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概要 
魚種の特徴 
〔分類・形態〕 
 キンメダイ目、キンメダイ亜目、キンメダイ科に属し、学名は Beryx splendens。体は

側扁し、頭は大きい。眼は著しく大きくて、黄金色に輝く。 

〔分布〕 
 太平洋、大西洋、インド洋の熱帯から温帯域の海山および大陸棚縁辺部に世界的規模

で分布する。日本では、北海道釧路以南の太平洋と新潟県以南の日本海に分布する。 

〔生態〕 
 未成魚は大陸棚の水深 100～250m、成魚は沖合の水深 200～800m に分布する。我が

国太平洋岸における主な生息域（漁場）は房総半島から伊豆半島沿岸、御前崎沖、伊豆

諸島周辺、四国沖、南西諸島周辺海域などである。関東地方の沿岸部からの小型魚の標

識放流結果によると、放流海域付近にとどまるものと、伊豆諸島などのより深い水深の

海域に移動するものがいることが示唆されている。沿岸の大陸斜面上部には若齢の小型

魚が多く、伊豆諸島や海山等の沖合の深場には高齢の大型魚が多い傾向がある。長距離

の移動では、関東沿岸で放流した個体が伊豆小笠原海嶺を南下、また南西諸島周辺海域

で再捕された個体の例がある。 

〔漁業〕 
 キンメダイは陸棚斜面や海山、海丘の斜面や頂上に多く分布し、房総半島から南西諸

島に至る太平洋岸、伊豆諸島、沖合の海山周辺に漁場が点在する。主に自由漁業、知事

許可漁業として立て縄、底立てはえ縄、樽流しといった釣で漁獲されている。また大臣

許可漁業としては、東シナ海区ではえ縄漁業、太平洋南区、中区、北区で沖合底びき網

漁業による漁獲があるが総漁獲量に占める割合はごくわずかである。 

主要漁業は立て縄漁業と底立てはえ縄漁業である。千葉県、東京都、神奈川県、静岡

県（以下、一都三県）の立て縄漁業は 20 トン未満の漁船で日帰り、または 2～3 日の泊

り操業が中心である。静岡県の底立てはえ縄漁業は 19～99 トンの大型船で 1週間～10
日ほどの操業を行う。 

〔利用〕 
 肉は柔らかいが味はたんぱくであり、煮付けや鍋料理にするほか、味噌漬け・かす漬

けにする。 
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資源の状態 
 キンメダイは一都三県の沿岸や島嶼部を中心に漁獲される重要種であり、毎年コホー

ト解析により年齢別資源量が算出されている。コホート解析に必要な漁獲量、年齢組成、

さらに次年度の資源量予測に必要となる年齢別成熟割合、近年の再生産成功率、加入量

等のデータは国の委託により水産機構、関係都道府県により毎年調査され更新されてい

る。2018 年現在、資源の水準は低位で、資源の動向は減少傾向にある。資源量、親魚量

とも減少傾向であり、将来予測では、現状の漁獲圧が継続すると資源はさらに減少する

ことが示唆されている。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて協議されると

ともにパブリックコメントにも対応した後に確定されている。資源評価結果は毎年公表

されている。 

 
海洋環境と生態系への配慮 
 キンメダイ太平洋系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無について、生態、資源、漁業等の調査が行われており一定の知見

が蓄積されているが、深海の生態系に関する情報は少ない。深海の海洋環境等につい

ての調査も断片的である。当該海域では水温、塩分等の調査については水産機構、及

び各都県の調査船による沖合定線調査等により定期的に実施されている。漁業種類別

の漁獲量については農林水産省統計部によって調査されているが、混獲非利用種や希

少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。 

 キンメダイを漁獲する漁業による他魚種への影響について、混獲利用種はヒレタカ

ツノザメ、ハナフエダイ、メヌケ、その他サメ類などと考えられるが、これらの魚種

の動向を判断するデータは存在せず評価不能であった。対象漁業は深海の釣り漁業で

あるため魚類以外の混獲種は考えにくく混獲非利用種は存在しないと考えられる。環

境省のレッドデータブック掲載種の中で、生息域が重複する動物の中でコアホウドリ

に対するリスクが中程度となったが、キンメダイの釣り漁業と希少種との遭遇率は低

く、全体的にリスクは低いと考えられる。 

 食物網を通じたキンメダイ漁獲の間接影響について、捕食者と考えられるヨゴレ、

ガラパゴスザメ、クロトガリザメ、ハンドウイルカのうちヨゴレ、クロトガリは資源

が懸念される状態にあった。キンメダイの餌生物はオキアミ類、チヒロエビ類、ハダ

カイワシ類等であるが、漁業の対象ではないため混獲の影響は無視でき、キンメダイ

による捕食圧の増大もないと考えられる。競争者はヒレタカツノザメ、ハナフエダ

イ、メヌケ、その他サメ類等と考えられるがキンメダイ漁業の影響の程度を判断する

データは存在しない。漁業による生態系全体への影響については、2004～2017 年の総

漁獲量と漁獲物平均栄養段階（MTLc）は太平洋中区では安定して推移していることか

ら、釣り漁業が生態系全体に及ぼす影響は小さいと推定された。 
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 漁業による環境への影響については、立て縄、底立てはえ縄、樽流しといった釣り

漁業は、海底面をひき回す操業形態ではないため影響は軽微であると考えられる。水

質への影響については、環境関連法令違反について釣り漁業の検挙例を個別に判断す

る資料は見当たらず評価ができなかった。大気環境に対しては、他漁業からの類推・

比較から影響は軽微とまではいえないと考えられた。 

 
漁業の管理 
 キンメダイ太平洋中部を漁獲する底立てはえ縄漁業は知事許可漁業で定数管理され

ており、立て縄漁業は自由漁業であるが地域の漁業者組織でも管理されている。インプ

ット・コントロールはなされているがアウトプット・コントロールは導入されていない。

公的規制のほか、小型魚の再放流、漁具の制限等が自主的に実施されている。釣り漁業

であり海底を改変させるような漁業ではない。漁場等においてゴースト漁具は自主的に

回収に努めるものとされている。キンメダイは広域魚種であり、生息域をカバーする広

域漁業調整委員会を含めた一元的な管理体制が確立して機能している。都県の漁業取締

船を主体に隣接県等と連携して漁業取締が実施されており、公的な監視とともに、地域

の漁業者団体の「とも監視」がなされ罰則規定もある。自由漁業である立て縄漁業を含

めて実質すべての漁業者は漁業者組織へ所属している。一都三県キンメダイ資源管理実

践推進漁業者協議会等で公的規制を上回る資源管理施策が協議されてきており、資源管

理計画では漁獲物制限等を課している。ブランド化、直販所運営等による流通販売活動

が漁業者組織で実施されている。遊漁者等も海面利用協議会に参画している。種苗放流

は実施されておらず、その効果を高める措置や費用負担への理解については評価できな

い。 
 
地域の持続性 
 太平洋中部のキンメダイは、一都三県の立て縄釣り漁業と、底立て縄漁業（神奈川県、

静岡県）で大部分が獲られている。漁業収入はやや高く、収益率と漁業関係資産のトレ

ンドは高かった。経営の安定性については、収入の安定性は高く、漁獲量の安定性はや

や高かった。漁業者組織の財政状況はすべて黒字であった。操業の安全性は高かった。

地域雇用への貢献は高い。労働条件の公平性については、漁業及び加工業で特段の問題

はなかった。買い受け人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ

取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。取引の公平性は確保されている。卸

売市場整備計画により衛生管理が徹底されており、 仕向けは高級消費用である。先進

技術導入と普及指導活動は概ね行われており、物流システムは整っていた。水産業関係

者の所得水準はやや低い。地域ごとに特色ある漁具漁法が残されており、伝統的な加工

技術や料理法がある。 
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健康と安全・安心 
 キンメダイの脂質には、血栓予防や高血圧予防等の効果を有する高度不飽和脂肪酸で

ある EPA と、脳の発達促進や認知症予防等の効果を有する DHA が豊富に含まれてい

る。旬は 12～3 月である。利用に際しての留意点は、他の魚種に比べメチル水銀を蓄積

しやすいことである。妊婦は、厚生労働省より公表されている目安量を基に摂取する必

要がある。 
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング（1.1） 
 キンメダイは一都三県の沿岸や島嶼部を中心に漁獲される重要種であり、資源生態に

関する調査研究は古くから進められてきた。年齢・成長、成熟に関する知見は多いが産

卵および初期生残、環境要因とのかかわりなどさらなる調査研究が必要な項目もある

（1.1.1 3点）。漁獲量・努力量データの収集、定期的な科学調査、漁獲実態のモニタリ

ングも毎年行われているが、詳細な操業海域に関する情報は十分には集計されていない

（1.1.2 3～5点）。このように定期的に収集される漁業データに基づき、年齢別漁獲尾

数が推定され、年齢構成資源動態モデルを使用した資源評価が毎年実施されている

（1.1.3.1 4点）。 

 
資源の水準・動向（1.2） 
 水準判断は一都三県の過去 42 年間の漁獲量の推移から、また、1998 年以降の年齢別

漁獲尾数を用いたコホート解析が行われており、水準・動向は低位・減少と判断されて

いる（1.2.1 1点）。 

 
漁業の影響（1.3） 
 キンメダイは現状の漁獲圧で漁獲を継続すると資源水準が減少されると推定されて

おり、資源の枯渇リスクは高いと考えられる（1.3 1～3点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 
 2019 年の「我が国周辺水域の漁業資源評価」によれば、長期的なキンメダイの資源生

物学的知見の蓄積から、分布域のうち関東沿岸から伊豆諸島周辺海域のみで資源評価が

行われている(亘・渡井 2019)。2017 年における日本のキンメダイ漁獲量は 5,351 トン

で、そのうち一都三県の漁獲量は 4,280 トンと 79%を占める。海域はキンメダイ太平洋

系群の分布域のなかで、資源評価が行われている関東沿岸から伊豆諸島周辺海域とする。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 
 キンメダイは 2007 年以降農林水産統計の調査対象から外れている。漁獲統計につい

ては、「我が国周辺水域の漁業資源評価」においてキンメダイを漁獲する都県の全水揚
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港の水揚記録を集計することにより取りまとめられている。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産機構が都県の水

産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結果

の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 
 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 
 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 
 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など対象魚種の生物に関する基

本的情報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2以降で評価するため

に必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4項目

について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成

熟と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に必要

な基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 
 太平洋、大西洋、インド洋の熱帯から温帯域の海山および大陸棚縁辺部に世界的規模

で分布する。日本では、北海道釧路以南の太平洋と新潟県以南の日本海に、未成魚は大

陸棚の水深 100～250m、成魚は沖合の水深 200～800m に分布する（落合・田中 1998、
林 2013）。我が国太平洋岸における主な生息域（漁場）は房総半島から伊豆半島沿岸、

御前崎沖、伊豆諸島周辺、四国沖、南西諸島周辺海域等である。関東地方の沿岸部から

の小型魚の標識放流結果によると、放流海域付近にとどまるものと、伊豆諸島等のより

深い水深の海域に移動するものがいることが示唆されている。沿岸の大陸斜面上部には

若齢の小型魚が多く、伊豆諸島や海山等の沖合の深場には高齢の大型魚が多い傾向があ

る。長距離の移動では、関東沿岸で放流した個体が伊豆小笠原海嶺を南下、また南西諸

島周辺海域で再捕された個体の例がある。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用で

きる情

報はな

い 

生活史の一部のス

テージにおいて、

把握され、十分で

はないが、いくつ

かの情報が利用で

きる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 
 年齢と体長の関係は、雌雄、生息海域、年代により若干異なる結果が得られているが、

各年齢の尾叉長は概ね、満 1 才で 19cm、満 2 才で 22cm、満 3 才で 25cm、満 4 才で
28cm、満 5才で 30cm、満 10才で 39cm前後である（秋元 2007）。耳石の年齢査定によ

る最高齢魚は 26才である（明神・浦 2003）。以上より 3点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 
 日本周辺海域における産卵場は、関東沿岸、伊豆諸島周辺海域、四国沖、南西諸島周

