
 -1- 

第４回トラフグ資源管理検討会議 

２０１７年１１月２０日（月） 

 

 

【山崎係長】  それでは、予定の時刻となりましたので、ただいまから第４回トラフグ

資源管理検討会議を開催いたします。 

 私は、本日の議事進行を務めます水産庁管理課の山崎です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、開催に先立ちまして、水産庁資源管理部管理課の久保寺資源管理推進室長よ

り一言ご挨拶申し上げます。 

【久保寺室長】  皆さん、こんにちは。資源管理推進室長の久保寺でございます。 

 今日はトラフグの会議ということで、私、久しぶりに長崎県にお邪魔することになりま

した。この会議は今回で４回目ということで、最初の２回は下関で開催し、去年は萩で行

いました。会議を受け入れていただく長崎県の方には大変お世話になります。こういう全

国的な会議を開催する機会はそうそうあるものではないですけれども、やはり関係者の皆

さんが一堂に会して取り組むことは非常に重要だと思っております。 

 既に各地でいろいろな取り組みをされているトラフグですけれども、残念ながら資源の、

特に親魚の量があまり芳しくありません。挨拶に引き続きまして、一言お話をさせていた

だきたいと思います。 

 いろいろな資源管理のあり方が、今、東京でも議論を呼んでおります。いろいろな批判

を水産庁が受けている部分もございます。その中で日ごろ感じていることが、いかに科学

的に物事を進めるのかということだと思います。漁業者の方で資源管理に反対する人は、

私はまずいないと思っております。総論的には皆さん資源管理を進めるべきだということ

ですが、各論ではさまざまな意見が出てきます。これは当たり前の話で、利用方法や来遊

する資源など、それぞれ漁法も違って一様ではありません。まず皆さんにお願いしたいこ

とは、資源評価の結果を十分理解していただくということに尽きるかと思います。 

 残念ながら、科学はわかることのほうが少ないと言ってもいいかもしれません。わから

ないことだらけです。特に水の中の資源は直接数えることができませんから、非常に難し

いです。難しいんですけれども、今までの蓄積があり、それから皆さんの情報提供があり、

それで資源評価を毎年やっていますが、この評価の結果に基づいて、今やっていただいて

いるさまざまな取り組みを今後どうしていくのかを検討していただく必要がありますので、
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まずその評価の結果がスタート時点なんです。 

 評価の結果を理解するのも難しいとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけど、

非常にシンプルに考えると、親魚の量が増えているのか減っているのか、あるいは変わら

ないのか、ここに尽きると思います。これを論じるためにいろいろな資料を出し、いろい

ろな調査をやり、それで評価をしていますので、いい機会ですから、ぜひわからないこと

はご質問いただいて、まず十分にご理解をいただきたいと思います。評価があって管理が

ありますから、その評価の結果を、例えば資源が減ったら、その理由は何なのか、あるい

は増えないのはなぜなのか、ここを掘り下げていくと、おのずと取り組む道が見えてくる

と思っております。 

 皆さん、特に漁業者の方は生活があるわけですから、そう簡単に日ごろの取り組みを大

きく変えることは難しいと思います。難しいんですけれども、まずは評価の結果を理解し

ていただいて、その先に何をすべきかを考えて進めていくと、地元に皆さん帰られてから

も、いろいろな話ができるのではないかと思っております。 

 最後に、トラフグの資源を子々孫々まで利用し、おいしくいただくためにも、資源管理

をしっかりやって、成果を世の中に問うような形にしていきたいと思っておりますので、

ぜひ今日はよろしくお願いいたします。 

【山崎係長】  続きまして、長崎県水産部漁業振興課、中村課長より一言ご挨拶いただ

きます。中村課長、よろしくお願いいたします。 

【中村課長】  皆様、こんにちは。長崎県水産部の漁業振興課長の中村と申します。 

 本日は、坂本水産部長が出席の予定でございましたけど、急遽来られなくなりましたの

で、部長の挨拶を代読させていただきたいと思います。 

 本日、第４回トラフグ資源管理検討会議が、関係者の皆様のご出席のもと、盛大に開催

されますことを心からお喜び申し上げます。また、初めて山口県以外での開催となり、遠

路長崎県までお越しいただきました皆様に心から歓迎申し上げます。皆様方におかれまし

ては、日ごろから、水産業の振興はもとより、地域経済の発展や国民の食生活の安定にご

尽力をいただいておりますことに、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、近年のトラフグの漁獲量は、平成２５年までは１,０００トン前後でおおむね横ば

いで推移をしておりましたけれども、平成２６年には７９０トンに減少しており、最近の

資源水準は低位で、資源の動向は減少傾向であると評価をされております。 

 また、全国的な魚価の低迷や中国産養殖トラフグの輸入などの影響により、キロ当たり
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１万円を超えていた価格が、平成２７年度には５,０００円程度まで下落するなど、漁業者

の経営は大変厳しい状況にあります。 

 このような中で、本検討会におきましては、漁業者、市場流通関係者、行政、試験研究

機関が、圏域を超えてトラフグ資源の回復に取り組まれておりますことに深く敬意を表し

ますとともに、皆様のご努力が安定した漁獲につながるよう期待を寄せているところです。 

 長崎県では、トラフグ資源の回復に向けて、これまでの研究成果に基づき、放流適地と

されております有明海奥部の佐賀県、福岡県の海域へ種苗放流を継続するとともに、資源

管理の面からは、九州・山口北西海域広域資源管理方針に基づいた休漁や小型魚の再放流

といった漁獲努力の削減にも取り組んでおります。 

 今後とも、資源回復を確実に進めるためには、関係者の連携と協力がますます重要とな

っておりますので、本日、関係者が一堂に会したこの会議におきまして、熱心な議論が交

わされ、実りの多い会となることを祈念いたしたいと思います。 

 それから、また、ご来県いただきました皆様には、この機会に、一昨年、世界遺産とな

りました明治日本の産業革命遺産を構成する軍艦島やグラバー園にも足を伸ばしていただ

けると幸いに存じます。特にグラバー園では、現在、夜間も開園いたしております。来年

の世界遺産登録が期待されております長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、これに

関連する大浦天主堂も隣接いたしておりますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思いま

す。 

 最後になりますが、皆様方の今後ますますのご健勝、ご活躍を祈念申し上げまして、開

催県代表のご挨拶といたしたいと思います。 

 平成２９年１１月２０日、長崎県水産部長、坂本清一。代読でございます。 

【山崎係長】  ありがとうございました。 

 続きまして、水産庁並びに国立研究開発法人水産研究教育機構の重立った出席者を紹介

させていただきます。 

 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室長の久保寺です。 

【久保寺室長】  久保寺です。（拍手） 

【山崎係長】  同じく資源管理推進室の竹越です。 

【竹越班長】  竹越です。よろしくお願いいたします。（拍手） 

【山崎係長】  九州漁業調整事務所の廣山所長です。 

【廣山所長】  廣山です。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 
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【山崎係長】  国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所資源生産部

の小畑部長です。 

【小畑部長】  小畑です。よろしくお願いします。（拍手） 

【山崎係長】  同じく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） 

【山崎係長】  同じく片町主任研究員です。 

【片町主任研究員】  片町です。よろしくお願いします。（拍手） 

【山崎係長】  それでは続いて、本日の進め方についてご説明させていただきます。 

 まず、議題１といたしまして、水産庁からトラフグの資源状況と今後の管理の方向性に

ついてご説明いたします。その後、質疑応答も含め、皆様との間で意見交換を行いたいと

考えております。 

 議題１の後に、一旦休憩を挟みまして、議題２では、瀬戸内海区水産研究所の小畑部長、

平井主任研究員より、トラフグの最新調査の研究結果について情報提供をしていただき、

皆様からのご質問等をお受けしたいと思います。 

 本日、以上の二つの議題の説明と質疑応答を含め、１６時の終了を予定しております。

円滑な議事の進行にご協力をお願いいたします。 

 また、本日の会議の議事録は、後日、水産庁のホームページ上に掲載させていただくこ

ととしておりますので、ご承知おきください。 

 なお、報道関係者の方々にお知らせいたします。各議題の担当者による説明の間の撮影

は差し支えございません。説明の後、意見交換に移りましたら撮影をお控えくださいます

ようお願いいたします。 

 それでは続いて、議題に移りたいと思います。 

 議題１、トラフグの資源状況と管理の方向性について、水産庁よりご説明いたします。 

【竹越班長】  それでは、皆さん、改めましてこんにちは。水産庁の竹越でございます。 

 私のほうから、トラフグの資源状況と管理の方向性についてご説明申し上げます。毎年、

私のほうからやらせていただいております。下関で２回やって、萩でやって、そしてまた

長崎に来られまして、私的には感慨深いものがあるといいましょうか、下関でやらせてい

ただいた後に、水揚地のそばでやりたいというお話があって、それで萩にお受けいただい

て、そして長崎に来られて、またこの次がどこになるか個人的に非常に期待しています。

本日は、長崎の皆様、ほんとうにありがとうございます。 
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 では、お手元の資料、製本になっているもので、４ページからですね。トラフグの会議

冒頭でいつも使わせていただいている資料でございます。 

 トラフグの分布は、いつも申し上げておりますけれども、この赤い分布域の中に入って

います。過去には、こちらの朝鮮のほうに行ってとっていたんですけれども、それ以後、

ＥＥＺもありますので、今、我が国周辺水域でとられています。産卵場ももちろんこちら

の中国や韓国にもあるとは聞いておりますけれども、日本の瀬戸内海域、あるいは有明の

中にあるということで、トラフグの産卵を守りながら、小さいものから外海の大きいもの

まで、多くの漁師さんに携わっていただいて利用している資源であります。 

 トラフグは、有明で生まれたら、外海に行って、さらにもう一回有明に戻る、もしくは

瀬戸内海で生まれたものは、また外海に行って瀬戸内海に戻るということで、産卵場に回

帰するという、非常におもしろいといいましょうか、言葉はあれですけれども、非常に興

味深い魚でございます。 

 一つスライドを進めていただくと、成長曲線ですね。２回目の会議のときに皆さん方と

議論して決めたことですけれども、科学的に申しますと、雄が２歳、４０センチの１キロ

オーバーぐらい、雌が大体３歳で２キロ、四十五、六センチで成熟すると。やはり管理を

する上で、成熟すること、いわゆる卵を持つかどうかということが一つ大事な議論になり

ます。かといって、雄と雌でサイズ別に成熟がどうだということを漁協現場で受け入れる

のはなかなか難しいだろうということで、一つの目安として４０センチでラインを引きま

して、雄であろうが雌であろうが、大体４０センチあれば成熟魚がまじらないということ

で、４０センチより小さいものを未成魚、まだ卵を持たない子供だ、小型魚だと。４０セ

ンチ以上を成魚として扱うことにいたしました。ですから、この先、私のほうで未成魚と

か成魚、もしくは小型魚、大型魚という言葉を使いますが、それは４０センチで線を引い

ているとお考えください。 

 では、最近の漁獲量がどうなっているかでございます。ここ四、五年、私が担当してお

りますけれども、右側が漁獲量になっておりますが、残念ながら、毎年毎年下がって減少

傾向にあります。最新の平成２８年は１８９トンとお伺いしております。 

 ご案内のとおり、漁獲量は、ここ十数年分のデータはあるんですけれども、１９７０年

代からずっとあるのは唐戸市場の取扱量しかございませんので、傾向として、いつも唐戸

市場の取扱量、それから最近の漁獲量、この二つでトレンドを見ています。傾向的には毎

回同じになりますけれども、昔、いわゆるＥＥＺ外の遠くに行って漁獲していたころもあ
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ったんですけれども、ここ十数年は低水準で横ばい傾向にあります。そして、全体で見る

