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１．開催日時 

  平成２７年１０月２９日（木）１３：５８～１５：２５ 

 

 

２．開催場所 

  海峡メッセ下関 １０階 国際会議場 

  （山口県下関市豊前田町３－３－１） 

 

 

３．議題 

  （１）トラフグの資源状況と管理の方向性について 

  （２）トラフグの調査研究について 

  （３）その他
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４．議事内容 

 

開 会 

○事務局 

皆様、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから第２回

トラフグ資源管理検討会議を開会いたします。 

 私は、本日の議事進行をいたします水産庁管理課の竹越と申します。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、主催者であります水産庁資源管理部管理課長の木島よ

り一言ご挨拶申し上げます。 

○水産庁管理課長 

皆様、こんにちは。管理課長の木島でございます。主催者を代表いたしまして、一言、

お礼の言葉を述べさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、１００名を超える全国のトラフグ関係県からご出席いただきまして

ありがとうございます。 

 今回、第２回目ということですけれども、トラフグは申すまでもなく、我が国の食文化

を支える重要な魚でございます。そのような中、後でも説明があると思いますが、漁獲量

は２００トンぐらいまで落ちております。また、資源状況も非常に厳しい状況が続いてい

ます。ただ一方で、トラフグは雄であれば２歳で、雌であれば３歳で成熟年齢に達し、非

常に成熟が早いため回復が期待できる魚です。また２００トンの漁獲の中で、未成魚の漁

獲が極めて大きくて、８割、９割近くまでが０歳魚、１歳魚の漁獲です。となれば、せっ

かく１歳魚に育った小さい、これから大きくなるぞという魚をどうやって守って親まで持

っていくのか、１年我慢できないか、もしくは２年我慢できないかということを進めてい

けば、非常に速やかに資源が回復する可能性があると思っています。そういう点で、私ど

もいろいろな魚の資源管理に携わっておりますけれども、机上の空論かもしれませんが、

言うなれば資源管理がやりやすいというか、明確な目標を定めやすい、手法を明らかにし

やすい魚であると思っております。 

 一方で、本日も２２府県の方が来ておられますけれども、瀬戸内海、北陸、東北の一部、

また中国地方、九州と、非常に多くの地域でトラフグがとられております。そして、それ

ぞれ、底曳きやはえ縄でとる方、定置にも入って等、いろいろな漁獲のやり方でとられて
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いる。そういう点で非常に多くの関係者の合意、またトラフグの資源状況を少しでも改善

しようという意識がないとうまくいきません。今回は第２回目でありますけれども、まず

は各地区の漁業者がやれることをやっていこう、それを見直し改善しつつ、少しでも資源

の回復、漁業者の幸せに向けて進めていこうという会議であると思っております。 

 私どもは、トラフグの他にも、例えばクロマグロも今、資源管理を一生懸命やっている

ところです。皆さんご承知のとおり、クロマグロも小型魚の保護が一番大きな課題でござ

います。皆同じです。親魚をとるのも、管理もしなければいけないですけれども、せっか

くすくすく育った魚をどうやって大きくしてとるのかというのが、資源管理の王道だと思

っています。今回、これから２時間ほどの会議になると思います。またその後、専門家の

先生方のお話もあると聞いております。トラフグの資源の回復、改善が少しでも進むよう

に実りある会議になることを祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、私の挨拶、

またお礼の言葉といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

それでは、続きまして、本日はご来賓として、公務ご多忙の中、中尾下関市長様にご臨

席いただいておりますので、一言ご挨拶いただきたいと思います。中尾市長、よろしくお

願いいたします。 

○下関市長 

 皆様、こんにちは。下関市長の中尾でございます。ようこそ下関へお越しいただきまし

た。このように全国からたくさんのフグの関係の皆様にお越しいただきまして、第２回目

のトラフグ資源管理検討会議が本市で開催されますこと、市民を代表して心から感謝とま

たお礼を申し上げます。 

 皆様、ご存じのとおり、本市は水産都市として、またフグのまちとして全国に知られて

おります。フグにつきましては、関係者の絶え間ない努力によりまして、下関を代表する

全国ブランドとなっております。市の魚も当然フグでございます。また、下関では、至る

ところフグの絵や像を見ることができまして、市民共通の財産でございます。 

 さて、本日のトラフグ資源管理検討会議におきましては、トラフグが今後も持続的に漁

獲また供給できますように、また資源が減少している天然トラフグが少しでも回復するよ

うに、熱心な議論を交わしていただけるものと思います。また、熱い議論の後には、フグ

の本場下関で、フグのおいしさを十分に堪能していただけたら幸いでございます。また、

本市が誇ります海峡などの美しい町並みや、明治維新などの歴史、史跡もたくさんござい
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ます。お時間の許す限り、お楽しみいただきたいと存じます。 

