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第３回トラフグ資源管理検討会議 議事録 
 

２０１６年１１月２５日（金） 

 

【竹越課長補佐】 予定の時刻となりましたので、ただいまから第３回トラフグ資源管理

検討会議を開催いたします。 

 本日の議事進行を担当いたします水産庁管理課の竹越でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、開会に先立ちまして、水産庁資源管理部管理課長の藤田より一言ご挨拶申し

上げます。 

【藤田課長】 ただいまご紹介にあずかりました藤田でございます。主催者を代表いたし

まして、ご挨拶を申し上げます。 

 まず初めに、本日は皆様ご多用中のところ、このようなたくさんの方に、ここ萩までお

越しいただきました。まことにありがとうございます。また、来賓として公務ご多忙のと

ころ萩市長の野村様にもご臨席を賜りまして、まことにありがとうございます。厚く御礼

申し上げます。あわせて、関係者の皆様方におかれましては、水産業の振興を通じまして、

地域の経済の維持・発展にも貢献されているということでございますので、あわせて感謝

を申し上げる次第でございます。 

 この会議につきましては、平成２６年に水産庁が開催いたしました資源管理のあり方検

討会におきまして、漁業者が参画する横断的な検討の場を設け、統一的な方針のもとで資

源管理を推進していくべきとされたことに基づきまして、平成２６年から開催しておりま

す。今年が３回目となります。これまでは南風泊がございます下関市のご協力を得まして

下関市で開催をしてまいりましたが、今回は当地の越ヶ浜の漁協の皆様方、市役所の皆様

方、山口県の皆様方のご協力を賜りまして、ここトラフグの水揚げ地である萩で開催する

運びに至ったということでございまして、改めて関係者の方に御礼を申し上げたいと思い

ます。 

 トラフグ資源の特徴につきましては、皆様方ご承知のとおりでございますけれども、産

卵場ですとか、稚魚や親魚がいろんなところに回遊をして、いろんな漁業でそれぞれのサ

イズが利用されていて、非常に管理が難しい資源であると認識をしております。そういっ

た中、資源状況が悪化していることで、皆様方にも危機意識といいますか、資源管理の必
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要性をご認識いただきまして、昨年の第２回の検討会議におきましては、当面の管理目標

といたしまして、トラフグの資源量は１０年前後をめどに９６０トン程度まで回復させる

こと、目標に向かって各浜での資源管理の取り組みの徹底とさらなる検討を進めるため、

科学的データを参考として、浜ごとの必要性に応じて、その深掘り策の検討を進めること

が合意されたところでございます。その後、こういった合意を受けまして、各府県の協力

を得ながら各浜におきまして、資源管理の取り組みについて検討を進めてきたところでご

ざいます。 

 本日は当庁のトラフグの担当より、トラフグ資源の状況や全体的な資源管理の取り組み

の検討状況について説明をしたいと考えております。出席者の皆様方から今後の取り組み

方法につきまして、忌憚のないご意見をいただきたいと考えております。 

 あわせて、水産研究・教育機構より、資源の調査研究の状況につきましても、ご説明が

予定されております。こういった資源状況に対する理解を深めていただくことになればと

考えております。 

 トラフグ資源につきまして、持続的に今後も利用ができて、そして、おいしくいただけ

る機会が途切れない、それで、漁業関係者、また流通関係者の皆様方がトラフグ資源を通

じて、経済的にもと言いますか、生きがい的にも有効な資源として利用されていくことを

祈念申し上げるとともに、本日、忌憚のないご意見、意見交換によりまして、この会議が

実り多いものとなりますことをご祈念申し上げまして、簡単ではございますけれども、私

のご挨拶にかえさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いします。（拍手） 

【竹越課長補佐】  続きまして、本日はご来賓として、公務ご多忙の中、萩市長の野村

様にご臨席いただいておりますので一言ご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。 

【野村市長】  改めまして、皆様、こんにちは。紹介いただきました地元の市長のでご

ざいます。 

 萩は、水産都市を標榜しています。かつて昭和４０年代、５０年代、この越ヶ浜という

港は、まさにトラフグの生産基地でございました。第１回、２回のフグの資源管理検討会

議は下関で、下関はどちらかと言いますと、南風泊を含めて流通の基地でありますが、そ

こで取り引きされるフグの七、八割は、この越ヶ浜あるいは玉江浦の漁船が、東シナ海等

で遠洋はえ縄漁法でずっとやってきたわけです。ですが、昨今この漁がとまってしまいま

した。したがいまして、東シナ海で活躍していたあの船は、今、ここから姿を消してしま
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ったわけであります。しかし、日本海沖に見島という島が４０キロ強のところにあります

が、そのさらに沖合に八里ヶ瀬という海底火山の頂がございます。そこにはいろんな種類

の魚が生息しています。そこにもトラフグがしっかりいるわけであります。トラフグは、

皆さんご承知のとおり、かなり資源が枯渇しまして、養殖が主体になっておりますが、こ

こではマフグを中心に、今ここにいらっしゃいます吉村さんが中心になって、この越ヶ浜

の自然の海に責任を持って、この船団を率いていただいています。 

 マフグは大体トラフグに比べますと、値段は１０分の１程度です。トラフグはフグの王

様、マフグはフグの女王様といわれておりますが、マフグは１００％天然でありまして、

その８０％はこの越ヶ浜でとれます。こういうようなことでやっておりますが、まだまだ

認知度が悪いという話であります。しかし、今日のテーマはトラフグの資源回復をどうや

って考えていくかというふうに聞いております。かつては、東シナ海、黄海、日本海で多

くの船がこのトラフグをとっていました。大体１００隻を超える船が、ここ萩の地にあり

ました。漁獲高で７０億から８０億ぐらいとれていたのでありますが、今は本当に減って

しまいました。こういう形でせっかく全国各地からお集りいただいているわけですから、

トラフグの資源管理について、夢をもう一度という感じでありますが、どうかいろいろな

形でご努力をいただきまして、ここでしっかりとまたトラフグがとれますようにと、こう

いう思いでいます。 

 今、地方創生といろいろ言われておりますが、漁業とか農業、特に漁業あたりは地方創

生の一番の要です。昔のようにとれていたら、地方がこんなに疲弊するわけがありません。

この越ヶ浜の漁港も、本当に昔は大変な活況を呈していました。まさに浜の活況は漁獲高

にあるわけです。今、いろんな意味で大変で、何とか資源を守っていく、管理していくと

いう発想がなければ、日本海の魚はいなくなるという思いでいます。どうか、今日の会議

が実りあるものになりまして、しっかりまたこの沖合でもいろんな種類の魚がとれますよ

うに願うものであります。 

 このように全国から集まっていただきまして、本当に地元の市長としてはうれしい限り

であります。また、多くの方が今日は泊まっていただける機会でございます。歓迎申し上

げます。ありがとうございます。（拍手） 

【竹越課長補佐】  それでは、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 前方中央でございます。水産庁資源管理部管理課長の藤田でございます。 

【藤田課長】  藤田です。よろしくお願いします。（拍手） 
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【竹越課長補佐】  皆様から見て左隣りです。九州漁業調整事務所長の廣山でございま

す。 

【廣山所長】  廣山です。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

【竹越課長補佐】  それから、瀬戸内海漁業調整事務所資源課長の山本です。 

【山本課長】  山本です。よろしくお願いします。（拍手） 

【竹越課長補佐】  あわせまして、本日、国立研究開発法人水産研究・教育機構から、

瀬戸内海区水産研究所の小畑増養殖部長です。 

【小畑部長】  小畑です。よろしくお願いします。（拍手） 

【竹越課長補佐】  同じく、瀬戸内海区水産研究所の平井主任研究員です。 

【平井主任研究員】  平井です。よろしくお願いします。（拍手） 

【竹越課長補佐】  それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 封筒に三つ資料が入っているかと思います。冊子になっている「第３回トラフグ資源管

