まき網漁業とは

１そうまき網投網図

２そうまき網投網図

大中型まき網漁業では、網船、探索船、運搬船などの 4 〜 6 隻で、または省エ
ネ・操業コスト削減等の観点から網船と運搬船の２隻で船団を組み、わが国周辺
沖合の広大な水域において、周年、アジ、サバ、イワシ、カツオ、マグロなど浮
魚を漁獲しています。

魚群探知機、ソナー、目視などで魚群を発見すると魚種にあった漁網（イワシ、
サバ、イナダ、カツオ、マグロ網など）で巻き、運搬船に積上げて漁獲します。
操業方法により、１そうまき、２そうまきがあり、集魚灯の使用が認められてい
る場合もあります。

大中型まき網漁業のトン数階層は網船が 15 トン以上 760 トンまでで、船団構
成は操業の方法、船の積載量（網や漁獲物）等により異なります。

網の大きさは対象魚種、漁場状況で異なりますが、１そうまきでは 1,600 〜
1,800m 程度で、深さはいずれも 100 〜 250m 程度です。２そうまきでは長さ
が 1,000m 程度です。
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まき網の主漁獲対象である浮魚資源の特徴
水産大学校 名誉教授
原 一郎
2022年5月

海にすむ魚は、概ね浮魚（うきうお）と底魚（そこうお）とに分けることができる。浮
魚は海面近くの表層から中層に、底魚は底層に生息することからそう呼ばれる。
多獲性の沿岸回遊魚である浮魚の特徴
は、長期的な変動を繰り返すこと、卓越
種が入れ替る（魚種交替）こと、資源の
増減にともない分布域が拡大縮小するこ
と、大きな群れを形成すること、北に索
餌場・南に産卵場があること、春から夏
に索餌・北上回遊、秋から冬に南下・産
卵回遊することである。
我が国周辺を大まかにみると、太平洋
側の黒潮・親潮域の沿岸よりに分布する
浮魚と東シナ海から日本海（主に西部）
にかけての対馬暖流域に分布する浮魚とに大別される（系群と呼ばれる）
。
近年にみられた卓越種の変化
は、ニシン→マイワシ→マアジ＋
サンマ→マサバ→マイワシ→マア
ジ＋サンマの順である。これらが
魚種交替の主役である。サンマと
マアジの変動はほぼ同期してい
る。現在は高水準の卓越種はない
が、マサバ・マイワシ資源に回復
の兆しがみえている。
卓越種の変動幅（振幅）は魚種により異なるが、特にマイワシの変動は大きい。また、
分布の縁辺域において特に変動が大きい。例えば、縁辺域のまき網漁場である北海道釧路沖
の道東海域（索餌・北上回遊に相当）では低水準期には漁獲量がゼロの年が続く。しかし
1960 年代後半から 1970 年代前半のマサバ（1974 年 28 万トン）や 1980 年代のマイワ
シ（1987 年 120 万トン）のように高水準期にはまき網漁場が形成される。
浮魚の資源動向については、ゴマサバ、マアジ太平洋系群を除くと、他は増加傾向で浮
魚資源は概ね回復基調にあるといえよう。
大中型まき網の漁獲量は我が国海面漁業の 20.1 〜 30.6％（2010 〜 2020 年）を占め
る主要漁業（過去最高は 2020 年の 30.6％）である。海面漁業における大中型まき網漁業
の生産割合は 10 年前の 20％前後から最近は 30％に達し、重要度が高まっている。1997
年度から開始されたＴＡＣ（漁獲可能量）制度の下で、2020 年度からは一部の魚種でＭＳ
Ｙ（最大持続生産量）を目指す系群別の資源管理が開始された。新しい資源管理のもとで資
源のフル活用・有効利用を期待したい。
持続的生産を目指すＴＡＣ管理下では量産型漁業といわれるまき網漁業が乱獲に陥るこ
とはないであろう。浮魚資源の季節的な来遊状況に応じて漁場を移動しつつ効率的な操業を
するまき網漁業は国民への水産物の安定供給、自給力の維持・強化に寄与している。
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鯵

マアジ

アジの仲間は種類が多く、代表的なマアジ属
12 種、ムロアジ属は 10 種以上を数え、世界の
暖海域に分布しています。日本近海ではマアジ
1 種、ムロアジ 7 種が獲られています。その他、
ニュージーランド北部沿岸のニュージーランドマ
アジや大西洋東部沿岸で獲れるニシマアジ（ドー
バーマアジ）などがあります。

