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漁期前分布量調査時（6～7月）から漁期（8月
以降）の回遊経路

サンマの分布域について
寿命： 約2年
成熟開始年齢： 0歳(一部)、1 歳(100％)

産卵期・産卵場：9～翌年6月、主な産卵海域は、秋季および春季が黒潮・親潮移行域、
冬季が黒潮域～黒潮続流域の日本沿岸から東方沖合域

索餌期・索餌場：5～8月頃、移行域北部・亜寒帯水域



日本近海におけるサンマの南下経路（青矢印）および海洋環境
の模式図



前年の漁況と検証



全国のサンマ水揚量

2021年の全国サンマ棒受網による全国のサンマ水揚量は18,291トン
（前年比62％）で、過去最低であった前年をさらに更新した。

全国さんま棒受網漁業協同組合
http://www.samma.jp/tokei/catch_year.html



２０２１年のサンマ漁場の月別変化

2021年は漁期を通じて、東経165°付近から145°付近にかけて幅
広く漁場が形成されたが、漁場のほとんどが公海であり、東経144°
以西の三陸～常磐海域には漁場が形成されなかった。



2021年の宮城県におけるサンマ水揚げ量は，3年連続で1万トンを割
り込み，3,465トン（前年比36％）と過去最低を2年連続で更新した。

出典：宮城県水産物水揚統計（S28年～H6年）、宮城県総合水産行政情報システム抽出データ（H7年～）まとめ

宮城県産地魚市場のサンマ水揚量



宮城県総合水産行政情報システム抽出データまとめ

宮城県サンマ棒受網旬別水揚量の推移

2021年は前年より早い9月下旬から水揚げが開始されたものの、10月
は低調となり、11月中旬に水揚げのピークを迎えた。いずれの期間も
前年同様低調に推移し，12月中旬に終漁した。



図 棒受網サンプル（女川魚市場）のサンマ肥満度の推移

肥満度=体重(g) / 

全長(cm)3×1000

2021年は、漁期始めの肥満度は低調でスタートしたが、漁期後半は
成熟して脂がやや落ちたサンマが主体で、概ね近年平均並の肥満度
となった。

女川魚市場へ水揚げされたサンマの肥満度推移



外国船情報

・サンマは日本以外では、ロシア、台湾、韓国、中国、バヌアツが棒
受網およびそれに準じた漁法で漁獲している。2021年の5カ国の総
漁獲量に対する日本の漁獲量の割合は、20.5％であった。
・2013年以降台湾が日本を追い抜き世界で最もサンマを漁獲してい
る。近年中国の水揚げが増えており、第２位の水揚げとなっている。



近年のサンマ不漁の要因
北太平洋の親潮とその上流の海流の変化

２０１７年以降親潮流量が少なくなり、親潮が弱体化。

北方四島南西沖の水温が高い。

他⿂種との関係

マイワシやさば類の増加とサンマの分布域の沖合化・低水温化

北方海域への暖水波及で南から来る魚種が北上しやすい？

初期漁場の沖合化・低⽔温化

初期漁場が遠くなり、水温が下がっている。

仔稚⿂の分布

本州南方海域の仔稚魚の発生水準は未だに低い。

6−7月の0歳魚が東側の分布が中心となっており、産卵場の沖合化、移送過

程の変化などが発生？

餌⽣物の変化

6−7月にサンマが摂餌している餌生物の変化も観察された。

NPFCの資源評価

漁獲圧の増大が指摘されている。



１．来遊量
・漁期を通じた来遊量は，昨年を上回る。 ×→2020年、2019年を下回る。
・漁期を通じた来遊量は，2019年を下回る。 ◎

２．魚体
・漁獲物の割合は1歳魚の割合は50%を下回る。 ×→60％を上回る
・1歳魚の平均体重は120~140g台が主体。 ×→110g台が主体

３．漁期・漁場
・漁場は9月の一時期（上旬～中旬）を除いて公海が中心となる。

△→漁期を通じて公海が漁場。
・三陸海域への魚群の南下時期は例年より遅く、漁場形成は10月下旬となる。

×→漁場は形成されなかった。

2021年度さんま漁況予報の検証

長期漁海況予報の総合評価は×



今後の見通し
（2022年漁期）



来遊量



図.水産研究・教育機構が6月～7月に実施した

サンマ資源量直接推定調査におけるサンマの
分布状況（2018年～2022年）． 円の面積は調
査1網あたりの採集尾数を示す． は０歳魚、
は1歳魚の割合を示す。

・1区と2区に分布するサンマが日本
近海に来遊。
・2022年の１区と2区に分布するサ
ンマは2021年より多いが、2018年
以前と比べると少ない。
・1歳魚の割合は2021年に比べて少
ない。

１区 ２区 ３区

１区 ２区 ３区

１区 ２区 ３区

１区 ２区 ３区

１区 ２区 ３区



・6～7月調査時に1区及び2区に分布していた魚群は西側のものから順次
日本近海に来遊し、漁獲対象となる。

・2022年の調査では，1区および2区の一部におけるサンマの採集個体数
は2021年を上回っているものの、推定される分布量は2010年以前に比べ
ると依然として低水準である。

・漁獲の主体となると考えられる1歳魚の割合が低い。

・このため，漁期を通じた来遊量は前年を上回るものの、依然として2010

年以前に比べると低水準で推移する。

来遊量のまとめ

1区 2区 3区



魚 体



1歳魚の割合の経年変化

1区・2区における1歳魚の割合が2003年以来最も低い。
⇒昨年に引き続き今期も小型魚中心の漁獲となる見込み

図. サンマ資源量直接推定調査と水揚物における27cm以上（1歳魚）の割合の経年変化



1歳魚の体重組成は，1区・2区ともに80-90g台が主体であり、2021年（90-100g台
が主体）よりも体重の低い個体が多い。この結果から，今年漁獲される1歳魚の体
重は昨年（110-120g台が主体）より低い（100g-110g台）と予想される。

1歳魚の体重組成

図. サンマ資源量直接推定調査で推定された27cm以上（1歳魚）の体重組成（180度以西）.



