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黒潮の資源海洋研究第13号， 49 -55 (2012) 

伊勢湾の小型底びき網漁業対象資源の長期変動と
シャコの冬季水揚げ制限料

自比聖子 -中村元彦叫

Long term fluctuation of marine resource stocks for small bottom trawl fishery 

and the significance of upper limitation management on J apanese mantis 
shrimp catch during winter， in relation to the c1imate change， in Ise Bay， J apanネl

Manabu HIBINO松， Motohiko NAKAMURど

小型底びき網漁業(以下小底)は愛知県の主要漁業

種の一つであり，漁獲量は全国 2位(平成21年海面漁

-養殖業生産量統計)となっている o 愛知県におけ

る小底は，伊勢・三河湾など内湾域においては，関口

板を用いた板びき網による漁業(地方名称:まめ板網

漁業)と，桁網による漁業に大別される。そのうち伊

においては，椋びき網による小底が盛んであり，

湾奥から湾口近辺までの様々な漁場環境を背景に，多

議多様な魚種を漁獲対象としている(船越 2008)。伊

・三間湾における漁獲量の長期変動については中村・

(2005) が，そのうち椋びき鰐漁業における漁獲

量変動については船越 (2008) が主要港である豊浜市

場における漁獲統計資料をもとに，それぞれ詳述して

いる。本報告では，それらのうち船越 (2008) が使用

した漁獲統計資料に最近年のものを追加した結果に基

づき，伊勢湾板びき網漁業における主要対象種の変遷

をレビューし，各種の漁獲量変動と生態的特徴及び気

候変動との関連を考察した。

伊勢湾における板びき縞漁業において，シャコ

Oratosquilla oratorialま，漁獲量・漁獲金額ともに毎

年上位に位置する重要な対象種である。伊勢・三河湾

における本種の漁獲量は， 1980年代には県内で1，500ト

ン程度あったが， 90年代以降減少し， 2000年代にはピー

ク持の約 1/3で推移している。このため， 2002年に伊

勢・三河湾では小型車びき網漁業の資源回復計闘が策

定され，シャコも資源回復対象穂に含まれた。伊勢湾

のシャコについては，古くは1970年代から調査が行わ

れ(例えば愛知水試 1972)，まだ資源水準が高かった

80年代後半から減少に至る90年代にかけても精力的な

調査(例えば船越他 1993，成田他 2007) が行われ，

資源変動に関わる環境要因についての検討が行われて

いる。近年では，資源評価事業を通じて資糠生態調査

が継続的に行われている。これらの知見の多くでは，

伊勢湾藤シャコの資源動態においては，夏季の貧酸素

氷塊が強く影響することが指擁されている。一方，伊

勢湾と同議にシャコ資源の低迷している東京湾におい

ては，春産卵群の減少が資源量抵迷の原閣の一つであ

ると指揺されており (Kodamaet al. 2004，清水

2004) ，資源回復への対策として清水 (2004) は春産卵

群の産卵量の確保を第一にあげている。東京湾におい

ても伊勢湾と伺じ90年代に入りシャコ資掠が減少した

ことから(清水 2002)，間海域には伺らかの共通した

* 1 平成23年度中央ブロック資源・海洋研究会(平成23年 9月 高知子tilでは f伊勢湾の小型底びき総漁業対委員資源の長期変動と近年の動向J

と題して口頻発表した。
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原因が潜在している可能↑生も考えられる。本報告では，