マルアジ

主な産地
北海道南部以南の太平洋、日本海のほぼ全域

マルアジ

マアジ
北海道南部以南の沿岸に
広く分布していますが、東
シナ海や九州近海を主な産
卵場とする大きなグループ
があります。また、沿岸各
地に産卵場があり、地域的
な小さな 群 れ が あ り ま す。
ゼンゴ（縦長の硬い鱗）が
頭部後方から尾部にまで側
線全体に連なっていること
から他のアジ類と区別され
ます。単にアジと呼ぶ場合
が多い。体長 40cm。

クサヤモロ

九州沿岸と東シナ海西部
にそれぞれ大きなグループ
があり、そのほか本州の各
地に地域的な小さな群があ
ります。近年紀伊・豊後水
道周辺域にも多く、地域に
よってはマアジと肩を並べ
るくらいの漁獲があります。
資源水準は低位です。体長
30cm。

旬の時期
地付きのアジは 5 月から 8 月
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４
３月

月

5・6 月頃→山陰沖

月

11 月

12 月

１

主な漁獲時期
3 月〜

1

1月

5 月頃→房総
9 月頃→三陸沖

ブランド

----

秋

月

冬

９月

夏

８月

２月

〜8

月

春

4 月頃→駿河湾沖

--------------------------------------------8月
---月〜

月

７

月

4 月から 8 月→九州

4
---

６月

5

マアジ
-----------マ

-------------------------------------------------------------------ジ
--ア
ヤ
モ
サ
ロル
ク
---５月

伊豆七島、小笠原、薩南
諸島、沖縄等の島や瀬の周辺
に分布します。伊豆七島など
で「くさやの干物」にされま
す。体の背中側は濃い青色で
あることから伊豆七島ではア
オムロとも呼んでいます。体
長 35cm。
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( 順不同 )

旬（とき）あじ

[ 長崎県 ]

関あじ（豊後水道）

[ 大分県 ]

ごんあじ（黄金あじ）

[ 長崎県 ]

どんちっちあじ

[ 島根県 ]

人気のお料理
鯵茶漬け（パパッと作れて大満足 )
■材

料（２人分）

アジ
ネギ
みょうが
大葉
きゅうり
炊いたごはん
熱いほうじ茶
わさび

漬け汁
醤油
みりん
日本酒
白いりごま
生姜

１尾
１0 ｃｍ 薄い小口切り
１個 薄切り
６枚 粗みじん切り
１本 輪切りで軽く塩をして絞っておく
２膳
適宜
好みで適宜
大さじ２
大さじ１
小さじ１
小さじ１
好みで適宜

■ 作り方
1.
2.

アジは三枚におろし、腹骨や小骨を取り、皮をひいてそぎ切
りにし、漬け汁に１０～１５分漬けておく
よそったごはんの上にアジを並べてきゅうりを周りに置き、ネギ・みょうが・大葉・ワサビをあしらい，
熱いほうじ茶をかけて頂く

あれば即買い！
国産アジのフレーク

加工品を使ったお手軽レシピ
鯵のペペロンチーノ
■材

料（２人分）

アジのフレーク
にんにく
鷹の爪
大葉
オリーブオイル
胡椒
パスタ
塩

外国産は比較的手に入れ易い
のですが、国産をお勧めします。
アジだけでなくサバ、イワシ
のフレークでも同じレシピ
で美味しく出来ます。

５０ｇ
２かけ
是非お試しを！
２本 種を抜く
１０枚 粗みじん切り
大さじ２
少々
１６０ｇ〜２００ｇ
大さじ１

■ 作り方
1.
2.
3.
4.

パスタはたっぷりの水（2000cc）に塩を加え、硬めに茹で
ておく
フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが立つ
までじっくり火を入れる
鷹の爪も加え、アジのフレーク・パスタを入れてよく和え、
胡椒をふる
皿に盛り、大葉・鷹の爪を飾る

