで日本海西部海域を代表する

加した。その後も2001年.2∞2年.2004年.2∞7年.2008 底魚で，多い年には5.000トンもの水揚げがあった。

年. 2010年級と立て続けに卓越年級が発生した。この間. 1992年以後の親魚資源量は760-1.420トン，加入尾数は

雌親魚資源量は2008年に最大の820トンに達したが 1.900万-3.560万尾の範囲であった。 1998年以後やや増

2011年には460トンまで減った。雌親魚資源量当たり加 加した。単価は中程度である。

入尾数は春季の水温との聞に明瞭な正の相関が認められ， ヤナギムシガレイはキアンコウと同様に. 1998年以後

水温上昇がアカムツ資源に追い風になると考えられる。 に急速に資源回復し現在も資源水準は高水準である4)。



190 水産工学 Vol.50 No.3 

カレイ類では単価が高く，資源水準を再び低下させない 圧迫している。この問題を漁業の側から抜本的に改善す

よう大事に利用したい資源である。雌親魚資源量は420 ることは困難である。しかし小型魚の獲り控えは結果

-1，140トンで. 2006年までほぼ直線的に増加した。加 的に高単価な大型魚の漁獲を増やし，平均単価は上がる。

入尾数は1.640万-2.120万尾である。こちらも同様に増 また.キダイのように小型魚の大量漁獲が大型魚の単価

加した。 をさらに下げている例もある。この問題は漁業者が個別

ソウハチHi沖oglossoidesρinetrum!ま，最大全長が45cm に取り組んで、も解決できない。小型魚を獲り控えて，単

の中型のカレイで，日本海全域に分布し，ムシガレイな 価の高い大型個体を戦略的に漁獲することを共通認識と

どよりも北に広く分布し，日本海西部では数少ない冷水 して持つことが重要である。

種である。

雌親魚資源量は790-1.910トンで，加入尾数は2.300万

-5.100万尾で，周期的に変動し加入尾数の周期に 3

年程度遅れて雌親魚資源量が変動した。 2000年代初頭に

多くの暖水種資源が増大したのに対し冷水種である本

種は，加入量が低水準で，資源量は急速に減少した。し

かし 2004年級が卓越し以後卓越年級が頻発して，資

源は急速に復活した。単価はムシガレイと同様で中位で

ある。

3.日本海西部における漁業の課題

日本海西部の漁業における課題についてまとめる。日

本海西部に限らず，近年の魚価安は顕著で，漁業経営を
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