とそうなりますけれども、この１０年ぐらいにスパンを絞って見ると、漁獲量は右肩下が

りの状況になっていると。 

 そういう中で、漁獲の構造、何歳魚をどれだけ漁獲しているのかを分析してみますと、

この帯グラフになります。赤い色がいわゆるゼロ歳魚で、オレンジ、緑となっていくわけ

です。そうしますと、先ほど４０センチぐらいで、いわゆる二、三歳で成熟するというこ

とですので、そう考えますと、大体２歳ぐらいまででこれくらいの割合になるので、６割

以上がゼロ歳、１歳でとられてしまいます。これは尾数の平均値になりますけれども、こ

の辺のバランスがどうなるのか。 

 それから、皆さん方お住まいの有明、瀬戸内海、日本海、東シナ海、それぞれとられる

海域が違いますので、有明や瀬戸内海のいわゆる産卵場もしくは生育場があるところは、

やはりゼロ歳魚の漁獲が、それから外海のほうへいくに従って大きいものになる傾向があ

ります。なので、例えばゼロ歳魚だけ非常に厳しい管理をすると、特定海域というものが

ありますので、そういった意味で、こうした年に一度の場ですけれども、いろいろな行政

も漁業者も研究者もみんな集まる場で、どういう方向性で考えていこうかということが大

事な議論になろうかと思います。 

 それでは、具体的な資源状況についてお話を進めてまいりたいと思います。お手元の資

料は６ページになります。 

 資源状況ですけれども、これは２０１７年評価ということで、瀬戸水研さんで資源評価

をしていただいたものです。傾向からいきますと、２００６年が１,０００トンぐらいで大

きかったんですけれども、その後はやはり減少傾向が続いておりまして、最新の２０１６

年で５８０トン、赤い折れ線が漁獲の割合ですので、漁獲割合が大体三十三、四％くらい

で推移している。ですから、全体の資源量が低減している中で、漁獲割合は大体同じぐら

いですので、非常に資源的には厳しい状況になりつつあります。 

 それから、後でもうちょっと詳しく申し上げますけれども、今年の資源評価は数字を最

新値に置きかえています。数式も一番最新のものにかえている、科学的な精度を上げてい

ますので、昨年までの数字と全て比較すると、ちょっと前提が違っておりますので、数値

的なことはあれですけれども、ただ一つ言えるのは、そういったパラメーターあるいは数

式を最新のものにかえたとしても、この傾向はあまり変わっていません。後でお帰りにな

った後でも構いません、インターネットでも水産庁のページに載せておりますので、昨年
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の資料と見比べていただければおわかりになるかと思いますが、２００６年にとーんと上

に上がって、その後、下がり気味になっている、ここのトレンドはあまり変わっておりま

せんので、そういった意味では、資源評価としては非常に信頼性が置けるだろうと。ただ、

資源評価でありますので、個々の数字は毎年毎年新しくなるものというふうにお考えいた

だければと思います。 

 細かいところを見ていきますと、今の資源量を資源尾数に置きかえて同じようなグラフ

にしております。横軸が年で、縦が万尾になっています。緑色がいわゆる成魚で、青色が

未成魚になっております。真ん中に点線を打ちまして、点線より下をゼロ歳、点線より上

を１歳にしております。そうしますと、残念なことに、やはり資源尾数はちょっと下がっ

ていると。去年、一昨年ぐらいから申し上げているんですけれども、去年か一昨年ぐらい

から、緑の親魚の部分が下がっている傾向が出ていて非常に心配だというお話を申し上げ

ています。今年の評価でも、やはりちょっと下がっている格好になっていますので、この

ままいきますと、親、いわゆる成魚も下がって、生まれてくる子供、あるいは若いほうも

減っていく状況になってきますので、来年さらにこれがどう出てくるのかということが一

つポイントになるのではないかなと。 

 それから、皆さんの資料でいくと下のほうにこれが出ておりますけれども、毎年どれだ

け子供が生まれているかですが、ゼロ歳魚が去年はちょっとよくて、今年はいつもの傾向

のように下がっていると。ですから、ここのちょっとよかった部分が今年１歳になってい

るはずなんですけれども、上の表に戻りますと、この辺がどんなふうに評価されてくるの

かは、１年だけのデータですとなかなか見えてきませんので、これが来年減って出てくる

かどうかで、今年は生まれがどうもよくなかったんじゃないのかということが言えるかと

思います。いずれにせよ、成魚の量もちょっと減って見えておりますし、生まれてくる子

供も減少の傾向が出ているということであります。 

 こうしたものを継続した場合、お手元の資料を１ページ進めていただいて、８ページに

なりますけれども、今後の漁獲見込みを出していただいております。これはあくまで見込

みです。私、いつも天気予報とか、いろいろな例えをしますけれども、台風の予報でも、

３日後の予報円って非常に大きいんですよね。どれだけぶれるか、最新の衛星を飛ばして

いてはっきり目で見える、衛星で見えるものでさえもあれだけの誤差が出る中で、今の我々

が持っている科学力で、海の中の魚の量がどれだけいる、それがさらに１０年後どうなる

かという予想ですから、これはあくまでも一つの将来予測という形で見ていただきたいと
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思います。 

 やはり資源が減っていく傾向は、このままいくと続くだろうという予想です。それから、

漁獲量の見込みも今よりは減ってきて、１８９トンのものが大分下がって、何トンかとい

うことはあれですけれども、おそらくもうちょっと下がって、２００トン台はとてもキー

プできないような状況になってきます。そういった意味で、こういった会議の場でどうや

っていくのかというお話をしながら、また、それぞれの浜の状況をお伺いしながら考えて

いかなければいけない状況にあります。 

 今、こうやって下がっていくという予報が出ましたけれども、じゃあ、具体的にどうし

ていけば下がる傾向を食いとめられるのかを科学的に見ますと、将来予測になりますが、

先ほどの予報だとこの青い点線のようになってしまうので、漁獲圧――ですから、休漁や

針数、再放流など、いろいろな意味合いがあるんですけれども、やはりそういう漁獲努力

量と言われるものを下げていかないといけないと。大体２割削減ぐらいで、この赤色の線

のように現状維持か、ちょっと現状よりよくなります。そうしますと、３割とか、３.６、

ちょっと小刻みにしましたけれども、こういった休漁や針数でやはり何らかのコントロー

ルをしていかないと下がっていく傾向にある、先ほどのこういう予想を当たってしまいま

すので、これを何とか食いとめる方向にするためにこの会議があると思っております。 

 そういうのを受けて、じゃあ、どういうふうにやっていこうかということで、９ページ、

１０．資源管理の方向性のイメージ①です。これはたしか第２回会議のときに、下関だっ

たと記憶していますけれども、私がお出ししたものをもう一度お出しします。 

 この赤い色が未成魚、緑色が成魚ですから、どうしてもこの未成魚の漁獲圧を少し下げ

てやる。漁獲努力量を先ほど２割以上削減すると効果が出ていますので、こういったもの

で何とかこの赤い部分を押し下げて、この緑のほうに振りかえてやる作業をしないと、な

かなかトラフグの管理は難しいのだろうと思っております。 

 親を守るのか、子供を守るのか、卵を守るのかということは延々いろいろな議論がある

んですけれども、科学的に見ると、どうしても卵から未成魚の子供のほうになるまでには、

それなりに厳しい海洋環境をかいくぐらなければいけませんから、その海洋環境をかいく

ぐって未成魚になった、加入してきたこの赤い部分を我慢して親にすることで、早くやっ

ていこうと。ですから、全体を守らなくてはいけないということは強調しておきたいんで

すけれども、科学的に、どの順番で最初にするのかを考えていくということをお話しした

と。これがまさに今の取り組みの中に入っています。 
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 そして、もう一つ、概念的に申し上げれば、冒頭申し上げましたけれども、沿岸と沖合、

それから沿岸の中でも、それぞれ漁業者さんが違うんですね。例えば私一人が、白子を持

つ雄もとって、小型魚もとって、それから外海の大きいものも全てとっているんでしたら

話は簡単といいますか、どこを我慢するのかは私一人の問題になるんですけれども、実際

にはトラフグは３者います。沿岸で小さいものをとる、いわゆる当歳魚を混獲でとられる

方もいらっしゃるし、それが大きくなって外海に行って、外海の沖合で大きくなったもの

をとられる漁師さんもいらっしゃる。それから、またそれが戻ってきて、目の前の海で産

卵、もしくは白子を持っているものをとられる漁業者さんがいらっしゃる。それぞれ違う

方がいるので、例えばここだけを守っても、じゃあ、得するのはこっちだけかみたいにな

ると、なかなか管理がうまくいかないので、みんなでやっていこうと。一つの漁業でとり

残した分をほかがとらないようにして、みんなでやっていこうというのがこの会の理念で

ありました。 

 先ほど冒頭申し上げましたけれども、今回、資源評価の数値が最新のものに大分置きか

わっております。最初に申し上げましたけど、９６０トンまで資源量を回復させようとい

う目標を第２回で決めて、そのときより科学の精度が大分上がっておりますので、今年の

２０１７年評価に全て置きかえていったらどうかというのが今日の提案になります。 

 資源管理目標であります。２０１５年当時は、資源量が７９０トンと出ておりましたの

で、これを９６０トン。この９６０という数字をどうやって出したかというと、２０１５

年、平成２７年の資源評価で、２００２年から２０１４年、ですから平成１４年から平成

２６年までの平均資源量９６０トンという数を出して、現状の資源量７９０から上向かせ

ようとしていたんですけれども、最新の科学で全て数字を置きかえますと、現状の資源量

が５８０トン、これが去年、２０１６年の数字になります。１０年後ということで、２０

１７年評価の２００７年、ですから平成１９年から平成２８年までの平均資源量を求める

と８４０トンになります。９６０トンから、最新の科学で数字を新しいものに置きかえて、

８４０トンを目標にしてはどうか。ですから、現状の資源量５８０トンを１０年後に８４

０トンまで上げることを目標にしたらどうか、更新させたらどうかと。それから、１０年

間というのはなかなか長いというお話もありますので、前回同様、５年後の目標は６８２

トンと考えてはどうかということが今日の提案になります。 

 ただ、これは何が新しくなったかといえば、数字がただ置きかわっただけですので、瀬

戸水研から補足があればあれですけれども、全体的に精度は上がっていると私は見ており
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ます。そういった意味で、この資源評価に基づく数字で目標も変えていってはどうかと思