理検討会」という資料が一つ。それからパンフレットで、２枚カラー刷りのトラフグの写

真が載っている物が入っております。 

 過不足や乱丁等がございましたら事務局までお申しつけください。よろしいでしょうか。 

 本日の進め方でございます。 

 まずは私から、トラフグの資源状況につきまして、それから、今後の管理の方向性につ

いて、昨年の第２回検討会議以降の検討状況を含めまして、ご説明させていただきます。

各種作業部会からの報告も兼ねてさせていただいて、その後に質疑応答、意見交換会をい

たしたいと思っております。 

 それから、一旦休憩を挟みまして、後半戦は瀬戸内海区の水産研究所の小畑部長、それ

から平井主任研究員から、トラフグの最新の調査研究について情報提供をいただきます。

全体的なご質問をお受けいたしまして、大体１７時めどで会議を終了していきたいという

予定にしております。 

 また、本日の会議の議事録でございますけれども、後日水産庁のホームページに掲載さ

せていただきたいと思いますので、この点をご承知おきください。 

 それから、もしマスコミの皆さんがいらっしゃったら、私の説明はカメラ撮りしていた

だいて構いませんけれども、質疑応答の際は若干質問者の方が緊張してしまうとまずいで

すので、カメラはご遠慮いただくよう、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、私の説明に入りますが、ちょっと準備がありますのでお待ちください。 
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 お待たせいたしました。資料ですと３ページが表紙になっておりまして、お開きいただ

いて４ページ目からでございます。日本海、東シナ海、瀬戸内海系群の資源状況と管理の

方向性でございます。 

 昨年の下関の会議でも、トラフグの分布・生態等、同じパワーポイントを使って説明さ

せていただきました。 

 トラフグの主な産卵場は皆さんのほうがお詳しい方が多いかと思いますけれども、北は

秋田の八郎潟から始まりまして、石川のほうにおりてきまして七尾湾、若狭湾、それから

福岡湾、有明、八代、関門海峡、瀬戸内海に入りまして布刈瀬戸であったり、備讃瀬戸と

いった全国各地に産卵場があるということでございます。 

 産卵期は大体３月から６月ごろで、水温の上昇とともに北上していくと。それから、産

卵場から生育場に場所を移しまして、成長に伴って回遊して、再び産卵場に回遊してくる

ということでございます。 

 一つのポイントとしては、大まかには有明海で産まれたものが外海に行ってまた有明海

に戻ると。瀬戸内海で産まれたものは、瀬戸内海から外海に行って、また瀬戸内海のほう

に戻ってくる特色がある魚でございます。 

 一つスライドを下のほうに進めていただいて、トラフグの成長です。これも昨年もお示

ししたものです。最新のデータも同じものでございましたので、同じグラフになっており

ますけれども、生態的には２歳から成熟が始まります。大体４０センチで雄が成熟して、

３歳で４６センチになると雌が成熟するということですけれども、管理をするときに、雌

で何センチでこれは大人だとか、雄がこうだというのはなかなか漁業の現場では難しいだ

ろうということで、一つの目安として、この検討会の場では４０センチより小さいものを

未成魚として考えましょう、４０センチより大きいものを成魚として考えましょうと。こ

れは一つの指標としてやっていこうということで進めています。 

 トラフグの漁獲動向でございます。これは２０１５年の数字が入っておりますけれども、

やはり減少傾向にあります。ただ、昨年よりは若干いいかなというようなものでございま

した。右側が唐戸市場の取扱量です。これで見ても、低水準で横ばいと、同じような傾向

になっております。 

 次が、トラフグの年齢別の漁獲でございます。これは尾数でカウントしています。先ほ

ど、大体４０センチ、２歳とかぐらいから大人になっていくとお話ししましたけれども、

やはり２歳から大人と、もし定義づけるのであれば、ゼロから１歳の漁獲が少し多いかな
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と。ですから、ここを少し減らして、我慢して、大人にしていくと。これは資源上の話と

して、大人にしていくのが一つ大事なポイントに上がります。ただ、そうは言っても、各

年齢別に漁師さんがいらっしゃいまして、その方々の生活面もありますので、こことのバ

ランスも見ながら進めないといけないということでありました。 

 では、具体的な資源状況であります。進めていただいて、ページ数でいきますと、６ペ

ージからになります。資源状況ですが、昨年よりは若干少し上向き、２０１５年は８８３

トンということであります。 

 資源を今度は尾数で見ていきます。黄緑色が成魚で、水色が未成魚です。そうしますと、

先ほどのとおり、未成魚が多くなるわけでありますけれども、若干、全体的に資源尾数で

見ますと、減少傾向には一旦歯止めがかかったかなと考えております。これは皆様方の資

料の下側にある、当歳魚、ゼロ歳魚の状況とも兼ね合いがあるんですけれども、ゼロ歳魚

は資源が伸びているわけでありますので、この辺のゼロ歳魚は卓越とこれを言ってもいい

のかどうかというのはあるんですけれども、平年よりは少し多く産まれているので、ここ

をいかに大事に資源を守っていけるのかというのがポイントかなと。あと、昨年もお話し

したんですけれども、若干気になるのは少し成魚が減っているようにも見えるし、横ばい

にも見えるかなというところがありますので、これが今後減っていくとなると、一旦子供

の量は増えてはいるんですけれども、仮にこれが減ったりした場合、子供も減って、大人

も減ってしまいますので、この点がちょっと憂慮されるポイントかなと。 

 ただ、いい兆しはここかなと考えております。これが具体的なゼロ歳魚の状況でありま

す。平均が大体４５万尾です。ぐんと下がっていたんですけれども、ここはくっと上がっ

ておりますので、やはりここを大事にしていくのがポイントになろうかと思います。大体、

トラフグの寿命が約１０年ということでありますので、やっぱりこういう多く産まれたと

きを大事にしていかないと、資源がなかなかもたないかなと考えております。 

 現在の漁獲を継続した場合、これを水研機構さんにいろんな仮定を置いてどうなるかを

推計してもらったものです。昨年の予想がこの緑のグラフになっています。若干、昨年よ

りは上向きかなと。いずれにしても、１０年後の２０２６年のあたりは、現行の漁獲より

ちょっと落ち込んでいくと。ただ、去年の予想よりは少し上向いているのがいいかなと思

っています。ここを確実にですね。毎年この状況の新しいデータが入るたびに上下してい

きますので、今回たまたま上にちょっと上がっておりますけれども、これが継続していく

ことが一番大事かなと思っております。 
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 今後の長期的な将来予測であります。皆さんの資料でいきますと８ページの下のほうの