辺海域、小笠原周辺にかけての広範囲で知られており、成魚が生息する海域であれば、

どこでも産卵が行われていると考えられている（増沢ほか 1975、秋元 2007）。産卵期
は 6～10 月で盛期は 7、8 月（大西 1985、芝田 1985、久保島 1999、秋元ほか 2005）
以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において

環境要因などの影

響も含め詳細に把

握され、精度の高

い十分な情報が利

用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 
 本種については、種苗生産に関する試験的な取り組みは行われているが（静岡県 
2020）、種苗放流は計画段階にあり、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目

は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握されていな

い 

データはあ

るが分析さ

れていない 

適正放流数、放流

適地、放流サイズ

等の利用できる情

報があり分析が進

められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは調査・研

究によって把握

されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 
 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並び

に資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制と

しての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6項目において資源評価の実施に必

要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁

獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している

魚種については、⑤種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、についても
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対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここで言う期間

の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3 世代時間（IUCN 2019）を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 
 一都三県中心に古くから資源生態学的調査研究が実施され、総説として複数の報告書

に取りまとめられている（増沢ほか 1975、武内 2014、亘ほか 2017）。しかしながら、

浮遊期の稚魚の生態など未解明の部分も多い。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 
 キンメダイは 2007 年以降農林水産統計の調査対象から外れている。統計資料につい

ては、「我が国周辺水域の漁業資源評価」においてキンメダイを漁獲する都県の全水揚

港の水揚記録を集計することで、漁獲統計が取りまとめられている（亘・渡井 2019）。
以上より 5点を配点する。 

図 1.1.2.2 キンメダイ太平洋系群の漁獲量の推移 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 
 一都三県の主要水揚港において、1990 年代後半から長期的な漁獲量と努力量の把握
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が行われている（亘・渡井 2019）。操業位置情報は含まれていない限定的な情報である。

以上より 4点を配点する。 
 

図 1.1.2.3 2016 年を 1 とした主要水揚港・漁協別の資源量指標値（相対値）の推移。黒実線は

CPUE の平均値。 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 
 一都三県の主要水揚港において体長組成の測定が、1990 年代後半から長期的に行わ

れている。生物測定として、耳石を摘出して行う年齢査定も 1990 年代後半から長期的

に実施されている。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 
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1.1.2.5 種苗放流実績の把握 
 本種については、種苗生産に関する試験的な取り組みは行われているが（静岡県 
2020）、種苗放流は計画段階にあり、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目

は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地

域、時期について

は、放流実績等が

記録されていない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 
 本種については、種苗生産に関する試験的な取り組みは行われているが（静岡県 
2020）、種苗放流は計画段階にあり、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目

は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工

種苗と天然種苗の

識別が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 
 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握

し、また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析す

ることであり、資源（漁業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 
1996）。資源評価方法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 
 我が国最大の漁場であり、漁業と生物情報が長期間蓄積されている関東沿岸から伊

豆諸島周辺海域を 1つの単位としてコホート解析を実施し、海域外への移出は考慮せ

ず、海域内での資源の持続的利用方策、有効利用方策について検討している。年齢別

漁獲尾数に基づくコホート解析により年齢別資源尾数が算定されている。資源計算は

Pope の近似式が使用されており、チューニングは行われていない。年齢別資源尾数は

1998 年から推定されている（亘・渡井 2019）。以上より評価手法 1 により判定し、4
点を配点する。 
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評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加

えるなど詳細に

解析した現存量

推定の経年変化

により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での

調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、国立研究開発

法人水産総合研究機構および都道府県の水産試験研究機関等では解析およびデータを

資源評価検討の場であるブロック資源評価会議前に公開している。資源評価の翌年度

までにデータを含め、水産庁のホームページにて公開している。報告書作成過程で

は、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の意見にそった修正がブロックの資

源評価会議でなされる。キンメダイ太平洋系群は 7 月下旬に開催される中央ブロック

資源評価会議でその資源評価案が議論される。資源評価への関心が高まっていること

を踏まえ、本会議は公開し一般傍聴を受け付けている。また、パブリックコメントの

受付もしている。データや検討の場が公開されており、資源評価手法並びに結果につ

いては外部査読が行われている。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の

場が非公開であ

り、報告書等の

査読も行われて

いない 

. データや検討の場が条

件付き公開であり、資

源評価手法並びに結果

については内部査読が

行われている 

. データや検討の場が

公開されており、資

源評価手法並びに結

果については外部査

読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 
 本種については、種苗生産に関する試験的な取り組みは行われているが（静岡県 
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2020）、種苗放流は計画段階にあり、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目

は評価しない。 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1対象種の資源水準と資源動向 
 水準判断は一都三県の過去 42 年間の漁獲量の推移を用い、漁獲量の最高値と最低値

の間を三等分して判断した（図 1.2.1）。1980 年代以前はキンメダイ漁業が本格的に発

展する以前であるが、漁獲量は本資源において長期間利用できる唯一の情報であるこ

とから、これを水準判断の指標としている。高位と中位の境は漁獲量 7,550 トン、中

位と低位の境は漁獲量 4,828 トンで 2017 年は 4,280 トンであることから、水準は低位

と判断した。1998 年以降の年齢別漁獲尾数を用いたコホート解析が行われており、動

向は親魚量の直近 5 年（2013～2017 年）の推移より減少と判断した（亘・渡井 
2019）。以上より 1点を配点する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.2.1 水準判断に用

いた一都三県の漁獲量

の推移 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 
 本資源は Blimit は設定されていないが、資源水準は低位、動向は減少であり、現状

の漁獲量は生物学的許容漁獲量(ABC)を上回っている（亘・渡井 2019）。以上より評

価手法 2 により判定し、1点を配点する。 
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評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

② Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

③ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

④ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 
 現状の漁獲圧で漁業を続けた場合に期待される資源量、親魚量、漁獲量を推定した結

果、現状の 1.0倍の漁獲を継続した場合、将来の資源量、親魚量、漁獲量はいずれも減

少し、0.7 倍より引き下げると増加に転じると考えられる（亘・渡井 2019）。以上より

評価手法 2 により判定し、2点を配点する。 

 
評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②

③ 

資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

図 1.3.2  F の変化による資源量、親魚量、

漁獲量の推移 
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1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 
 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報

を増大させる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資

源評価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 
 資源評価は行われており、現在の資源状態と資源状態に対する適切な管理方策に関

する議論は外部有識者も交えて行われているが、漁業管理には反映されていない。以

上より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業制御

規則はな

い 

漁獲制御規則が

あるが、漁業管

理には反映され

ていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない。 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 
 我が国の資源管理のための漁獲方策（harvest control rule）では、管理基準設定に際

し不確実性を考慮した管理基準が設定されているが施策には反映されていない。以上

より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮

されているが、漁

業管理には反映さ

れていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 
 卓越年級群の発生と黒潮流路との関係（亘ほか 2017）や資源変動とレジームシフト

との関係（武内 2014）など、環境変化が資源に及ぼす可能性が考察されているが、詳

細は不明である。以上より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影響

については、調

べられていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影

響が把握さ

れ、十分に考

慮されている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
 資源評価結果は直接数量管理等には用いられていないが、漁業者の資源管理の検討
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の場に情報が提供され議論がなされている。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業などの考慮 
 EEZ内での漁業であり外国漁船による漁獲はないと考えられる。関東沿岸や伊豆諸島

では遊漁の対象となっているが(水産庁 2008)、それらを考慮した資源評価、漁業管理方

策の策定にはいたっていない。一方で、各県に遊漁者等を含めた海面利用協議会、同調

整部会があり、キンメダイを対象とした遊漁に関しても推奨ルール（入漁禁止区、遊漁

日規制、遊漁具制限等）が協議されている（千葉県 2019, 静岡県 2019 等）。以上より

3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外

国漁船、

IUUなどの

漁獲の影

響は考慮

されてい

ない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

した漁業管理方

策の提案に向け

た努力がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

があり、一部に考

慮した漁業管理方

策の提案がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を殆ど考慮する必要

がないか、もしくは

十分に考慮した漁業

管理方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 

 

 

引用文献 

秋元清治 (2007) 伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイの年齢と成長. 神奈川水技報, 
2,13-19. 

秋元清治・瀬崎啓次郎・三谷 勇・渡部終五 (2005) ミトコンドリア 16S rRNA遺伝子

判別法によるキンメダイ卵および仔魚の同定と伊豆諸島周辺海域における分布様式. 
日水誌, 71, 205-211 

千葉県（2019）千葉県水産振興審議会海面利用調整部会 推奨ルールについて（案） 
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/shingikai/suisanshinkoushingikai/kaimenbukai/19/docum
ents/19siryo-02-02.pdf 2020/03/18 

林 公義 (2013) キンメダイ科. 「日本産魚類検索全種の同定第三版」中坊徹次編, 東
海大学出版会, 東京, 577-578. 

IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2019) Guidelines for Using the IUCN Red List 
Categories and Criteria. Version 14. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. 



 
 

17 

久保島康子 (1999) 伊豆諸島海域における資源減少期のキンメダイ Beryx splendens の
成熟（1）. 神水総研研報, 4, 37-41． 

増沢 寿・倉田洋二・大西慶一 (1975) キンメダイその他底魚類の資源生態，日本水産

資源保護協会, 東京, 71pp. 

松宮義晴（1996）「水産資源管理概論」．日本水産資源保護協会, 東京, 77pp. 

明神寿彦・浦 吉徳 (2003) 高知県産キンメダイの年齢と成長．黒潮の資源海洋研究, 4, 
11-17. 

落合 明・田中 克 (1998)「新版 魚類学（下）改訂版」．恒星社厚生閣, 東京, 
1139pp. 

大西慶一 (1985) キンメダイの資源補給に関する研究（2）. 静岡県水産試験場伊豆分

場だより 219, 6-8. 

芝田健二 (1985) 房総海域におけるキンメダイについて-2-成熟と性比. 千葉水試研告, 
43, 3-9. 

静岡県（2019）熱海伊東地区漁業利用協議会・伊豆東部一本釣協議会熱海、伊東地区

地先沖及び初島周辺漁場でのキンメダイ等釣遊漁 
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-430/documents/yuugyomousiawase13.pdf 
2020/03/18 

静岡県 (2020) キンメダイの種苗生産技術開発 https://fish-
exp.pref.shizuoka.jp/03research/pdf/2020/R2/R2-21.pdf 

水産庁（2008）平成 20 年度遊魚採捕量調査報告書 http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001055630 

武内啓明 (2014) キンメダイの生物学的特徴ならびに神奈川県における漁業および資

源管理. 神奈川水技報, 7, 17–35.  

田中昌一 (1998) 「増補改訂版 水産資源学総論」. 恒星社厚生閣, 東京, 406pp. 

亘 真吾・米沢純爾・武内啓明・加藤正人・山川正巳・萩原快次・越智洋介・米崎史

郎・藤田 薫・酒井 猛・猪原 亮・宍道弘敏・田中栄次 (2017) キンメダイの資源生

態と資源管理. 水産研究・教育機構研究報告, 44, 1-46. 

