
No. 魚種名 海域名 R03執筆者
はじめに 富永温夫
国際漁業資源の現況（総括表） 植松幸希
国際漁業資源の現況（生物学的特性） 植松幸希
国際漁業管理機関・資源評価機関の概要 植松幸希
主な漁業管理機関の管轄海域 植松幸希
用語解説 岩崎俊秀

1 世界の漁業の現状と資源状況について 富永温夫
2 漁業資源の変動と資源評価について 福田漠生
3 マグロ類の漁業と資源調査（総説） 南　浩史　中塚周哉
4 マグロ類RFMOにおける管理方策（総説） 中塚周哉
5 クロマグロ 太平洋 福田漠生　西川水晶　田中庸介
6 大西洋クロマグロ 東大西洋 福田漠生　塚原洋平
7 大西洋クロマグロ 西大西洋 福田漠生　塚原洋平
8 ビンナガ 北太平洋 津田裕一　松原直人　青木良徳
9 ビンナガ 南太平洋 青木良徳　松原直人
10 ビンナガ インド洋 松本隆之　西田　勤　
11 ビンナガ 北大西洋 松原直人　松本隆之
12 ビンナガ 南大西洋 松原直人　松本隆之
13 キハダ 東部太平洋 岡本　慶　佐藤圭介
14 キハダ 中西部太平洋 岡本　慶　佐藤圭介
15 キハダ インド洋 松本隆之　西田　勤　
16 キハダ 大西洋 松本隆之　横井大樹
17 メバチ 東部太平洋 佐藤圭介　岡本　慶
18 メバチ 中西部太平洋 佐藤圭介　岡本　慶
19 メバチ インド洋 松本隆之　西田　勤　
20 メバチ 大西洋 松本隆之　岡本　慶
21 ミナミマグロ 高橋紀夫　伊藤智幸
22 メカジキ 北太平洋 井嶋浩貴
23 メカジキ インド洋 瀧　憲司
24 メカジキ 大西洋 井嶋浩貴
25 マカジキ 中西部北太平洋 井嶋浩貴
26 ニシマカジキ 大西洋 井嶋浩貴
27 クロカジキ 太平洋 井嶋浩貴
28 クロカジキ 大西洋 井嶋浩貴
29 カツオ 東部太平洋 青木良徳
30 カツオ 中西部太平洋 津田裕一　青木良徳　松原直人
31 カツオ インド洋 松林　順　西田　勤
32 カツオ 大西洋 松原直人　松本隆之
33 サメ類の漁業と資源調査（総説） 仙波靖子
34 ヨシキリザメ 太平洋 甲斐幹彦　藤波裕樹
35 ヨシキリザメ インド洋 甲斐幹彦　藤波裕樹
36 ヨシキリザメ 大西洋 甲斐幹彦　藤波裕樹
37 アオザメ 太平洋 仙波靖子　甲斐幹彦
38 アオザメ インド洋 仙波靖子　甲斐幹彦
39 アオザメ 大西洋 仙波靖子　甲斐幹彦
40 アブラツノザメ 日本周辺 矢野寿和　三澤　遼　成松庸二

41
ネズミザメ
ニシネズミザメ

北太平洋（ネズミザメ）
北大西洋・南半球（ニシネズミザメ）

仙波靖子

42 大型サメ類（ウバザメ・ホホジロザメ・ジンベエザメ） 日本周辺 岡本　慶　仙波靖子　甲斐幹彦
43 オナガザメ類（ニタリ・ハチワレ・マオナガ） 全水域 仙波靖子　倉島　陽
44 その他外洋性サメ類（ヨゴレ・ミズワニ・クロトガリザメ） 全水域 仙波靖子　倉島　陽
45 海亀類（総説） 岡本　慶　越智大介　上野真太郎　菅沼弘行
46 海鳥類の偶発的捕獲とその管理（総説） 越智大介　井上裕紀子
47 大型鯨類（総説） 南川真吾
48 小型鯨類の漁業と資源調査（総説） 南川真吾　吉田英可
49 イシイルカ 太平洋・日本海・オホーツク海 金治　佑
50 ツチクジラ 太平洋・日本海・オホーツク海 前田ひかり　木白俊哉
51 ミンククジラ オホーツク海・北西太平洋 前田ひかり
52 クロミンククジラ 南極海・南半球 佐々木裕子
53 ニタリクジラ 北西太平洋 佐々木裕子
54 シロナガスクジラ 南極海・南半球 佐々木裕子
55 イワシクジラ 北西太平洋 吉田英可
56 スナメリ 日本周辺 吉田英可
57 シャチ 北西太平洋 金治　佑

58 トド
北太平洋沿岸・オホーツク海・
ベーリング海

磯野岳臣　服部　薫

59 サケ・マス類の漁業と資源調査（総説） 佐藤俊平　本多健太郎　渡邉久爾
60 カラフトマス 日本系 佐橋玄記
61 サケ（シロザケ） 日本系 渡邉久爾　水本寛基　本多健太郎　佐藤俊平
62 サクラマス 日本系 長谷川　功　福井　翔
63 スケトウダラ（総説） 塚本洋一
64 スケトウダラ ベーリング公海 濱津友紀　境　磨　千村昌之
65 カラスガレイ オホーツク公海 服部　薫　濱津友紀
66 カラスガレイ 北西大西洋 瀧　憲司
67 日ロ浮魚・底魚類（総説） 塚本洋一
68 東シナ海・黄海の漁業資源（総説） 大下誠二
69 日本海の漁業資源（総説） 服部　努

70 アカイカ 北太平洋
阿保純一　松井　萌　加賀敏樹　岡本　俊　若林敏
江　酒井光夫　久保田洋

71 海外イカ類（アルゼンチンマツイカ・アメリカオオアカイカ）
松井　萌　阿保純一　加賀敏樹　岡本　俊　若林敏
江　酒井光夫　久保田洋

72 ナンキョクオキアミ 南極海 一井太郎　奥田武弘
73 メロ類（マジェランアイナメ・ライギョダマシ） 南極海 奥田武弘　澤田紘太　大澤祐美子
74 マジェランアイナメ 南インド洋 奥田武弘
75 マジェランアイナメ 南東大西洋 西田　勤　奥田武弘
76 クサカリツボダイ 天皇海山海域 澤田紘太　大澤祐美子　長谷川貴章　一井太郎
77 キンメダイ 天皇海山海域 澤田紘太　大澤祐美子　長谷川貴章　一井太郎
78 キンメダイ 南インド洋 澤田紘太　奥田武弘
79 アカウオ類 北西大西洋 瀧　憲司
80 オオエンコウガニ 南東大西洋 西田　勤

81 サンマ 北太平洋
巣山　哲　冨士泰期　宮本洋臣　納谷美也子　橋本
緑　中山新一朗

82 ニホンウナギ
箱山　洋　Leanne Faulks　児玉紗希江　岡本千晶
藤森宏佳　Ayu Daryani　關野正志
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