 結びに当たり、本会議が実り多きものとなりますように、皆様方の今後ますますのご健

勝、ご活躍を祈念いたしまして、開催地の市長としての挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

 中尾市長、ありがとうございました。それでは、主催者側の出席者を紹介させていただ

きます。まず、水産庁資源管理部管理課長の木島です。同じく資源管理推進室長の加藤で

す。九州漁業調整事務所長の森です。瀬戸内海漁業調整事務所資源課長の長野です。続い

て、国立研究開発法人水産総合研究センター西海区水産研究所の山田資源海洋部長です。

同じく瀬戸内海区水産研究所の小畑増養殖部長です。また、今回事務局をお手伝いいただ

いております公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会の市村専務理事です。同じく岩橋

事業推進部長です。なお、この検討会議に引き続き、後半で、海づくり協会の皆さんには、

シンポジウムを担当していただくことになっております。 

 次に、お手元の資料ですけれども、封筒の中に製本印刷されている資料が１冊でござい

ます。ページを開いていただいて、乱丁・落丁がございましたら、会議の途中でも構いま

せんので事務局までお申しつけください。 

 次に、本日の進め方でございます。まずは私から、各種作業部会からの一括報告と兼ね

まして、これまでの検討状況、それからトラフグの資源状況と管理の方向性について等、

順次説明したいと思っております。続きまして、瀬戸内海区水産研究所の小畑部長より、

トラフグの最新の研究について説明させていただきます。その後で、説明に関する質疑応

答も含めまして、意見交換という形をとらせていただきます。また、意見交換の終了後は、

トラフグ資源管理検討会議は一度閉じさせていただきまして、１０分程度休憩を挟みまし

て、シンポジウムに移って、先ほどのとおりバトンを海づくり協会さんにお渡ししたいと

思っております。１４時から始まりまして、１７時までの長丁場になりますけれども、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、本日の会議の議事録は、後日水産庁のホームページに掲載したいと思いますので、