スライドになります。ここもいろいろな仮定を置いて水研機構さんに予測を立ててもらっ

ております。横軸が、昨年決めました９６０トンという我々の当面の目標に向かって、今

後１０年でどう推移していくかと。やはり現状の漁獲を続けていくと、この点線のとおり、

なかなか目標の達成は無理であろうと。それから、現状のゼロ・１歳の漁獲圧を全体的に

１割ぐらい削減した場合、２割ぐらい、削減割合を上げれば上げるほど、どんどん回復は

よくなっていくんですけれども、漁師の皆さんの生活もありますので、その辺のバランス

を考えると、大体二、三割かなと。ただ、２割ですとぎりぎり達するかどうかですから、

全体的な平均と考えるのであれば、なかなか厳しいのはよくわかるんですけれども、やは

り去年のとおり、二、三割ぐらいの漁獲圧の削減をご協力を皆さんにいただきたいと考え

ております。 

 そして、資源管理の方向性です。今のが科学的な全体的なデータでありましたので、こ

れを踏まえてどんな方向性で行くかでございます。これは昨年もお話ししたところでござ

いますけれども、皆さんよくご存じのとおり、トラフグが小さいものから大きいものまで

１人の漁師さんが漁獲されるのであれば、小さいのを取り残して親にしても納得がいくん

ですけれども、沿岸で親をとられる方がいらっしゃる、別の漁師さんでゼロ歳魚の小さい

のをとられる方がいらっしゃる、それから沖合の外海のほうに行ってとられる方がいらっ

しゃる、それぞれ違う人たちがとっている中で、ここで我慢したものをここでとったり、

ここで我慢しないと今度は翌年の産卵に影響するという意味で、どの辺をどう我慢するか

どうかです。隣はどうだとやっていかないと、なかなかうまく進まなくなりますので、こ

こはこういった検討会議の場を利用していただいて、皆さんで一緒になって、それぞれ少

しずつ痛み分けをしながら管理を進めていってはどうかと考えております。 

 何回か出ておりますけれども、去年決めたことであります。まずは去年の数字でいきま

すと、資源量が７９０と。今年はまた資源量が新たに出てきておりますので、ちょっと数

値が変わってきておりますが、２０１５年の資源評価の数字を使いまして、１０年前後を

目標に９６０トンまで回復させていこうと。そして、この科学データを参考としながら、

各浜で資源管理の取り組みを徹底して、それから必要に応じた深掘り策を検討していくと。

それから、研究のほうは研究のほうで、しっかり漁獲モニタリングや生物生態調査を実施

していくことが決まりました。 

 それの１年の検討の結果をまとめたものであります。皆さんの資料でいきますと１０ペ
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ージ以降になっています。昨年は１０月２９日に下関で第２回の会議を開催したわけであ

りますけれども、その後に、研究グループではトラフグの研究者の全国会議を開いたり、

我々行政のほうは、各府県を通じまして２０府県の関係県にお願いしまして、浜ごとの資

源管理の取り組みの徹底、深掘り策を検討いただきました。 

 各種いろんな会議を開きまして、漁業調整事務所、うちの出先ですけれども、そういっ

たところが各県のヒアリングをしたり、いろんなことをしながら、この１年、検討を重ね

たものであります。この辺は外海の皆さん方にもご協力いただいた会議も入っております。

そういったいろんな会議を通じまして１年間検討したものをまとめたものです。 

 その結果となるのが、このスライドになります。皆さんの資料でいきますと１２ページ

です。外海を含めてですけれども、トラフグ漁業に関係する２０府県９９地域、それから

漁法を対象に、資源管理の取り組みを検討いただきました。取り組みがなかったところが

４１今までございまして、取り組みがあったものが５８でした。 

 なかったところの４１のうち、新たに取り組み・検討、これから検討、こういった取り

組みをやっていこうと調整中だというところ、もしくは、やっているところも含めて１６

地域、まずは調査からやっていきたいというのが３地域と。残念ながら取り組みが困難で、

たまたま漁獲が何百キロしかないとか、本当に少ないところはなかなかやりづらい部分が

ありますので、そういったところはやむを得ないかなと思いますけれども、検討の結果と

してこういったものが出ております。 

 また、取り組みがある５８地域のうち、さらに取り組みを頑張ろうというところが３３

地域、それから現行の取り組みを徹底していこうというのが２５地域でございました。 

 この後に、エクセルで少し細かい資料ですけれども、皆さんの資料で言うと２１ページ

以降に表を作成いたしました。ここに載っているのは、今申し上げた総数をカウントして、

各県別、漁業種類、主な漁場で分けたものを集計したものです。 

 この後は全体会議でご了解いただいてということになりますけれども、この１年間はど

ちらかというと、縦を中心に、その県、その地域を中心に、各浜での取り組みを検討いた

だきましたので、少し横並びも見ながら、もう少しできるんじゃないかとか、こういった

ことはできないだろうか、こういった浜のこういった取り組みをまねできないだろうかと

いう、ちょっと横串を刺すような検討も進めていってはどうかと考えております。 

 それから、あわせまして外海の皆さんにご協力をいただきまして、緊急ルールの検討と

いうのにも入っています。１２ページでございます。趣旨としましては、先ほどのゼロ歳
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魚が今年は卓越的に多く、湧いていると言いますか、産まれている状況がございましたの

で、こういったところも起因いたしまして、卓越的な発生があったときに外海に起きる緊

急的な取り組みとして、関係県が連携して、一定程度の取り残し策を検討、作成していこ

うということで、２月ぐらいからです。実際にはたしか去年の１１月の下関の会議が終わ

った後ぐらいから少し卓越的にたくさん湧いているんじゃないかという話もお聞きしまし

たので、少しこういった検討ができないかといろいろ皆さんとご相談して、うちの九州漁

業調整事務所が中心になってもらって、まとめてもらったものであります。 

 特徴といたしましては、卓越が今、起きて、たくさん産まれたのがわかっても、なかな

かそれが科学ではっきりするまで時間がかかりますし、それをどうやって守っていこうか

というのを、わかってから対応方針を決めていったのではなかなかうまく動かせないだろ

うということで、その前にある程度ルール化して、こういう場合はこういうことをしよう

というのを決めていこうというような内容になっております。ですから、発動条件なども、

科学でぎちぎちやっていくと本当に卓越かどうかを判断するには時間がかかりますから、

こういったときはもう卓越と見なすという形で進められないかという趣旨であります。 

 具体的な内容がこのスライドです。皆さんで言うと１３ページの上のほうになります。

対象が山口県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の外海のトラフグのはえ縄の広

調委の承認船・届出船という形になっております。 

 今回は、まずは全長３０センチ以下、今までは２５センチだったんですけれども、全長

３０センチ以下の小型魚の再放流という形でやっていこうと考えております。 

 それから、また今年１年かけまして、今回は、緊急ルールというルールまではできませ

んでしたので、対応という形で、全長３０センチ以下の小型魚の再放流という緊急対応と

いうのをやっていただいて、さらに今年１年かけて、こういうときはどうしようというル

ールの文書化を進めていってはどうかと考えております。 

 いずれにしましても、今年の卓越に関しては外海の皆さんにこういったご努力をいただ

くことになっておりますので、これを受けまして沿岸の皆さんも、先ほどのところで斜め

横、左、右のほかの地域も見ていただいて、自分たちの地域の取り組み内容がまあまあこ

んなものかなというところなのか、少し頑張れそうだということなのかを、少し我々も入

りながら一緒に検討させていただければと思っております。 

 最後のほうになってきましたけれども、種苗放流でございます。２０１５年も例年並み

の種苗放流をやらせていただいております。国といたしましては放流尾数１７０万尾を目
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標に、資源管理と連携しながら集中的な放流を実施しています。 