料理 / 馬場香織
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撮影 / 水谷景子

浜の食べ方（番外編）
アジの塩焼き
日本ではアジは刺身や塩焼きとして人気の魚ですが、近年では家庭で調理されること
は少なくなり、飲食店で食べたり量販店で惣菜として販売されているものを買ってきて
家庭で食べたりすることが多くなっています。飲食店においても、サバ塩焼きはよく目
にしますがアジに関しては焼き魚で提供される機会が少なくなっているように思いま
す。
サバはフィレ加工されたものを焼いて提供されることが多く食べやすいのに対し、ア
ジは丸魚として焼かれることが多いので食べにくいという印象を与えるのかも知れませ
ん。しかし新鮮であれば、内臓もエラも取り除くことなく、そのまま丸焼きにすれば調
理の手間もかからずおいしく食べられます。また、内蔵やエラに火を通すことで、生の
内臓を廃棄するよりは匂いもおさえられるので、匂いが気になる方にも好都合ではない
でしょうか。
モロッコの沿岸部ではまき網漁業が盛んで、沿岸部では魚介
類がよく食べられています。魚市場周辺では新鮮な魚介類を販
売したり食べさせたりする店が集まっています。
魚市場前の食堂でアジの丸焼きを見かけました。この店は炭
火で魚介類を焼いて食べさせるというごくシンプルな調理法だ
けの店ですが、アジ、イワシ類（マイワシ類、カタクチイワシ類）
に単純に塩をして焼いて客に提供して賑わっていました。多く
の客がその場で手でむしりとって食べたり、新聞紙に包んで家
に持ち帰ったりしています。その様子を見ていたら食べたくなっ
て 6 本セットで売っている焼きアジを頼んで食べたところ、な
ぜだかその味が懐かしく思われました。

撮影 馬場 治 ( モロッコ）

以前は、日本でもこのようにシンプルに焼いたアジを食べていた記憶がよみがえって
きたからです。同時に、アジそのものの味がよく分かる調理法なのだと思い知らされま
した。
日本の飲食店では、一本のアジに化粧塩をして丁
寧に焼き、きれいな器にはじかみを添えて提供した
りしますが、モロッコのようなワイルドな食べ方も
魅力的です。漁獲がまとまって手頃な価格で出回
るものに手をかけて高級料理のようにして味わうの
も良いですが、もっと簡単に手頃な値段で提供でき
るシンプルな塩焼きで思う存分鮮度を味わう機会が
もっとあっても良いのではないでしょうか。
東京海洋大学名誉教授
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馬場

治

マアジの資源状況
水産大学校 名誉教授
原 一郎

長期的な大変動、卓越種が入れ替わる魚種交替などが特徴である浮魚の定義は明
確ではないが、０歳魚（未成魚）が表層性であること、まき網が漁獲対象とすること
から、この仲間に含めた。
日本海西部〜東シナ海でのまき網による漁獲量は全体の 70 〜 80％である。我が
国の漁獲量の 3 〜 13％を占める太平洋側では中部以南に多い。日本周辺では 1960
年の 55 万トンが最高漁獲量である。
対馬暖流域では漁獲水準が高かった
1960 年代には大中型まき網のみの漁獲量
は 30 〜 40 万トン前後で推移していた。
その後に減少し、日本の漁獲量は 1980
年には最低の 4.1 万トン、
1981 年には 4.7
万トンとなった。この両年はマイワシの
大卓越年級の発生年に相当する。1993 〜
1998 年は 20 万トン台で、近年の高い水
準であった。
その後はゆるやかな減少傾向となり、
最近は 10 万トン前後で推移しているが、
2020 年は 8 万トンで、長期的にみて減少
傾向にある。韓国の近年の漁獲量は 2 万
トン台であったが、2019 年は 4.3 万トン、2020 年は 4.5 万トンと推定されている。
対馬暖流系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 15.8 万トンと推定されている。
太平洋側の漁獲量は 1980 年が最低の 1 万トンで、1990 年代には 7 〜 8 万トン
と増加したが、その後は 2002 〜 2005 年の 5 万トン水準、2009 年以降は 2 万ト
ン水準に落ち込み、減少傾向にある。太平洋系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 3.8
万トンと推定されている。
対馬暖流系群の親魚量は 1980 年前後に最低水準であったが、1982 年以降に増減
を繰り返しながら増加傾向となり 2020 年には 26.4 万トンとなった。最低水準であっ
た 1980 年以降大きな変動はあるものの、長期的にみると増加をたどっている。し
かしながら漁獲量は 10 万トン水準で低迷し、1960 年代の大中型まき網の漁獲量が
30 〜 40 万トンの水準にはるかに及ばない。対馬暖流系群の目標管理基準値は 25.4
万トンと推定されている。
太平洋系群の親魚量は、1990 年代には 5 〜 6 万トンの高水準を維持していたが、
2000 年以降は減少傾向で 2020 年は 1.7 万トンであった。太平洋系群の目標管理基
準値は 6.0 万トンと推定されている。
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鯖