あわせてご承知おきください。 

 それでは、早速ですけれども、水産庁からの説明に移りますが、少々準備致しますので、

しばらくお待ちください。 

（準備） 
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○事務局 

 お待たせいたしました。水産庁の竹越でございます。改めてよろしくお願いいたします。 

 お手元の資料を開いていただきまして、下のほうに小さく通し番号を振っております、

３ページ、「これまでの検討状況について」というページでございます。前のほうのスライ

ドでも映させていただきます。 

 今までの検討状況を簡単にご説明させていただきますと、昨年の１１月２０日に下関で

第１回のトラフグ資源管理検討会議がございました。それから、１２月、２月と各種作業

部会を何度か開かせていただきました。ここでは、目標や期間をどういうふうに定めてい

こうか、あるいは各浜の取り組みをどんなふうにやっていくかについて話し合ってまいり

ました。 

 本年に入りまして、水産庁も人事異動がございましたので、東京で全体の会合を持ちま

して、みんなでどうやっていくかについて５月、６月と会議をいたしました。その中で、

こちらの部分ですけれども、これからいろいろな具体的な取り組みをするに当たっては、

浜の声をしっかり聞いて、丁寧に進めていく必要があるだろうということでございました

ので、作業部会で検討するのと同時並行的に、私ども水産庁のほうで７月以降順次、各地

の浜のほうにお邪魔させていただきまして、資源がどうなっているのか、それから、今の

漁獲を続けていった場合はどうなっていくのかといったことを漁業者の皆さんにお話をし

ながら、どんな取り組みができるのか意見交換をさせていただきました。それから、先ほ

どのとおり８月、９月と同じように作業部会を開いていったわけです。１０月に全体の作

業部会を行いまして、本日ここでの会議となっております。 

 浜周りの状況は、お手元の資料の５ページです。日本地図が載っております。全体で、

西日本を中心に、２０府県を浜周りの対象とし、私のほうでこれまで青い部分の９県１３

カ所に伺っております。黄色いところは、まだ残念ながらお邪魔できていないんですけれ

ども、青い部分に関しましてはお邪魔させていただきました。その下のほうのページに、

各浜で頂戴したご意見を抜粋してお示ししております。 

 どこの浜を回りましても、やはり資源管理は大事であろうということでした。ただ、自

分のところで今以上にやるとなると、なかなか大変だけれども、個人でどんなことができ

るのかをまた話し合っていこうとか、資源管理をするのであれば全面禁漁や買い取り再放

流などの思い切ったことをやらなければいけないかもしれないとか、とれる量が減っても

単価が上がればカバーができるといった声がありました。 
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 私は、浜周りにお伺いしたら漁業者さんに怒られるかなと正直思っていたわけですけれ

ども、漁業者さんからは、子々孫々まで資源をしっかり利用するためには、何かやらなけ

ればいけない、という答えといいますか、感触を得てまいりました。ですので、こういっ

た浜周りを通じながら、漁業者さんにも情報発信をしながら、また、代表者の方には、こ

のように会議に来ていただいて、全体的な管理を一緒になって考えさせて頂きたいと思っ

ております。 

 それでは、次に、お手元の資料７ページ、トラフグの資源状況と管理の方向性について

です。この資料は、浜周りの際に私から説明させていただいた資料となっております。本

日もこの資料をもとにご説明させていただきながら、どんな方向で取り組んでいくのか考

えていきたいと思います。 

 最初に、トラフグの分布・生態です。左側の日本地図、赤いところが分布域になってお

ります。北のほうは、青森あたりまで線はありますが、産卵場としては秋田県の八郎潟か

ら始まりまして、若狭湾や七尾湾、それから九州のほうに行きまして有明海、八代海、そ

れから瀬戸内海に関門海峡から入りますと布刈瀬戸や備讃瀬戸に産卵場があって、赤い海

域に分布しています。細かく見ますと、資料右側の日本地図のような形になっています。 

 特徴的なのは、産卵場が瀬戸内海、有明海とかいろいろなところにあるのですけれども、

成長に伴って外海に出ていって、再び産卵場に回帰すると言われている点です。ですから、

瀬戸内海で生まれたものは瀬戸内海に、有明海で生まれたものは有明海に戻ると言われて

おり、これがトラフグの大きなポイントです。 

 次に、トラフグの成長です。寿命が約１０年と長く、全長は大体６０センチぐらいまで

大きくなります。雄が２歳、雌が３歳で成熟します。資料のグラフは成長曲線と呼ばれて

おります。雄と雌でそれぞれ違うわけですけれども、いずれにせよ３歳ぐらいまでぐっと

大きくなります。成熟年が２歳、３歳と雄と雌でそれぞれ違いますので、管理をする上で、

これは雄で成熟している、これはどうだというのを判別していくのはなかなか難しいので、

まずは４０センチ、ここで線を１本引きまして、４０センチより小さいのは未成魚、それ

から４０センチより大きいのは成魚と考えたいと思います。これはあくまで管理の考え方

です。ですから、４０センチ未満をとらないでくださいとか、そういう議論ではなくて、

管理をする上で、子供なのか大人なのかが大事なポイントになりますので、そういった意

味で、４０センチで一旦線を引いて考えるということです。ですから、この後、資料で未

成魚とか成魚という言葉が出てきますが、これは大体４０センチ、０歳、１歳とお考えく
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ださい。 