 それから、もう一つは未成魚の買い取り再放流を昨年もやらせていただいております。

水産研究・教育機構と岡山県の協力のもと、７月から８月に目標１,０００尾で買い取りを

行いました。今回は１,２５５尾の買い取りになりました。私も買い取りに伺って一緒に立

ち会わせていただいたんですけれども、私が行ったときは若干赤潮が出ていて、ちょっと

トラフグに元気がなかったものがあったというのもあるんですが、結果としましては、そ

の後、水研で一時飼育して、１３.７センチの６３５尾まで少し落ちてしまいました。これ

を本年１０月に、瀬戸内海中央部に再放流いたしました。タグを打っておりますので、ま

た追跡等の調査をしていく形になっております。この辺はまた詳しく水研機構から説明が

あればと思っております。 

 最後に、昨年もそうですけれども、我々水産庁のホームページに「とらふぐの部屋」と

いうのを設けております。今日の会議の資料もこの後アップしたいと思います。先ほどの

各浜での取り組み内容も載せておりますので、これもリバイスしたものを載せていきたい

と思っております。疑心暗鬼と言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、隣が

どれだけやっているのかは一番気になるところですので、こういった情報開示をしっかり

しながら、皆さん方ともいろいろお話をさせていただきながら、今年はまた作業部会を通

じて、繰り返しになりますが、各浜での取り組み内容の横串を刺しながら、また一歩一歩

着実に進めていきたいと思っております。 

 全体的な今年の検討状況ということで、私のほうから各作業部会での報告を兼ね合いま

して、ご報告をさせていただきました。 

 それでは、この後は質疑応答と言いますか、意見交換に移りたいと思います。 

 私のほうからざっとこの１年の流れを早口でやってしまいましたので、もしご質問とか

ご意見等あればお願いしたいと思います。人数の多い会議でもありますので、なかなか先

陣を切って手を挙げるのもあれかと思いますが、係の者がマイクを持ってまいりますので、

ご質問等あれば、ご所属とお名前を最初にご発言いただきましてお受けしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

【参加者】  大変詳しいご説明ありがとうございました。 

 一つだけ教えてもらいたいんですけれども、この資源管理の取り組みの中で私が一番疑

問に今思っておりますのが、資料にもございます産卵場と分布域です。昨今、海水温の上

昇が各地で見られていまして、藻場の壊滅的な打撃とか、そこら辺も含めて、海水温との
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関係はどうなっているのか。例えば産卵場と分布域がもしかして海水温域と一緒にわずか

でも移動している現実が認められているのかを教えてほしいです。 

【竹越課長補佐】  水研機構からお願いします。 

【平井主任研究員】  瀬戸内海水研の平井です。 

 ご指名をいただいたのに申しわけないですが、今の段階では、水温の上昇と産卵場の移

動、消滅等の因果関係を示す証拠は得られておりません。私どもは、特に産卵場に関する

調査は瀬戸内海を中心に始めてはいるんですけれども、まだ複数年のデータの経過を見な

いとわからない部分もありますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。 

【福岡魚市場（橋元）】  ありがとうございました。もしかしたら水温に沿って、例えば

フグの稚魚の成育域の一番いいところが移動しているではないかという疑問が一つありま

して。ありがとうございました。 

【竹越課長補佐】  そのほかにありますか。 

【参加者】  一つお聞きしたいのですが、はえ縄の皆さん、それから、各漁業種類はい

ろいろあります中で、みんなの痛み分けというところで、先ほど説明があったように、親

のトラフグをセーブするなり、小型のものをセーブするなり、資料の１７ページで、各浜

での資源管理の取り組み状況というのがございます。右上の４番目の小型魚の再放流とい

うところで、各県の取り組みの仕方がそれぞれみんな違うので、その浜での統一的な規制

と言っては悪いんだけれども、ここを１本引きにしませんかというのが一つ。 

 それと、私どもの瀬戸内海西部は一大産卵場になっています。４ページの左上に産卵場

があります。昔から私どものところでは、８月のお盆を過ぎると、春に産まれた稚魚が小

指の大きさぐらいからとれ出します。それは、昔はそんなものは歯牙にもかけませんでし

たが、それが９月に入り１０月に入ると、遊漁者が十二、三センチぐらいになるのを競っ

て釣るんですね。漁業者はそんな小さいのはとりません。釣れるからおもしろいと言って、

１日に多いときで、推定ですが５００から８００匹ぐらいを遊漁の皆さんが競争で釣って

帰られます。漁業者は自主規制をやっています一方で、他方で遊漁者がまるっきり野放し

になっています。 

 私は瀬戸内海区調整委員会の委員もしておりますが、そこのところで先ほどの１７ペー

ジの小型魚の再放流というところを改めて何とかならないかと思うんですが、水産庁では

どういうお考えでしょうか。 

【山本課長】  水産庁瀬戸内海漁業調整事務所の山本と申します。 
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 小型魚の再放流は、例えば１７ページの４番の再放流のところにあるように、広島県、

岡山県の一部では１０センチ、山口県、愛媛県では１５センチ以下というふうに、少しず

つセンチが変わっています。例えば岡山、広島の中間ぐらいの範囲のところには産卵場が

ありまして、小型魚しかとれないような地域になっております。また、日本海側に行けば

大きな親魚がとれるということで、各浜でとれるサイズが少しずつ変わってきます。瀬戸

内海で産まれたものが少しずつ大きくなりながら関門海峡を抜け、日本海に抜けていくト

ラフグもございますので、各浜でとれる大きさの中で、小さいものを少しずつ守っていこ

うということで、一本化するよりは、その地域にいる魚のサイズを考えた上で、少しずつ

サイズアップをしたりすることを今検討している状況でございます。 

 また、２番目でありました遊漁の話ですが、まさしくそういう話も聞いております。山

口県さんのほうで、そういう小型魚の規制の強化がもう少しできないかという話を検討さ

れていると聞いております。海区委員さんもされているということですが、山口県の中の

皆さんと県庁の皆さんと今後よく相談しながら何ができるか、これから考えていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤田課長】  この３月まで沿岸・遊漁室長をやっていまして、そういう漁業と遊漁と

の関係と言うんでしょうか、そういう仕事もさせていただきました。いきなり遊漁のほう

に規制をするのは難しいですけれども、遊漁者の中にもいろいろ組織化されている人と組

織化されていない人がいらっしゃって、少なくとも全国団体に所属しているような方とは

実は水産庁のほうでは既に、漁業者の方がどういうことをやっているのかとか、実際に現

場で困っていることがありますかというような情報交換はさせていただいております。昔

と比べて、釣りによる漁獲、遊漁者による漁獲の状況が多分違ってきていると思うんです

けれども、そういうご協力の理解を求める作業は我々も努力しております。本日そういう

ご意見がございましたので担当のほうには伝えて、少なくとも全国団体のほうにはお伝え

をします。せっかく漁業者がやっていることについて、少なくとも理解をしていただける

方には理解をしていただいて、相応のご協力をいただけるように、私どもも努力をいたし

たいと思います。 

【竹越課長補佐】  ほかに何かご質問等ありますか。 

【参加者】  三つほどお尋ねをします。私は、山口県延縄協議会の会長といたしまして、

この稚魚の放流、４月ごろ産卵に上がった親魚が定置網に入ったのを買いつけて、また再

放流しています。９ページの下の図の右側に、沿岸に上がって産卵と書いてありますが、
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私たちは４年ぐらい前から、定置網に揚がった産卵親魚を山口県延縄協議会として買い取