伊勢湾におけるシャコ資源の減少と冬季における気候

変動との関連についても検討し，シャコをとりまく環

境条件が大きく変化した場合の漁業の対応の仕方につ

いて，現在，伊勢湾の漁業者が2009年から実施してい

るシャコの冬季水揚げ制限をモデ、/レに論じた。

材料と方法

漁獲量変動の解析

伊勢湾の板びき網漁業対象種の変遷を把握するため

に，伊勢湾における板びき網漁業の主要漁港浜漁

港)を有する浜漁業協同組合(以ド浜漁協)の漁

業種類別の魚種別漁獲量の年別統計を使用した。伊勢

湾における板びき網漁業の漁場は，隣県である三重県

と入り会いになっており，ほぼ伊勢湾内全域に形成さ

れる。特に，矢口多半島南部に位置する豊浜漁協に所属

する板びき日~~JHは，愛知県における周年操業船の約

半数を占め，1~;~~~rí屯悶も伊勢湾;;宅手さから i;寺中央の広範

fD:Jに及ぶことが，標本船調査や間き取りにより明らか

になっている。したがって，本漁協における漁獲統計

資料は，伊勢j汚における板びき志向によるj魚獲物組成を

代表できると考えた。?，\~(1立統計資料は1973fードから2010

年の期間のものを)JJいた。

シャコの冬季漁況

シャコのi(u、獲量変動はち fIIl述と同棋に浜漁協の魚

種別漁獲量の月別統計を使用した。愛知県ではシャコ

は活魚、で出荷され，市場では「大シャコJと「小シャ

コj の2銘柄にほ分される。本報告で月3し、たシャコの

j111控室は，この 2銘柄の合計量とした。また， 1987年

以降の統計資料には，月別の延べ操業安数 C1:1:¥ iif.'，隻日

数)の記録があるので，これを漁獲好力量の指標とし

た。

伊勢湾におけるシャコは，資源許可illi事業における資

源評錨対象系群となっており，毎月選5:PJ前漁獲物及び

豊浜漁港に水揚げされるシャコの体長(体長.額抜を

含まない頭胸l事前絃から尾節の中央湾入部後端)をifllJ

定している。その結果によると，シャコは 1歳時の秋

から71<:1品ーげされるようになり，特に10月以降翌年5月

までに水揚げされたシャコの体長組成は，ほぼ単一の

年級群と推定された。したがって， n+1年10月からn+2

年5月の合計漁獲量を， nfj三に発生したn年級in:の資源

獲量の割合を，冬季漁獲比率として求めた。

また，気候変動に関するデータとして，気象庁ホー

ムページより名古屋地方気象台の1970年から2010年の

期間における月平均気温，及び四国東海れ11北部の季節

l.PJ平均海面水温を引用した。さらに，同期間における

季節風の動向を把握するため，同ホームページよりア

リューシャン低気圧の勢力を示す冬季の北太平洋指数

CNPDを引用した。

結

板びき綿対象種の変遷

果

伊勢湾における板びき制の主要な対象となるカレイ

~R~ ，マアナゴ COJZgermyriaster，シャコ，スズキ

Lateola brax jaρOlllCltSについての漁獲量の経年変化を

[~l に示した。カレイ類は70年代中旬に約100 トンの治、

獲量があったが，その後単調に減少し，現在では20ト

ン程}支となっている。マアナゴは， 70年代から80年代

後半にかけてやや減少傾向であったが， 90年代に急激

に増加し年変動はあるものの約200トンで高位水準とな

800 
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量指標とした。また，冬季のjjii況を把握する目的で， 図2 伊勢湾1長びき漁業における主嬰もjゑエピ 4種

1月から 5月の合計漁獲量;に対する1， 2月の合計漁 のi，({l，)室長の変化.
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り， 2000年代になると再び70年代と向じ水準に減少し