 こちらは漁獲動向をまとめたものです。実際に全体の漁獲量がどれくらいあるのかは、

２００２年に入ってからまとまっております。それまでのデータは、唐戸魚市場さんの取

扱量のデータとなっております。１９７０年代ごろは、韓国や中国のあたりまで行って漁

獲しておりましたので、たくさんとっておりますけれども、近年は日本の周辺になります

ので、その頃と比べるとどうしても低水準となり、傾向としては横ばいです。これが市場

の取扱状況です。実際の漁獲量で見ましても、大体下がっているように見受けられます。

漁業者さんにお話をお伺いしても、やはり漁師の肌感覚としても、漁獲は年々落ちている

と考えられるということでございましたので、統計上も、漁師さんの肌感覚も大体同じで、

減っていると考えております。 

 漁業の構造でございますけれども、量のデータから尾数のデータに移ります。そうしま

すと０歳魚で４７％、１歳魚で２３％の漁獲となり、これは先ほどの区分でいくと未成魚

となり、これが７割ぐらい漁獲されていて、成魚の漁獲尾数は少ないということになりま

す。 

 それから、各海域で特徴があって、例えば、青の有明海であれば０歳魚の漁獲が多くて、

赤の瀬戸内海であれば大体どの年齢もまんべんなくとられています。緑の外海になります

と、大きい１歳以上が漁獲されています。それぞれ海域で狙っている魚体は違うという特

徴があるわけで、こういったものを頭に浮かべながら管理を進めていかなければいけない

と考えております。 

 おめくりいただきまして、皆さんの資料の１０ページです。日本地図があります。これ

は浜周りをしながら各漁業者の皆さんにもお話ししたのですが、西日本で２０府県と一口

に言っても、これだけの府県の方々がかかわっていて、その県の中にはそれぞれいろいろ

なフグをとる漁業種類がある。ですから、ここの皆さんが一致団結して資源管理を考えて

いかないと、例えばこちらだけ頑張って、こちらだけやらないとか、逆にこちらだけ頑張

って、こちらがやらないとなると不公平が出てきますので、やるのであれば２０府県の方、

皆さんが一致団結してやらなければいけないということになります。 

 参考に申し上げますと、今の県別の漁獲量はこのような表になっております。全体の漁

獲量でいきますと、ここ５年ぐらいは２００トン前後ぐらいになってきておりまして、２

０１４年が２１９トンです。内訳はそれぞれ表に記載しておりますので、ご参考に見てく

ださい。 
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 次に、資源状況がどうなっているのか、水研センターさんの方で毎年資源評価を行って

おります。資料に載っているデータが、この８月に資源評価ということで出た新しい数字

になります。 

 トラフグの資源量でございますけれども、右側のグラフで青い線が資源量、赤い線が漁

獲割合になっております。一番資源が多かったのが２００６年で１,１０６トンと言われて

おりまして、２０１４年は７９０トンですから、やはり相対的に落ちています。それから、

漁獲割合は、ずっと２割から３割ぐらいで一定でございますので、資源が減って、漁獲割

合が同じだということであれば、だんだん資源のほうに圧力がかかっていることになりま

す。 

 資源状況を細かく、今度は尾数で見てみたいと思います。青いところが未成魚、いわゆ

る０・１歳魚です。緑の部分は成魚です。そうしますと、尾数でいってもやはり２００５

年で１３０万尾弱あるものが、ずっと減りまして２０１４年で５７万尾まで減っています。

他方、成魚と未成魚の比で見ていきますと、意外と親魚の成魚に当たる部分が、低水準な

がらも横ばいです。見ようによっては２００８年から２０１３年は少し上がっているよう

にも見えるということが一つ特徴的です。未成魚がなぜかずっと下がっていて、その原因

分析はまだできておりませんが、状況としてはこうなっておりますので、今やらなければ

いけないことは、卵を産む親をいかにしてこれ以上減らさないように守っていくのかとい

うことです。つまり、子供である未成魚をしっかりと管理して、少しでも親の成魚にして

いくような格好にしていかないといけないということです。 

 ちょっと今気になっているのが、２０１３年から２０１４年にかけて、成魚が少し落ち

ているようにも見受けられます。ただ、この資源評価というのは一つの予想でございます

ので、また来年の評価でこの続きがどうなるのかということを一つ注視しております。例

えば、台風とかを思い浮かべていただきたいのですが、予報円を見ますと、今日、明日の

予報というのは小さい丸であらわせますけれども、３日後、４日後になると大きい丸にな

って、その範疇で動くということですから、つまりぶれるわけです。資源評価という科学

の世界でも、数字が幾ら出てきているといっても、それが１００％正しいということでは

ありません。ある一定の中でどうしてもぶれが出てきますので、ここが来年になってどう

なっていくのかというのが、一つ私はポイントだと思います。ですから、少し成魚が落ち

ているように見える部分が本当にならないように、現実にならないように、何とか皆さん

で資源管理をしてこれ以上減らさないようにしていきたいと思っております。 
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 次です。０歳魚の発生状況です。子供がどれだけ産まれたかということでございますけ