っております。この辺は、後で質疑応答のときにご意見をいただければありがたいなと思

います。 

 あとは、今年の会議の検討結果でございます。去年の１１月以降から今年の今日に至る

まで、各種作業部会をはじめ皆さん方にお越しいただいて、いろいろ検討した結果でござ

います。 

 それから、お手元の資料の１２ページのほうには、改善方向ということで、この会議を

４回目までずっとやっておりますけれども、各県さんにご協力いただきまして、２０府県

で９９地域あるいは漁法があります。具体的に言うと、２２ページからエクセルの表で、

この緑、青が載っているページですけれども、これを数え上げますと９９地域になります。

この中で、それぞれどういうふうに改善したのかを合計で示したものです。 

 昨年まで「取り組みがない」とされていた４１地域が今年は２５に減りまして、「取り組

みがある」といったところが逆に５８から７４に増えました。この会議でも、第１回、第

２回あたりからですけれども、それぞれ浜で、目の前でどういったトラフグのサイズを使

うか、あるいはどういう漁業種類があるかで大分傾向が違うので、先ほどの続きではあり

ませんけれども、全く同じ取り組みをすることはできませんので、地域ごとに、自分たち

だったらここに出ている資源量、あるいは今後の見込みを見て、どういう改善を図れるの

かを検討していただいた結果であります。こういった作業を地道にやっていかないと、な

かなかうまくいかないということです。 

 そういった改善方向の一つの例で、去年からやっておりますのが、外海を中心に緊急ル

ールということで、卓越的な発生があった場合に、それをどういうふうに守っていこうか

というルールです。この青い部分ですけれども、今までの制限は全長２５センチだったん

ですが、それを３０センチ以下は再放流ということで、今年の５月から、委員会指示とし

て継続しています。昨年から２５から３０センチアップにしてあったと記憶しております

けれども、外海の皆さんにはこういう形で取り組んでいただいております。 

 この後は、またいろいろな科学データをいただいて、ちょっと資料戻りますと、先ほど

の当歳魚のグラフですね。ちょうど去年、こういった傾向があったので、卓越的に発生が

よかったときにどうするのかという緊急ルールで対応したんですけれども、この後も、来

年、再来年、いつここがひゅっと上に上がるかわからない。上に上がったときにどうしよ

うか考えていてもなかなか追いつかないところがありますので、前もって決めておこうと。



 -11-

ゼロ歳魚がたくさん生まれてくっと上ったときに、その年だけどういう資源管理をやって

いくのかを決めていこうというルールでありますので、また瀬戸水研に科学的なデータを

いただきながら、どういったルールが一番いいのか、特に発動条件の部分については、い

ろいろご知見をいただきながら検討を進めていきたいと思います。 

 それから、毎年ですけれども、トラフグは種苗放流をやらせていただいております。資

料１４ページの上になりますけれども、放流尾数１７０万尾を目標に、適地・適正サイズ

で健苗放流ということで進めているところです。こういったものも資源を後支えするもの

として継続していきたいと思っております。 

 それから、瀬戸内海のほうでやっている未成魚の買い取り・再放流の事業でございます。

今年は、毎年１,０００尾ぐらいを目標にやっていたんですけれども、残念ながら今回は３

２９尾の買い上げでした。この３２９尾を瀬戸水研の伯方島のほうで一時飼育していただ

いて、それを１０月、先月、瀬戸内海中央部で標識放流したと。これは残念ながら３７尾

ということでございます。今年はちょっと規模が小さいですけれども、こういったことを

地道につなげて、瀬戸内海の真ん中で放流したときに、それが全て外海のほうに流れるの

か、あるいは別の方向に泳いでいくのかをしっかり分析するという意味では大事な調査に

なってきますので、続けていきたいと考えております。 

 あと、水産庁ホームページには「とらふぐの部屋」がございますので、今日の資料を含

め、もしくは今日の議事概要を含め掲載していきたいと考えておりますので、いろいろご

意見いただきながらやっていきたいと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

【山崎係長】  それでは、ただいまの発表につきまして質疑応答、意見交換に移りたい

と思います。 

 ご発言いただく方には、こちらの係の者がマイクをお渡ししにまいりますので、ご意見、

ご質問ございましたら挙手をお願いいたします。 

 また、本日は漁業関係の方をはじめ各府県、関係研究機関、種苗生産機関、大学、流通

関係者など幅広い分野の方々にお越しいただいております。ご意見を述べられる前には、

必ず最初にご所属、お名前を頂戴いたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【石川県（永井）】  石川県水産課の永井といいます。 

 ちょっと資料のほうで教えていただきたいんですけれども、シートの６番、７ページに
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なります。資源状況の詳細ということで、未成魚、ゼロ歳魚が大体２０万から３０万尾と

あると思うんですが、これと、最後のほうにあったシートの１９、冊子のページは１４ペ

ージになるんですけど、こちらは放流尾数１７０万尾となっています。この辺は、放流し

たものがほとんど資源的に寄与しないということに結果的になるんですか。それとも、そ

れは除いてという考え方になるんですか。ちょっと教えていただけますでしょうか。 

【片町主任研究員】  私のほうから回答させていただきます。瀬戸水研の片町です。 

 ご質問の回答は、この７ページ目の６番の資源状況の数字は、放流されて資源転化した

ものを含んだ値になります。 

 １４ページ目の資料１９の数字を見てご指摘されたと思うんですけれども、放流された

後で資源転化されているものが、年によって変動しますけれども、大体１０％未満という

ふうに計算上推定されております。これは資源の尾数と現場での混入率調査をもとにして、

全体の放流尾数を分母に置いて、混入率とゼロ歳魚の資源を掛けると、分子に放流由来の

ゼロ歳資源が出てきますので、その割合を調べると、大体５％から１０％未満ぐらい。だ

から、放流したとしても、大体５％から１０％ぐらいしか資源還流していないと推定され

ています。 

【石川県（永井）】  今の続きでもう一つ伺いたいのは、例えば１７０万尾放流して、１

０％残ったのであれば、このシートの６番の半分量、ゼロ歳魚で半分量かそれ以上に近い

割合を占めるような感じになるので、ということは、天然の資源というのは相当逼迫して

いる状況と、その辺の感覚的なものを少しお話いただけますか。 

【片町主任研究員】  ご指摘のとおり、５％から１割未満ぐらいが生き残りの放流の還

流ですけど、これが１０％を超えたりすると、ゼロ歳魚の占める割合がかなり高いという

のはご指摘のとおりです。 

 近年、ここ四、五年は低下傾向にありますけれども、一番高かったころは、おそらく２

００８年とか９年あたりだと思いますけれども、全体の混入率が３割を超えていたときも

あったと思います。そうすると、海域によって濃淡はありますけれども、３割から多い年

で４割近くが放流由来という年も過去にあったことは事実です。結局、放流の生き残りは

一見低いように見えますけれども、天然資源が低いので、相対的に混入割合は高いと、そ

ういう理解で正しいかと思います。 

【廣山所長】  九調の廣山です。過去高かったときは３０から４０％の間ぐらいと言っ

ていましたけど、近年の混入率は大体平均してどれぐらいなんですか。 
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【片町主任研究員】  直近で大体２０％いかないと思います。 

【廣山所長】  ２０％いかないぐらい。 

【片町主任研究員】  はい。１５％前後で、１０％から１５％の間だろうと考えていま

す。 

【廣山所長】  わかりました。 

【山崎係長】  ほかにいかがでしょうか。 

【福岡県（松尾）】  福岡県の宗像漁協の松尾と申します。よろしくお願いします。 

 ４年前だったと思うんですけれども、４県のフグはえ縄漁業者が、それまで資源回復計

画をずっとやってきて、これ以上は漁業者にとって非常に負担がかかるのでということで

国のほうに陳情したと思います。 

 それが一つ実を結んでこういう会議が開かれるようになったと思うんですけれども、そ

のときの陳情に３点ありまして、１点目が今、話がありました種苗放流です。これは当然

漁業者がやっていくんだけれども、国のほうでもっと力を入れてくださいということ。２

点目が、再生産成功率が低いというお話があっていましたので、その原因究明もやってく

ださいと。それから３点目が、先ほど竹越さんの話でもありましたけれども、やはり資源

管理をする上で、漁獲努力量を下げないといけないという話になれば、まさしく今そうい

う状況になってくるのかなと感じたんですが、そうなれば、それなりの支援手当を漁業者

のほうにやっていただきたいということを陳情したと思います。そこら辺の、例えば種苗

放流に関してでも結構ですので、予算措置なんかは今後どういうふうになっていくのでし

ょうか。ちょっとわかればお話を伺いたいと思います。 

【竹越班長】  ありがとうございます。竹越です。 

 放流予算は、１７０万尾ということですけれども、栽培漁業の総合推進事業の中の資源

造成費ということで、トラフグだけじゃなくて全体になりますけど、そのうちどういうふ

うに箇所づけしていくかという話が出てくるかと思いますが、大体５,０００万ぐらいの形

でやらせていただいております。トラフグの放流はそれなりの効果があると聞いておりま

すので、まずはしっかりとそういった形の後支えをさせていただきたいと。 

 それから、あわせて資源が厳しくなっていったときに、漁師の皆さんがどういう取り組

みをするのか、今の取り組みをまた一歩先に進めて、厳しいものをやられるということで

あれば、そういったところにあわせて、我々もそれに対してやっていっているかは検討し

ていくと。いずれにせよ、放流ですぐできることという意味では、そういったものをしっ
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かり措置をしているところです。 