た。シャコは70年代から80年代後半にかけて高位水準

にあったが， 90年代に入ると急、激に減少し， 2000年代

以降には低位水準で横ばいとなった。スズキは80年代

まで、は横ばいで、あったが， 90年以降に増加した。

クルマエどPenaeusjaponicus， サルエピTrachysalambria

curviostris，ヨシエビMetaρωzaeusenszs，シバエピ

M joyneriの主要エビ類4謹の漁獲量変化を図2に示

した。クルマエピは80年代には年変動はあるものの比

較的高位で推移していたが， 90年代に入ると急激に減

少し， 2000年代以降には託位水準で、横ばいとなった。

ヨシエビとシバエピの漁獲量変動の位相は類似し， 12 

年程度で増減を繰り返し，特にクルマヱどが減少した

90年代以降に，漁獲量が多くなる年がみられた。サル

エピの漁獲最は数百トンオーダーの水準であり，地こに

ビ類の漁獲量水準とは 1オーダー異なった。サノレエビ

の漁獲量は，長期的には横ばいとみられたが，短期的

にはヨシエピ及びシバエピと逆位相となった。

その{i自の主要種の漁獲量変化について関3に示した。

マアジ TrachurusjaρOJlZCUS，イボダイ Psenoρszs

400 

350 

300 

αnornala，サパフグ(シロサパフグ)Lagoceρhalus 

wheeleriの3種については，マアジでは80年代後半か

ら，その他の 2種では90年以降それぞれ顕著に漁獲量

が増加し，いずれも90年代には漁獲量が高位であった

が， 2000年代に入ると詞時に激減した。一方，ガザミ

Portunus trituberculatusは80年代に高位水準であっ

た漁獲量が， 90年代には抵水準となり， 2000年代にな

ると再び高水準へと移行した。特にガザミについては，

2010年， 2011年に極めて資源豊度の高い卓越年級群が

発生した。

シャコの冬季漁況の変化

冬季漁獲比率とその年に発生する年級群資源量指数

の経年変化について悶4に示した。冬季漁獲比率は，

1973年から1986年までは0.1を下回ることが多かった

が， 1987年以降には継続的に0.1以上となり， 1992年に

初めて0.2を超えた。 1995年前後には一旦減少するもの

の， 90年代の後半には約0.4と槌めて高くなった。 1990

年以前と以降で平均値を比較すると，前者では0.08で

あったのに対し，後者では0.22であった。

量指数は， 70年代後半から80年代前半にかけて高い水

準で推移したが， 1988年以降に急激に減少し，以降低

水準で、推移した。

豊浜漁協所属の板びき網漁船の延べ出漁隻数(隻日

数)を，年間と冬季(1月と 2月)に分けて図 5に示

した。年間の延べ出漁隻数は， 1987年以降単調に減少

していた。一方，冬季の延べ出漁隻数は， 80年代後半

から90年代前半にかけて明らかに増加しており， 2000 

年代には若干減少するもののほぼ横ばいで推移してい

た。

関3 伊・勢湾板び

i去の変化.

における重要対象4種の漁獲 平均気慌の経年変化を夏季 (7"'-'9月)と冬季(1"'-'
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密4 シャコの冬季漁獲比率と当該年級群の資源最指数

の経年変化.

2月)に分けてみると(図6)，夏季の平均気温は， 80 
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図5 豊浜漁協所属の板びき網漁船における年間(黒丸)

及び冬季(白抜き四角)の廷べ出潟、隻数.
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西国東海沖北部海域における海面水温平年差 (SST)
の経年変化. (実線及び点線は，それぞれ冬季及び

夏季の 5年移動平均を示す)

図7名古屋地方気象台観測による夏季及び冬季の平均

気混の経年変化.
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年代以降一定した上昇傾向が見られるのに対し，冬季

の平均気温は80年代の後半に顕著に上昇しており，特

に1988年を境として平均気混は約1.5 oc高くなった。

四国東海沖北部における冬季の平均海面水温は(図7)，

冬季気温とほぼ同様の傾向を示し， 1970年代から1980

年代前半まではほぼ横ばいであるが， 1980年代後半か

ら顕著に上昇したとみられた。季節風の強さの指標と

なる冬季の北太平洋指数 (NPDは(図8)，1970年代

後半から1980年代前半においては負偏差で推移したが，

1980年代後半以降では正偏差年の出現頻度が明らかに
冬季の北太平洋指数 (NPI)の経年変化.