れども、これまでで一番多いのは２００５年で６６万尾ぐらい産まれております。その後、

ばーっと減りまして、平均が４２万尾に対して、今は１４万尾まで減っています。大体平

均の３分の１ぐらいしか加入してこないということです。先ほどのとおり子供も減ってい

っている、親ももしかしたら減るかもしれない。そんな状況で、子供がどんどん減ってお

ります。卵から０歳魚の資源に加入したということは、何とか厳しい自然環境を乗り越え

て、卵から孵化して仔稚魚になって資源に加入したということなので、せっかく加入した

のであれば、まずはこれを大事にして、つまり未成魚の漁獲を何とか控え、我慢して親に

していくのが効率的なやり方であろう思います。 

 それから、もう一つ言えることは、トラフグにとって海洋環境――水温かもしれません、

餌かもしれません、そこはわかりませんけれども、何かの好条件で、このように６０万尾

ぐらいばっと産まれるときが、これから先また来るかもしれません。そのときに、いかに

とり控えることができるか。今日、明日、もし、ばっと湧くように産まれたとして、私が

漁業者だとすると、目の前にいる魚をとらずに帰ることはなかなか厳しくてできないと思

うんです。ですので、今から私どもも浜周りを一生懸命にいたしますので、各県の皆さん、

漁協の皆さん、そして漁師の皆さんにご協力をいただきたいのは、こういうふうにたくさ

ん湧くように産まれた際に、何とか少しでもとり控えて、それを大人にしていく、親にし

ていく体制を構築できないかと考えております。 

 次の資料です。このグラフは、水研センターさんに試算してもらったもので、いろいろ

な漁業者さんに、いろいろな取り組みを各地の浜で行っていただいているんですけれども、

その取り組みをしていただいたとして、１０年後、どんなふうに漁獲量が増えるのか、或

いは減るのかを予想してもらいました。これは一つの仮定で試算していますので絶対とい

うことはないんですけれども、今の予想では、現在２００トンぐらいある漁獲量がだんだ

ん減って、１０年後は大体１００トンぐらいまで減ってしまうのではないかと言われてお

ります。ですから、これが現実にならないように、せめて今の２００トンぐらいは維持で

きるように資源管理をしていきたいと考えております。 

 こちらが先ほど申しました各地の取り組みです。休漁であったり、全長制限であったり、

委員会指示で禁止をしたり、いろいろな取り組みを各地でしておりますけれども、先ほど

のとおり残念ながら漁獲量はだんだん落ちてしまうという予想になっておりますので、ま

ずはここの取り組みを徹底しながら、そしてどういうふうに深掘りをしていけるのかを考
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えていきたいと思います。 