 あと、再生産成功率のあたりで何か知見はありますか、瀬戸水研さん。資料的には１９

ページの上のほうに再生産成功率は載せているんですけど。 

【小畑部長】  再生産成功率については、１９ページの上のところに書いてあるもので

すね。再生産成功率の低下要因の解明ということで、これは最新の資源評価の数値をグラ

フ化したものです。今回、低下はしているんですけれども、当時は産卵親魚量がどちらか

というと増加傾向にあったと思うんですけれども、今回、資源評価の精度等の改善によっ

て、全体的に産卵親魚量もトータルの資源量と同じように減少してきている傾向があって、

さらに再生産成功率も低下してきています。 

 再生産成功率の低下要因については、今のところはっきりとしたところがまだわかって

いません。例えば環境要因なのか、あと、親のほうの産卵の問題なのかとか、あとは産卵

場や育成場などの減少が要因なのかなど、そういったところは今のところまだわかってお

りません。これにつきましても、３年ほど前から私どものほうで、産卵親魚量の調査や着

底量の調査などもやって、ここの数字はあくまでも資源評価の数値ですけれども、実際の

調査のほうで、実態がどうなっているのか現在調査を行っているところでございます。 

 その一端につきましては、再生産成功率に直接結びつくものは現在はないんですけれど

も、その調査の結果については、この後またご説明をいたします。 

【福岡県（八尋）】  鐘崎のふくはえ縄船団の八尋と申します。 

 ８ページの今後の長期的な将来予測について、一つ質問をさせていただきます。 

 我々は今、休漁や縄の数など資源管理に取り組んでおります。１月から３月までは、３

５センチ以下の小型魚の再放流などに取り組んでおりますが、ここにありますように、現

在の零歳から１歳魚の漁獲圧を２割以上削減しなければ、今後も資源は減少すると書いて

あります。これに対して、水産庁として漁業者に何らかの指導や規制をかけられることは

あるんでしょうか。 

【竹越班長】  私もこの担当を４年ぐらいやっておりますけれども、まずは先ほどの説

明の中にもありましたとおり、それぞれ漁業者さんの実態が異なって、例えば鐘崎ふくは

え縄船団の皆さんのように、大きい外海に行かれるような方、それから沿岸の方、いろい

ろいらっしゃいます。今、まず我々がやろうとしているのが、皆さんの資料でいくと２２

ページから、一覧で、まずは見える化といいましょうか、これは第２回ぐらいからの取り

組みで出しておりますけれども、県ごとに、漁業種類に何があって、それに主漁場がどう
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なっているのか、ここについてどういう取り組みをしていて、その後どうしていくのかと

いう調査をしっかりやらせていただいていると。 

 これを、９９地域、２０府県が全て統一的に同じように２割削減とした場合、漁獲量の

ところをごらんいただければおわかりのとおり、非常に少ない漁獲量のところから多いと

ころまで、個々千差万別にある中で、統一的に何割というのはなかなかそぐわないだろう

と、年１回ではありますけれども、こういった会議で皆さんのお話をお聞きして考えてい

ます。 

 そういった意味で、今はここの一つ一つ各県さんに担当になっていただいて、今はどの

地域でどれだけどういうことをやっているかがわかっておりますので、まずは、例えば「取

り組みなし」のところが、ほとんど漁獲量が見込まれない、いわゆる混獲ぐらいのなしな

のか、非常にとっていての取り組みがなしなのかで意味が違いますから、地道な作業にな

りますけれども、こういったところをしっかり丁寧に深掘りをしていっていただくという

ような形だと思います。 

 例えば２４ページになりますけれども、山口県さんであれば、瀬戸内海側は全て委員会

指示で、全長２０センチ以下は禁止と県下でうたわれております。ここは、今まではそれ

ぞれ個々に取り組みがあったり、検討中だったんですけれども、県一斉にやっていただい

たと。 

 こういった動きが、例えば瀬戸内海圏で広がってくる。もちろん前浜に来るサイズが違

うとなかなかできませんけれども、ほぼ同じような取り組みとしてやっていただけるので

あれば、こういったものを広げていくとか、いろいろやり方はあると思います。済いませ

ん、山口県さんを例にしてしまいましたけれども、こういったものをまず地道にやらせて

いただきたいと。その上でどうやっていくのかが次のステップに来るんじゃないかと。ち

ょっと答弁が長くなって申しわけありませんけれども、そういうふうに考えております。 

【山崎係長】  ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

【竹越班長】  では、ちょっと私のほうから。皆さん緊張されて、毎回この会議、ぱっ

と質問をしろと言ってもなかなか難しいところがあると思います。年に１回ですから、最

後にちょっと私から確認させていただきたいと思います。 

 ちょっと説明でも申し上げましたけど、この１１ページの上、１３の資源管理目標のと

ころ、今回皆さんにコンセンサスをいただけるのであれば、灰色のところが当初の目標で
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す。この科学的な数字が全て置きかえられた結果として、青いほうですね、１１ページの

上の水色のほうの赤字、例えば９６０トンという目標が８４０トンという形になります。

これはあくまで科学的な数字が変わったということで置きかえたいと思いますので、これ

から先の新しい我々の目標は、８４０トンを目指して回復していくんだという形で、また

来年の１１月に向けて、各県、各浜のご協力をいただいて、さらに取り組み内容を改善し

ていきたいと思います。 

 全体目標をひとつ、着地点にかかわるところですので、ここは特にご質問やご異論がな

ければ、こういう形で進めたいと思いますので、反対なり賛成なりをいただければありが

たいです。特に異議がなければ、こういう形で進めさせていただきたいと思います。 

【山崎係長】  ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

【山崎係長】  なければ、このあたりにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 では、これより休憩に入ります。再開の時刻は３時５分といたします。 

（ 休  憩 ） 

【山崎係長】  それでは、３時５分になりましたので、会議を再開したいと思います。

お席にお戻りください。 

 それでは、議題２に移りたいと思います。瀬戸内海区水産研究所より、最新の調査研究

についてご説明いただきます。それでは、よろしくお願いいたします。 

【平井主任研究員】  よろしくお願いします。瀬戸水研の平井と申します。 

 去年も発表させていただいているんですが、最初にいろいろお世話になっている方につ

いて名前を挙げさせていただきまして御礼を申し上げさせていただいたんですけれども、

実は今年はそういったものをつくっていないんですね。何でかといいますと、スライドに

書き切れないぐらいいろいろな方のお世話に実はもうなっておりまして、ほとんどの地域

の方に調査にご協力いただいております。これ場をかりてお礼を申し上げさせていただき

ます。ありがとうございます。 

 最初に私のほうから、瀬戸内海におけるトラフグ生態調査の概況ということで、調査の

ほうはまだ継続しております。ですので、現状の状況について概略的にお話しさせていた

だきます。それと、昨年度も紹介させていただきました親魚の標識放流調査について、私

のほうから進捗状況を説明させていただきます。 

 トラフグの生態調査ですが、何で調査を始めたかということの前に、これまでどういう
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調査がされているのかを簡単に紹介させていただきます。 

 ちなみに私は１９７２年生まれて、このグラフの一番端っこから二つ目に生まれている

んですけど、人生のほとんどがトラフグは資源評価書では低位であるということを最近見

まして愕然としているんですが、こういう状況が長い期間続いておりますので、いろいろ

なところで実はもう既に調査をされてきておりました。 

 １９８０年代、９０年代には、山口県さん、福岡県さんが調査をされておりますし、そ

の後も、この時期も含めて瀬戸水研でも調査をやってきてはいるんですけれども、２００

０年代に入り始めてから、実はあまり調査をされていない時期がございました。ですので、

現状の資源を支えているはずのゼロ歳から１０歳程度の寿命の資源が、実はあまり調査を

されていないのが現状なんです。ですので、私どものほうでは、２０１４年から本格的に

調査を取り組んでいこうということで、いろいろな調査の種類を増やしてきているところ

です。 

 調査をするに当たって、どこから調査をしたらいいかということもありますので、大き

く三つの時期に分けて調査を組んでおります。一つは、親について、産卵場について。そ

れから二つ目が着底場について、稚魚ですね、いわゆる再生産して加入してくる分になり

ます。それがある程度育って、まず最初の漁獲物となるサイズ、いわゆる子フグと呼ばれ

ておりますが、その生育場での状況について、この三つについて調査を行っております。 

 まず最初に、卵が出てこないと始まらないので、産卵場についてから紹介させていただ

きます。 

 瀬戸内海では、現在、大きく分けて３カ所、確実にここは産卵場だろうという場所がご

ざいます。一番西から、関門海峡、それから広島・愛媛のしまなみのところ、備後灘、そ

れから、香川・岡山の間の備讃瀬戸の３カ所が主な産卵場と考えられております。 

 この産卵場の調査は何でしなければいけないかというと、今日の先ほどのご紹介でもあ

りましたように、近年、親魚量がちょっと減ってきたというお話があるんですけれども、

この調査を始める段階では、まだ親魚は量が多かったんですね。かなりあるのに何でやら

ないといけないのかというと、これが再生産成功率がちょっと下がっているという部分と

かかわってきます。再生産成功率が下がっているので、子供のほうに何か問題があるのか

とも考えられたわけですけれども、じゃあ、その子供をつくり出している親はそもそもど

うなんだ、ここがわからないと子供との因果関係がわからないということで、親の調査を

始めました。 
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 この調査は、実は２０１５年からこれまで３年間行っております。主に備讃瀬戸の東部