亘 真吾・渡井 幹雄 (2019) 平成 30（2018）年度キンメダイ太平洋系群の資源評価 平
成 30 年度我が国周辺水域の漁業資源評価 第 3 分冊, 水産庁・水産機構, 1182-1205. 
http://abchan.fra.go.jp/digests2018/details/201834.pdf 

  



 
 

18 

2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング（2.1） 

キンメダイ太平洋系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無については以下の状況である。キンメダイの生態、資源、漁業な

どについては調査が行われており一定の知見が蓄積されているが深海の生態系に関す

る情報は少ない。深海の海洋環境等について、キンメダイ漁場である海山付近の調査

は報告がある（2.1.1 3点）。当該海域では水産機構、及び各都県の調査船による沖

合定線調査等により水温、塩分等の調査が定期的に実施されている（2.1.2 4点）。

漁業種類別の魚種別漁獲量については農林水産省統計部によって調査されているが、

混獲非利用種や希少種について漁業から情報収集できる体制は整っていない（2.1.3 

3点）。 

 
同時漁獲種（2.2） 
キンメダイを漁獲する漁業による他魚種への影響は以下の通りである。混獲利用種

はヒレタカツノザメ、ハナフエダイ、メヌケ、その他サメ類等と考えられるがこれら

の魚種の動向を判断するデータは存在しない（2.2.1 1点）。対象漁業は深海の釣り

漁業であるため魚類以外の混獲種は考えにくく混獲非利用種は存在しないとした

（2.2.2 5点）。環境省のレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域

と重複する動物に対する PSA評価で、コアホウドリに対するリスクが中程度となった

が、比較的深い場所で操業されるキンメダイの釣り漁業と希少種との遭遇率は低く、

全体的に釣り漁業が及ぼすリスクは低いと考えられる（2.2.3 4点）。 

 
生態系・環境（2.3） 
食物網を通じたキンメダイ漁獲の間接影響は以下の通り評価された。キンメダイ漁

場において、釣り針にかかった漁獲物を食害するヨゴレ、ガラパゴスザメ、クロトガ

リザメ、ハンドウイルカを捕食者と考えたが、このうちヨゴレ、クロトガリは、餌生

物であるキンメダイの漁獲との関係は不明であるが資源が懸念される状態にあった

（2.3.1.1 3点）。キンメダイの餌生物はオキアミ類、チヒロエビ類、ハダカイワシ

類等とされるが、ほぼ漁業の対象ではないため混獲の影響は無視でき、キンメダイの

資源動向は緩やかな減少傾向であるため、餌生物への捕食圧が定向的に増大している

とも考えられない（2.3.1.2 4点）。 
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キンメダイの釣り漁業で同時に漁獲されるため食性が類似しているのではないかと

考えられるヒレタカツノザメ、ハナフエダイ、メヌケ、その他サメ類については影響

の程度を判断するデータは存在しない（2.3.1.3 1点）。 

 漁業による生態系全体への影響であるが、2004～2017 年の総漁獲量と MTLc は太平

洋中区では、ともに安定して推移していることから、釣り漁業が生態系全体に及ぼす

影響は小さいと推定された（2.3.2 5点）。 

漁業による環境への影響であるが、評価対象漁業である立て縄、底立てはえ縄、樽

流しといった釣り漁業は、海底面に漁具が接触するものの引き回す操業形態ではない

ことから、影響は軽微であると考えられる（2.3.4 5点）。対象評価対象海域での環境

関連法令違反について、本評価対象となる釣り漁業の検挙例を個別に判断する資料は

見当たらなかった（2.3.5 4点）。大気環境に対しては、立て縄、底立て縄の CO2排出

量は我が国漁業の中では中程度と推測されるため大気環境への影響は軽微とまではい

えないと考えられた（2.3.6 3点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 亘・渡井（2019）によれば、キンメダイ太平洋系群の 2013～2017 年の平均漁獲量

5,363 トンのうち、立て縄、底立てはえ縄、樽流しといった釣りが 5,127 トン（96％）
を占める。よって評価対象漁業は立て縄、底立てはえ縄、樽流しといった釣り漁業で

あるがその内訳は不明である。 

② 評価対象海域の特定 
キンメダイ太平洋系群の主な生息域（漁場）は千葉県から静岡県沿岸、伊豆諸島周

辺、四国沖、南西諸島周辺海域等である。亘・渡井（2019）によれば、千葉県から静

岡県の自由漁業・知事許可漁業の合計漁獲量は系群全体の 82％を占める（2013～2017
年の平均値）。よって評価対象海域は上記 4 都県の沿岸及び伊豆諸島を含む太平洋中区

とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 
1) 漁具，漁法 

・立て縄（自由漁業）： 
海底まで下ろした幹縄に 1.6m おきに枝縄と釣り針が付いている（上村 2004）。
枝縄（枝糸）の長さは 54～65cm（増沢ほか 1975）。針の数は操業海域ごとに決ま

りがあるが（30～150 本）、概ね 50 本程度（水産庁 2012）。縄の数も都県、海域

により規制があり、乗組員数～2縄／人以内となっている（水産庁 2012）。漁具
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を入れて引き上げまでの時間は 1～1.5時間（上村 2004）。 

・底立てはえ縄（知事許可漁業）：鉛直方向に張られた瀬縄と瀬縄の間に張られる

幹縄の長さは 2～4km。幹縄に 20～30m 置きに釣り針の付いた幹糸が結ばれてい

る（宇都宮 2016）。1 本の幹糸に付く針の数は 30～50 本（増沢ほか 1975）。 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 
・立て縄：一都三県では、千葉県約 330隻（10 トン未満、1～3人乗り）、東京都

約 180隻（兼業）（20 トン未満、1～3人乗り）、神奈川県約 50隻（20 トン未満、

1～3人乗り）、静岡県約 150隻（20 トン未満、1～2人乗り）（亘ほか 2017）。総努
力量は不明。 

・底立てはえ縄：千葉～静岡県では、神奈川県 2隻（95～99 トン）、静岡県 15隻
（19～99 トン）（亘ほか 2017）。総努力量は不明。 

 
・樽流し：千葉県～静岡県では、静岡県に 15隻（10 トン以下、1～2人）（亘ほか

2017）。総努力量は不明。 

 
3) 主要魚種の年間漁獲量 

2018 年の農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）によれば、太平洋中区にお

ける魚種別漁獲量で上位に来る種は下表の通りである。 
 

魚種名 漁獲量(t) 比率（％） 

マイワシ 159,129 26.8 

カツオ 132,226 22.3 

サバ類（マサバ、ゴマサバ） 110,566 18.6 

キハダ 35,132 5.9 

カタクチイワシ 20,636 3.5 

合計 593,373   

 
4) 操業範囲：大海区、水深範囲 

太平洋中区 
キンメダイの分布水深は 120～850m（増沢ほか 1975）。 

 
5) 操業の時空間分布 
 房総半島から南西諸島に至る太平洋岸、伊豆諸島、沖合の海山周辺に漁場が点在する。 

漁場により休漁期間等の管理措置がとられているが、それ以外は周年操業。 
千葉県～静岡県について漁法別に漁場を見ると以下の通り。 
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・立て縄：銚子沖、勝浦沖、東京湾口、伊豆半島東岸、伊豆諸島北部海域（亘ほか

2017）。 
・底立てはえ縄：伊豆諸島南部～小笠原諸島、紀南礁、九州・パラオ海嶺（亘ほか

2017）。 
・樽流し：遠州灘（第 2天竜海丘）（亘ほか 2017）。 
 

6) 同時漁獲種 
佐藤・稲田（1982）によれば、太平洋中区に近い九州パラオ海嶺における底たて縄

でキンメダイが漁獲された 7操業における混獲種のうち、漁獲尾数がキンメダイ漁

獲尾数の 5％を超えた種は、ヒレタカツノザメ（119％）、その他サメ類（46％）、ハ
ナフエダイ（24％）、メヌケ（6.8％）、その他魚類（48％；種組成は不明）であった。 
 
混獲非利用種  

 不明であるが深海における釣り漁業であるため、魚類以外の漁獲はほぼ考えられない。 
 
7) 希少種 

環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と

重複する動物は以下の通りである。 
アカウミガメ（EN）、アオウミガメ（VU）、ヒメクロウミツバメ（VU）、コアジサシ

（VU）、オオアジサシ（VU）、セグロミズナギドリ（EN）、カンムリウミスズメ（VU）、
ヒメウ（EN）、コアホウドリ（EN）、アホウドリ（VU） 
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

キンメダイの生態、資源、漁業などについては調査が行われており一定の知見が蓄

積されている（増沢ほか 1975）が、深海の生態系に関する情報は少ない。深海の海洋

環境などについて、キンメダイ漁場である海山付近の調査は報告がある（佐藤・稲田

1982）。よって 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列デ

ータや生態系モデルに基

づく評価を実施できるだ

けの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 
当該海域では水産機構調査船による御前崎ライン（中央水産研究所 2003）、及び各

都県調査船による沖合定線調査により水温、塩分等の調査が定期的に実施されてい

る。したがって 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は実施

されていない 

 海洋環境や生態系

について部分的・

不定期的に調査が

実施されている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 
漁業種類別の漁獲量については農林水産省統計部によって調査されているが、混獲

非利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていない。したがっ

て 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組

成等について部

分的な情報を収

集可能である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 
③ 6)に示した通り、混獲利用種はヒレタカツノザメ、ハナフエダイ、メヌケ、その
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他サメ類等と考えられるが、これらの魚種の動向を判断するデータは存在しない。し

たがって 1点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

混獲利用種の中に

資源状態が悪い種

もしくは混獲によ

る悪影響のリスク

が懸念される種が

多く含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪

影響のリスクは総合的に

低いが、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 
深海の釣り漁業であるため魚類以外の混獲種は考えにくい。したがって混獲非利用

種は存在しないとし、5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が多数含まれ

る。PSAにおいて

悪影響のリスクが

総合的に高く、悪

影響が懸念される

種が含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が少数含まれ

る。PSAにおいて悪

影響のリスクは総

合的に低いが、悪

影響が懸念される

種が少数含まれる 

混獲非利用種の

中に資源状態が

悪い種は含まれ

ない。PSAにおい

て悪影響のリス

クは低く、悪影

響が懸念される

種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 
環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と

重複する動物に対し、PSA 評価を行った結果を以下に示す。 

コアホウドリに対するリスクが中程度となったが、比較的水深の深い場所で操業さ

れるキンメダイの釣り漁業と希少種との遭遇率は低く、全体的に釣り漁業が及ぼすリ

スクは低いと考えられる。よって 4点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響のリ

スクが総合的に高く、

悪影響が懸念される種

が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低いが、悪影響

が懸念される種が

少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低く、悪影響が

懸念される種は含

まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 
2.3.1.1 捕食者 
キンメダイ漁場において、針にかかった漁獲物を食害する種としてサメ類（ヨゴレ、

ガラパゴスザメ、クロトガリザメ）、小型鯨類（ハンドウイルカ等）等が挙げられてい

る（大泉 2011）。これらの種については、キンメダイを優先的に摂餌しているとは限ら

ないものの自然状態での捕食もあり得ると考えられる（大泉 2011）ことから捕食者と

して CA 評価を行い 3点とした。 

捕食者に対する CA評価 

評価対象漁業 釣り漁業（立て縄、底立てはえ縄、樽流し） 
評価対象海域 太平洋中区 
評価対象魚種 キンメダイ 
評価項目番号 2.3.1.1 
評価項目 捕食者への影響 
評価対象要素 資源量 3 
  再生産能力   
  年齢・サイズ組成   
  分布域   
  その他：動物プランクトン現存量     
評価根拠概要 ヨゴレ、クロトガリの資源が懸念される状態にあるのは過剰漁獲圧のためと

されるが、餌生物であるキンメダイの減少傾向と関係ないと断定できないた

め3点とした。 
評価根拠詳細  ヨゴレ、クロトガリの資源状態は以下の通りである。 

・ヨゴレ：1995～2009年のデータを用いた中西部太平洋水域におけるヨゴレ

の資源評価結果は、Fcurrent／Fmsy＝6.5、SBcurrent／SBmsy＝0.153となり、

漁業は乱獲状態（overfishing is occurring）、資源は枯渇状態（overfished）とさ

れた（Rice and Harley 2012）。全水域での資源の水準は不明であるが、中西部

太平洋系群について動向は減少とされる（仙波・倉島 2019a）。 
・クロトガリ：2016年の資源評価の結果、中西部太平洋系群については、

SB2016／SB0＝0.47、SB2016／SBmsy＝1.18、F2016／Fmsy＝1.61となり、資

源は乱獲されていないものの、過剰漁獲の状態にあるとされた（仙波・倉島 
2019b）。資源の水準動向は低位・減少とされた（仙波・倉島 2019b）。 
・ハンドウイルカ：水産庁（2017）によれば、太平洋系群のうち、北緯30°以
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北、東経145°以西の太平洋岸におけるハンドウイルカの推定個体数は1987年
に36,791頭であったが、2006年は29,050頭となり、この間の減少率は年間