マサバ

日本の沿岸に広く分布し、イワシ、アジ、サ
ンマとともに大衆魚と呼ばれる、私たちに最も
身近な魚の一つです。日本で漁獲されるのはマ
サバとゴマサバの２種類で、最高時は 1978 年
に 163 万トンも獲れましたが、90 年代に入り
25 万トンまで減少したものの、最近になって
復活し、
2010 年（平成 22 年）には 49 万トン、
2011 年（平成 23 年）には 39 万トン、2012
年には 44 万トンの水揚がありました。

主な産地

ゴマサバ

旬の時期

日本各地で獲れるが、三陸地方、茨城、

マサバ（秋サバ）は 9 月から 11 月

千葉、静岡、長崎が有名。

マサバ（寒サバ）は 12 月から 2 月
ゴマサバは特に夏

ゴマサバ

マサバ

ニシマサバ

（別名ヒラサバ、ホンサバ） （ 別 名 マ ル サ バ ） 本 州 中 部
太平洋、日本海、東シナ海に 以南から台湾迄分布し、やは
それぞれグループを作って生 りマサバと同じく南北に回遊
息 し、 春 3 月 か ら 5 月 頃 産
卵し、夏には餌を求めて北上 します。特徴はマサバと違っ
します。その後、秋から冬に てお腹に黒い小さな斑点があ
かけて体力をつけながら南下 り、それがゴマに似ている事
します。とくに秋のサバは脂 からゴマサバと言います。夏
肪が 20％から 25％もあり美 はマサバよりおいしいと言わ
味。尾叉長（頭の先端から尾 れています。体型はマサバよ
びれの割れた部分までの長さ）
40cm 以上のものはめったに りもやや小型ですが、尾叉長
お目にかかれませんが、50cm 50.5cm のジャンボゴマサバ
を超えるものが漁獲されたこ の漁獲例があります。
ともあります。

主な漁獲時期

ゴ マサ

秋

月

10

月

月

〜
10

11 月

12 月

１

月

サ

----
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バ

４
３月

２月

９月

冬

夏

------

-----------------------

７

８月

春

ブランド

----

６月

月

月

月
〜2
10 月

---

--------

５月

バ

------------------

-------------------

（別名タイセイヨウサバ、ノ
ルウェーサバ）主に加工用と
してノルウェーなどから輸入
されているサバで、ゴマサバ
のようにお腹の斑点はありま
せんが、マサバよりも背中の
縞模様が黒みがかってはっき
りしているのが特徴です。

-------

-マ
----
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( 順不同 )

旬（とき）さば

[ 長崎県 ]

関さば（豊後水道）

[ 大分県 ]

金華さば（石巻市）

[ 宮城県 ]

八戸前沖さば（八戸市）

[ 青森県 ]

岬（はな）サバ

[ 愛媛県 ]

北釧鯖（ほくせんさば）

[ 北海道 ]

人気のお料理
鯖の味噌煮（簡単に作れても味は本格派 )
■材

料（４人分）

サバ

１尾

日本酒
水

１００ｃｃ
１００ｃｃ

醤油

大さじ１

味噌
砂糖

大さじ２
大さじ１

みりん

大さじ１

生姜
ネギの青い部分

薄切り４枚
一本分

ネギの白い部分

適宜

白髪ネギにする

■ 作り方
1.

サバは皮目に飾り包丁を入れ、塩を振って５分置き、出てきた水けを拭き取る

2.
3.

熱湯で湯通しをし、すぐ冷水にとり、血合いや取り切れなかった鱗を除く
鍋に重ならないように２を並べ、日本酒・水・醤油・みりん・砂糖・生姜・青ネギを入れ、落し蓋をし
て６分火を入れる
味噌を溶き入れ、火を止める

4.

料（2 人分）

サバみりん干し
日本酒
玉ねぎ
サラダ菜
トマト
きゅうり
バケット

みりん干しは

■材

できるんです

鯖サンド

色々アレンジ

加工品を使ったお手軽レシピ

1枚
少々
1/2 個 薄切り
４枚
１個 薄切り
１本 薄切り
1/2 本

ワサビマヨネーズ（よく混ぜておく）
マヨネーズ
大さじ３
おろしわさび
小さじ 1

■ 作り方
1.