 それから、ちょっと視点を変えまして、種苗放流です。ご存じのとおりトラフグは非常

に種苗放流効果が高い魚と言われております。このグラフは当歳魚の中に放流魚がどれだ

けいるかというグラフで、赤い部分が放流魚です。青い部分が天然魚です。平均すると天

然に占める放流の割合は３割ぐらいございます。国事業を活用したほうでも有効放流尾数

１７０万尾という目標を掲げまして、資源管理と連携した集中的な放流をやっていきたい

と考えています。ですから、漁業者の皆さんの取り組みを後支えするような形で種苗放流

をやっていきたいと思っております。 

 近年の種苗放流尾数の推移です。昔は、たくさん予算をとって、たくさん種苗放流をす

ればいいという考え方でやっておりましたけれども、財政という問題もございます。そう

いった中で今言われておりますのが、同じ種苗放流でも適地に放流しよう、それから最適

サイズが６センチから７センチと言われておりますけれども、それで放流しよう、それか

ら、健苗放流をしようということです。この三つをやりますと、非常に有効に資源に放流

種苗が添加していくということでございますので、そういった取り組みをしております。 

 そうしたところ、青が放流尾数で、赤が有効放流尾数ですが、赤の有効放流尾数がぐっ

と年々高まっております。種苗放流尾数の合計値はちょっと下がってしまいましたけれど

も、有効放流尾数を増やすということで、各種苗生産機関の皆さんにご協力いただいてお

りますので、我々といたしましては、何とか今までと同じもしくはそれ以上の効果を期待

しています。こういうことを徹底してやっていきたいと考えております。 

 それでは、資源管理の方向性です。まず一つ資源評価から言えるのが、先ほどのとおり

０歳魚の状況が下がっていくということです。それから資源量も全体的に下がっています。

直近の予想でいうと資源量は２０１３年９２４トンあったものが、２０１６年には５６６

トンと３９％もダウンするという予想が今出ております。まずは、これが現実にならない

ようにやっていくのが大事であろうということです。これがほんとうになってしまうと、

先ほど冒頭に見ていただいたグラフのとおり、資源量がこの後どんどん減っていくという

結果になってしまいますので、まずはこの予想が当たらないようにするということです。

これが落ちていく原因は０歳魚が減っていくからですけれども、ここの原因究明がまだで

きていない以上、この予想が当たらないようあらゆる取り組みをしていくことが大事であ

ろうと考えております。 

 次の資料です。長期的な将来予測という形で、今後どんなふうに管理をしていったらど
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れだけ資源が戻っていくのかを水研センターさんに予測してもらいました。青い線が今と

同じ形で漁獲を続けた場合です。これは、やはり減ってしまいます。それから、紫の点線

になりますと、今の漁獲と先ほどの種苗の有効放流をすると何とかこれ以上落ちない。そ

れから、緑、黄色、赤は、漁業者の皆さんに少しずつ我慢をいただいた場合です。この我

慢というのは漁獲量の削減ではありません、漁獲圧です。例えば、休漁でありますとか、

全長制限といったものを漁獲圧と呼んでおりますが、ここを少し努力することで、例えば

３割下げた場合は緑の点線、４割であれば黄色の点線、それから赤の実線であれば５割と

いう形になっておりますので、何とか種苗放流の有効化に加え、皆さんにご協力をいただ

いて漁獲圧を下げることで何とか資源を回復させていけないかと思います。 

 ただ、３割、４割、５割と漁獲圧を下げていけばいくほど漁師の皆さんの生活に影響し

ていきますので、どれを選ぶのかというのがありますが、浜周りをした感触、それから作

業部会でのご意見をお伺いしていると、まずは３割ぐらいでやっても、何とか１０年後に

は平均ぐらいまでは到達するということでありますので、やるとすれば３割ぐらいから始

めてみてはどうか考えています。 

 次の資料です。これは先ほど来ご説明しているものを模式図にあらわしているんですけ

れども、赤いものが未成魚、緑が成魚です。赤の漁獲圧を下げてやることで、何とかこの

赤い部分の未成魚を緑の部分の成魚に持っていきたいと思います。そして種苗放流でも後

支えをしながら、何とか成魚を増やしていくような、いわゆる好循環をつくっていこうと

いうのを表わした図です。 

 先ほどの３割とか４割とか、漁獲圧のシミュレーションがございましたけれども、これ

をやっていった場合、漁獲量はどうなっていくかを水研センターで予測してもらいました。

いろいろな仮定を置いていますので、必ずこうなるというわけではないんですけれど、一

つの予想として見ていただければと思います。現状のまま続けていくと、先ほどの青の線

のとおり、漁獲量はぐっと１００トンぐらいまで下がってしまいます。しかし、０・１歳

魚の漁獲圧を３割ぐらい削減すると、申しわけないんですけれど、最初の数年はどうして

もちょっと漁獲量は下がってしまいますが、その後は何とか伸びていくのではないか、何

とか２０１４年の漁獲水準の２１９トン以上に戻せるのではないかと考えています。です

から、１０年後も今ぐらいはとれるのではないかという予想を立てております。 

 これまでいろいろなデータをお見せしてきましたけれども、総合的な結論としては、ま

ず成魚は低位水準で横ばい傾向にある、子供の加入が低迷しているということですので、



 