(折れ線は3年移動平均を示す)

図8

マコガレイPleurGnectesyolwhamae， 

ガレイKa問 iusbicoloratusの3種が含まれ，現在では

メイタガレイが主である。漁獲統計にはこれらの種の

内訳については記録がないが，漁業者から開き取りで

はカレイ類の種組成も経年的に変化している可能性が

この70年代にはハゼ類やコノシロ Konosirus

ρumctatusも漁獲量が多かった。 80年代に入るとカレイ

類の減少と相反して，シャコが主要対象種となった。

シャコは1976年から1991年の間，漁獲量において16年

関連続で I位となっており(船越 2008)，80年代の最

重要種で、あった。 90年代に入るとシャコは急激に減少

し，変わってマアナゴが主体となり，あわせてマアジ，

イボダイ，サパフグも漁獲量が増加し主要対象種となっ

た。 2000年代に入ると， 90年代の主要種はいずれも減

少し，変わってスズキとガザミの増加が見られた。こ

のうちスズキはシャコ等の底生資源の減少に伴い，網

自を拡大して魚狙いに移行するなどの漁業者の漁獲強

向によって増加した可能性も指摘されているが(船越

2008) ，東京湾などでも資源量の増加が見られるなど海

イシcorJlutus， 

ある。

増加していた。

考

椋びき網対象種の変遷

伊勢湾の板びき網漁業における漁獲量は，経年的な

年間漁獲努力量の減少に伴い，特に2000年以降におい

て減少傾向が顕著となっている(船越 2008)。しかし，

l隻当たりの漁獲量でみると，過去34年間ではほぼ20

トン前後で安定している(船越 2008)。板びき網の主

要対象種の漁獲量変動から，種ごとに特徴的な漁獲量

の経年的な増減がみられることが明らかになった。こ

のことは 1隻当たり漁獲量はほぼ一定ながら，漁獲

物組成においては年代にJ;tじた特徴が見られることを

示している。サノレエどは年変動があるものの数百トン

レベルを概ね維持しており，長期的にも本漁法におけ

る主要種と位置づけられた。カレイ類は，近年では20~

30トン前後であるのに対し， 70年代のピーク時には100

トン以上を漁獲していた。これは現在のマアナゴの漁

獲量水準に匹敵し， 70年'代の漁獲物組成においてカレ

イ類が主要な構成種であったと考えられる。市場での

観察によると，カレイ類にはメイタガレイPleuronicJzthys

察
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域に共通している。一方，ガザミは長期的には横ばい

ら，明らかに増減の周期性が晃られた。また， 2000 

年代以降はマダコ Octoρusvulgarisの漁獲量も増加し

ている(船越 2008)。

以上のように，伊勢湾の板びき網漁業対象種では，

約10年ごとに対象穣の漁獲量トレンドが変化している

場合が多くみられ，特に1990年前後と2000年前後に多

くの種において漁獲量の顕著な増減がみられた。これ

らの漁獲量変動には，需要の変化による選別性向の変

も考えられるが，シャコやマアナゴ，エビ類

といった最重要種については，選)jiJ性向が短期間で劇

的に変化するとは考えにくい。他方，伊勢湾の環境は

高度成長期以降劇的に変化しており，特に湾奥を中心

とした干潟・浅場の減少による環境悪化による影響も

れる可能性が高い。しかしながら， 70年代後半か

ら80年代にかけてのカレイ類の減少は相模湾でも認め

られ， 80年代後半におけるイボダイの増加は太平洋岸

において共通して認められる(三谷 2000)。さらにシャ

コの資源減少は，瀬戸内海や東京湾でも時期をほぼ同

じくして見られる共通の減少である(清水 2002)。以

上のことは，本報告で示した漁獲量変動は，基本的に

資源変動を反映していると思われるが，その原因につ

いては，人為的環境改変や気候変動，それらに影響を

受ける内湾環境変化(貧酸素水塊の発生)等が包含さ