って、再放流してまいりました。 

 けれども、やっぱりこれには資金が要ることでなかなか。一番最高で８０匹ぐらい１年

間で放流したと記憶しております。この山口県の萩沖に入った、産卵に上がった親魚をも

う少し、せっかく産卵に入ったものなので、どんどん再放流していったら、資源回復につ

ながっていくんじゃないかと思っています。ひとつ国のほうから資金を少しでも助成して

いただければと思っています。それが１点です。 

 もう１点は、今さっき言われたように、漁業者は守るけれども、遊漁船の方がなかなか

守らないということと一緒で、日本海の外国船です。特に韓国船。これが幾らとったか、

どの場所でとったかデータがよくわからないんです。これがもしわかれば聞かせていただ

きたいということが１点でございます。 

 それともう一つは、山口県は放流稚魚を育てるのにエビの養殖場を利用して、今稚魚を

生産していると聞いております。これは稚魚を放流した場合に尾ひれが必ずついていると

いうことを聞いております。各県もそのようにしているかどうかということ、この３点を

お伺いしたいと思っております。 

【竹越課長補佐】  まず、親魚の買い取りのほうでございます。我々も予算の関係で、

ここはいろいろ検討するとしか。済みません、ただ、親魚も大変高いものでもございます

ので、８０匹やってらっしゃるとものすごくお金がかかるんだろうなと推察します。我々

のほうもいろいろ少し検討はさせていただきたいと思いますが、済みません、今この場で

私が申し上げられるのはこういったことでございます。 

 それから、韓国船のほうは、私はデータを持っていませんけれども、水研で最近は少し

調べたことがありますか。ないですよね。 

【小畑部長】  ないですね。唐戸のデータでは出てこないですよね。もう調べようがな

いですね。 

【竹越課長補佐】  今、私が思いつく範囲で、韓国船がどれだけとっているのかのデー

タとして、例えば何か調査で下関のフグの取扱量が出てくるとか。昔は入っていたんです

けれども。ほかにご存じの方いらっしゃいませんか。ないですよね。ここはちょっと調べ

させていただきます。もし何かあればもちろんご回答いたしますけれども、ちょっと今の

ところ、ぱっと思いつくものは、済みませんが、ないです。 

 あと、ひれのご質問ですが、水研さん、お答えいただいてよろしいですか。 
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【小畑部長】  水研の小畑と申します。 

 先ほどの資料１３ページの下側の種苗放流についてのところにコメントが書いてありま

すけれども「２０１２年以降の放流尾数の減少は、適地・適正サイズによる有効放流の取

り組み拡大によるもの」ということで、昨年度から海づくり協会さんを中心として、トラ

フグの適正な種苗の放流が続けられています。特に有明海を中心とした九州・山口県海域

では、サイズが全長７０ミリぐらいの種苗で、尻尾のきっちりとしたきれいなものを、で

きれば適地というところに放流しようという取り組みが今なされております。ほかの県に

つきましても、トラフグの種苗放流につきましてはそういった方向に進んでおりまして、

かなりの種苗放流については、きれいな尾のついた種苗が放流されるようになってきてい

る状況であります。 

【竹越課長補佐】  そのほかにご質問はいかかでしょうか。どうぞ。 

【参加者】  もう一つ済みません。この萩の地元ではトラフグと言えばホンフグと言い

ます。ホンフグにはクロとシロという判断です。クロは学名上カラスと言われますけれど

も、この萩ではクロと言います。クロとシロで、シロはトラフグです。 

 それで、四、五年前から、今言うクロフグというカラスが大変増えたんです。昔、私が

小さい船に乗っていたときには、この沖でもホンフグ釣りで１００匹とれたら、カラスフ

グは７割から８割ぐらいで、トラフグは２割ぐらいでした。それがどうかこうか言ってず

っとやってきて、今は少なくても、ここ四、五年前まではシロのトラフグは、量は少ない

けれども多くなっておりました。カラスは全然いなくなったと四、五年前は言っていたの

ですけれども、ここ四、五年前からカラスが多くなって、どういう現象で多くなったのか。

おそらく四、五年ぐらい前はあまりカラスがいなくなったと。どうも今年は韓国からでも

週に２トンぐらいは送ってくる話も聞いております。それはどういうものか、水産庁の方

がよく知っておられるかどうかわかりませんけれども、もし何かあったらお知らせをお願

いします。 

【小畑部長】  確かにカラスがここ数年増えてきている情報は私のほうも知っておりま

すけれども、ちょっと漁業の状況、資源がどうなっているかというところまではちょっと

把握はしておりません。今の状況については、おそらく県の水産試験場の方のほうが詳し

いかなと思います。 

【竹越課長補佐】  水産試験場の方がいらっしゃっていますけれども、どなたかご存じ

の方いますか。 
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カラスは他方では、ご存じのとおり絶滅危惧種とも言われているのもありまして、ＩＵ

ＣＮの資源評価では、たしかパンダとかトキとかの部類に位置づけようとしていたような

記憶が私はありますので、そういった感覚ともずれているのかなと。ちょっと私のほうも

また勉強をさせていただきます。会場の皆さんでも持ち合わせている方はいらっしゃらな

いようですので、申しわけないです。 

 あわせて、ほかにご質問等はいかがですか。大体よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

【竹越課長補佐】  またこの後、水研から最新の調査研究についても発表がありますの

で、その際、あわせて思いついたことがあれば全体的にご質問をいただきます。 

 それでは、また来年もこの管理検討会議を開きますけれども、それに向けて、この会議

が全体の親会議になっておりますので、各作業部会には先ほど申し上げたとおり、各地域

ごとに取り組み内容をまとめていきました。スライドで言うとこれで、細かくはエクセル

になります。よろしければ各作業部会に委ねていただいて、浜ごとの取り組みに少し横串

を刺して連携をとるような形で、また１年間しっかりと検討を前向きに進めていきたいな

と。 

 総括といたしましては、資源につきましては７９０トンから今年は８８３トンというこ

とでございますので、こういったものを少しでも回復に向けて、また今年のゼロ歳魚の発

生も少し平均並みにあるということでございますので、こういったものを大事にしながら、

また管理のほうにも我々も入りながら進めていきたいと考えております。 

 それでは、ここで少し休憩をとりまして、後半戦にと思います。あちらの時計で今５５

分過ぎですので、４時５分過ぎぐらいから後半戦ということで、水産研究・教育機構から

最新の調査研究の発表という形で再開したいと思います。 

 それでは、休憩といたします。 

（ 休  憩 ） 

【山本課長】  それでは、そろそろお時間になりますので、着席のほうをよろしくお願

いいたします。 

 それでは、水産庁管理課の竹越が所用により退席しましたので、後半は私、瀬戸内海漁

業調整事務所の山本が務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題の２番、トラフグの調査・研究についてということで、瀬戸内海区水産

研究所より最新の調査研究についてご説明をお願いしたいと思います。平井さん、よろし
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くお願いします。 

【平井主任研究員】  よろしくお願いします。 

 今回は瀬戸水研のほうから標識放流調査に関する内容についてお話をさせていただきた

いと思います。私のほうから産卵親魚の標識放流について、この後は部長の小畑のほうか

らゼロ歳魚の再放流について報告させていただきます。 

 この産卵親魚の標識放流に関しましては、こちらに示しておりますように、香川県の高

松の込網組合の皆さん、それから、香川県漁連の皆さんに大変協力をいただきまして、本

当にありがとうございます。ほかにも県の方々、岡山県の方にも調査のほうでお世話にな

っております。それから、採捕報告をこちらの各漁業の皆さん、それから、鳥取のほうか

らはフグ料理店の方から報告をいただいております。愛媛県の水産研究センターのほうか

らも採捕報告をいただきました。本当にありがとうございます。今日お越しでない方もい

らっしゃるとは思うんですけれども、同県の方でまたお会いする機会がありましたら、御

礼を申していたということをお伝えいただければ幸いでございます。 

 親の研究をなぜやっているかということですけれども、トラフグの資源回復を目指して

いく上で、一つの資源の指標になるもので資源評価書というものがあるんですが、そちら

では、ここ１０年以上にわたって産卵親魚量は安定しているんですが、再生産性効率がど

んどん下がっていると言われています。こういったことから、先ほどもお話がありました

ように、未成魚の保護といった取り組みも行われているんですが、これを見て親のほうは

全然問題がないのかというと、素直にそう見えない部分もございます。というのは、親の

場合、大きい個体ほど持っている卵の量が多く、体の大きさのわりにはたくさんの卵を持

っていると。小さい個体はあまり卵がないという事実がありますので、実際に産卵にかか

わっているサイズ、その割合や時期、海域を把握することも資源の状態を見ていく上では

重要なことだということで、昨年度から私どものほうでも調査を始めているところです。 

 具体的にどういうことをしているかと言いますと、こういうシリコンの柔らかいチュー

ブを生殖孔に突っ込んで、チューブで卵をこのように少量とると。親指の爪の大きさぐら

いの量ですけれども、卵をちょっととるという方法で成熟状態を判別することをやってい

ます。こういう方法をカニュレーションと申します。この方法ですと、雌雄判別ができま

すし、生かしたままでも、締めた後の個体でもできます。一応、私どもが作業するときは、

雄の場合はやはり白子がちょっともったいないというのがあるので、雄はあまりさわらな

いようにしているんですが、雌はもともと卵が食べられませんので、調査に有効活用させ
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ていただいております。 