1.2％にすぎない。また、太平洋系群はPBR（Potential Biological Removal）に

基づく捕獲枠の範囲内で捕獲されており直ちに大きく減少する要因は見いだ

せないとされる。 
・ガラパゴスザメは、IUCN（2003）のレッドリストではNT (near threatened)
であるが､日本周辺の状況は不明である｡ 
以上の通り､ハンドウイルカは資源状態に懸念は見いだせないが、ヨゴレ中

西部太平洋系群とクロトガリ中西部太平洋系群は資源状態に懸念があり、ガ

ラパゴスザメについては、詳細は不明な状態である。ヨゴレとクロトガリの

減少要因は過剰漁獲圧とされるため、餌生物であるキンメダイの増減とは関

係ないと考えられるが、キンメダイ操業海域における海洋生態系のバランス

がtop heavyの状態である可能性もあるため(堀井 2011)、キンメダイ資源の減

少傾向が捕食者に影響を与えていないと言いきることはできず、3点とす

る。 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施で

きない 

多数の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって捕食者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 
キンメダイの餌生物はオキアミ類、チヒロエビ類、ハダカイワシ類等とされる（増

沢ほか 1975）。これら中・深層の甲殻類、魚類の豊度に関するデータは得られていな

いが、ほぼ漁業の対象ではないと考えられるため混獲の影響は無視できるであろう。

また、キンメダイの資源水準値は低位・減少であるが（亘・渡井 2019）1998 年から

2017 年にかけての資源量（亘・渡井 2019）の減少率は年間 1.6％程度であるため、大

きな減少傾向とはい言えず餌生物への捕食圧が定向的に大きく変化したとも考えにく

い。このため 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い。 

多数の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる。 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って餌生物が受け

る悪影響は検出さ

れない。 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た餌生物への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる。 

 

2.3.1.3 競争者 
キンメダイの釣り漁業はカタクチイワシ、サンマ（増沢ほか 1975）、イカ（上村

2004）等が用いられるが、同時に漁獲される種はキンメダイと食性が類似した競争者

ではないかと考えられる。混獲される種として 2.2.1でヒレタカツノザメ、ハナフエ
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ダイ、メヌケ、その他サメ類などが挙げられたが、2.2.1同様これらの魚種の動向を

判断するデータは存在しないため 1点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施で

きない 
多数の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって競争者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた競争者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 
 

2.3.2 生態系全体 
2017 年の海面漁業生産統計によれば、評価対象海域の漁獲量で上位 10 種に入った

魚種の漁獲組成は図 2.3.2a の通りである。図 2.3.2bに示した評価対象海域における

漁獲物の栄養段階組成をみると、漁獲は栄養段階（TL）カツオ等の 3.0–3.5 とマイワ

シやカタクチイワシが属する 1.5–

2.0で多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

図 2.3.2a 2017年の海面漁業生産統計

に基づく太平洋中区の漁獲物の種組成 

2004 年から 2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、各大海区の総漁獲量と

MTLc は図 2.3.2c の通りである。太平洋中区では、総漁獲量および MTLc ともに安定

して推移していることから、釣り漁業が生態系全体に及ぼす影響は小さいと推定され

たことから、5点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 
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図 2.3.2b 2017 年の海面漁業生産統計調査（暫定値）から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物栄

養段階組成 
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図 2.3.2c 2004～2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、日本周辺海域の総漁獲量（青

色）と MTLc（オレンジ色）。 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 
 キンメダイは種苗放流対象種ではないため、本項目は評価しなかった。 

2.3.4 海底環境（着底漁具を用いる漁業） 
評価対象漁業である立て縄、底立てはえ縄、樽流しといった釣り漁業は、海底面に漁

具が接触するものの引き回す操業形態ではないことから、影響は軽微であると考えられ

るため、5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトは重篤

ではないと判断さ

れるが、漁場の一

部で海底環境の変

化が懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、

対象漁業は重篤

な悪影響を及ぼ

していないと判

断できる 
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2.3.5 水質環境 
 船舶から海洋への汚染物質流出や廃棄物の投棄については、海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律及びその施行令によって規制されている。これにより総トン数

100 トン以上の船舶には油水分離機の設置義務(型式承認物件)があり、排出可能な水

域(該当漁船の操業海域とは合致しない)と濃度並びに排出方法が規制されている。食

物くずを距岸 12 海里以内で排出する場合は、すべての船に食物くず粉砕装置の設置が

義務付けられている。船上で廃棄物を焼却する場合には、すべての船に IMO認定品の

焼却炉の設置が義務付けられている（廃棄物の海洋投棄は食物くず以外認められてい

ないので、焼却しない場合は廃棄物持ち帰りとなる）。焼却炉等の設備は、5年に一回

の定期検査と 2～3年に一回の中間検査における検査の対象であり、検査に合格しなけ

れば船舶検査証書の交付が受けられず、航行ができない。 

 対象漁業が操業する評価対象海域を管轄する海上保安部による環境関連法令違反の

検挙数は 70件（海上保安庁 2018）であったが、本評価対象となる釣り漁業の検挙例

を個別に判断する資料は見当たらないため、4点と評価する。  

1点 2点 3点 4点 5点 

取り組み状況に

ついて情報不足

により評価でき

ない 

多くの物質に

関して対象漁

業からの排出

が水質環境へ

及ぼす悪影響

が懸念される 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排

出物は適切に管理

されており、水質

環境への負荷は軽

微であると判断さ

れる 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 

 

2.3.6 大気環境 
長谷川 (2010) によれば､我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量あたり排出量 t-CO2/t）

は下記の通りである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

小型底びき網旋びきその他 1.407 

沖合底びき網１そうびき 0.924 

船びき網 2.130 

中小型１そうまき巾着網 0.553 

大中型その他の１そうまき網 0.648 

大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 

さんま棒うけ網 0.714 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 

近海まぐろはえ縄 3.872 

遠洋まぐろはえ縄 8.744 

沿岸かつお一本釣り 1.448 

近海かつお一本釣り 1.541 

遠洋かつお一本釣り 1.686 

沿岸いか釣り 7.144 

近海いか釣り 2.373 

遠洋いか釣り 1.510 
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ここにはキンメダイの立て縄、底立て縄の値がないため、以下の方法でおおよその

推定を行った。上記の表によれば、沿岸・近海の釣り・はえ縄漁業については、1.448

（沿岸かつお一本釣り）～4.835（沿岸まぐろはえ縄）の範囲である（いか釣りは集魚

灯の燃料消費が大きいと考えられるため除外した）のに対し、網を用いる漁業は

0.553（中小型１そうまき巾着網）～2.130（船びき網）と値が小さい。釣り・はえ縄

漁業の方が総じて値が大きいのは漁獲の効率が網に比して劣るせいではないかと考え

られる。キンメダイの立て縄、底立て縄は前者（釣り・はえ縄）に属するため、単位

漁獲量あたり CO2排出量は 1.448～4.835 の範囲に入ると思われる。この範囲であると

すると、全体では中位程度の部類に属するため、評価は 3点が妥当と考えられる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの

排出ガスは適切

に管理されてお

り、大気環境へ

の負荷は軽微で

あると判断され

る 

対象漁業による大気

環境への負荷を軽減

するための取り組み

が実施されており、

大気環境に悪影響が

及んでいないことが

確認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 
 キンメダイ太平洋中部を漁獲する底立てはえ縄漁業は知事許可漁業で定数管理され

ており、立て縄漁業は自由漁業であるが地域の漁業者組織でも管理されており、インプ

ット・コントロールがなされているが、両漁業ともアウトプット・コントロールは導入

されておらず、漁獲圧は有効に制御されているとはいえない（3.1.1 3点）。テクニカル・

コントロールについては、公的規制のほか小型魚の再放流、漁具の制限等が自主的に実

施されてきている（3.1.2 5点）。種苗放流は実施されておらず、その効果を高める措置

については評価できない（3.1.3 NA）。生態系の保全施策では捨縄（落縄）は回収するこ

とが制限条件となっており、また釣り漁業であり海底を改変させるような漁業ではない

（3.1.4.1 5点）、また漁場等においてゴースト 漁具は自主的に回収に努めるものとされ

ており、海浜清掃等も活発に実施されている（3.1.4.2 5点）。 

 
執行の体制（3.2） 
 管理の執行については、漁業種類としては知事許可あるいは自由漁業であるがキンメ

ダイは広域魚種であり、生息域をカバーする広域漁業調整委員会を含めた一元的な管理

体制が確立して機能している（3.2.1.1 5 点）。都県の漁業取締船を主体に隣接県等と連

携して漁業取締が実施されており、公的な監視とともに、地域の漁業者団体の「とも監

視」がなされている（3.2.1.2 5点）。法令違反に対する許可の取り消しや懲役刑、罰金、

その併科は罰則規定としては有効であり、地域の漁業者団体の規約にも罰則規定がある

（3.2.1.3 5点）。国が作成する資源管理指針に広域魚種と位置づけられ TAC等対象種を

除くほかの ABC算定対象種に先んじて、順応的管理の仕組みが部分的にも導入されて

きている（3.2.2 3点）。 

 
共同管理の取り組み（3.3） 
 漁獲量で漁獲金額を示せるとして、知事許可漁業である底立てはえ縄漁業の漁獲量の

割合が自由漁業である立て縄漁業に比べて小さいため、資源利用者の特定は低い評点と

なる（3.3.1.1 2 点）。自由漁業である立て縄漁業を含めて実質すべての漁業者は漁業者

組織へ所属している（3.3.1.2 5 点）。一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議

会等で公的規制を上回る資源管理施策が協議されてきており、各地域漁業協同組合単位

で実施されている資源管理計画では漁獲物制限等を課している（3.3.1.3 5 点）。プライ

ドフィッシュに登録してのブランド化、直販所運営等による経営改善、流通販売活動が
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漁業者組織で全面的に実施されている（3.3.1.4 5 点）。自主的及び公的管理への関係者

の関与は高く評価できる（3.3.2.1 4点、3.3.2.2 5点）。利害関係者の参画についても、遊

漁者等の県国レベルでの審議会等への関与の度合いから、高く評価した（3.3.2.3 5点）。
管理施策の意思決定については、特定の関係者では施策の決定と目標の見直しがなされ

ていると評価した（3.3.2.4 4点）。種苗放流は実施されておらず、その費用負担への理解

については評価できない。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 キンメダイ太平洋中部は立て縄漁業と底立てはえ縄漁業によって主に漁獲されてい

る。これらを評価対象の漁業種類とする。 

② 評価対象都道府県の特定 
 キンメダイは、立て縄漁業では一都三県で、底立てはえ縄漁業では神奈川県、静岡県

で主に漁獲されていた。これらの漁業種類、都県を評価対象とする。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。 
1）許可証、および各種管理施策の内容 
2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組みなどの執行体制 
3）関係者の特定や組織化、意思決定への参画への共同管理の取り組み 
4）関係者による生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 
 底立てはえ縄漁業は東京都と静岡県では知事許可漁業となっている。東京都地先水面

に入域して操業する他県の底立てはえ縄漁船は都知事の許可に基づいて操業する。静岡

県地先でも自県底立てはえ縄漁船、他（神奈川）県を含む操業船を含め定数管理されて

いる。自由漁業である立て縄漁業においても、地方の漁業者組織に操業船は組織されて

いる。このため、インプット・コントロールは実質導入されていると考えられる。漁獲

量管理はなされていない。一方で、関東沿岸から伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイ

資源の水準は長期の漁獲量の推移より低位、動向は減少と判断されている（亘・渡井 
2019）。このため、インプット・コントロールもしくはアウトプット・コントロールは

導入されているが、漁獲圧を有効に制御できているとはいえない。以上より 3点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含

まれておらず、漁獲圧が目

標を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしく

はアウトプット・

コントロールが

導入されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 
 立て縄漁業および底立てはえ縄漁業においては、関係漁業者の操業海域ごとに、小型

