
目 的

定置網に関する詳細な漁海況情報を蓄積して情報処理

と伝達の迅速化を図ることにより, 漁況予測を行うため

の基礎資料とする｡

方 法

対象漁場：県内��ブリ定置漁場のうち, 波切・長島・有

井を除く��漁場 (図１)

調査年度：平成��定置年度 (平成��年��月～平成��年７

月)

調査項目：魚種別漁獲量, 水温, 透明度, 流向

結 果

詳細については平成��定置年度 (平成��年��月～平成

��年７月) 三重県ブリ定置漁獲統計で報告するので, 以

下は結果の概略を示す｡

調査漁場の魚種別漁獲量を表１に示した｡ 総漁獲量は

�����トンで前年度比��％であった｡ 魚種別ではマアジ

が�	�トンと最も多く全魚種の��
	％を占めた｡ 次いで

マルソウダ���トン, ワラサ���トン, ブリ���トン, そ

の他アジ類���トン, その他ハギ類���トン, イナダ���

トン, ヒラソウダ���トン, スルメイカ���トン, イサキ

���トンであった｡ 漁獲量��トン以上の魚種の中で前年

度と比較して漁獲が増加したのはボラ (前年度比�
�倍),

ヒラソウダ (同�
�倍), その他アジ類 (同�
�倍), その

他ハギ類 (同�
�倍), イサキ (同�
�倍), マアジ (同�
�

倍), スルメイカ (同�
�倍), フグ類 (同�
	倍), マダ

イ (同�
�倍), カンパチ (同�
�倍) であった｡ 逆に減

少した魚種はカタクチイワシ (前年度比��％), タチウ

オ(同�	％), マイワシ(同��％), ウルメイワシ(同��％),

ブリ (同��％), サバ (同�	％), ヒラマサ (同		％),

カマス (同��％), カワハギ (同��％), その他イカ類

(同�	％) 等であった｡

表２にはブリ銘柄別漁獲量の年変化を示した｡ ブリ

(６㎏以上)の全漁獲尾数は������尾(尾数前年度比��
�％)

で, 近年では最高の漁獲尾数であった前年を大きく下回

り, 昭和��年度, 平成２年度に次ぐ低水準であった｡ ブ

リの漁獲尾数が３万尾を下回ったのは, 平成２年度以来

��年ぶりのことである｡ ブリのまとまった入網は春季に

みられ, ３月～４月で全体の約��％, ２月～５月では全

体の��％が漁獲された｡ 全漁場合計の最高は３月��日の

�����尾,次いで３月５日の��	��尾,２月��日の��	��尾,

４月��日の��	��尾であった｡ １漁場の最高は阿曽の

����	尾 (３月��日), 次いで片田の�����尾 (３月��日)

であった｡

ワラサ (２～６㎏未満) の全漁獲尾数は������尾 (尾

数前年度比��％) で, 高水準が持続していた平成元年度

以降では最低の漁獲尾数であった｡ 漁獲は３月に集中し,

３月の漁獲は近年でも最高の�����	尾に達したが, ２月
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や４月～５月の漁獲が低調であった｡ 全漁場合計の最高

は３月��日の�����尾, 次いで３月��日の�����尾であっ

た｡ １漁場の最高は和具の�����尾 (３月�	日), 次いで

九木２号の���
	尾 (３月��日) であった｡

イナダ (��
～２㎏未満) の全漁獲尾数は	���
��尾

(尾数前年度比��％) で前年に続いて	�万尾を越える好

漁となった｡ 秋季および春季に比較的まとまった漁獲が

みられ, ４月には������尾を越える漁獲があった｡ 漁場

としては志島で最も多く, 次いで阿曽, 和具で多く漁獲

された｡ 贄では	�月に	�����尾を越える漁獲があった｡

１漁場の最高は和具の��

�尾 (４月	�日), 次いで志島

の����	尾(４月��日), 贄の����
尾(	�月６日)であった｡

ブリ以外の主要魚種であるマイワシ・イワシ類, マア

ジ, サバ類の動向について表３に示した｡ マイワシ・イ

ワシ類の漁獲は平成９年度以降���トン以下の低水準が

続いている｡ 平成７年度から減少傾向が続いていたマア

ジは, 前年度の	��倍の��	トンの漁獲があり, 平成	�年

度は全魚種で最も多く漁獲された｡ サバ類はわずか��ト

ンで, 昭和
�年度以降では初めて	��トンを下回った｡

関連報文

三重県：平成	�定置年度三重県ブリ定置漁獲統計, ����
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表１ 全漁場魚種別漁獲量 (2000年10月～2001年７月)