 具体的にどういうふうにすると、こういうことが見られるかといいますと、こちらはま

だ卵を産む前にはなっていない状態の卵です。吸水前の状態です。これが、最終成熟が始

まりますと、このように水を吸います。吸水と言うんですけれども、こういう状態になっ

てくると、卵が透明化してきます。最終成熟が始まって、さらに時間が経ち、排卵という

状態になりますと、このようにすりガラスのようにちょっとすりが入ったような雰囲気の

状態になります。この後、卵を産みます。もちろん中にはあまり卵は入っていないですが、

このように拡大して見ますと、卵がもともと入っている袋があるんです。こういうのを濾

胞と言うんですが、この卵が抜けた後の濾胞が観察されています。これをもって産卵した

と判断することができます。 

 皆さんが市場でフグをごらんになっていればよくわかるかと思うんですが、見た目でも

ある程度の判別ができるんです。これをカニュレーションで合っているかどうかを確認し

ていきます。そうしますと、産卵期に限った話ですけれども、既に精液を出している個体

は雄と大体判別することができます。何も出していない個体に関しては雌の可能性が非常

に高いということで、こういうカニュレーションをしてやりますと、卵がちゃんと出てく

る個体は産卵前の雌と判定できます。産卵後の雌と判定される個体は、ここのお腹の部分

がはっきりと明らかにへこんでいます。ここのえらの鰓弓の部分とこの後ろの、ほかの魚

ですと腹びれになる部分ですけれども、この腰帯の部分の骨が浮き上がって、ホームベー

スのような形になるんですが、このぐらいお腹がへこんでいると、これは産んでいる個体

だと判別することができます。見た目だけで判別した場合でも５％ぐらいの誤差で、ほぼ

大体の個体が判別できていることが最近わかってきました。 

 こういったやり方をもとに、これは一つの調査例ですけれども、瀬戸内海中央部で産卵

親魚について見ますと、備後灘、備讃瀬戸のほうで、ピンク色のところが産卵後の雌です。

ごらんのように、全体の雌のうちの２割いくか、いかないかです。それぐらいしか産卵し

ている個体として漁獲されておりません。 

 何でこんなに少ないのだろうかということで、産んでいる個体と産んでいない個体の雌

のサイズを比較しますと、全体として、どちらかというと小型の個体のほうがなぜか産ん

でいるんです。大きい個体は産んでいる個体があまり漁獲されないという現状があります。

ですので、この場合ですと、大型の個体の産卵が少ないことは再生産にとってはあまり有

利ではありませんので、何とか産卵の成功率を上げる方法はないかということから、本当
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にどう回遊してきているのかを調査しようということで、標識放流という調査を始めまし

た。 

 この調査は、こちら萩のほうも含めてですが、本来であれば外海のほうで標識をして、

それぞれの産卵場に帰っていく過程を追いかけて、あわせて成熟状況を把握するというの

が一般的なやり方だろうとは考えられるんですけれども、この時期が大体３月ごろから始

まります。実際には、私どもは予算にしばられているという、ちょっとした悲しい大人の

事情のようなもので、３月はどうしてもいきなり調査が始められないということで、４月

に調査できるほうからと、まず産卵場でどうなんだということから調査を始めました。 

 具体的には、産卵場の中で標識をして、その後、どう移動していくのかということです。

あともう一つは、この産卵場の中で標識をして、その中でどこへ行くんだろう、どこへ行

って、とれたときに産んで帰ってくるのか、こないのか。産卵にどのように効果があるの

か、こういったものから調査を始めております。 

 そういったことで、今年はまず４月に、内海から外海への移動を見ていく過程の中で、

先ほど申しました高松込網組合の皆さんにご協力いただきまして、それから、水揚げのと

きには香川県漁連の方々にもご協力いただいて、調査を始めました。 

 標識再放流調査ということで、実際の放流海域ですけれども、こちらは高松市内です。

こちらが、男木島、女木島です。ここの間の海域の備讃瀬戸ですけれども、四つの海域で、

合計９４尾、今年は放流を行いました。 

 実際の放流の様子について見ていただきます。ちなみに、親ということで、大体４０セ

ンチを超える個体について放流をしております。 

 とれた個体は、こういうかごに入れて持って帰ってきてもらいまして、もう１回再放流

しますので、破棄はしておりません。このように中敷きを入れております。 

 標識をしているのは、これぐらいのダートタグです。２０センチのちょっと長い物を用

いております。背中側に標識をするんですが、こういうアプリケーターを用いて背中側に

このようなタグを打っております。打ったらそのまま放流しています。１尾やるのに大体

３０秒から１分以内ぐらいで作業できますので、あまり魚にも大きな影響はなく、放流が

できております。この後、また次のかごを池間から出して、作業していくんですけれども、

こんな感じで放流を行っております。 

 今年は４日間に分けて、合計９４尾を放流しております。 

 放流した後、今お手元にお配りしているのと同じポスターを、お配りしているのはＡ４
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ですけれども、Ａ３ぐらいのサイズで印刷したものを瀬戸内海沿岸を中心に、長崎のほう

まで含めて、４００ほどの漁協さんに送らせていただきました。いろいろとお手数をとら

せておりますが、こういう形で採捕情報を提供くださいと提供依頼を出させていただいて

おります。あとは、私、個人的に名刺の裏側にも入れております。携帯番号なのでここは

モザイクを入れているんですけれども、ご連絡が可能な方は後で名刺を差し上げますので、

またお話しください。 

 放流の前後に卵の成熟状態を確認しておこうということで、放流の前にももちろん先ほ

どお示ししたようなカニュレーションを行っております。放流前の状態と採捕されてから

の状態を調べるようにしております。 

 具体的な採捕の状況ですけれども、まず放流したのが４月２１日から２５日の間ですが、

その後、４月中に、放流点と同じ海域で６尾、それから、隣の漁業さんの海域で４尾が採

捕されています。採捕されたときにまた卵を抜きまして、例えばこの個体ですと、先ほど

の写真にあったように、まだ最終成熟が始まる前の状態です。４月２１日に再放流して、

とれたのが次の日です。これくらい短い期間でとれてしまうんですが、１日ぐらいだとあ

まり卵の状態に変化はないという傾向です。 

 同じように４月２１日に放流して４月２２日には採捕されたこちらの個体でもあまり変

化はないですけれども、この個体はもう再放流するときに既に吸水が始まっている、最終

成熟が始まっているんです。そのまま水揚げしてしまったら、ここまででおしまいですが、

このときには排卵期まで卵が進行していましたので、再放流することで、成熟を進めるこ

とができるというところまではわかりました。こちらの個体でも、吸水から排卵のほうに

移行しています。このようにとれて、水揚げされてきます。 

 ものによっては、このように最初は排卵していた個体を再放流してしまったりすると、

せっかく採捕しても卵がぐずぐずになっていて、産卵のタイミングを逆に逃してしまった

ようなケースもございました。 

 ここまでは１日後での採捕だったのですが、例えば４月２３日に再放流をして、採捕が

４月２７日と４日ほど経った場合ですけれども、こういう個体を見てみますと、一見、あ

まり違いはなさそうですが、拡大して見ますと、左側はまだ真っ黒な卵ですが、右側はち

ょっと隙間ができて、透明の部分ができ始めています。これは吸水を開始し始めているん

ですけれども、数日置くことで最終成熟も始まっていることがわかります。 

 いつまでたっても、卵を産まないのではないかと思っていたんですが、こちらの個体で
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すと４月２５日に再放流しまして、２８日に採捕した場合ですけれども、この個体ですと