と、それから備後灘の２カ所を主な調査海域として行っております。備讃瀬戸は西部のほ

うも若干調査を行っております。 

 これまで調査率は大分上がってはきているんですけれども、この中ですごく残念な結果

があります。こちらの四角で囲ってある部分ですけれども、このように産卵率――来遊し

ている雌のうち水揚げ個体に含まれた産卵した後の雌の数――これを割合で示しておりま

す。見ていきますと、２０１５年の途中から計算をしているんですけれども、２６％程度、

それから２０１６年になると１６％、今年はというと１４％、非常に低い値を示しており

ます。それから、備後灘のほうになりますと、もっと低い値を示しております。普通、産

卵場に来遊した親ですので、実際には卵をちゃんと産んでくれないと困るんです。何でこ

れが産めていないのかということで、じゃあ、もう少しサイズ組成とかをしっかり見てい

こうということで見ております。 

 これは、まず雌のサイズ組成なんですけれども、それぞれ２０１５年、１６年、１７年

とありまして、このピンク色で示しているところが産んだ後に漁獲された個体です。これ

で見ていきますと、意外と大きな個体――大きな個体というのは何年も生きている、１０

年近く生きてきて、それだけ生きているわけですから、何回も産卵するチャンスがあった

わけです。ところが、実際には、そういう大きい個体、産んだ経験があるはずの個体のほ

うがなぜか卵を産んでいない。逆に、初めて親として加入したであろう４５センチ、５０

センチといった小型の個体のほうが産卵している割合が多くなっております。 

 ちょっと戻りますが、じゃあ、この産まなかった個体は何なのかということですが、私

もこれはいろいろなところでお話しさせていただいているんですけれども、よく言われる

ことが一つあります。産む前にとっちゃっただけだろうと、そういうふうによく言われる

んです。ところが、もしそうであれば、産卵期の後半になっているのであれば、必ず産ん

だ後の個体しかその場所には残っていないはずなんです。ところが、産卵期が終わる最後

の最後まで産まない個体というのが必ず水揚げされます。ですので、せっかく産みに戻っ

てきているのに産んでいない個体がどうもいそうだということが最近わかってきています。 

 今、雌の話をさせていただいたんですけれども、じゃあ、雄のほうはどうなのかという

と、２０１５年、２０１６年、青いバー、緑のバーですが、これについては、今日最初に

ご紹介ありましたように、４０センチぐらいから親魚として加入をするということをきれ

いにあらわしておりました。ところが、２０１７年になりますと、初めて加入してくる群
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というのは、ゼロ歳、１歳の資源量が多いのと同様に、若い年齢ですから、数としては多

いはずなんですが、２０１７年の場合は、この１歳上の個体群に比べて、初めて加入して

くる雄の数のほうが水揚げ物としては少ないという結果になりました。そういう状況です

ので、来年度以降、この群がこれから産卵の主群として雄として活躍してくれるはずです

けれども、この群が少ない可能性があります。 

 それから、排精している個体の割合については今年度から調査を始めているんですけれ

ども、これを見ていきますと、数の絶対数としてはやはり小さい個体が多いと。大きい個

体は数も少ないので、排精している個体の割合は多いんですけれども、絶対数としては少

ないので、あまり役に立っていなさそうだという状況がわかります。 

 ここまで、雄も雌も小さい個体だけが卵を産んでいる。これは何がよくないのかといい

ますと、例えば体重比から示した推定の卵の量なんですけれども、６０センチの雌が持つ

卵の量は、４５センチぐらいの雌が持つ卵の量の３倍ほどあります。つまり、ほんとうで

あれば、産んでいない大きい雌が産んでくれれば、そのほうが自然に帰っていく卵の供給

量は増えるわけなんです。ところが、現状では小さい個体しか産めていない。なおかつ、

雄も小さいのしかいない。とうとう今年はその小さい雄も水揚げとしては減ってしまった、

こんな状況があります。ですので、非常に現状としては、親の側から見ても再生産にあま

り貢献できていなさそうだという状況が調査の現場としては見えかけているように思いま

す。 

 ここまで親のほうのお話をさせていただきましたが、続いて稚魚のほうについて調査状

況をお話しさせていただきます。 

 こちら調査は親の調査よりも早くて、２０１４年から調査を始めております。これまで

４年間で、瀬戸内海沿岸５県にわたりまして、約２０サイトについて調査を行いました。 

 稚魚のいる場所ということで、じゃあ、どういう場所を選んで調査をしたらいいかとい

うことですけれども、皆さん、今日、長崎の方が多いと思いますので、有明海を例に紹介

させていただきますけれども、有明海湾奥、子フグがよく育つ場所だというのは皆さんご

存じと思うんですが、この場所はほとんどが泥の干潟ですよね。 

 ところが、瀬戸内海のほうで調査をしようと思いますと、これは関門の内海ですけれど

も、同じ縮尺で見た場合に、この同じ場所の中に、例えばこのように砂礫を含むような干

潟もありますし、それから、ここは河口の干潟で、満潮時はこのように水位が非常に高く

なるんですが、この水が引いてしまいますと、こんなふうに有明海とよく似た泥の広大な
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干潟が広がります。こういう場所もあるんですが、今言ったのはこのあたりなんですけれ

ども、ここから車で５分ほど走ったこの辺まで行きますと、礫しかないような海岸が突然

あらわれます。ですので、同じような範囲であっても、単一の組成の環境ではなくて、こ

ろころと大きく環境が変わるのが瀬戸内海の環境です。 

 ですので、こういった場所の中で、じゃあトラフグはどこを利用しているのかというこ

とを調べるために、関門内海のほうでは、最初はこのようにいろいろなフィールドになっ

ているところを８カ所ぐらい選びまして、中にはこういう砂地で、沖のほうまでちょっと

歩いていけるような干潟であったり、こういうカキ殻場がびっしりついているような、ち

ょっと足元危なっかしい場所ですとか、こういうところでも調査を行ってきました。 

 それから、こちらは岡山県になりますが、こちらは児島湾の湾内なんですけれども、こ

の中も泥の干潟が広がっているところがございます。こういうところも調査地として選ん

で調査を行っております。 

 これ以外には、広島県のほうになりますが、例えば、満潮時には普通の砂浜の海岸じゃ

ないかという感じで、川の河口でこういうふうに水が広がるところがあるんですが、ここ

も水が引いて干潮になりますと、すぐ外側にこういうふうに泥がたまっている、足を踏み

入れるとちょっと帰れなさそうな泥がたまっている干潟がございます。こういう場所も調

査を行っております。 

 それから、調査海域、四つ目、これは四国側なんですけれども、四国のほうに行きます

と、実はあまり泥の干潟がございません。砂地のところが非常に多いんですけれども、こ

ちらのほうに行きますと、泥があるなと思ったら、逆にそれは腐泥だとか、そういう場所

だったりもしますが、こういうところも比較として調査を行っています。 

 ２０１４年から２０１７年のこの調査をざっくり地図にまとめたのがこちらのスライド

になります。青く塗り潰した星で示しているところが、これまでにトラフグの着底稚魚が

とれた場所です。中抜きになっているところ、ここは残念ながらとれておりません。とれ

ているところととれていないところで大きくどう違うかといいますと、こちらは１カ所を

除きまして、とれていないところのほとんどはこちらの四国側でした。先ほど申しました

ように、泥の干潟がない、砂地が多い場所になります。逆に、泥の干潟があったこちらの

関門内海のほうと児島湾、それから先ほどの広島の芦田川の河口になるんですけれども、

見た目は泥がなさそうなんですが、潮が引くとちゃんと沖側に泥がある場所、こういう泥

が多い場所が、トラフグが着底場として利用している場所として考えられるのではないか
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ということが少しずつわかってきております。 

 具体的に、それを香川県の水産試験場さんにご協力いただいて底質の分析をしてみまし

た。こちらの関門内海のほうですとか、それから、この１１番、１２番の児島湾の中にな

りますと、大体このシルトという泥の成分ですね、シルト、細砂という細かい粒径のもの

が３割以上を占めています。これに対して、こちら１６番の香川県側になりますと、そう

いうシルトがほとんどなくて、かなり荒い粒径の砂のところがあります。こういう場所は

あまりとれません。 

 １５番になりますと、こちらはシルト、細砂が多いように見えるんですけれども、これ

を科学分析しますと、硫化水素の量がちょっと多いんです。つまりこれは粒子としての砂

ではなくて、腐泥として科学的に細かい腐った成分が漂っているだけだということがわか

りました。そういう場所にもやはりトラフグはいない。いるのは、粒子としてきれいな粒

の細かいシルトや細砂がある場所、そういう場所を選択的に選んでいそうだということが

わかりました。 

 そうしますと、有明海のように泥干潟がある場所にもいるということと、瀬戸内海の中

では、そういったものが一面に広がるわけではないですが、この広い海の中で、泥干潟の

ある場所を選んでいるといったことがわかります。 

 ２０１６年の採集数を密度であらわしているんですけれども、これを、先ほど親の来遊

があまりよくなくて、新しく入ってきた親も少なかったと言っていた今年の結果と比較を

しております。こちらがその結果になるんですけれども、関門内海、児島湾、芦田川河口、

いずれの場所も２０１７年の採集数は非常に少ないということがわかるかと思います。で

すので、ほとんどの定点でこのように今年は採集効率が低下しておりまして、稚魚の発生

もあまり期待できない状況ではないかというのが現状です。 

 じゃあ、親の卵供給量がよくなかったのか、それとも子供として生まれてから、ふ化し

てから何か減耗するような要因があったのか、どちらだろうかというのを推定するために、

とれた稚魚の耳石というのを使って、生まれた日、卵を産んだ日、これを推定してみまし

た。手法は割愛させていただきますが、採集日ごとにとれたトラフグの稚魚について、こ

の耳石の輪紋を数えまして、いつ卵として産んだのかを逆算しています。 

 そうしますと、これはちなみに２０１６年のほうの結果ですけれども、早く採集した個

体も、遅く採集した個体も、特定の時期のものが減っているという傾向はありませんでし

た。つまり、早く加入して何かほかの生物に食われて減ったりとか、遅く加入して、先に
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育っているやつがいるから成長が悪くて減耗したりといったことはちょっと考えがたい。

つまり、どの時期からも一様に加入をしているということは、その稚魚が少ないというの

は、大もとをたどると、産卵量そのものが少なかったのではないか。それから、産卵量が

稚魚の加入量に直接影響する可能性も考えながら、今後いろいろなケースを想定していか

なければいけないんじゃないか、そういうことが最近はわかりかけてきているところです。 

 ここまで、産卵のほう、親のほうから、着底してくる稚魚の話をさせていただきました。

続いて、子フグの状況の調査ですけれども、こちらについては昨年度から調査を始めてい

るところです。 

 この児島湾の中はこういう生育場にもなっておりまして、こういう四つ手網でとる漁も

あるんですけれども、ほかの場所でも、子フグのサイズになってきますと、小型定置網や

小型底引き、こういったもので子フグを捕えている場所が何カ所かあります。ですが、こ

ちらについてはまだ調査を始めた段階で、実際の状況はあまりまだ詳しくはわかっており

ません。 

 昨年度の結果のごく一部ですけれども紹介させていただきますが、例えば、昨年度の結

果でいいますと、関門内海のほう、青い点のほうが、岡山の笠岡に比べるとかなり成長が

いい、こういう状況がまず結果として得られております。ところが、秋以降になってきま

すと、この笠岡にいる群は、急にがーんと大きくなると。ですので、秋以降になってくる

と、ほかの生育場と交流していて、別の群がまじってきている可能性も考えられます。 

 それから、関門のほうでは、まず９月ごろまではこういうふうに大きく育っているんで

すが、逆に１０月以降になると、小型のものがまじってきます。このサイズ、成長のこの

直線から推定すると、逆に東側で発生しているものがここ移動してきているのではないか

と、そういったことも推定が可能になるかと思います。これについては、まだ１年、今年

で２年目の調査ですので、今後も調査を継続して、もう少しちゃんとした年度間の比較を

しっかり行っていきたいと考えています。 

 このような状況ですので、あまりいいお話ができないんですけれども、まず、瀬戸内海

の状況としましては、親の来遊量は、去年、２０１６年と比べて、今年はやはり少なくな

っております。ですので、今後、産卵に参加する親の数はあまり期待できない状況です。

それから、稚魚の出現数もまた減っております。ですので、ここについては、親の産卵量

も何らかの関係があるかもしれない。ですので、稚魚だけ、親だけということではなくて、

いろいろな発育段階を考慮しながら、調査だけでなくて、資源を維持する取り組みもやっ
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ていく必要があるのではないかと考えております。 