魚の再放流、操業時間、漁具漁法の制限、釣餌の制限、操業規制区域の設定等が自主的

に実施されてきている（水産庁 2007、 水産庁 2019a）。底立てはえ縄漁業の幹縄の総

延長等も公的に規制されている。テクニカル・コントロールが十分に導入されていると

評価し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コ

ントロールの施

策が全く導入さ

れていない 

. テクニカル・コ

ントロールの施

策が一部導入さ

れている 

. テクニカル・コ

ントロール施策

が十分に導入さ

れている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 
 静岡県では第 7 次静岡県栽培漁業基本計画の水産動物の種苗の生産及び放流並びに

水産動物の育成に関する技術の開発に関する事項の研究対象種として、キンメダイにつ

いて種苗生産及び放流に関する基礎的な技術開発を実施するとしている（静岡県 2015）。
現状では種苗生産研究の段階にあり種苗放流はなされていない（永倉 2018）。他の都県
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でも種苗放流はなされていない。以上より、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高め

る措置は取られ

ていない 

. 放流効果を高め

る措置が一部に

取られている 

. 放流効果を高め

る措置が十分に

取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 
3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 
 漁具の流出を極力防止する（水産庁 2012）とともに、東京都、静岡県においても知

事許可漁業である底立てはえ縄漁業では捨縄（落縄）は回収することが許可の制限条件

となっている。また、釣り漁業であり海底を改変させるような漁業ではない。このため、

対象漁業が海底等に直接影響を与えていないと考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入さ

れておらず、環境

や生態系への影響

が発生している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程

度、施策

が導入さ

れている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 
 漁場等においてゴースト 漁具を発見した場合は、自主的な回収に努めるものとされ

ている（水産庁 2012）。千葉県では漁業者が流竹木等を回収し、県漁連は海岸漂着物対

策推進協議会に参画している（千葉県 2020）。東京都では水産振興の計画に水産業の多

面的機能を位置づけ、漁業協同組合の海岸清掃等の取り組みについても支援している

（東京都 2014）。また東京都、神奈川県の関係漁業協同組合では海浜清掃を行っている

（海と渚環境美化油濁対策機構 2018a, b）。静岡県の関係漁業協同組合では無公害洗剤

の普及による水質保全（いとう漁業協同組合 2019, 伊豆漁業協同組合 2019）や海岸清

掃（いとう漁業協同組合 2019）の活動に取り組んでいる。以上のように、生態系保全

活動が活発に行われている、あるいはその活動が対象資源の持続性に影響しないと考え、

5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 対象となる生態系が漁業活動

の影響を受けていないと考え

られるか、生態系の保全・再

生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 
3.2.1.1 管轄範囲 
 キンメダイは我が国の太平洋の関東沿岸、伊豆諸島周辺海域、四国沖、南西諸島周辺

海域等の陸棚斜面や海山、海丘等を主な漁場として漁獲されているが、太平洋中部での

漁獲量が多く、また関東沿岸で放流された個体は長距離の移動はごく一部であると想定

される（亘・渡井 2019）ことから、キンメダイ太平洋中部を評価対象として纏まりの

ある単位とした。漁業が知事許可漁業と自由漁業から構成されているため、この資源の

管理体制の主体は基本的には都県であるが、広域魚種として国の作成する資源管理指針

でも取り扱われており、きんめだい底刺し網漁業等を含めて太平洋広域漁業調整委員会

において複数都県をまたがる海域を回遊する魚種の資源管理に取組まれている。この海

域のキンメダイの資源管理は各地域、都県の漁業者団体の協議を受けて、一都三県キン

メダイ資源管理実践推進漁業者協議会で議論を重ね実践されてきた。協議会の下に各都

県の漁業者代表、行政・ 研究担当者、水産庁及び水産研究・教育機構で構成される「漁

業者代表部会」も設置されている（水産庁 2019a）。このように生息域をカバーする一

元的な管理体制が確立して機能していると評価し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 
 島嶼域を含む東京都では航空機も動員して（東京都 2014）、都県の漁業取締船を主体

に水産庁、海上保安庁、隣接県等と連携して、漁業取締が実施されている。また公的な

監視とともに、地域の漁業者団体の規約には罰則規定があり（黒沼 1996, 上村 2004）、
「とも監視」がなされていると考えるのが自然である。遊漁についても海面利用協議会

による海面利用ルールの普及、また遊漁業者への安全講習が実施されている（東京都 
2014）。なお、海区漁業調整委員会の指示は自由漁業、遊漁にも適用される。以上より

5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 
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3.2.1.3 罰則・制裁 
 漁業法関連法に違反した場合、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科とな

る。罰則規定としては有効と考えられる。地域の漁業者団体の規約にも罰則規定がある

（黒沼 1996, 上村 2004）。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 
 より多くの関係漁業者が統一的な管理目標のもと、一体となって 資源管理に取り組

む必要がある広域的な魚種のうち、関係者が多く、我が国漁業及び地域経済における重

要性が高いキンメダイ等は、より効果的な資源管理の取り組みを一体的に推進する、と

国の定める資源管理指針には記されている。資源水準は低位、動向は減少のキンメダイ

資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適切に維持・管理す

るための取り組みが必要であるとし、一都三県の漁業者によるキンメダイ資源管理実践

推進漁業者協議会において、統一的な資源管理方針を検討する、とされている（水産庁 
2019b）。TAC等対象種を除く他の ABC算定対象種に先んじて、順応的管理の仕組みが

部分的にも導入されてきていると考え、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 
3.3.1.1 資源利用者の特定 
 本手順書では、公的な許可等に基づいて操業した漁業の漁獲金額の総漁獲金額に占め

る割合で資源利用者の特定の評価を行うこととしている。ここでは漁獲物の単価は不明

であるため、仮に漁獲量で漁獲金額を示せると考えて、すべてが自由漁業である立て縄

漁業で漁獲する千葉県と東京都では 1点、底立てはえ縄漁業での割合が比較的大きい神

奈川県と静岡県では 3 点の評価となる。漁業種類別漁獲量を勘案して両漁業あわせて、

あるいは都県をあわせて 2点の配分となる。しかし我が国の場合、自由漁業であっても

他の漁業種類に関係して漁業協同組合等に組織されているのが通例であり、実際はすべ

ての資源利用者は特定できる。以上より 2点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 
 キンメダイを対象とする立て縄漁業、底立てはえ縄漁業漁業者は関係都県でキンメダ

イ関係の漁業者団体、また沿海の地域漁業協同組合、千葉県の一部では千葉県沿岸小型

漁船漁業協同組合（上村 2004）に属しており、実質すべての漁業者は漁業者組織へ所

属している。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 
 全国金目鯛漁業者協会、全国底立はえ縄漁業者協会、きんめだい底刺し網漁業者の間

で、きんめだい漁業に関する底刺し網漁業者と底立はえ縄漁業者の合意が 2002 年にな

されており（水産庁 2019c）、一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会、キ

ンメダイ資源管理に関する漁業者代表部会等で公的規制を上回る資源管理施策が協議

されてきている（水産庁 2019a）。各都県の資源管理指針のもとにおいて、各地域漁業

協同組合単位で実施される資源管理計画では休業、漁具制限、漁獲物制限等を課してい

る（水産庁 2020）。漁業者組織が管理に強い影響力を有しており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 
 千葉県では千葉のつりきんめ（全国漁業協同組合連合会 2019a）、静岡県では伊豆の

地きんめ（全国漁業協同組合連合会 2019b）について水産関係団体、水産庁で企画され

たプライドフィッシュとして登録し、ブランド化を含めて販売促進を行っている。千葉

県では、銚子市漁協でのきんめまつり、外川支所でのキンメのまち外川うまいものフェ

アの開催、販売、直営店万祝でのきんめ料理提供、東京都では神津島漁協運営のよっち

ゃれセンターでのきんめ料理提供、神奈川県ではみうら漁協三崎沿岸販売所での販売、

静岡県では伊豆漁業協同組合下田、稲取支所等の直販所でキンメダイを取り扱っている。

また、各漁業協同組合では市場を併設し、販売している。千葉県外房の新勝浦漁協では

浜値向上のため品質向上運動を行った（植村 2014）。また、夷隅地区漁協女性部連絡協

議会ではキンメダイを利用した魚食普及活動を実施している（渡辺 2018）。このように
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キンメダイに関して経営改善や流通販売に関する活動は各都県の漁業者組織で全面的

に実施されており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 
 全国金目鯛漁業者協会、全国底立はえ縄漁業者協会、一都三県キンメダイ資源管理実

践推進漁業者協議会、キンメダイ資源管理に関する漁業者代表部会等での資源管理施策

の協議、地域の沿海漁業協同組合および部会、理事会等への参画を考慮すると、年間 12
～24 日の日数の会合に参加していると考えられる。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 
 キンメダイ漁を擁する沿海漁業協同組合あるいは同連合会組合長等の役員が千葉海

区、東京海区、神奈川海区および静岡海区漁業調整委員会に参画している。太平洋広域

漁業調整委員会には関係する都県の漁業調整委員が県互選委員として参画している。水

産政策審議会資源管理分科会には沿海漁業協同組合の上部機関である千葉県漁業協同

組合連合会と全国漁業協同組合連合会の役員が委員として参加している（水産庁 
2019d）。公的管理への参画が確認されたことから、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 
 キンメダイ太平洋中区を含む太平洋系群を扱う中央ブロック資源評価会議を含む全

国各ブロック資源評価会議は一般傍聴を受付けている（水産研究・教育機構 2019）。キ

ンメダイは TAC 魚種ではないが広域魚種に含まれ国の作成する資源管理指針で扱われ

ている（水産庁 2019b）。この指針を審議する水産政策審議会資源管理分科会には特別

委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等で組織する労働組合や、釣り愛好家によ

る団体等から参画している（水産庁 2019d）。各県に遊漁者等を含めた海面利用協議会、

同調整部会があり、キンメダイを対象とした遊漁に関しても推奨ルール（入漁禁止区、

遊漁日規制、遊漁具制限等）が協議されている（千葉県 2019, 静岡県 2019 等）。以上
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より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関

係者は存在するが、

実質上関与していな

い 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係

者が存在しないか、ほ

ぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 
 2011 年度まで実施されていた太平洋南部キンメダイ資源回復計画において、国及び

県は毎年の資源評価及び漁獲状況や資源回復措置の実施状況を踏まえて資源回復計画

の評価検討を行い、必要に応じて資源回復計画の内容について見直しを行うとされてお

り、その進行管理に必要な組織体制を水産庁・都県の行政、試験研究機関等、漁業者、

広域漁業調整委員会で構築していた（水産庁 2007）。資源回復計画終了後の資源管理実

施体制として、太平洋南部海域行政・研究担当者会議、一都三県キンメダイ資源管理実

践推進漁業者協議会が設置され、資源状況や漁獲状況の把握、管理方策の改善を検討す

ることにより、キンメダイの資源管理を推進していた（水産庁 2012）。また、2014 年に

は同資源の持続的利用を確保するための予防的措置の取りまとめに向けた検討を行う

ため、協議会の下に各都県の漁業者代表、行政・研究担当者、水産庁及び水産研究・教

育機構で構成される「漁業者代表部会」が設置され、年 2回の会合を実施している（水

産庁 2019a）。本種は広域魚種として位置づけられており（水産庁 2019b）、こうした取

組の状況等については広域漁業調整委員会に報告し、委員会指示の発出を含め資源管理

措置についての協議を行うこととされている（水産庁 2012）。特定の関係者をメンバー

とする意思決定機構は存在し、施策の決定と目標の見直しがなされていると評価できる。

3点の配分となる。遊漁の資源への影響等についての資料には接しない。このため、遊

漁者を利害関係者と位置付ける必要があるか否か不明であるが、各都県では遊漁者を含

む海面利用協議会等での協議の上で漁場利用や資源管理に資する小型魚の再放流、入域

してはならない海域、使用餌等について推奨ルールが決められている。このため利害関

係者での協議は十分ではないが、関係者への 3点配分を含めて、利害関係者を含めて 4
点を配分することとした。第 7次静岡県栽培漁業基本計画では静岡県栽培漁業推進協議