再放流前は吸水していたんですが、採捕後はほとんど卵が出てきません。このように小さ

い組織がいっぱい出て、中もちょっとへこんでいます。この組織を拡大して見ますと、ち

ょっと見づらいですが、この赤い矢印のところです。こういう輪になったような袋状の構

造が見られます。これが排卵後の濾胞になります。ちょっと影で見にくいですけれども、

こういう袋状の構造が出てきていて、中の卵が抜けているので、この個体は産卵したと判

定することができます。 

 さらに、４月２４日に放流して、５月６日に採捕された個体ですが、要は１０日以上経

っている個体でも、このように抜けた濾胞が出てきました。この個体は産んでいるんです

が、外見でもはっきりわかるぐらい、お腹の中にも卵がない状況がわかります。 

 これで、再放流してやれば全部産むんじゃないかと思えるんですが、実際に魚の性質な

のかどうか、まだここははっきりとわからないですが、４月２１日に放流しまして、５月

６日ですから、２週間以上経ってから採捕された個体の場合は、採捕前も再放流前も採捕

後も、卵の状態が全く変わっていないんです。ですので、親として産卵場に来遊していて

も全く最終成熟しない個体もいるというのが、今、調査の中でデータとしては出てきてい

ます。 

 ５月の採捕状況です。４月は、放流点近辺と隣の東側の海域だけだったのですが、５月

になりますと、西側の岡山県のほうとか、香川県でも中西部のほうで採捕が始まります。

ですので、また西へ回遊していくのが始まります。 

 この後ですが、現在、採捕のご連絡をいただいているのは、愛媛県の今治沖のほうです

が、５月１６日と６月１４日に２尾上がったと。それから、９月１７日は境港の「殿」と

いうフグ料理屋さんから、標識のついている魚がこちらに来ていますとご連絡をいただき

ました。ですので、少なくとも夏の間に瀬戸内海の中を通って、外海のほうに出ていって

いるんだろうと。ちょうど、この萩の沖も少なくとも通っていったんだろうと考えられま

すので、今後、同じようにまた標識した個体が出てくる可能性はあるかもと思っておりま

す。ですので、標識魚が上がったときにはご連絡いただけると大変ありがたいので、よろ

しくお願いいたします。 

 実際、採捕した個体がどの程度産卵することができたかということですけれども、今現

在の採捕状況の中で見ますと、放流した９４尾のうち、産卵前の雌が６９尾ございました。

採捕状況に関しては、産卵前の雌が今１７尾とれて、雄ですと１７尾中３尾、産卵した後
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の雌も放流しているんですが、７尾中２尾と、大体２割から３割ぐらいの採捕率で今のと

ころ回収しています。この産卵前の雌で１７尾採捕されたうち、再放流することで産卵し

た個体が５尾ありました。ですので、大体約３割が再放流することで産卵に貢献できたと

いうのがわかります。 

 今回は、採捕してしまったら、それはそのときに全部水揚げしていただいています。と

いうのは、調査目的でやっておりますので。ですが、その中でも吸水から排卵に成熟度が

進行することもわかっていますので、これは改めてもう一度標識する魚を再々放流するこ

とで、また産卵に貢献できるんではないかと、現状の結果からは考察しております。 

 あとは、これは私どものほうで放流した個体ではないのですが、このようなポスターを

配布させていただいて、こういうことをやっていますということでお互い情報共有をして

いきますと、私どものほうにも、ほかのところで放流していただいたのをご連絡いただく

こともあるんです。先ほど吉村様からお話がありましたけれども、こちらのはえ縄協議会

の長門のほうで放流された個体が、こちらの内海のほうでとれたと私どもにもご連絡いた

だいて、山口県の水試に情報を送ったり、逆もあったりとかいうことがやりやすくなりま

す。内海でゼロ歳の山口県さんが放流されたのも、岡山県で揚がって、私どもにも情報を

いただいたりとかいうことがあります。ですので、再放流という調査をやっていて、こう

いうポスターをお互い共有していることで、いろんなところでやった調査が情報共有でき

るという点で、非常に有利な調査方法ではないかと考えているところです。 

 今後の予定ですけれども、最初にお話ししましたように、３月に外海から標識をすると

いうのを予定していた件です。これで内海のほうの産卵場のどこに移動していくのかを追

いかけていきたいと考えております。 

 昨日ですけれども、福岡県さんのほうからご連絡いただきまして、宗像漁協さんのほう

で調査にご協力いただけると伺っております。ですので、今後とも採捕の情報も含めまし

て、皆様には本当によろしくお願いいたします。 

【小畑部長】  では、引き続き、昨年も少しお話をしましたし、先ほど竹越さんからも

お話がありましたけれども、瀬戸内海中央部における天然のゼロ歳魚の再放流の標識放流

調査について、昨年の結果と本年度の取り組みについて、簡単にご説明いたします。 

 背景と目的は、広域連携による資源管理を進めるための基礎情報として、生育場となる

瀬戸内海中央部からトラフグの最近の移動分散や成長を把握することです。 

 方法としましては、この後説明をしますけれども、漁獲されたゼロ歳魚を、本当はその
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まま放流したいところですけれども、目立つような標識をつけて放流をするには、やはり

それなりのサイズにまで育てないといけない事情がございますので、そういった方法をと

らせていただいて、漁獲されたものを報告いただくということで調査をやっております。 

 調査の内容は、ここにごく簡単に書いてありますけれども、岡山県の漁協のご協力によ

りまして、岡山県内の小型定置網でとれたものを、海づくり協会さんのほうで買い取りし

ていただいて、大体５センチから８センチぐらいまでのものを、愛媛県のしまなみ海道の

真ん中あたりにある当方の伯方島庁舎で標識をつけられるサイズぐらいまで育てます。そ

れを１０月ぐらいに標識をつけて放流して、採捕情報を収集しているということです。 

 具体的な場所ですけれども、岡山県笠岡市の大島の美の浜漁協、あとは倉敷のほうの黒

崎連島漁協のところで、小型定置網で採捕されたものを、こちらの伯方島で飼育をしたと

いうことです。これは昨年ですけれども、このサイズになるのは７月下旬から８月上旬と

いうことで、１,１２１尾を確保いたしました。 

 これが定置網です。こういった定置網で漁獲されたものを利用したことになります。 

 それを組合のほうの桟橋で、漁船で揚げてもらったものを、こういったかごにストック

していただいて、トラックに積み込んで輸送するというようなことを行って、これは伯方

島の水槽ですけれども、大体２トンぐらいです。こういったところに入れて飼育を行いま

す。なるべく密度は薄くしているんですけれども、水をちょっと回さないと、先ほど少し

お話にあったように尻尾をかじられたりするものが出てきます。ひどいものになると、こ

のようなものも出てきて、そのまま死んでしまうので、生き残りの数が若干減ってくるこ

ともありますが、ものによっては、こんなにきれいなものもあるということです。 

 餌は、最初にいきなり配合飼料をやってもなかなか餌づかないので、冷凍アミで餌づけ

をした後に配合飼料を中心に給餌をします。サイズが大きくなってくると、ちょっと大き

い水槽に入れまして、かみ合い等にも配慮しながら飼育を行いました。 

 次に結果です。ちょっとわかりにくいですが、ここが入れたところです。生残率がちょ

っと減っていき、半分以下ぐらいになりました。成長については、逆に大体６センチから

７センチぐらいだったものが、１１センチ、１２センチぐらいまで成長しました。 

 標識は、こういったスパゲティーアンカータグという、これで２.５センチぐらいですか

らそんなに大きくないです。だから、ちょっと目立ちにくい可能性があるんですけれども、

なるべく魚の妨げにならないような大きさのものをこんな感じでつける作業を行いました。

つける作業は、大体水温０度から１度ぐらいにいきなり放り込むと麻酔のようになって、
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こういうタグガンでタグをつけます。ちょっとわかりにくいですけれども、こんな感じで