 具体的に、じゃあ、どんな取り組みの効果がありそうかということで、試験的なものと

しては、私どもが今やっている親魚の標識放流ですが、この後、ゼロ歳の再放流について

も紹介がありますけれども、そういう試験的なものでまず検討を始めております。 

 一つは、まず親の標識再放流、少しでも卵を産ませる方法がないかということでやって

おります。これまで、２０１６年と２０１７年に、備讃瀬戸で合計２１８尾を放流してい

ます。それから、ロガーも一部つけて放流しています。それから、２０１７年の３月に、

こちらは宗像漁協さんのほうにご協力いただいて、鐘崎の沖でも７０尾を放流しています。 

 この調査は、ただ標識をして放流するだけではなくて、放流前に、カニュレーションと

いう、こういうチューブで卵をとる方法を使いまして、成熟度をまず把握するという方法

をとっています。こうやって成熟度を把握しておくことで、再捕されたときに、再放流し

て卵を産んだのかどうかがわかるようになります。 

 現在までの状況ですけれども、合計で、内海放流のほうがよく再捕されているんですが、

合計で今４９尾再捕されています。一番北側では鳥取県の隠岐海峡のほうまで移動が見ら

れます。それから、西側では、１０月に長崎県の平戸のほうでとられておりますが、これ

についてもご協力いただいております。ありがとうございます。外海放流のほうは、こち

らについては、今月になって長門のほうでとれたと山口県さんのほうからご連絡いただい

ております。ほんとうにありがとうございます。 

 こういうふうにとれている場所が何カ所かあるんですけれども、これについて見てまい

りますと、まず、例えば２０１６年に放流した個体も、もう一度２０１７年の産卵期の前

には帰ってきていると。卵もしっかり持って帰ってきているといったこともわかっており

ます。 

 実際、再捕後に、このようにおなかがへこんでいて卵を持っていないだろうという個体

について、同じようにカニュレーションをしますと、こういった卵がなくて、卵が入って

いた袋の殻だけが残っている。こういったことから、ああ、この個体は再放流したから産

めたんだ、そういったところまでわかるようになってきました。 

 これまでの再捕状況をまとめますと、２０１６年に、去年放流したものについては、今

のところ３０％近くが再捕できています。２０１７年の群、今年の群については１６％程

度。２０１７年の外海放流群、これ、実は３月２１日以降の漁期が終わった後で試験操業

という形で実施させていただいています。ですので、その後の期間はあまり漁がないので、
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再捕の情報自体がなかなかいただけない状況だったんです。秋になってから、今月になっ

てご連絡をいただきまして、１尾無事再捕があったという状況です。ですので、今後も再

捕がありましたら、ご連絡のほどよろしくお願いいたします。 

 じゃあ、もともとこれは何の目的でやっていたかというと、産卵の成功としてはどれぐ

らい成功できたのかということになるんですが、放流前に産卵前だった個体が、去年は２

１個体あります。再捕した時点で、この子は産んでいたというのを確認できたのが６個体、

今年の個体については、今のところ１３個体中５個体が産卵をしていたということを再捕

後に確認できております。大体３０％弱から４０％の手前ぐらいまで、これぐらいが産卵

に成功しておりますので、通常の水揚げ時のほぼ２倍は産むことができるようになります。

ですので、こういった再放流の取り組みは、産卵成功に効果があると、試験的なレベルと

してはまずそう言えるかと思います。 

 これ以外については、産卵実態をもう少し把握するために、これは北海道大学さんにご

協力いただいて、ＣＲＥＳＴという事業の中でさせていただいているんですが、ロガーを

活用しまして産卵期中の分布水深などを今調べているところです。 

 こういった結果をまとめていくに当たっては、いつもお願いしているんですけれども、

皆さんから報告していただくことがすごい宝なんですね。ですので、今後とも標識魚が揚

がった場合はご連絡いただければと思っております。基本的に全数相場どおり買い取りを

させていただくということで調査させていただいていますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、ゼロ歳魚の再放流の調査状況について、小畑のほうから報告がありますの

で、引き継ぎます。 

【小畑部長】  かわりまして、小畑です。それでは、引き続きまして、瀬戸内海中央部

の天然ゼロ歳魚の標識放流の調査について説明をいたします。今年度の取り組みについて

は竹越班長からも少しご紹介がございましたが、それにつきまして少し詳しくまたご報告

をしたいと思います。 

 目的としましては、天然稚魚の発生が非常に少ないので、その基礎的な情報が必要だろ

うと。さらに、特に瀬戸内海中央部の育成場からゼロ歳魚の移動などがどうなっているの

かということを調査をしたいということで、こういった標識放流調査を行っています。 

 方法としましては、漁獲されたゼロ歳魚を標識をつけるのが可能なサイズまで養成して

放流して、再捕報告を皆様にお願いして、その再捕報告によって放流後の移動や成長なん

かの情報を収集するという方法で行っております。 
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 実際に中央部でとれるのが、岡山県下の小型定置網で、大体７月から８月ぐらいにとれ

るんですけど、この大きさが体長大体５センチから８センチぐらいのもので、標識は１０

センチ以上はないとなかなかつけられないということで、そこまで瀬戸内水研の伯方島庁

舎のほうで中間育成をやると。その育成が終わった後、１０月に、外部標識、目立つよう

な標識をつけて放流をして、再捕情報はポスターを配布等してお願いをしています。 

 実際どういう感じでやったのかというと、これは本年度のものです。３年間やっていま

すで、３年間のまとめも後でお見せいたしますけれども、これは本年度の状況をここでご

報告します。３年間も同じなんですけれども、この笠岡周辺の漁協の小型定置網で漁獲さ

れたものを、本年度は体長８７ミリ、約９センチ弱のものを３２９尾、ちょっと少なかっ

たんですけれども、それを確保いたしまして、ここの伯方島というところにトラックで運

んで飼育をおこないました。こんな感じで小型定置網がありますけど、こういうところで

漁獲されたものです。 

 桟橋に漁獲されたものを揚げてもらって、この後、こういったびくの籠にストックをし

て、それをトラックで受け取って、伯方島の庁舎まで運びまして、今度は育成用の水槽で

飼育をするということです。かみ合いをあまりしないように、流れをつくって飼育をして

います。 

 餌は、最初はいきなり配合飼料をあげてもなかなか餌づきがよくないので、こういった

冷凍のアミで餌づけをすると。その後は配合飼料を中心に、飽食量、食べる分だけ餌をや

ると。少し大きくなってからは、こういった大きい水槽に移して、大きくなりますから、

密度を下げて養成をしました。 

 ３年間の結果をここに載せています。まず上のグラフが生残尾数ですけれども、大体１,

０００尾を目標にして買うということだったんですが、今年度は三百数十尾だったので、

こういった生残となって、最終的には３７尾の放流でした。２８年度と２７年度は、大体

１,２００尾程度を買って、大体６００尾以前、５００尾弱、６００尾強の放流ということ

になっております。 

 本年度は、できれば１００尾ぐらい残したかったんですが、種苗も、こちらの体長のほ

うを見ていただいたらわかるんですが、今年は数が少なかったからなのかわからないです

けど、入れたときの体長が非常に大きいということもあって、外傷や漁獲のダメージ、あ

るいは運んだ後の飼育のダメージ等もなかなか除け切れないところもあって、移送した後

に若干弱ったものがあって死んだのと、あと、飼育の若干ミスも今年度についてはあった
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ので、それで少し減耗が大きくなったということです。特に、サイズが今年は非常に大き

いんですけど、もしかしたら、今年発生量が少ないというのもあったので、いわゆる密度

効果ということで、同時期であっても非常に成長が大きかったのかというふうに考えてお

ります。 

 本年度は、これは昨年と一昨年も使っていた標識なんですけれども、こういった標識を

つけると。この標識は、冷水麻酔を行って、こういったタグガンで打っています。本年度

は、この標識に加えて、こういった目立つ標識もつけることにしました。後でまた説明し

ますけど、遠くのほうの再捕がなかなか見つかっていないというのもあるので、先ほどの

スパゲティーアンカータグだと少し目立ちにくいのかなと考えまして、それでもう少し目

立ちやすい、こういったディスクタグをつけて放流を行いました。 

 放流については、漁獲された笠岡市の沖、これも３年ほぼ同じ場所に放流して、大体こ

うやって船で運んで網で放流したということです。それで、こういったポスターをつけて、

今年はこの二つの標識をつけているのでということで、この図を増やしておりますけれど

も、これで再捕のほうをお願いしているところです。 

 今年度については、放流した尾数が少なかったというのもあるのかもしれないですけれ

ども、再捕結果が実は今のところまだゼロで、これは昨年と一昨年の結果をここでお示し

したいと思います。 

 一昨年、初めの１年目のときは、このように、放流地点付近のところで４１尾。実は、

４１尾以外に、放流した直後にとられたものも幾つかあります。それはここでは抜いてい

ますけれども、放流直後１週間程度で、たしかここについては４９尾ですが、同じぐらい

の数がここで再捕されています。なるべく再放流してくださいとお願いしたんですけれど

も、１年目ということもあって行き渡らないこともございましたけれども、これは放流し

てから２週間ぐらいの、１１月からの標識放流の再捕のデータを載せています。あと、我々

の想定どおり、西側に行って、この福山の地先に定置網があるんですけれども、ここでと

れたと。これは年が明けてから香川県の観音寺でとれたと。それ以外は再捕の情報はあり

ませんでした。 

 これは昨年放流した２年目のものですけど、２年目も同じように放流をして、これも１

１月から、こちらは放流尾数も多かったのもあるんだと思うんですけれども、やはり放流

地付近で７９尾程度とれて、その後、西に動いて、鞆の下の横島あたりでとれて、あと、

笠岡の新港でとれたのは、これは実は年を越して４月にとれています。ほとんど移動しな
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いで、ちょっと中側に入ってとれたものがあると。あと、これも年を越して春に今治の漁