 -13- 

この状況を打開していくためには、まずは現在の成魚の資源量を減らさない、現状維持を

していく。それから、厳しい海洋環境を乗り越えて加入した０歳魚、子供の漁獲を少しで

も我慢して親にしていく。それから、０歳魚が大量に産まれたときは、例えば２００５年

みたいなときには、少しでもとり控えて親にしていける体制を全国で整えていく。この三

つを資源管理の考え方の根底に置いてはどうかと考えております。 

 あとは、皆さんよくご承知のとおりかと思いますが、例えば、私がトラフグの小さいの、

中間のもの、大きいものをとっているのであれば、私一人が最初の未成魚を漁獲するのを

抑えて、大人になってからとればいいという議論になるんですが、現実は、沿岸で小型の

小さいものをとる方がいらっしゃって、それからトラフグが外海のほうに泳いでいって、

沖合で大きくなったものをとられる方がいらっしゃる。それから、産卵のために、また瀬

戸内海とか有明海とか産卵場のほうに戻ってくる親フグをとられる方がいる。それぞれ違

う漁業者さんがとっておりますので、ここだけ我慢すると、こことここがとるのかとか、

ここだけ我慢したら、ここだけとるのかとか、ここだけ我慢して、こことここはいいのか

とか、負のループが続いていきます。どこから着手していけばいいかという意味では、先

ほど来あります科学的には０・１歳魚、ここになるんですけれども、そうは言っても、こ

こだけやったのでは喧嘩になってうまくいきませんので、やるのであれば、みんなで少し

ずつ我慢していくことが大事であろうと考えております。 

 まとめに入ってまいります。先ほど来、水研センターの科学評価、資源評価のデータを

使っておりますけれども、ここがしっかりとしていないと、我々管理を考える上で考えが

ぶれていきますので、まずは漁獲モニタリングや生物生態調査のさらなる充実を研究者の

方に頑張っていただきたいと思います。それから、我々としては、その結果出てきた科学

データを参考といたしまして、各浜での資源管理の取り組みを徹底していく、そして、必

要に応じた深掘りを検討していきたいと思います。 

 先ほど地図をお見せしたとおり、２０府県にわたる多くの漁業者がいらっしゃいます。

目標がないとなかなかうまく前に進みません。今日お諮りしたいのは、まずは管理目標で

す。２０１５年の資源評価で２００２年から２０１４年の平均資源量をとりますと、大体

９６０幾つという数字が出てまいりますので、この９６０トン、平均資源量を当面の目標

にしていってはどうかということです。それから、期間としましては、当面１０年ぐらい

を目標にやってはどうかと考えております。 

 他方、私は浜周りでお伺いした際に、一部の漁業者さんからでありましたが、１０年は
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さすがに長過ぎる、５年ぐらいというのもちょっと考えてよというお話がございました。

ですので、中間的には５年前後を目標に８７５トン、全体的には１０年で９６０トンまで

戻していこう、そして漁師の皆さんの漁獲量は今ぐらい、ですから、２００トンぐらいは

とれる体制にしてはどうかと考えております。この部分について皆さん方からご意見をい

ただきまして、今日、コンセンサス、合意が得られれば、これから浜の中でこの目標に向

かって、どのような管理をしていくかを考えていきたいと考えております。 

 次のスライドです。これは先ほど来申し上げていることですね。１回決めたことという

のはあまり修正せず、ずっとやり通すという傾向があるわけですが、殊にこういった多く

の方が集まる資源管理は、今は一番いいやり方かもしれなくても、もしかしたら来年には

もっといいやり方が出てくるかもしれませんので、その都度新しいデータ、科学データを

見ながら、話し合いをしながら、漁業者さんのご意見を丁寧にお聞きして、常に改善しな

がらやっていきたいと思っております。 

 ここからは参考になりますけれども、本年、瀬戸内海で岡山県さんのご協力をいただき

まして、未成魚の買い取り再放流に取り組みました。これは、７月から８月にかけまして、

目標１,０００尾の定置網に入っている小フグを買い取らせていただきました。大体、７.

５センチぐらいの大きさのものを１,１２１尾買いまして、瀬戸水研で一時飼育していただ

いて、１０月中旬ぐらいだったと思います、標識再放流をいたしました。結果としまして

は、体長が１１.５センチぐらいのものが４６５尾で、これに標識を打ちまして、放流しま

した。大体瀬戸内海の中央部に放流したと聞いておりますので、この結果を見ますと、ト

ラフグがどこまでどんなふうに泳いでいったのかというのも、わかるかも知れません。 

 次のスライドです。この前立ち上げましたけれども、水産庁のホームページに「トラフ

グの部屋」というのをつくらせていただきました。本日の資料もホームページにアップい

たしまして、どこの漁業者の方でも、漁連さんでも、漁協さんでも、県の方でも、いつで

もこういった資料をダウンロードできる、それから、こういったホームページを通じまし

て、皆さんに見ていただけるような体制も整えていきたいと考えております。 

 こういったことを中心に、浜周りで漁業者さんのご意見をお伺いしながら、それから作

業部会でももみながら、本日のような形で各作業部会の意見がまとまりました。 

 続いて、その後のページに産卵場と成育場のマップが出てくるかと思います。これも作

業部会でまとめたものですので、ご紹介いたします。成魚保護とか産卵場・成育場の保全

の育成部会というのがそれぞれ各海域にございます。印刷された資料でいきますと３１ペ
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ージから載ってございます。 