差し込むことを行っています。 

 作業を行った後は一晩置きまして、次の日にまたとられた地先に放流します。トラック

で運んで、運んだものを船に移して、それを地先まで運んで放流したということです。 

 漁協等にはお配りしましたけれども、標識したトラフグを放流したので、とれましたら

採捕報告をお願いしますというようなポスターを、瀬戸内海全域、日本海も含めてお送り

して、採捕報告をお願いしたということです。 

 これが昨年のものの１１月ぐらいまでの状況です。実際にとれたのは標識放流してすぐ

のときにわりと多くとれているんですけれども、放流した近くの東側のほうで、定置網が

メインで、一部小型底引き網でもとれていますが、４１尾ぐらい。もともと西に動くんじ

ゃないかと言っていたんですけれども、西のほうに行った田尻でも、これも小型定置です

が、採捕されています。あと、一番南の香川県の観音寺でも採捕されたんですけれども、

今のところ残念ながら放流地点付近だけしか採捕の報告がありません。もっと先の、例え

ばこちらの山口県海域といったところは、昨年の放流分については採捕の報告がここまで

になっていると。放流した分の約１割程度が採捕されたことになります。 

 放流した時点で、大体このぐらいのサイズの幅があったんですけれども、採捕されたと

きには大きなものから若干小さいものが、放流したサイズがそうなりますから、こういう

サイズが採捕されました。特に放流地点付近で採捕されたものは、放流したときより大体

１.２３倍ぐらいまで成長していたんですけれども、西のほうの少し離れた田尻で採捕され

たものは１.５９倍ぐらいで若干大きなものでした。どちらかというと、大きい活力のある

ものは先に動いて、そうでないものは比較的残ったのかなということが考えられるんです

けれども、本年度同様の調査をまたやっていますので、その結果によって、いろいろと結

果の考察をしたいと考えています。 

 今後の課題としては、搬入直後に生残率をどれだけ上げるかというところがあります。

高水温とか、漁獲されたときの外傷というものも影響になるかなということがあります。

基本的には、飼育密度を下げて、生き残りを上げていくと。 

 あと、採捕情報の収集についても、いろんなところに採捕報告のお願いをしているんで

すけれども、必ずしも全ての方に情報が行っているわけではどうもなかったようなことが

ありますので、さらなる情報のお願いは必要かと考えています。 

 こういったものも考えながら、本年度につきましてはまた、１０月下旬に６３５尾、昨
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年に比べたらかなり大きく、サイズも昨年は１２センチぐらいのものが１３.７センチぐら

いです。飼育はうまくいって、生き残った数もわりと多くて、いい状態で放流できたと考

えております。 

 本年度もこのような調査を行っておりますので、採捕の報告へのご協力をこの場でお願

いをしたいと思います。来年またこういった場を借りまして、調査の結果等をまたご報告

したいと考えています。 

 以上です。 

【山本課長】  ありがとうございました。 

 水産研究・教育機構のお二人から産卵親魚の採捕標識をつけた再放流とゼロ歳魚の標識

をつけた再放流についてご説明がありましたが、ただいまの調査研究についてご質問がご

ざいましたら、挙手の上、お名前を名乗っていただきまして、ご発言をよろしくお願いい

たします。 

 なお、意見交換のときはカメラ撮影をご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 どなたか、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。どうぞ。 

【参加者】  産卵で回遊してくる親の量はかなり増えていると言うのですけれども、稚

魚が帰らないです。ここ１０年間、稚魚の発生量がほとんど見られない状況になっていま

す。それで、産卵をしているところで、関門海峡は浚渫をやるから、その汚れによって稚

魚が窒息する率がすごく増えると聞いたんですが、そういうのもあるんですか。 

【平井主任研究員】  そういう可能性が考えられると、否定できないですけれども、実

際にどの程度の量がという点については全く情報がありません。 

 もう一つは、産卵回遊している親の量というふうに思われていたかと思うんですけれど

も、実際には、前半に竹越さんのほうからもお話がありましたように、４０センチ以上、

３歳以上を産卵親魚群と全て捉えているんです。ですので、こちらの外海の沖でとられて

いるそういった個体も親として扱って計算をしています。それですと、実際に関門海峡に

そのうち何割が行って、何割が産んでとか、備讃瀬戸に何割が行って、何割が産んでとい

うのがわからないので、今回こういう調査を始めたというのが現状です。 

【参加者】  関門海峡で産卵しているのは、産卵しているところで釣っていますから、

釣り上げたときに白子を流しているフグがかなりいるんです。その分がかなり増えている

ように感じられるので、産卵をかなりしているんじゃないかと思われるんですけれども、

子供が発生しない状況がとにかく不思議でならないです。 
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【山本課長】  貴重なご意見ありがとうございます。また、そういう漁業者の皆さんの

ご意見を踏まえながら、調査研究を進めていければと思います。 

 そのほかのご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

【山本課長】  また今、タグをつけたトラフグを放流しておりますので、漁協や漁業者

の皆さんには採捕されたらご連絡をぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは最後に、水産庁管理課の藤田より本日の会議のまとめについて、発言をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【藤田課長】  私のほうでとりまとめをさせていただきます。本日は長時間、皆様、会

議にご出席ありがとうございました。 

 第１部、資源管理の方法では、今後の課題というか、いかに横の連携をうまくとって、

資源管理の効果をうまく発揮させるようにするかということがご意見としてあったと思っ

ております。それにつきましては、今後、関連する部会でよく議論を煮詰めて、さらにそ

の資源管理措置の効果を深めていく取り組みをするということで、何となくですけれども、

皆様の認識が合ったのではないかと考えております。 

 それと、さらには漁業者の方の取り組みにつきまして、できる限り、遊漁者の方にもご

理解をいただくべく努力をすることかなと考えております。 

 ２部のほうにつきましては、いろいろと調査を始めたばかりだという部分もあると伺い

ましたけれども、その標識放流によって、いろいろ多分わかってくることが多いだろうと

思います。これにつきましては、やはり採捕されたものがきちんと報告されないと意味が

ありませんので、この点については皆様のご協力をいただいて、タグのついた魚を見つけ

たら、別に遊漁者でも構いませんし、漁業者の方には、とにかく最寄りの試験場なり、水

研のほうに一声かけて確認をしていただくことに一生懸命取り組んでいくことが重要にな

るのではないかと考えております。その点については皆様にご協力をいただきたいと思い

ます。 

 大体こんなところだったかなと思います。もしよろしければこのあたりで締めくくりを

させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

【山本課長】  ありがとうございました。 

 それでは、皆様、長時間の会議ありがとうございました。第３回トラフグ資源管理検討

会議をこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 