会、地域栽培漁業推進協議会に遊漁団体が位置づけられて利害関係者を含めた推進体制

が準備されているが、キンメダイの種苗放流はまだなされていない。なお、資源管理指

針（水産庁 2019b）にしたがい作成された資源管理計画については、計画（Plan）、実施
（Do）、評価（Check）、改善（Act）の PDCAサイクルを着実に実施することを通じて、

漁業や資源を取り巻く状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。策定

後 4 年を経過した次の年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資源

の維持･回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき
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評価・検証し、その結果を踏まえ、資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、

改善を図るものとするとともに、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹

底を図る、こととされている（水産庁 2018）。その評価・検証状況は資源管理計画一覧

（水産庁 2020）に纏められているが、計画作成の年度が新しく未だ評価・検証の年次

に至っていない計画も多い。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 
 既述の通り、キンメダイについて種苗生産及び放流に関する基礎的な技術開発を実施

するとされているが、現状では種苗放流はなされていない。他の都県でも実施されてい

ない。本項目の対象としない。以上より、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況（4.1） 
 太平洋中部のキンメダイは、一都三県（千葉県、東京都、神奈川県、静岡県）の立

て縄釣り漁業、底立てはえ縄漁業（神奈川県、静岡県）で大部分が獲られている。漁

業収入はやや高く推移していた（4.1.1.1 4点）。全国平均値のデータを用いた結果、

収益率のトレンドについては高かったが(4.1.1.2 5点）、漁業関係資産のトレンドは低

めであった(4.1.1.3 2点)。経営の安定性については、収入の安定性は 5点、漁獲量の

安定性 4点と高かった。漁業者組織の財政状況はすべて黒字のため 5点であった。操

業の安全性は 5点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断された（4.1.3.2 5
点）。労働条件の公平性については、漁業で特段の問題はなかった（4.1.3.3 3点）。 

 
加工・流通の状況（4.2） 
 買い受け人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入

札取引による競争原理は概ね働いている（4.2.1.1 5点）。取引の公平性は確保されて

いる（4.2.1.2 5点）。関税は基本が 3.5%であるが、EPAを結んだ国で無税もしくは低

減する等の優遇措置を設けている（4.2.1.3 3点）。卸売市場整備計画により衛生管理

が徹底されている（4.2.2.1 5点）。仕向けは高級消費用である（4.2.2.2 5点）。労働
条件の公平性も特段の問題は無かった（4.2.3.3 3点）。以上より、本地域の加工流通

業の持続性は高いと評価できる。 

 
地域の状況（4.3） 
 先進技術導入と普及指導活動は概ね行われており（4.3.1.2 4点）、物流システムは

整っていた（4.3.1.3 5点）。地域の住みやすさは平均レベルであった（4.3.2.1 3点）。
水産業関係者の所得水準はやや低かった（4.3.2.2 2点）。漁具漁法及び加工流通技術

については、地域文化の継続性が認められた（4.3.3.1及び 4.3.3.2 5点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 立て縄（釣り）漁業（一都三県）、底立てはえ縄漁業（神奈川県、静岡県） 

② 評価対象都道府県の特定 
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 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都道府県における水産業ならびに関連産業について、以下の情報や、その他

後述する必要な情報を集約する。 
1） 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2） 過去 10 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 
3） 漁業関係資産 
4） 資本収益率 
5） 水産業関係者の地域平均と比較した年収 
6） 「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）による各県沿海市の住みよさ偏差

値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 
4.1.1.1 漁業収入のトレンド 
 漁業収入の傾向として、4.1.2.1で算出したキンメダイ太平洋系群の漁獲金額データ

を利用した。過去 10 年のうち上位 3 年間の各県評価対象漁業による漁獲金額の平均と

参照期間のうち直近年（2015 年）の漁獲金額の比率を算出したところ、千葉県（立て

縄）: 約 0.81、東京都（立て縄）:約 1.17、神奈川県（立て縄）: 約 0.32、神奈川県

（底立てはえ縄）: 約 0.58、静岡県（立て縄）: 約 0.97、静岡県（底立てはえ縄）: 約
0.76 となった。配点基準にしたがって各県の点数（千葉県: 3点、東京都: 5点、神奈川

県: 2点、静岡県: 4点）を算出し、各県の漁獲金額の比で加重平均をとった 4点を、全

体の点数として配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 
 漁業経営調査報告（農林水産省 2009～2018）には、漁業種類別かつ都道府県別のデ

ータはないため、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査個人経

営体統計のその他のはえ縄（3～5 トン及び 10～20 トン）とその他の釣り（3～5 トン

と 5～10 トン）を用いて 2013 年～2017 年の（漁労利益／漁業投下資本合計）の平均

値で評価する。各階層とも 5点であり、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 
 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査個人経営体統計のその他のはえ縄（3
～5 トン及び 10～20 トン）とその他の釣り（3～5 トンと 5～10 トン）を用いて過去 10
年のうち最も高い漁業投下固定資本額の 3 年間の平均値と直近年で比較して評価する。

その他のはえ縄（1点、1点）、その他の釣り（3点、1点）であり、平均して 2点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 
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4.1.2 経営の安定性 
4.1.2.1 収入の安定性 
 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されておらず、また農林水産省の漁業・養殖業生産統

計および漁業産出額ではキンメダイの魚種別データが存在しないため、4.1.2.2で用いる

県別漁業種類別漁獲量データに、東京都中央卸売市場の市場統計情報より(東京都中央

卸売市場 2007~2016 年)、築地市場で取り扱われたキンメダイ(鮮魚)の年別平均単価を

乗じることにより、最近 10 年間(2006~2015 年)の各漁業におけるキンメダイの漁獲金額

の安定性を評価した。各漁業における 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を

求めると、千葉県(立て縄): 0.15、東京都(立て縄): 0.26、神奈川県(立て縄): 0.95、神奈川

県（底立てはえ縄）: 0.22、静岡県(立て縄): 0.17、静岡県(底立てはえ縄): 0.10 となった。

配点基準にしたがって各県の点数（千葉県: 5点、東京都: 3点、神奈川県: 3点、静岡県: 
5 点）を算出し、各県の漁獲金額の比で加重平均をとった 5 点を、全体の点数とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 
 水産研究・教育機構が、我が国周辺水産資源調査・評価等推進委託事業を通じて所有

している、キンメダイ太平洋系群の都県別漁業種類別漁獲量を参照し（亘・渡井 2019）、
最近 10 年間（2006~2015 年）の関係都県の各漁業のキンメダイ漁獲量の安定性を評価

した。10 年間の平均年間漁獲量とその標準偏差の比率を求めると、千葉県（立て縄）: 
0.26、東京都(立て縄): 0.15、神奈川県(立て縄): 1.00、神奈川県(底立てはえ縄): 0.33、静
岡県(立て縄): 0.20、静岡県(底立てはえ縄): 0.21 となった。配点基準にしたがって各県の

点数（千葉県: 3点、東京都: 5点、神奈川県: 3点、静岡県: 4点）を算出し、各県の漁獲

量の比で加重平均をとった 4点を、全体の点数とする。近年の漁獲量は、全体としては

増減を繰り返すものの、長期的にみると 2010 年以降は低い水準にある。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 
 当該漁業の経営体は主に沿海漁協に所属しており、一都三県の沿海漁協の経常利益は

黒字であった（農林水産省 2019）。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となってい

るか、または情報は得られ

ないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 
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4.1.3 就労状況 
4.1.3.1 操業の安全性 
 2018 年の水産業における労働災害および船舶事故による死亡者数のうち、評価対象

漁業における事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を

否定できない死亡者数は、千葉県 0人、東京都 0人、神奈川県 0人、静岡県 0人であっ
た（厚生労働省千葉労働局 2019, 厚生労働省東京労働局 2019, 厚生労働省神奈川労働

局 2019, 厚生労働省静岡労働局 2019, 運輸安全委員会 2019）。海面漁業従事者数は、

利用可能な最新のデータ（2013 年）では、千葉県 4,734 人、東京都 972 人、神奈川県

2,273人、静岡県 5,750人であった（農林水産省 2015）。したがって、1,000人当たり年

間死亡者数は、千葉県 0人、東京都 0人、神奈川県 0人、静岡県 0人となる。評価対象

の点数は、千葉県 5点、東京都 5点、神奈川県 5点、静岡県 5点となる。以上より、漁

獲量で重みづけした平均点 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当

たりの死亡事故

1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当

たりの死亡事故

0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 
 水産業協同組合は当該漁業の所在地に住所を構えなければならないことを法的に定

義づけられており（水産業協同組合法第 1 章第 5条）、またその組合員も当該地域に居

住する必要がある（同法第 2 章第 18条）。そして漁業生産組合で構成される連合会も当

該地区内に住居を構える必要がある（同法第 4 章第 88条）。法務省ほか（2017）によれ

ば、技能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、

その人数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。評価対象

漁業についても上記を満たしているものと判断し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、千葉県において 8件、東京都において 20件、神奈川県において 13件、静岡県に

おいて 10 件であったが、すべて他産業であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。
他産業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能

実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、キンメダイ漁業に

おける労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待

遇が極端に悪い、あ

るいは、問題が報告

されている 

. 能力給、歩合制を除き、

被雇用者によって待遇が

極端には違わず、問題も

報告されていない 

. 待遇が公平であ

る 

 

4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 
 ここでは各水揚げ港（産地市場）での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 
 東京都には 8 か所に魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場

が 3市場あるものの、2市場は年間 500～1,000 トン以上の中規模市場、及び 2市場が 1
～3万トンの市場となっている。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場

が 1市場、20～50人未満の登録が 6市場、10～20人未満の登録が 4市場、10人未満の

小規模市場が 1市場ある。買受人は各市場とも取り扱い数量の多寡に応じた人数となっ

ており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている（2013 年漁業センサス, 
農林水産省 2015）。 
 神奈川県には 14 か所に魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が

2 市場あるものの、6 市場は年間 1,000～5,000 トンの中規模市場、及び 6 市場が 1～10
万トンの市場となっている。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場が 7
市場、20～50人未満の登録が 4市場、10～20人未満の登録が 3市場ある一方、買受人

が 10 人未満の小規模市場はない。買受人は各市場とも取り扱い数量の多寡に応じた人

数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている（2013 年漁業セ

ンサス, 農林水産省 2015）。 
 千葉県には 37 か所に魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 7
市場、100～500 トン未満の市場が 13 市場、500～1,000 トン未満の市場が 2 市場ある。

一方、1万～3万トン未満の市場、10万トン以上を水揚げる市場もあり、市場間の格差

が大きい。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場が 5市場、20～50人
未満の登録が 19市場、10～20人未満の登録が 8市場ある。一方、5人未満の小規模市

場が 2市場ある。概ね漁獲量の多寡に応じた買受人数は確保されており、セリ取引、入

札取引による競争原理は働いている（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 静岡県には 31 か所に魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場

が 15市場あるものの、10市場は年間 500～5,000 トンの中規模市場、及び 7市場が 5,000
トン以上の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場

が 9市場、20～50人未満の登録が 12市場、10～20人未満の登録が 3市場ある。一方 5
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人未満の小規模市場が 3市場ある。小規模市場では、漁獲物の特性によって買受人がセ

リ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場

合も生じる（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 以上のように東京都・神奈川県・千葉県では、産地市場に多くの買受人が登録されて

いる。このことから市場の競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。

一方、静岡県には多くの小規模市場がある。水揚げ量が少なく、自ずと買受人も少ない。

このような小規模市場では漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能

性があり、セリ取引、入札取引による競争原理が働かない場合も生じる。東京都 5点・

神奈川県 5点・千葉県 5点、静岡県 4.5点により求められた加重平均である総合評価は、

4.8であり、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人が

存在する 

. 多数の買受人が

存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 
 各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と

並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情報、セリ・

入札の開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所

に電話・ファックスなどを使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達され

ている（千葉県 2016, 東京都 2017, 静岡県 2016, 神奈川県 2017）。これによりセリ取

引、入札取引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行われている。以上より 5
点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明ら

かになり利用できる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 
 2019 年 4 月 1 日時点でのキンメダイの実効輸入関税率は基本 3.5%となっており、ま