れていると推定される。したがって，内湾の底生資源

においても魚種交代現象が生じているようにも見える

が，既報の外洋性浮魚類で指描がある魚種交代と肉質

の現象であるかは吟味が必要で、ある。

内湾臨生資j躍に及iます気候変動の影響

抜びき網対象種では1990年前後に漁獲量の増減が顕

にみられた。伊勢湾湾奥に位寵する名古屋において

は，夏季平均気温は80年代以降上昇し，冬季平均気温

は特に1988年付近で急激に上昇していた。また，気象

庁ホームページで公開されている盟国東海沖北部にお

ける季節別の平均海面水温においても，同傾向を示し

ている(気象庁 HP，http://www.data.kishou.go.jp/ 

kaiyou)。伊勢湾は水深の浅い内湾で、あり，水温偏差は

気温の偏差と棺関が高い(原田 2008)。したがって，

気候変動が内湾における底生資源の変動や魚謹交代に

影響を及ぼすことは十分考えられる。

エビ類において， 1990年前後のクノレマエビ減少と相

反して増加傾向を見せたのはヨシエビとシバエビであ

る。このうちヨシエビでは，初期発生適7J:;tj患が26
0

C以

上とクノレマエビに比べて高いことが報告されており(時

間 1975)，漁獲量は前年平均気温と正の相関があるこ

とが報告されている(原田 2008)。本種の産卵期にあ

たる夏季において，平均気温は経年的に上昇傾向にあ

ることから，ヨシエピの再生産成功率が棺対的に上昇

し，年級最度が高い年が生じやすい可能性が示唆され

る。マイワシとカタクチイワシの魚種交代においては，

両種の産卵・成長適水温の差が気候変動による資源、形

成の有利性に影響を及ぼす仮説が提案されている

(Takatsuka et al. 2007， 2008)。クルマエどとヨシエ

ビの魚種交代においても，この仮説で示されているよ

うに，両種の成育水混と初期成長の差による生残率の

相対差が影響している可能性が考えられる。

また，マアジ，イボダイ，サパフグ，ヤアナゴも90

年代に顕著に増加した。このうちマアジの撒獲量変動

はマアジ太平洋系群全体の変動と一致しており，産卵

i者好水温が類似するカタクチイワシの増加と同期する

ことから気候変動との関連が指摘されている (Takasuka

et al. 2008)。また，イボダイの漁獲量も太平洋岸でほ

ぼ間期するとされ，このイボダイ漁獲量の増加は温暖

化に伴う分布域の北側への拡大によるものと考えられ

ている(三谷 2000)。マアナゴは，黒瀬上流域から輸

送され，葉形仔魚が黒i草月下部の深層を介して沿岸域に

加入するとされ，冬季季節風の強勢により加入が促進

されることが示唆されている(黒木 2008)。しかしな

がら，本種の漁獲量が多かった1990年代には，アリュー

シャン低気圧の勢力を示す冬季の北太平洋指数 (NPD

は正偏差で推移していることから，冬季季節風が弱く

なる条件が発生しており，黒木 (2008)の指摘とは矛

蔵する。一方で，黒木 (2008)は，葉形仔魚は等密度

線に沿って接岸し，変態開始と着底までの持関は鮪条

件や水温の影響を受けることも指摘している。この点

を考慮すると，冬季気温の上昇に伴う内湾の高温化は，

等密度線の沿岸末端を湾外方向にシフトさせ，さらに

変態から着底までの時間を短縮することが推測される。

このことは，この時期湾内で盛んに行われるイカナゴ

掛びき網漁業による混獲を回避する方向に働くと考え

られる。しかしながら， 90年代から2000年代への移行

期においても水温嬬差の正偏傾向は継続していること

から，マアナゴを含むこの時期に減少した他種につい

ても，水誼だけでは説明がつかない。一方で，ガザミ

やマダコ，さらに紀伊水道におけるハモMuraenes似

cznereusなど， 2000年代に陪期して急増した資源も存
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していることから，何らかの共通した変動要1z;Jが介