サバのみりん干しに日本酒を塗って焼く

2.

バケットは２等分してそれぞれ横に切り、わさびマヨネーズをたっぷりと塗る

3.

２の間にサラダ菜・１・薄切りにした玉ねぎ・トマト・きゅうりをはさむ

料理 / 馬場香織
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撮影 / 水谷景子

浜の食べ方（番外編）
サバのオイル焼き
日本の飲食店でサバの塩焼きを注文するといわゆるノル
ウェーサバ（タイセイヨウサバ）の塩焼きが出てくること
が多くなりました。
都会の飲食店でなら仕方ありませんが、サバがたくさん
水揚げされる産地にある飲食店で、地元のサバの塩焼き
を期待して注文したのにノルウェーサバが出された時には
がっかりします。
サバの漁獲量が多かった 1970 年代には塩サバなどの加工原料はもっぱら国産サバで
した。しかしその後漁獲量が減少し、加工原料確保に困った加工業者が目をつけたのが、
安定的に確保できかつ脂の乗ったノルウェーサバでした。これがやがて完全に定着し、
サバの漁獲が回復傾向にある近年でも依然としてノルウェーサバが加工原料の中心と
なっています。最近は、魚でも何でも脂の乗ったものが人気で、脂物（あぶらもの）志
向はエスカレートする一方のように見えます。
日本のサバ消費現場においてノルウェーサバの占める割合が高まる一方で、国産サバ
の海外輸出が増加し続けています。かつてはタイやベトナムに輸出されて委託加工され
た後に第三国に輸出するという例が多かったのですが、近年では直接現地での消費用と
してアフリカ諸国に輸出されることが多くなってきています。
写真は、タイのマーケットの中の惣菜屋の店頭で見かけた焼きサ
バです。惣菜屋の店主に聞いたところ、日本から輸入されたサバを
近所の問屋から仕入れているとのことでした。
見るからにおいしそうに見えたのは、単なる焼きサバではなく、
サバの表面に刷毛でオイルを塗りながら焼いているからでしょう。
実際に食べてみると、かつて日本でよく食べていた国産サバの懐
かしい味とともに、刷毛で塗ったオイルがおいしさを増幅させてい
ます。