協でとれたものがあるということです。 

 ですから、簡単に言うと、１年目のときも、西側に動いて、あと、ここでもとれていま

すけれども、２年目も、西側に動いて、今度はこっち側でとれている。今回はお示してい

ないですけど、実際どう通るかはまだわかっていないところはあるんですけど、ここの燧

灘中央からこういうふうに両脇に動くような海流があるので、ここまで真ん中から動いた

のか、あるいはこっち側の都市沿いに来て観音寺のほうに移動したのか、あるいはこっち

側から来たのかはまだわからない。これからいろいろと考察してみないといけない部分は

あるんですけれども、今のところここだけで再捕されていると。おそらくここに行った後、

もうちょっと西に行くんじゃないかと思っているので、それが再捕されればいいなという

ことで、先ほどの目立ちやすい標識をつけたということです。 

 じゃあ、どんなサイズでとれているのかというと、これは去年の昨年放流したやつです

けれども、放流したサイズが１２から１８センチぐらいで、これは次の年までのやつはな

いですけれども、わりと小さいものからとれて、最後はちょっと大きなもの、大きいとい

っても、放流したところの大きなサイズぐらいで、大きく成長してとれたものはないこと

から、特に大きなものは先にどこかに移動してしまったのではないかと考えることはでき

ます。 

 今年度はどんな改善をやったのかをここでちょっとまとめると、わかりやすいタグをつ

けて放流したと。これで再捕率の向上を目指しました。これが最後のスライドでまとめで

すけれども、１年目が４６５尾で、２年目が６３５尾、今年は３７尾だったので、残念な

がら非常に少ない数字になってしまいました。サイズは今年のほうがかなり大きいサイズ

になっています。買い上げたサイズにしても、放流したサイズにしても、かなり大きなサ

イズになっています。 

 昨年と一昨年のものをまとめると、大体再捕率が、これは直後にとられたものは省いて

いますが、大体１割強ぐらいの結果が出ています。今年はこのぐらいですので、とれると

しても四、五尾程度かなという感じはするんですけれども、今後また再捕の報告を期待し

たいということと、あと、もう一つは、放流したサイズが過去より非常に大きかったので、

もしかしたら放流場所近辺よりは早く移動している可能性があるので、今後どうなるのか、

また再捕報告を皆さんよろしくお願いいたしますということで、私からの結果報告は以上

です。来年度また機会がありましたら、まとめて、もっと考察を含めて、皆様にご紹介し
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たいと思います。 

【山崎係長】  小畑部長、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの調査・研究についてご質問等ありましたらお願いいたします。先

ほどの議題１のときと同じように、発言、質問される方は挙手をお願いいたします。 

【石川県（永井）】  石川県水産課の永井といいます。たびたび済みません。 

 資料５３ページの、シート番号２４番のことをもう一回お聞きしたいと思います。この

シートの説明は、親魚を再捕して、卵を持っているその親魚をリリースすれば、翌年もう

一回産卵できるので、要するに水揚げしてしまうと一回で終わるけれども、再放流すれば、

１年我慢すれば２回産卵していただけると、そういう話でほぼ２倍というふうにいうのか、

この辺の理屈がわからなかったので、もう一度お願いします。 

【平井主任研究員】  今のところ再放流の後の再捕については、１回再放流だけに限定

をして、再捕された時点で水揚げしていただくというやり方でやっております。 

 というのは、複数回になりますと、それがもう一度とれる確率というのがなかなか予測

が立たないので、今のところ再捕については１回再放流限定でやっております。 

 そうしますと、通常の水揚げのほうでいいますと、４４ページの５番のグラフのほうを

もう一度見てください。こちらのほうですと、２０１６年の備讃瀬戸東部の産卵率が１６％、

それから、２０１７年のほうが１４.２％となっております。これが通常の水揚げの場合で

す。この同じ群の中から１００尾程度毎年選びまして再放流をしているんですけれども、

その再捕された個体のうち、もともと放流前に卵を産んでいなかった個体が、２０１６年

が２１尾再捕できています。それから、２０１７年が１３尾再捕できているというのが、

この㉔の下のほうの表になります。 

 その２０１６年の２１尾のうち通算で、これまで再捕した時点ではもともとは卵を産ん

でいなかったんですけれども、再捕した時点では６尾が産んでいた。２０１７年、今年に

ついては、１３尾中５尾が卵を産んでいたということで、大体３割から４割程度、通常の

水揚げの１５％程度しか産まないものに比べると、２倍ぐらいの確率で卵が産める。つま

り産まないまま水揚げてしまえばそれまでなんですが、１回再放流をするだけでも、通常

の水揚げの倍ぐらいの確率で産卵ができるようになると見ております。 

 今のご懸念された点と関連しますと、隣の５２ページの㉒番の個体なんですが、実はこ

の個体は、２０１６年に放流した時点では、既に卵を産んだ後の個体だったんですね。こ

ういう個体も実は何個体かまぜて放流をしておりまして、これを２０１７年の３月の終わ
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りに、備讃瀬戸のほうですと大体４月２０日前後に産卵期に入るんですが、それよりも数

週間前の産卵期前の状態で再捕されているんですけれども、この個体ですと、産卵所近傍

に来遊をしていて、卵の量、卵数に換算すると８５万粒程度をちゃんと持っておりました。

ですので、ちょうど放流時に比べると増重もして、卵もしっかり持っていますので、１年

を経てもう一度成熟することも可能だということまでは結果としては得られております。 

【石川県（永井）】  ありがとうございます。 

【山崎係長】  ほかに。 

【山口県（吉村）】  初めのときの質問でもいいですか。この前の、いいですか。 

【山崎係長】  はい。 

【山口県（吉村）】  私、山口県の延縄協議会の吉村です。 

 私は、東京でのあり方検討会からずっと、この席で４回目、計５回出席しておりますけ

ど、たしか東京に行ったときだったと思いますが、平成１４年の漁獲量が９６０トンぐら

いという報告をたしか受けておりました。それで、平成２３年には７１０トン、そして平

成２４年度は６３０トンという報告を受けております。それで、今日初めて見たんですが、

平成１８年度は１,０７２トンという数字がこのたび出ておりますね。ということは、平成

１４年に９６０トンで、平成１８年度は１,０７２トンということは、約１００トン増えて

おるんですね、数字的にいうと。 

 私が思うに、平成２３年度は７１０トン、平成２４年度は６３０トンで、１年間で約８

０トン減っております。今日の資料を見ますと、平成２８年度５８０トン、４年間で約５

０トンですね。だから、平成２３年から２４年にかけてずっと減ったときに、おそらくマ

グロとトラフグの資源が枯渇するんじゃないかということで、絶滅魚種に入れていただけ

たんじゃないかと思っております。 

 それで、私が言いたいのは、今、平成２４年度と平成２８年度、この４年間で５０トン

減っておりますが、減り方が今度は緩やかになっております。それで、今まで、放流ある

いは産卵期にはとらない、そして小型の稚魚を再放流する、親魚の再放流、そして放流箇

所の選定など、生産者として私たちはいろいろやってきました。おそらくは、この平成２

４年度から平成２８年度にかけて５０トン減っておりますが、平成２８年度からの計画で

は、これを平成何年度ですかね、六百何トンに引き上げるという目標ですよね。だけど、

この数字の限りは、生産者のほうから言わすと、これ以上私はできんと思います。 

 それで今、４年間で５０トン減ってきたけど、平成２３年、２４年度は１年間で８０ト



 -30-

ン減っております。私は、かなり私のやったことは成果があった、国も稚魚の放流もしっ

かり援助してくださいましたけど、だけど、今からです。今からこの計画に、この新しい

数字を見ると、乗れるか乗れんかです。どう見ても、国がやってくれなければ、おそらく

きついんじゃないかと。 

 それと、もう一つです。もう一つは、平成１４年に９６０トン、平成１８年に１,０７２

トン、この４年間に１００トン増えております。この１００トン増えた原因がわかれば、

この目標の５年間でやった数字に合うんじゃないかと思います。そうでしょう？ だから、

来年のこの席でいいですけど、その平成１４年と１８年に１００トン増えた原因をしっか

りと明らかにしていただければ、この目標が私はかなうのではないかと。そのほうが早く

かなうんじゃないかと、このように思っております。これは次の年でいいですから、そう

いう原因がわかれば、またこの席でひとつよろしくお願いします。 

【竹越班長】  平成１４年、１５年、２００５、６年あたりだったかと思いますけど、

皆さんお手元の資料７ページをごらんいただければと思います。２００５年、平成１７年

の前後は、ゼロ歳魚の生まれが非常にいいんだと思います。７ページの下ですね。平均が

３９万尾ですから、６６万尾とか非常にたくさん生まれている。このたくさん生まれたと

きにどう我慢をして親にしていくか、成魚にしていくかということが大事で、そうすると、

１７万尾というのが２０１６年、平成２８年の数になりますので、そうすると、今吉村さ

んがおっしゃっていた減りというのは、やはり漁業者の努力ももちろんですけど、こうい

った自然要因ですね。このゼロ歳魚がどうすればたくさん生まれるのかとか、どう生き残

るのかということは永遠の課題なのだと思います。水温かもしれませんし、ちょっとした

環境要因の差だと思います。 

 そうした意味では、例えば外海の皆さんに先んじて取り組んでいただいた、１３ページ

にあります外海における緊急ルールのように、たくさん生まれたときに、例えば２００５

年の６６万尾みたいに爆発的に生まれるというよりは、多分低い中でもいつもよりは多く

生まれたときにどう我慢するのかというのをまずはしっかりやっていく。 

 それから、漁師の皆さんに今以上に切り込めば、生活がというお話もありました。確か

にそういう面もありますから、そこに切り込むのか、あるいはこういった卓越的にたくさ

ん生まれたときにどういう対応するのかということを、またこの１年、しっかり関係県の

皆さん含めて、例えばこういった外海の皆さんがやっているところの全長３０センチ制限

とか、これはまた内海の中に入ってくるとまたセンチも変わりますから、どれだけできる
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のかというのはしっかり検討させていただき、また来年に向けてしっかり議論をさせてい