た経済連携協定を結んでいる国は無税もしくは 0.6～2.2%の関税率となっている（日本

税関 2019）。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 
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4.2.2 付加価値の創出 
 加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 
 千葉県では、「第 10次千葉県卸売市場整備計画（第 10次）」に則り、県内の産地卸売

市場及び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている（千

葉県 2016）。また、「食品衛生監視指導計画」により、衛生管理の徹底を図っている（千

葉県 2020）。 
 東京都では、「東京都卸売市場整備計画（第 10 次）」に則り、都内の産地卸売市場及

び小規模市場は、都及び市区町村が定める衛生基準に照らして管理されている(東京都 
2017)。また、「東京都食品衛生自主管理認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図って

いる（東京都福祉保健局 2019）。 
 神奈川県では、「第 10次神奈川県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及

び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(神奈川県 
2017)。また、「神奈川県食の安全･安心の確保推進条例」を制定し、衛生管理の徹底を図

っている（神奈川県 2019）。 
 静岡県では、「第 10次静岡県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び小

規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(静岡県 2016)。 
 各県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模

市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、各県とも、

食品の安全性を確保するための自主的管理認定制度を制定しており、県・市町村の衛生

基準の徹底とあわせて衛生管理が徹底されている。なお、2018 年 6 月 13 日に食品衛生

法等の一部が改正され、すべての食品等事業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に取

り組むこととなったため、自主的管理認定制度についての取り扱いが変更される場合も

あると思われる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 
 大西（1966）によれば、キンメダイは伊豆地方の特産高級魚として知られ、漁獲量は

年間約 1,500 トン（約 5億円）で、多獲魚に比較すると少ないが、そのほとんどすべて

が一都三県の漁船によって漁獲され、この地方においては重要魚種のひとつに数えられ

ている。また、「キンメダイは宮城沖から九州南方に至る太平洋沿岸から小笠原諸島海

域に広く分布し、漁獲された魚は高級品かつ縁起物として高値で取引されている。」（金・

河野 2018）とあるように、古くから、高級魚として流通利用され、近年では各地でブ
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ランド化が展開されている。特に静岡県では、伊豆周辺に好漁場があり、日戻り操業が

できる貴重な環境が整っているため、高い鮮度を保ったまま出荷することができる。地

域別に｢須崎の日戻り金目鯛｣｢稲取キンメ｣｢伊東の地きんめ｣の 3 つのブランドが設定

されている（全国漁業協同組合連合会 2019a）。加工品においても静岡県水産技術研究

所と開発したキンメダイの缶詰「キンメ缶」は順調な売り上げを維持している。各自治

体の「ふるさと納税」にも積極的に参加し、「キンメダイ 2 枚おろし真空パック」など

漁協オリジナル商品を販売している（伊豆広域水産業再生委員会 2017）。千葉県では、

かつてキンメダイは一般魚として扱われ、豊漁時には価格が暴落していたが、現在では

「銚子つりきんめ」や「外房つりきんめ鯛」などが地域ブランドを確立し、その見た目

から「めでたい魚」としてお祝いの席に用意されることもしばしばある（全国漁業協同

組合連合会 2019b）。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/餌料 . 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 
4.2.3.1 労働の安全性 
 2018 年の水産食料品製造業における労働災害による死傷者数は、千葉県 46人、東京

都 2人、神奈川県 8人、静岡県 105人であった（厚生労働省 2019）。水産関連の食料品

製造業従事者数は、利用可能な最新のデータ（2017 年）では、千葉県 6,643人、東京都

1,663人、神奈川県 2,630人、静岡県 9,381人であった（経済産業省 2019）。したがって、

1,000 人当たり年間死傷者数は、千葉県 6.92 人、東京都 1.20 人、神奈川県 3.04 人、静

岡県 11.19人となる。評価対象の点数は、千葉県 2点、東京都 5点、神奈川県 4点、静

岡県 1点となり、漁獲量による重み付け平均は 2.66点のため、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たりの

死傷者7人を超える 

7人未満6人

以上 

6人未満4人以上 4人未満3人以

上 

1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 
 水産庁（2017）の平成 28 年度水産加工業経営実態調査によれば、キンメダイ太平洋

系群を漁獲する各県における全国平均（181社）に対する水産加工会社数の割合は、千

葉県: 2.15（5点）、東京都: 1.43（4点）、神奈川県: 1.06（4点）、静岡県: 3.87（5点）と

なった。漁獲量で重みづけした平均点 5点を、全体の点数として配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 
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4.2.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、千葉県において 8件、東京都において 20件、神奈川県において 13件、静岡県に

おいて 10件であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。千葉県の水産加工業者にお

いて安全面に関わる機械操作に関する労働基準関係法令違反があったものの、キンメダ

イに関わる加工・流通における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より

3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 
4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 
 東京都における冷凍・冷蔵倉庫数は 137工場、冷蔵能力は 1,390,484 トン（冷蔵能力

を有した 1 工場当たり 10,300 トン）、1 日当たり凍結能力 2,641 トン、冷凍能力を有し

た 1工場当たり 1 日当たり凍結能力 53 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たし

ている（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 神奈川県における冷凍・冷蔵倉庫数は 120工場、冷蔵能力は 853,565 トン（冷蔵能力

を有した 1工場当たり 7,295 トン）、1 日当たり凍結能力 2,662 トン、冷凍能力を有した

1 工場当たり 1 日当たり凍結能力 44 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たして

いる（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 千葉県における冷凍・冷蔵倉庫数は 280工場、冷蔵能力は 648,447 トン（冷蔵能力を

有した 1工場当たり 2,420 トン）、1 日当たり凍結能力 43,757 トン、冷凍能力を有した 1
工場当たり 1 日当たり凍結能力 201 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしてい

る（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 静岡県における冷凍・冷蔵倉庫数は 314工場、冷蔵能力は 605,426 トン（冷蔵能力を

有した 1 工場当たり 1,972 トン）、1 日当たり凍結能力 17,4 トン、冷凍能力を有した 1
工場当たり 1 日当たり凍結能力 96 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしてい

る（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015）。 
 各都県ともに、好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、

商行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量

に対する必要量を満たしている。4 都県とも 5点であり、総合評価は 5点となる。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 
 千葉県におけるキンメダイ立て縄漁業では、千葉県水産総合研究センターと連携して、

安価なクーラーボックスを活用した鮮度保持技術（魚の鮮度、身の硬さ、魚の見栄えな

ど）を確立している（植村 2014）。また、千葉県地域水産業再生委員会銚子・九十九里

地区部会では、漁船への高鮮度型機器の導入、HACCP 対応の加工場の整備が検討され

ている（千葉県地域水産業再生委員会銚子・九十九里地区部会 2019）。静岡県における

キンメダイ立て縄漁業および底立てはえ縄漁業では、他地域との差別化を図るためのブ

ランド力の強化（「稲取キンメ」「須崎日戻りキンメ」、「下田で水揚げされたキンメダイ

（仮称）」など）、マリンエコラベルの取得、衛生管理型市場の整備、水産物取扱ガイド

ラインの制定が検討されている（伊豆広域水産業再生委員会 2017）。神奈川県における

キンメダイ立て縄漁業および底立てはえ縄漁業では、三崎地区で高度衛生管理基本計画

を策定し、三浦市沿岸卸売市場の高度衛生管理化(窒素氷設備の整備や長靴用消毒プー

ルの設置、フォークリフトの電動化等)を実現した(神奈川県 2015, 神奈川新聞 2020)。
なお、東京都におけるキンメダイ立て縄漁業については先進技術導入に関する資料を入

手できなかった。よって、千葉県におけるキンメダイ立て縄漁業、静岡県におけるキン

メダイ立て縄漁業および底立てはえ縄漁業に 5点、神奈川県におけるキンメダイ立て縄

漁業および底立てはえ縄漁業に 5点、東京都におけるキンメダイ立て縄漁業に 3点を配

点する。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 
 Google Map によりキンメダイ太平洋系群を主に水揚げしている漁港から地方、中央

卸売市場、貿易港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数

の主要漁港から中央卸売市場への所要時間は遅くとも 2時間半前後であり、ほとんどの

漁港から地方卸売市場までは 1時間前後で到着できる。また空港、貿易港までも遅くと

も 2時間以内に到着可能であり、経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能で

ある。ただし、離島についてはこの限りではないが、貿易を考える漁船は貿易港に入港

するため、評価は変わらない。以上より 5点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブへ

のアクセスがな

い 

. 貿易港、空港のいずれ

かが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれ

もが近くにある、もし

くはそこへ至る高速道

路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 
4.3.2.1 地域の住みやすさ 
 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）に

よる住みよさ偏差値の各都県沿海市区の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値

は、千葉県 48.51(2点)、東京都 50.58(3点)、神奈川県 49.99(3点)、静岡県 50.06(3点)で
あり、各県の得点を県別漁獲量で加重平均して総合得点は、3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 
 2017 年漁業経営調査の個人経営体調査（農林水産省 2018）から、漁労所得を元に 1
ヶ月当たりの給与に換算すると、その他のはえ縄 3～5 トンで 285,000円、同 10～20 ト

ンで 978,333円、その他の釣り 3～5 トンで 255,833円、同 5～10 トンで 149,417円とな

る。これに対して、賃金構造基本統計調査による各県の企業規模 10～99 人の製造業の

男性平均月給の平均は、東京都で 377,500円、神奈川県で 341,500円、千葉県で 332,100
円、静岡県で 314,100円（厚生労働省 2017）であり、東京都はその他の釣り 3～5 トン

で 2点、同 10～20 トンで 1点、平均すると 2点。静岡県はその他のはえ縄 3～5 トンで

3点、同 10～20 トンで 5点、平均すると 4点。その他の釣り 3～5 トンで 2点、同 10～
20 トンで 1点、平均すると 2点。千葉県はその他の釣り 3～5 トンで 2点、同 5～10 ト

ンで 1点となり、平均すると 2点。神奈川県はその他のはえ縄 3～5 トンで 3点、同 10
～20 トンで 5点、平均すると 4点。その他の釣り 3～5 トンで 2点、同 10～20 トンで 1
点、平均すると 2点。各県の配点を県別漁獲量で加重平均すると 2点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平均

の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均を

50%以上超える 
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4.3.3 地域文化の継承 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 
 武内（2014）によると、神奈川県のキンメダイ漁業は、明治時代にすでに立て縄釣り

で混獲されており、1960 年以前は東京湾口部等で冬季に操業する程度であったが、魚

群探知機やレーダー等の導入によって漁場が伊豆諸島へと拡大したとしている。そして

1970 年代には自動巻揚機の導入、1980 年代に入ると三宅島周辺等の漁場開発、サバ、

ムツ、メダイの不漁により、キンメダイ漁船が増加したとしている。キンメダイ底立て

はえ縄漁は 1979 年に操業が開始された。 
 東京都神津島では、1990 年代後半に釣り客数の減少から遊漁船業者の一人が遊漁船

業を廃業して新たにキンメダイを主対象種とする底物一本釣漁業を開始した。八丈島・

伊豆大島では 1990 年代後半から高級底魚の漁獲量減少と価格の下落傾向により、キン

メダイを専門に狙った漁業を始めた（高橋 2016）。利島では磯根資源の漁獲減少にとも

ない、2008 年ごろ 5 名ほどが、漁船を 3 トンクラスに大型化し沖合 7～8マイルの漁場

におけるキンメダイ漁業を開始した（鳥居 2013）。 
 千葉県銚子漁協外川支所ではキンメダイを周年漁獲するようになったのは 1980 年代

の終わりごろからである。外川港の沖合 2時間ほどの漁場で、漁船は 7～8 トンが中心

である（鳥居 2013）。千葉県勝浦沖漁場では、1930 年に静岡県･神奈川県のマグロはえ

縄漁船がキンメダイを発見し、1933 年に小田原船が天津と小湊に寄港しキンメ漁の操

業技術を伝え、天津船 4 隻、小湊船 5 隻で操業開始、1953 年に神奈川船が魚探と集魚

灯を使用して夜釣りを開始（1955 年に夜釣り禁止･神奈川船撤退）、1967 年に釣り針数

200～250 本の底立てはえ縄で浮子を使用して操業する船が出現（上村 2004）。東京湾
口漁場は 1920 年ごろから利用されている（亘ほか 2017）。以上のように伝統的な漁具