順位 魚 種 名 漁獲量��� 相対度数％�

	 マアジ ��	�	�� ������
� マルソウダ ������	 	���
�
� ワラサ �����
� ��
��
� ブリ �����
� ���	�

 その他アジ類 	�����
 �����
� その他ハギ類 	������ ��	��
� イナダ 	�����	 �����
� ヒラソウダ 		��	�� ����

� スルメイカ 		��
�	 �����
	� イサキ 	���
	� ���
�
		 イワシ類 ���	�� �����
	� シイラ ������ �����
	� サバ ������ ��	��
	� その他イカ類 
����� 	���

	
 マダイ ������ 	����
	� ボラ ������ 	���	
	� カマス ������ ����	
	� トビウオ ������ �����
	� カンパチ ������ �����
�� タチウオ ������ �����
�	 フグ類 ���
�� �����
�� イシダイ �
���� �����
�� マイワシ �
��
� ���	�
�� カワハギ ������ �����
�
 ヒラマサ 	����� �����
�� カタクチイワシ 	����	 ��
�	
�� メジナ 	���
� ��
��
�� ウルメイワシ 	����� ��
��
�� スズキ 	����	 ��
	�
�� サワラ ��
�� �����
�	 ハガツオ ����� �����
�� ムツ ���
� ��	��
�� ヒラメ・カレイ類 
���	 ��	��
�� ヨコワ ����� ��		�
�
 マグロ類 ����� �����
�� ウマヅラハギ ����� �����
�� カジキ類 	���� �����
�� ヤリイカ ��� ���	�
�� シマアジ 	�� �����
�� その他雑魚 	������ 
��
	

合 計 ��	������ 	������

表２ ブリ銘柄別漁獲尾数の年変化(昭和50定置年度以降)

定置年度 ブリ ワラサ イナダ

５０ 		����� ������ 	
�
��
５１ 
����� ���
� 	���	�
５２ ������ ���	�� 	����	
５３ 
���	� ������ ���
��
５４ ������ ������ 
�����
５５ ���	�� ���
�� �
��
�
５６ �����
 ����	� ������
５７ 
��	�� ����	� ������
５８ �	���� �����
 ������
５９ �
�
�� ������ �	����
６０ 
	���� ������ �
���

６１ 
����
 ������ �	����
６２ �
�
�� 
���	� 
�����
６３ ������ ����	� �	�����
１ ����
� 	�	���� 	������
２ ���
�	 �
���� �����	
３ ������ 	������ ���	
�
４ ���
	
 		����� 	������
５ �
���� ������ 	������
６ 
����	 	
����
 ������
７ �	���� ���		� �
����
８ ������ ���	�	 �����	�
９ �����	 	����
� 

����
１０ ����	
 	���

� �	����
１１ 	����
� ������ 	�
����
１２ ���	�� ������ 	���
��

定置年度 マイワシ※ マアジ サバ類

５８ 	�
�� �	 
��
５９ ��� �� 
��
６０ ��� 		� 	��	�
６１ ��� ��� �


６２ ��� 	�� 
��
６３ �	� ��� ���
１ 	�	�� ��
 ��	
２ ��� �
� �	�
３ ��� ��� 	��
４ ��� 	��
� �
�
５ ��� 	��	� 	��	�
６ ��� ��� �


７ �
� 	�	�� �	�
８ ��	 ��� ��

９ 	�� 
�
 ���
１０ 	�� ��� 	��
１１ 	�
 ��� ��	
１２ 	�� ��	 ��

※ ｢マイワシ｣ と ｢イワシ類｣ の合計値

表３ 主要魚種の漁獲量(トン)の年変化(昭和58定置年度以降)