ただきたいと思います。 

【山口県（吉村）】  昨年、萩であったときには、たしか有明海で卓越した稚魚、トラフ

グの小さいのが増えたと聞いておりますが、それは結局、今後の増加につながることはあ

り得るんですか。 

【竹越班長】  それが７ページの下のところのゼロ歳魚で、２０１５年がちょっと上に

上がっていると思います。２０１６年が１７万尾で、この１個前の点が、平均までいかな

いんですけれども、ここ数年よりはちょっと上なんですね。ここを指していたんです。で

すから、卓越的にたくさんといっても、例えばこの２００５年の６６万尾のようなすごい

大量発生ではないんですね。いつもよりは少し多く生まれたというふうに報告を受けてお

ります。 

 そうすると、７ページの上のこの水色と黄緑で成魚、未成魚になっているところで、こ

こがはっきりとまだ出てないんですが、あと、瀬戸水研から補足があればですけれども、

この去年のゼロ歳が本来であれば今年の１歳になりますから、この１歳にどうつながって

いるのかというのが、この７ページの上の６番のスライドでいくと、下がっているように

も見えます。ただ、これは今の最新のデータをかき集めてこうなっているということです

から、来年になったときに、事後評価になってしまいますけれども、２０１５年の少し多

めに生まれたゼロ歳魚がとり控えられたのかどうかというのが少し見えてくるんじゃない

かと。これはもう少し時間を見ないと、結論は出てこないんじゃないかなと思います。 

【山口県（吉村）】  そうですね。 

【竹越班長】  何か補足ありますか。 

【片町主任研究員】  おっしゃるとおりだと思います、過去、７ページの下の図のよう

に、２００２年に一回落ちて、２００６年に全体の資源量が１,０７２トンにまた上がって

回復傾向にありました。 

 その要因は、竹越さんからもお話があったように、２００５年、前年の２００４年連続

で、要因はまだ不明ですけれども、７ページの上の図で見ていただくと、成魚の量はそん

なに変わっていないんです。変わっていないんですけど、２００４年と２００５年は加入

が比較的よかった、天然発生がよかった。それが２００６年に資源量が大きく増えた要因

です。ただ、その後、７ページの下のグラフのように、加入量がどんどん下がってしまっ

たので、全体の資源量がそれによって下がってきているということだと思います。 



 -32-

 一番最後、２０１５年の加入量が比較的近年の中ではよかったけれども、去年の漁獲で

は、１歳魚が漁獲量に乗ってくるはずだったんですが、漁獲のデータからは期待したほど

漁獲はなかったという状態です。ただ、１歳魚が漁獲の網にかからないで残って２歳にな

っている場合がありますので、今漁期に２歳魚が比較的高くとれたら、過去にさかのぼっ

て修正されますので、２０１５年の発生と昨年度の１歳魚の資源量については変わる可能

性があります。ただ、これは、今漁期の２歳魚の漁獲がわからないと何とも言えないと、

そういった実態だと思います。 

 以上です。 

【山崎係長】  よろしいでしょうか。まだまだご意見……。では、最後に１題。 

【石川県（永井）】  済いません。長々と、ちょっと時間超えているようですけれども、

１点、水研の方にちょっとお聞きしたいと思います。私、石川県水産課の永井です。 

 通勤途中、金沢の市場で朝競りというのがあって、能登の定置網が朝その日のうちに流

通させるということで、そういう活動を漁協さんのほうでしています。能登の主に内浦側

の定置が多いんですが、そちらの定置網でトラフグが一部とれるんですけれども、直近２

カ年のデータを持ってきました。２０１６年、実は市場の中でトラフグを測定できたのが

１１４尾ございました。 

 そのうち胸びれカット、これは多分、九州地区で放流されたものと思われるんですけれ

ども、これが６尾ということで５％、２０１７年も２４３尾見ていて、１２尾ということ

で、やはり４.９％、５％ほど測定できていて、両方とも２キロぐらい、平均すると約４０

センチ余りのトラフグが確認できています。 

 うちのほうでそういう天然資源と九州さんの放流魚の混入率が５％もあるということは、

放流された当の海域とかでもっと高い割合なりというのが当然あるのではないかと考えて

いるんですけれども、混入率でもいいですし、また、トラフグそのものの回帰の数値で何

か想定されるものがあれば教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

【片町主任研究員】  情報ありがとうございます。石川県さんから、漁獲物に標識が多

数含まれていることは資源評価の中でご報告済みです。ただ、今ご報告ありましたように、

左胸びれカット魚で、焼印標識がもしついていなければ、おそらく有明海放流魚が能登の

ほうまで行っているということで間違いないだろうと、可能性が高いと思います。過去の

移動標識放流で移動があることはわかっていましたが、どれくらいの率でまじり合ってい

るかとか、その辺はよくわかっていなかったので、貴重な情報になろうかと思います。 
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 それから、もう一つの質問で、有明海で春先に放流したときに、成熟した状態の親魚が

どれくらい投入されているかという情報についてですけれども、それは５％とかそういう

レベルではなくて、１５％から３０％の間で比較的高い、やはり回帰性が高いことを考え

ると、有明海放流魚は有明湾口部に回帰していて、親魚、成熟魚としての混入率も比較的

高いと。 

 今まとまった数字で親魚のときの混入率がわかっているのは、おそらく有明海の湾口部

だけです。瀬戸内海でも、成熟した放流魚が山口県の関門の内海側とか瀬戸内海の中央部

で揚がっていることはあるんですけれども、混入率というように何％ぐらいまざっている

かというところはそれほど詳細には調べられていなくて、いるということはわかっている

んですけど、毎年毎年の推移まではわかっていません。なので、やはり放流された場所の

地先には、親としても混入率が高くて、回帰性が高いといっても、有明海で放流されたも

のが能登のほうに行っているのであれば、あちこち行っている個体もいると、そういうこ

とが放流魚の追跡からも裏づけられてきているのかなと思います。 

 貴重なデータですので、おそらく九州の人たち、それから瀬戸内海の関係県の人たちは、

自分たちの漁場の範囲内でのデータが主流ですので、その他の海域にどれぐらいの放流魚

がまざっているかというのは、今後、放流魚の特定も含めてですけれども、情報の共有等

をなされれば、いろいろわかってくるのかなと考えております。 

【石川県（永井）】  ありがとうございます。非常に放流効果の高い、放流価値のある、

帰ってくる割合はかなり高いように見受けられるので、この取り組みというのは非常に大

事なのかなと考えておりますので、ぜひ水産庁さんもまた力を入れて継続してお願いしま

す。 

【山崎係長】  最後にもう一、二問いかがでしょうか。 

【長崎県（戸澤）】  長崎水試の戸澤と申します。 

 先ほど７ページのスライドの中で、平成２７年の当歳魚の発生がよかったというお話が

あったんですけど、若干その後の状況をご報告させていただきます。 

 今年、２歳を過ぎたところの発生群ですけれども、今年の春、有明海の産卵親魚の中に

かなりの数がまざっていたというふうに考えられて、２歳の雄の産卵回帰が確認されてお

ります。そのために、近年なく産卵親魚の漁獲量がよかったという結果が見られており、

やはりこういった発生がよかった年の管理は、資源の回復につながっていくのかなという

ことを感じている状況です。 
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 まだここまでの情報提供しかできませんけれども、来年春、またこの産卵親魚がそこそ

こ量的に増えるんじゃないかなという感じを抱いております。 

 以上です。 

【山崎係長】  ありがとうございました。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

【山崎係長】  それでは、本日の会議のまとめを資源管理推進室長の久保寺より申し上

げ、締めくくりとしたいと思います。 

【久保寺室長】  皆さん、長い時間ありがとうございました。私のほうからちょっと取

りまとめということで発言をさせていただきます。 

 いろいろ資料を説明させていただきましたけれども、まず今日のトピックとして、１１

ページの管理目標の更新ということで、新たな数字を出しました。皆さん誤解のないよう

にお願いしたいんですけれども、例えば目標の資源量が７９０トンから５８０トンに下が

ったり、それから、目標が９６０トンから８４０トンに数字が変わりました。これは縮小

ではありません。単なる置きかわりです。目標を下げたとか、そういうことでありません

ので、ぜひそこは誤解のなきようにお願いいたします。これは非常に重要な点なので、あ

えて強調させていただきます。 

 この目標の数字は抽象的というか、象徴的なものなので、より皆さんにとって重要な資

源評価の推測の数字が８ページにありますけれども、一つの考え方として、２割以上漁獲

圧を下げるということが一番取り組みとして適当ではないかということです。 

 それで、もう一つ、２番目に申し上げたいのは、２２ページ以降のちょっと細かい表が

あるんですけれども、これをいかに効果的なものとなるのかを細かく検証していくことが、

今までもやってきましたし、今後さらに重要になってくるんではないかなということです。

漁獲量の多い地域、小さい地域、それから大型の魚をとっている地域、それからゼロ歳魚、

１歳魚をとっている地域それぞれです。今日のお話は、産卵数をいかに確保するのかとい

うこともありますし、親魚をいかに増やすのかという意味で、やはり全世代通じて魚をい

かに残すのかということが重要だというお話だったと私は思います。 

 ということで、これは水産庁の提案ですけれども、２割を目途にということであれば、

それぞれの地域でそれぞれ小さい魚、大きい魚を２割残していただくというのはどうかと

いうことです。いろいろなやり方があると思いますので、それぞれの地域でその取り組み
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を再度点検していただいて、できればいろいろな世代で２割とり残していただいてはどう

かということです。 

 毎年評価をいたしますし、それから評価に付随した調査も水研のほうからいろいろご紹

介いただきましたけれども、先ほど皆さんご発言ありましたが、取り組んだ成果は毎年効

果があればこういう形で数字に出てまいります。それから、今日の資料以外にも、水研セ

ンターのほうで、かなり細かい資源評価結果が毎年出されております。資源量や親魚量、

それぞれ数字も経年的に載っているものがございます。ぜひそういうものもご参考にして

いただきながら、効果があればきちんと評価されて、また次の年に発表されますので、ぜ

ひその効果があるように取り組んでいただければと思います。 

 非常に簡単でございますけれども、まとめとして私のほうからは以上です。 

【山崎係長】  それでは、これにて第４回トラフグ資源管理検討会議を終了いたします。

本日はありがとうございました。 

 

── 了 ── 