撮影 馬場 治(タイ）

日本人は高いお金を出してノルウェーから脂の乗ったノルウェーサバを輸入して食

べ、他方で国産のサバを外国に輸出しています。脂が欲しければ、タイの惣菜屋のよう
に国産サバにオイルを塗って焼けばおいしく食べられます。

低い食料自給率やフードマイレージが問題になる中で、せっかくの国産サバを輸出し、
高いノルウェーサバを輸入するのは不合理の極みではないでしょうか。
もっと身近な国産資源を有効に利用して自給率の向上と資源の持続的な利用につなげ
たいものです。
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サバ類の資源状況
水産大学校 名誉教授
原 一郎
マサバは太平洋系群と対馬暖流系群とに分けられている。資
源が大きく変動するのは太平洋系群である。伊豆諸島周辺海域
で冬から春に産卵した太平洋系群のマサバ成魚は夏から秋にか
けて三陸から北海道沖（高水準期のみ）に広く索餌・北上回遊
する。未成魚も同様な分布回遊を示す。一方、対馬暖流系群は、
東シナ海の南部や九州西方海域の広い範囲で冬から春に長期に
わたり産卵する。夏季には東シナ海北部および黄海に達し、冬
季に東シナ海南部に回遊する群れや夏季に対馬海峡を経て日本
海で索餌した後、冬季に日本海西南海域および九州西方海域を
回遊する群れがある。また、一部に日本海北部に残留する群れ
が存在する。
ゴマサバは太平洋系群と東シナ海系群がある。マサバより
も南方域に分布するが、太平洋側ではゴマサバの増加にとも
ない、ゴマサバの分布域はより北に拡大している。
日本周辺のさば類漁獲量は、1978 年の 163 万トンが最
高である。1991 年には最低の 26 万トンにまで減少したが、
1997 年には 85 万トンに回復した。その後の減少傾向から
2015 年以降は 50 万トンの水準にあったが、2019 年は 45
万トン、2020 年は 39 万トンに減少した。
マサバ太平洋系群の漁獲量（漁期年：7 月〜翌 6 月、ロシア・
中国を含む）は、1978 年がピーク（143 万トン）で、1990
〜1991年には2万トン水準にまで減少した。
その後は回復し、
1970 年代の 70 〜 140 万トンの水準には及ばないものの近年は 50 万トンの水準で推移してきたが、2019
年は 42 万トン、2020 年は 44 万トンである。マサバ太平洋系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 37.2 万ト
ンと推定されている。親魚量は 1970 年代には 120 万トンを超える高い水準にあったが、1995 〜 2003 年
には 10 万トン以下の水準にまで減少した。2010 年以降は急増し、2018 年には 165 万トンとピークとな
り 1970 年代の高水準期と同水準に達している（2020 年は 133 万トン）
。2022 年の将来予測は 198 万ト
ンである。最大持続生産量（ＭＳＹ）を実現することのできる親魚量の目標管理基準値、
154.5 万トンである。
マサバ対馬暖流系群の日本の漁獲量（暦年）は、1970 年代後半は 30 万トンの水準を維持していたが、
1990 年は 13.1 万トンに漸減した。1996 年には 41.1 万トンに一時急増したが、再び減少した。1999 〜
2020 年の水準は 6 〜 15 万トンで、ゆるやかな変動で推移してきたが、2018 年は 15.1 万トン、2019 年
は 10.1 万トン、2020 年は 8 万トンと減少傾向にある。韓国の漁獲量は近年 10 万トン台で推移していたが、
2020 年は 7.7 万トンに落ち込んだ。対馬暖流系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 32.3 万トンと推定されて
いる。一方、親魚資源は 1970 年代以降、変動はあるものの 1990 〜 1992 年を除くと 30 万トン以上の高
水準で推移し、1996 年のピーク、46.8 万トンは済州島西漁場で冬季にマサバ南下群が多獲された年で、こ
れにより資源が急増したものと思われる。その後は済州島周辺に主漁場が形成されず、資源は急減し、11 〜
19 万トンの水準で推移していた。2018、2019 年には 20 万トンを超えたが、2020 年には 17.3 万トンに
減少した。この値は、最大持続生産量（ＭＳＹ）を実現することのできる親魚量の目標管理基準値、31 万ト
ンより低い。
ゴマサバ太平洋系群の漁獲量（漁期年：7 月〜翌 6 月、ロシア・中国を含む）は 2009 〜 2011 年に 18
万トン前後の高水準を維持していたが、その後は減少傾向で 2020 年は 4.4 万トンで低水準にある。親魚資
源は、
前年と同様の減少傾向である。目標管理基準値は 15.8 万トン、
ＭＳＹは 10.5 万トンと推定されている。
ゴマサバ東シナ海系群の日本の漁獲量は、変動はあるものの長期的にみると 5 万トン前後で比較的に安定
して推移している。最高漁獲量は 1999 年の 8.8 万トンで、2005 年には 7.6 万トンとピークがみられた。
2008 年以降は 4 万トン前後で推移していたが、2020 年は 1.8 万トンに減少している。一方、韓国の 2020
年の漁獲量は 5 千トン（2018 年は 7.4 万トン）で変動が大きい。1992 年以降の親魚量は 3 〜 9 万トンの
範囲で、
変動幅は他の浮魚と比べて小さい。2009 年の 3.3 万トンを底に 2013 年以降の資源は微増傾向であっ
たが、2018 年の 9.1 万トンをピークに減少傾向にある。目標管理基準値は 10.9 万トン、ＭＳＹは 7.6 万ト
ンと推定されている。
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鰯

マイワシ

イワシは、世界で 300 種類以上、日本周辺で
は 26 種類もありますが、よく知られているの
は次の 3 種類です。

カタクチイワシ

ウルメイワシ

主な産地
日本各地の沿岸

カタクチイワシ

マイワシ
いわしと言えば、このマイ
ワシを指すほどで、最盛期 ('88
年 ) には 450 万トンもの漁獲
量があり、その後激減し一時
は貴重品的存在でしたが、最
近は回復の兆しがみえていま
す。体側に１列あるいは２列、
７個くらいの黒斑が並んでい
るのが特徴で、別名は「７つ
星」
。成魚は全長 25cm 程度、
日本最高記録は 35.8cm です。

下あごが上あごより極端に
短いとこから「片口」と呼ば
れており、体型はマイワシよ
りもスマートで丸みがあり、
成魚でも 15 センチ程度。シ
ラスは主にカタクチイワシの
仔魚で、関西ではチリメンジャ
コと呼ばれます。正月料理の
ゴマメ（田作り）は幼魚。