している可能性が考えられる。

本報告では，サノレエビとヨシエピ・シバエビの漁獲

量変動は逆位和になることを示した。このことは，ヨ

シエピの漁獲量変動は前年水温とlEの相関があるのに

対し(原田 2008)，サノレエピは逆相関をとることを示

唆している。夏季気温の上昇は，表闇水温の上昇から

成層構造を強化し，底層の貧酸素化を促すことが推測

される。ヨシエピは着底携には，河口汽水域といった

極浅fiJTを成育場とする(阪地・小松 2004，原因未発

表).のに対し，サルエビは深場も含めた湾全域に着底

する(~I 下部他 2002) 。したがって，高水温で貧酸素

化が進行した場合においても，成育場の位置からヨシ

エビではその影響を受けにくく，サルエビでは受けや

すいことが推測される。実際，伊勢・三河湾における

サルエビの潟、獲量と貧駿素水塊面積の聞には有意では

ないが負の相関がみられる(中村・黒阻 2005)。夏季

気温の上昇傾向は，サルエビ資源の長期的減少を引き

起こす可能性があるが，今のところ横ばいである。こ

の点は，夏季気温の年偏差は短期的な資源変動には影

響するが， 日下部 (2008)が指摘するように，着底場

が広範に及ぶため資源崩壊のリスクが軽減されている

ことに起因していると推定される。

伊勢湾産シャコの資源減少要因と冬季水揚げ制限

1980年代後半からのシャコの冬季漁獲比率の増加傾

向及び発生する年抜群の資源量指数の減少は， 1988年

付近における冬季平均気混及び四国東海沖でみられた

冬季海面平均水温の顕著な上昇と同期していた。特に

1988年を境として冬季の平均気温は約lSC高くなった。

田島 (2008)は， 1900年以降の横浜における10年ごと

の月別平均気混と金場開平均との偏差を解析し，冬季

最低気混は1970年代からすでに高混傾向にあることを

見出している。確かに， 1900年以降の全期間でみると

1970年以降は正編差となるが，本研究で、は過去40年関

恕度を抽出して年ごとに検討し，特に1988年付近にお

ける冬季気温上昇率が高いと判断した。山崎(1985)

はシャコの摂餌活動の季節変化を野外で調査し，冬に

は摂餌活動が梅めて不活発になることを報告している。

1980年代後半からの冬季平均気混の顕著な上昇は，本

来いわゆる冬眠状態のシャコを活発化させ，板びき網

による漁獲効率を高めた可能性が控iHIJされる。東京湾

における冬季底腎水温で、も， 1990年代は1980年代にく

らべ約 lOCの上昇がみられ，これが春産卵偲体の成熟

に悪影響を及ぼす懸念も指摘されている(出島 2008)。

一方で，年間漁獲努力量は減少傾向にある中で，冬季

の漁獲努力量は1988年から噌加していた。この時期と，

前述した北太平洋指数 (NPDの正偏差への移行は同期

していることから，冬季の北西季節風の弱勢化により

板びき網漁船の出漁可能日が増加したと考えられる。

以上のように， 1988年を境とした気温・水温の大き

な変化，いわゆるレジームシフトは，シャコの生態と

漁業の関係にも変化をもたらし，産卵を控えた{国体を

無意識的に冬季に過鞘漁獲することにつながり，伊勢

湾でも東京湾で指摘されているような春の大型産卵群

の減少に起因する資源減少 (Kodamaet al. 2004，清

水 2004)を導いた可能性が考えられる。

レジームシフトにより資源が減少したと考えられる

場合，気候変動やそれに影響される生物応答を人為的

に操作することはできない。しかし，本報告で、指摘し

たように，温暖レジームにより漁業活動に変化が見ら

れる場合には人為的な管理が可能である。すなわち，

生物応答の変化を把握しながら漁業がそれに対応して

いない場合には，漁業の側にも変化が必要となる。伊

勢湾では，愛知1埠まめ板網漁業者組合が2009年度から

シャコの冬季水揚げ制限を実施している。この取り組

みは，出泊、日数を制限するのではなく，冬場の 1日1

隻あたりの水掲げ量に上|壌を与えることで冬季漁獲比

率を下げ，過去の資源、豊度が高かった80年代前半の冬

季漁況を再現するものである。この取り組みにおいて

は，冬季の再放流死亡率が低いこと(大富他 1992)や，

シャコがこの時期には湾外等へ大規模な移動はしない

ことが重要な点であると考えられる。また，冬場には

身の入りが悪く商品価値が低いため (Kodamaet al. 

2006) ，過剰供給により価格相場がド落しやすいことか

ら，漁業者間で合意形成が得られやすい(日比野未発

表)。以上のように，伊-勢湾におけるシャコにおいては，

レジームシフトに対5志した漁業管理を継続的に実践し，

春の大型産卵群を復元することで、資源回復を図ってい

くことが重要であると考えられる。
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