魚体のまとめ

・1歳魚の割合が高い年は，漁期中の漁獲物に占める
1歳魚の割合も高くなる。

・1歳魚の割合は2003年以降最も低く、漁期を通じた漁
獲物中の１歳魚の割合は50％を下回る。
⇒昨年に引き続き小型魚主体となる。

・漁獲される1歳魚の体重は110-120ｇが多かった2021

年を下回る。
⇒今年漁獲される1歳魚の体重も前年を下回る
（100-110g）。



漁期・漁場



・６～７月の調査時にサンマは東西に広く分布しているが、西側に分布していた魚群から順
次日本近海に来遊する。

・回遊モデル予測によれば、ほとんどの群れは統計160°以東の公海及びロシアEEZ内に
分布するが、調査時に1区に分布していたサンマの一部は、９月初旬に択捉島東方沖の比
較的日本に近い公海（東経160度以西）に到達する見込み。

→8月下旬から9月初旬までの漁場は択捉島東方沖およびその東側の公海に形成される。

図. FRA-ROMSによる水温予測とサンマの回遊特性を組み合わせた回遊モデルによる来遊予測。
赤丸で示した点は9月10日の予測位置を示している。

調査時に各区に分布していたサンマの回遊予測
― 1区 ― 2区 ― 3区



海面水温・海流1か月予報（気象庁7/20発表）

8月20日の海面水温予報では、ほとんどの海域で全体的に高く、
表面水温15℃の等温線はカムチャツカ半島西方沖～東方に伸び
ると予測される。

現況（表面水温） 8/20（予測表面水温）



〇親潮第1分枝（O1）
・南限はかなり南偏～かなり北偏
（北緯37ﾟ30‘～41ﾟ10’）で推移する。
・６月時点では道東海域で南下せず、南東
に向きを変えている。

〇親潮第2分枝（O2）
・南限はかなり南偏～極めて南偏
（北緯39ﾟ30‘以北）で推移する。
・９月以降は北偏で推移する。

8月中旬

9月中旬

三陸沖への来遊時期①

・海況から、魚群の南下が遅れると予測される。
・10月以降サンマの群れはO1沿いに南下し
づらく、O2を経由して南下すると予測される。

⇒10月以降、道東海域以南のEEZ及び隣接する
公海に漁場が形成される
⇒三陸海域への魚群の来遊は平年より遅く、

10月下旬に漁場が形成される。



・2017年以降親潮第1分枝が発達しても

道東沿岸にサンマが来遊しない年が続
いているが、その一つの原因として、日
本近海でマイワシやマサバが増加した影
響が考えられる。

・2022年のマイワシ、マサバの分布は、
昨年と同様に2019年よりさらに東へ広が
っており、親潮第1分枝にはサンマが来
遊しにくい状況が続くと考えられる。

図.サンマ資源量直接推定調査で採集されたサンマ（●）、マイワシ（●）およびさば類
（マサバおよびゴマサバ；●）の漁獲尾数。右のグラフは調査点の水温とマイワシ
の採集個体数を示す。



生鮮サンマの平均単価と冷凍サンマ在庫量（5月末）
年 在庫量（トン）

２０２２年 5,730

２０２１年 10,236

２０２０年 10,601

２０１９年 21,606

２０１８年 15,869

２０１７年 19,179

２０１６年 22,640 

２０１５年 27,651 

２０１４年 16,163

２０１３年 20,702

２０１２年 31,856

２０１１年 16,414

JAFIC冷蔵水産物流通調査データから引用
※２０２２年は４月末のデータしか得られていない

近年の不漁も影響し、生鮮サンマの平均単価は上昇傾向。冷凍サン
マの在庫量は昨年に比べおよそ半減。⇒今期も高値か？

図 1995年以降の宮城県産地魚市場における
生鮮サンマの平均単価の推移



２０２２年の特記事項

・昨今のウクライナ情勢の影響で、ロシア海
域で漁業が行えない。
⇒日本船が以前操業していたロシア海域で
のサンマの操業が不可能。

・燃油代が高騰している。
⇒・公海での操業が厳しくなる可能性。
・円安の進行により今後さらに影響が出
る可能性も？。

図2 円に対するドル価格の推移（2007年～）
出典：日本銀行 時系列統計データ
https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/fm08_m_1.html

図1 重油価格の推移（2007年～）
出典：経済産業省資源エネルギー庁 石油製品価格調査
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html



２０２２年のまとめ

１．来遊量

・ トロール調査結果による推定分布量は昨年を上回るが、2010年以前を下回る。

⇒漁期を通じた来遊量は前年を上回るものの、依然として低水準である。

２．魚体
・漁期を通じた漁獲物中の1歳魚（1歳魚の体長は，6～7月の調査時に27 cm以上，
8月以降の漁期中は29 cm以上）の割合は、50％を下回る。
⇒小型魚主体となる。
・1歳魚の体重は100～110ｇが主体となる。
⇒1歳魚の平均体重は前年を下回る。

３．漁期・漁場
・最初に日本近海に来遊する魚群は9月初旬に択捉島東方沖に到達するものの、魚
群の密度は低い。
・10月以降、親潮第2分子に沿って南下するが、道東海域以南のEEZ及び隣接する
公海に主漁場が形成される。
⇒漁場はEEZと公海の両方に形成される。
三陸海域への魚群の南下時期は例年より遅く，漁場形成は10月下旬となる。