３月

夏

冬

秋

月

10

月
11 月

12 月

１

ウルメイワシの旬は 5 月から 8 月

ブランド

--------------------------------------

月

９月

春

８月

２月

月

４

７

月

カタクチイワシの旬は 5 月から 8 月

月

5

月
〜
1

マイワシの旬は 6 月から 8 月

----------------------------------------------------------------------------------月
--〜8

６月

5 月〜

体型はマイワシに似ている
が黒斑がなく、目が大きく潤
んで見えることからこの名が
つきました。成魚は 30 セン
チ程度、マイワシやカタクチ
イワシのように大きな群れを
つくらないため漁獲量は少な
いですが、他のイワシと比べ
ると漁獲量は安定しています。
冬場の塩干品は非常に美味で
珍重されています。

旬の時期

ワシ --------------------マイ
-----クチイワシ
--カタ
-----シ
-----ワ
イ
---メ
ル
4

ウ

主な漁獲時期

５月

ウルメイワシ

11

月

11

( 順不同 )

入梅いわし（銚子市）

[ 千葉県 ]

大羽いわし（淡路島 )

[ 兵庫県 ]

人気のお料理
鰯のさつま揚げ
■材

料（2 人分）

イワシ

約２００ｇ（中羽 [15cm 前後 ] で６，７尾）

長ネギ

２０㎝長さ（３０ｇ） みじん切り

生姜
味噌

１５ｇ みじん切り
大さじ１

キャベツ

４０ｇ〜５０ｇ

卵
片栗粉

１/ ２個分
大さじ２

４センチ長さのせん切り

■ 作り方
1.

イワシを手開きにして頭・骨・内臓を除き、包丁で粗みじんに切る

2.
3.

フードプロセッサーにすべてを入れまとめる
大きなスプーンを使い平らにし、１７０℃の油に落とし揚げる

加工品を使ったお手軽レシピ
煮干しの南蛮漬け
■ 材 料（2 人分）
煮干し
ピーマン
人参

３０ｇ
２個（５０ｇ）
1/2 本（５０ｇ）

玉ねぎ

1/2 個（１００ｇ）

生姜
ごま油

１０ｇ
大さじ１

漬け汁（下記を合わせ砂糖を溶かしておく）
酢
砂糖
醤油

大さじ４
大さじ３
大さじ１

唐辛子

１〜２本（輪切り）

■ 作り方
1.
2.
3.
4.

ピーマン・人参・玉ねぎはそれぞれ５ミリ幅×４ｃｍ長さに切っておく
生姜はせん切りにしておく
ごま油大さじ１を熱し、玉ねぎ・人参を炒め、火が通ったら生姜・ピーマン・煮干しを入れ、よく炒
める
漬け汁を加え、弱火で蓋をして５分煮る
料理 / 馬場香織
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撮影 / 水谷景子

浜の食べ方（番外編）

イワシのマリネ
カタクチイワシは、煮干しや目刺しなどの干物以外に食用として見る機会は余りなく、
身が傷みやすいからか、飼肥料向けというイメージが強い魚です。しかし、新鮮なカタ
クチイワシが手に入る漁村地域では色々なおいしい食べ方があります。以前、まき網が
盛んな漁村の民宿の朝食に、朝水揚げされたばかりのカタクチイワシを大皿に山のよう
に盛って刺身で提供され、それを醤油に大根おろしと七味をかけて食べたことがあり、
その味は今でも忘れることができません。
かつては地曳き網、現在ではまき網が盛んな千葉県外房の
九十九里地域では背黒イワシ（カタクチイワシ）のごま漬けとい
う有名な郷土料理があります。新鮮なカタクチイワシの頭と内臓
を取り除き、それを塩水に浸けた後、酢、ごま、唐辛子などの調
味料につけ込んだもので、痛みやすいカタクチイワシを比較的長
く保存できる食べ方として今でも地元では人気の調理法です。
まき網の盛んなモロッコでも、新鮮なカタ

クチイワシ類が水揚げされ、これらの多くは
食用に利用されています。魚市場近くの食堂

ではカタクチイワシの丸焼きを一皿にたくさ
ん盛って安く提供しています。しかし、それ

以上に人気で良く食べられているのはカタク
チイワシのフィレのマリネです。漁港周辺だ

撮影 馬場 治 ( モロッコ）

けではなく、都市部のレストランやバーで前菜料理のように、あるいは酒のつまみとし
て提供されています。それらは各店で独自の味付けで調理してその味を競う、いわば看
板商品とでも言えるような位置づけのメニューです