漁法を継承しつつ、地域の特色ある漁業が営まれていることから、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に地

域の特徴はない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝

統的な漁具・漁法は既に消滅

したが、復活保存の努力がさ

れている 

. 地域に特徴的な、ある

いは伝統的な漁具・漁

法により漁業がおこな

われている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 
 キンメダイは、「煮付けや鍋物で多く食され、刺身、しゃぶしゃぶ、ちり鍋、あら煮

などにもされる。肉質がやわらいかいため、煮付けなど火を通す調理法は身がしまって

美味。また酒蒸しにすると余分な脂が抜け、さっぱりとした口当たりとなる。一口大に

切って空揚げにし、甘酢あんかけにしてもよい。頭やあらからはよいだしがとれるので、

ブイヤベースにも向き、ムニエル等にも用いられる。開き干し等の干物にしたり、味噌

漬け、粕漬け等にして水分をとると、身がしまって味わいが増す（河野他 2000）」とさ



 
 

57 

れ、各地に伝統的な料理法が存在している。特に、静岡県伊豆半島東部にある稲取は、

昔から伝わる雛のつるし飾りとともに街路灯の飾りから駅前のオブジェなど、いたると

ころでキンメダイが見られる温泉とキンメダイの町であり（岩瀬 2009）、伝統的な食文
化として、2尾のキンメダイを甘辛く煮付け、腹と腹を合わせて盛りつけて地元の宴会

席の主役に饗される「金目鯛の腹合わせ」があるが、これは「腹を割って付き合おう」

という意味が込められたもので、祝い事には欠かせない料理とされている（全国漁業協

同組合連合会 2019a）。また、同地区では郷土料理の｢げんなり寿司｣が有名である。｢げ

んなり寿司｣は、活きのよいキンメダイで作った紅白のオボロや刺身、椎茸、卵焼き等

を乗せた押し寿司で、１個食べればげんなりするほど大きいことが特徴である。水産祭

り等の看板メニューとして定着しているが、魚食普及を通じての地域活性化を目的とし

た魚料理教室では、このほかにも｢キンメのおろしあんかけ｣｢キンメのあら汁｣など地元

で水揚げされたキンメダイを使った料理が作られている。昔ながらの風習も生活改善の

見地から近年縮小の兆しもあるとの報告もある（鈴木 2007）が、こうした努力が少な

からず伝統継承へ貢献している。 
 神奈川県小田原では、特徴的なものとしてかまぼこの原料への利用があげられる（奥

本 1977）。現在では、伝統的な蒸し板かまぼこ（小田原かまぼこ）の多くがすけとうだ

らすり身を用いて製造されているが、季節によりシログチやキンメダイ等を添加して生

産されている（臼井 2005, 鈴廣 2020）。また、小田原駅では長年に渡り、キンメダイを

使用した駅弁を目玉商品として販売してきている（駅弁資料館 2020）。 
 千葉県でも伝統行事と結びついた活動が盛んであり、｢きんめだいまつり｣｢かあちゃ

ん食堂｣｢銚子つりきんめ｣を使った料理教室の開催、｢Fish-1 グランプリ｣への参加等、

地元産キンメダイの味を伝える活動の様子が伺える。｢きんめだいまつり｣の第１回目は

1995 年に開催され来場者は 2,000 人であったが、第 24 回 2018 年の開催時の来場者は

35,000 人にもなり多くの来場者があるイベントに成長した報告がなされている。また、

平成 23 年度には東北大震災による福島原発事故後の風評被害等により銚子地域全体が

大きなダメージを受けたことから、｢銚子の元気つたえ隊｣を結成し、銚子の魚の安全性

と美味しさ、銚子が元気に頑張っていることを PRする目的でキンメダイの煮付けやあ

ら汁の無料配布を行うなど一定の成果を上げている（和田 2012）。 
 東京都の島嶼地域には、｢島料理｣といわれる郷土料理が伝わっている。本土の食材が

手に入りやすくなるにつれ、年々変わりつつあるが、今でもお祝いや祭礼時には、代表

的なものとして｢島寿司｣が供される。基本的にワサビが入手できなかった時代の名残で

ワサビの代わりに辛子を使うのが特徴とされ、青ヶ島では、握った酢飯の上に練りから

しを塗り、醤油漬けにした魚をのせ、キンメダイも用いられることが多い (青ヶ島村 
2020)。このように、さまざまな地域において、伝統的な加工料理法が今でも残っている

ことに加えて、地元の特産品として位置付ける活動も活発に行われており、5点を配点

する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 
 キンメダイの栄養成分は、表のとおりである（文部科学省 2016）。 
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5.1.2 機能性成分 
5.1.2.1 EPAと DHA 
 キンメダイの脂質には、高度不飽和脂肪酸である EPA と DHAが多く含まれている。

キンメダイの EPA含量は、270 mg/100g、DHA含量は、870 mg/100gである（文部科学

省 2015）。EPA は、血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防、DHA は、脳の発達促進、認

知症予防、視力低下予防、動脈硬化の予防改善、抗がん作用等の効果がある（水産庁 
2014）。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 
5.1.3.1 旬 
 キンメダイの旬は、12 月～3 月である（近江ほか 1999, 講談社編 2004）。 
 

5.1.3.2 目利きアドバイス 
 キンメダイの鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 

①体表の光沢が良く、色が鮮やかである。②鱗がはがれていない。③目が澄んでいる。

また、目がふっくらとドーム状に盛り上がっているもの。④鰓が鮮やかな赤色である。

⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりしていて、肛門から内容物が出ていない（須

山・鴻巣 1987、フーズリンク 2017）。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 流通における衛生検査および関係法令 
 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下
と成分規格が定められている。 

 

5.2.2 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 
本種に特に該当する検査は存在しない。 

 

5.2.3 検査で陽性となった場合の処置・対応 
市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超え

ると食品衛生法第 6条違反（昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29号）となる。 
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5.2.４ 家庭で調理する際等の留意点 
5.2.4.1 妊婦が摂取する場合の注意事項 
 キンメダイは、他の魚種に比べて水銀（メチル水銀）を多く蓄積することがある。近

年、低濃度の水銀摂取が胎児に影響を与える可能性を懸念する研究報告を踏まえ、厚生

労働省では、妊娠中の魚介類の摂食について注意事項を公表している（厚生労働省 
2010）。 

 キンメダイの場合は、1週間に 80g（刺身一人前の量）までが、胎児に影響を与えな

い量としている。また、1週間のうち、キンメダイ以外の水銀を多く蓄積しやすい魚も

摂取する場合は、その魚の摂取目安量に応じて減らすことを心がける。多くの魚では、

水銀濃度は影響する濃度以下であるため、健康性機能成分を多く含むことから、健康的

な食生活には摂取が必要である（厚生労働省 2010）。 
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６．評価点積算表

系群・地域 キンメダイ　太平洋 参考値
漁業 立て縄、底立てはえ縄 3.6
年

大項目 中項目
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評価点
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重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

生物学的情報の把握 3.0 1.0
モニタリングの実施体制 4.3 1.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.5 1.0
種苗放流効果*

対象種の資源水準と

資源動向
対象種の資源水準と資源動向 1.0 1.0 1.0 1.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に及ぼ

す影響
1.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 2.0 1.0
資源評価結果の漁業管理への反映 2.4 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

基盤情報の蓄積 3.0 1.0
科学調査の実施 4.0 1.0

漁業活動を通じたモニタリング 3.0 1.0
混獲利用種 1.0 1.0

混獲非利用種 5.0 1.0
希少種 4.0 1.0

食物網を通じた間接作用 2.7 1.0
生態系全体 5.0 1.0

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5.0 1.0
水質環境 4.0 1.0
大気環境 3.0 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

インプット・コントロール又はアウトプット・コントロー

ル
3.0 1.0

テクニカル・コントロール 5.0 1.0
種苗放流効果を高める措置*

生態系の保全施策 5.0 1.0
管理の執行 5.0 1.0
順応的管理 3.0 1.0
集団行動 4.3 1.0

関係者の関与 4.5 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_
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大項目_

評価点

評価軸_

総合点

漁業関係資産 3.7 1.0
経営の安定性 4.7 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 5.0 1.0

就労状況 3.7 1.0
水産インフラストラクチャ 4.7 1.0

生活環境 2.5 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.1

1.0 4.4

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 4.2

4.2加工・流通の状況 1.0 4.3

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.3

4.2

執行の体制 1.0 4.0

共同管理の取り組み

生態系・環境への配慮

操業域の環境・生態系

情報、科学調査、モニ

タリング

1.0 3.3

3.5

同時漁獲種 1.0 3.3

生態系・環境 1.0 3.9

資源の状態

対象種の資源生物研

究・モニタリング・評価

手法

1.0 3.9

2.2

対象種に対する漁業

の影響評価
1.0 1.8



資源の状態

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

分布と回遊 3 1.0
年齢・成長・寿命 3 1.0

成熟と産卵 3 1.0
種苗放流に必要な基礎情報*

科学的調査 3 1.0
漁獲量の把握 5 1.0
漁獲実態調査 4 1.0

水揚物の生物調査 5 1.0
種苗放流実績の把握*

天然種苗と人工種苗の識別状況*

資源評価の方法 4 1.0
資源評価の客観性 5 1.0

漁業生産面での効果把握*

資源造成面での効果把握*

天然資源に対する影響*

対象種の資源水準

と資源動向
対象種の資源水準と資源動向 1 1.0 1.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に

及ぼす影響
1 1.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 2 1.0 2.0
漁業管理方策の有無 2 1.0
予防的措置の有無 2 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 2 1.0
漁業管理方策の策定 3 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業

などの考慮
3 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

基盤情報の蓄積 3 1.0 3.0
科学調査の実施 4 1.0 4.0

漁業活動を通じたモニタリング 3 1.0 3.0
混獲利用種 1 1.0 1.0

混獲非利用種 5 1.0 5.0
希少種 4 1.0 4.0
捕食者 3 1.0
餌生物 4 1.0
競争者 1 1.0

生態系全体 5 1.0 5.0
種苗の遺伝的健全性確保のための必要親魚量

確保*

遺伝子撹乱回避措置*

野生種への疾病蔓延回避措置*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5 1.0 5.0
水質環境 4 1.0 4.0
大気環境 3 1.0 3.0

4.5

種苗放流効果*

混獲利用種

漁業活動を通じたモニタリング

中項目

生物学的情報の把握 3.0

モニタリングの実施体制 4.3対象種の資源生物

研究・モニタリング

科学調査の実施

混獲非利用種

生態系・環境

食物網を通じた間接作用

中項目

基盤情報の蓄積

資源評価の方法と評価の客観性

同時漁獲種

希少種

操業域の環境・生

態系情報、科学調

査、モニタリング

2.7

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業）

対象種の資源水準と資源動向

対象種に対する漁

業の影響評価

現状の漁獲圧が対象種資源の持続

的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反映 2.4

生態系全体

水質環境

大気環境

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コント

ロール
3 1.0 3.0

テクニカル・コントロール 5 1.0 5.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御する

ための規制
5 1.0

生態系の保全修復活動 5 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 3 1.0 3.0

資源利用者の特定 2 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0
自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 4 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

漁業収入のトレンド 4 1.0
収益率のトレンド 5 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 5 1.0

漁獲量の安定性 4 1.0
漁業者団体の財政状況 5 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0
買受人の数 5 1.0

市場情報の入手可能性 5 1.0
貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 5 1.0

労働の安全性 3 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 4 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 3 1.0

水産業関係者の所得水準 2 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

管理の執行

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 5.0

就労状況 3.7

地域の状況

水産インフラストラクチャ 4.7

地域文化の継承 5.0

生活環境 2.5

インプット・コントロール又はアウトプッ

ト・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策

テクニカル・コントロール

5.0

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

4.7経営の安定性

共同管理の取り組

み

4.3

関係者の関与 4.5

中項目

4.3就労状況

3.7

執行の体制
5.0