モロッコはアフリカの中の最先進国と言われ、決して物価も低くはないですが、こ
うやってカタクチイワシを大事に食べています。翻って日本はどうでしょうか。カタク
チイワシは日本の食文化の基礎を成す出汁の素となる煮干し原料として重要な存在であ
り、またおせち料理に欠かせない田作りなどとして、日本の食文化の中で重要な位置づ
けにありました。それは、おそらく庶民の身の回りに豊富にある貴重なタンパク源とし
て重用されてきたからではないでしょうか。しかし、日本の食生活が多様化する中で肉
食が増え、特定の種類の魚しか食べなくなり、身近にあった食用としてのカタクチイワ
シの存在が忘れ去られようとしています。
刺身、焼き物、煮物、揚げ物、酢締めなど、何にでも料理できるカタクチイワシの力
量が再認識されるべきです。そのためには、漁獲後の選別や鮮度保持などを今更ながら
見直して、食用にもっと多くを回す努力が必要ではないでしょうか。そのことで、食資
源としての価値が高まり、資源の有効利用に繋がると思います。
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治

マイワシの資源状況
水産大学校 名誉教授
原 一郎

浮魚の代表格であるマイワシは 50 年から 100 年程度の周期で増減を繰り返し、大きく変
動する。近年の高水準期は 1930 年代と 1980 年代である。マイワシは資源の高水準期と低
水準期には分布域が大きく拡大・縮小する。資源水準が高くなると、索餌場はより北方へ、産
卵場は暖流域（黒潮、対馬暖流）のより上流域（南方）へ拡大する。太平洋側（太平洋系群）
と日本海側（対馬暖流系群）に分けられている系群は同様な変動パターンを繰り返すが、資源
量・漁獲量ともに２倍程度の差がある。この差は分布域の広さの違いなどが考えられる。
高水準期の太平洋側では夏の索餌期に、まき
網の大漁場が形成される北海道釧路沖の道東漁
場が有名である。日本海側では反対に冬の越冬
期から産卵期に日本海西南部から九州西岸の沿
岸域に主漁場が形成される。
さらに、太平洋側では春には遠州灘にシラス
漁場が形成され、冬には未成魚越冬群（１歳魚）
を対象とした漁場が犬吠埼周辺海域（産卵場の
北側）に形成される。太平洋側と日本海側とで
は漁場形成・漁獲量水準には違いがみられる。
かつての高水準期には 300 万トンに近かった太平洋側の漁獲量は、2005 年、2008 年に
は 2 万トン水準にまで減少した。2011 年には 10 万トンを越え（13.2 万トン）、2020 年に
は 62.2 万トンに急増している。太平洋系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 38.9 万トンと推
定されている。
一方、対馬暖流域では、1980 年代後半には 150 万トン以上漁獲されたこともあったが、
その後は急速に減少し、2001 〜 2003 年には漁獲量は 1 千トンにまで減少した。最近では、
2014 年の 9 千トン、2019 年の 1.4 万トンを除くと、2013 年以降は横ばいである
（2020 年 7.3
万トン）
。対馬暖流系群の最大持続生産量（ＭＳＹ）は 33.8 万トンと推定されている。
太平洋系群の親魚量は 1980 年代には増加傾向で 1988 年のピーク（1,336 万トン）後に
急速に減少し、2002 〜 2010 年には 10 万トン以下の低水準で推移した。その後は急増し、
2017 年には 100 万トンを超え、2020 年は 172 万トンであった。この急増にともない最北
の道東海域のまき網漁場では 2021 年には 23.5 万トン（前年 24.8 万トン）の漁獲があった。
資源回復の顕著な兆しをみせている。太平洋系群の目標管理基準値は 118.7 万トンと推定さ
れている。
対馬暖流系群の親魚量は太平洋系群と同様な推移であるが、1989、1990 年の高水準期に
は 500 万トンと推定されている（ピークは太平洋系群の２年遅れである）。2001 〜 2004 年
には 5 千トンを下回ったが、その後の微増傾向から、2018 年以降は増加傾向で、2020 年の
親魚量は 24.6 万トンである。資源は低水準ではあるが、増加傾向を示している。対馬暖流系
群の目標管理基準値は 109.3 万トンと推定されている。
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