 簡単なご紹介になりますけれども、これは産卵場のマップです。意外と自分の地先のあ

たりのことは細かくわかっていても、隣の県とかもうちょっと隣の県になってくると、地

名で言われてもぴんとこないときがあります。こういったものを日々更新していきまして、

どのあたりに産卵場あるいは産卵場の可能性があると言われているか、伝説なども含めて

まとめて、いろいろな話し合いのときに、これを踏まえて、どんなところに産卵場があっ

て、どこにどう配慮していけばいいのか議論をしていきたいと思います。 

 この後のページには、各地先ごとに細かく載っています。例えば、この資料は秋田県の

八郎潟沖です。あと、見ていただくといろいろ出てきます。こういったものもホームペー

ジのほうに掲載していきたいと思いますので、皆様方から新しい知見がございましたら、

いつでも県を通じて言っていただければ、私のほうで新しくリバイスをかけていきたいと

思います。 

 それから、皆さんのお手元の資料でいきますと、３９ページがトラフグの成育場のマッ

プです。トラフグは産卵場のほかに成育場があると言われておりますので、こういったも

のをちょっと分けた形でまとめております。オレンジで示されているところが成育場と言

われているところです。こちらも眺めていただいて、もしご意見等をいただけましたら、

どんどん最新のものにしていきたいと考えております。 

 続きまして、４５ページから少し細かい表になっています。先ほどご覧になっていただ

いた２０府県の各県ごとにどんな漁業種類が県の中にあって、どんなところに水揚げがさ

れて、そこが何トンぐらいとっているのかを示してあります。 

 ちょっと字が細かいんですけれども、ポイントになるのは一番右側で、現在の取り組み

内容を書いていただいております。皆さん方には、ここの現行の取り組みがないところは

何かできることはないのか、それから、今やられているところであれば、さらにもう１行、

この後、作業部会で考えていきたいのは、今やっている取り組みをどうやって深掘りして

いくのかということです。それから、こういう資料を、各県の皆さん、漁業者の皆さんに

お配りして、見えるような形にすることで、自分だけがやっているのではないかという疑

念を払拭する。例えば、私が瀬戸内海の人間であれば、九州のほうはしっかりやっている

のかな、九州の人間であれば、瀬戸内海はちゃんとやっているのかなという疑問が当然湧

いてきますので、こういった資料を皆さんにお示しすることで、または自分と似たような

漁獲をしているところがどんな取り組みをやっているのかをしっかりわかっていただくこ
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との参考になるわけです。ですから、これから先は、皆さんのお許しをいただけるのであ

れば、先ほどの目標に向かって、けんけんがくがくになると思いますけれども、こういっ

た資料をもとに具体的な取り組みについていろいろ議論しながら進めていきたいと考えて

おります。 

 以上が私どものほうでご用意いたしました、浜周り、それから作業部会を通じて、１年

かかってしまいましたけれども、本年１年でまとめたものです。水研センターさんの調査

研究の説明が終わった後、意見交換の場に移りたいと思いますので、ご質問等があれば、

その際にお願いしたいと思います。 

 それでは、このまま続けて、水産総合研究センターの瀬戸内海区の研究センターの小畑

部長にバトンをお渡しいたしまして、最新の調査研究についてご説明していただきたいと

思います。 

○瀬戸内海区水産研究所増養殖部長 

ただいまご紹介いただきました瀬戸内海区水産研究所の小畑と申します。今日、私は資

料に基づいて説明させていただきます。資料の５３ページをまずお開きください。 

 先ほど竹越班長からご説明がありましたけれども、５３ページに図が載っていますが、

トラフグの日本海・東シナ海・瀬戸内海系群ということで、資源評価を瀬戸内海区水産研

究所で担当しております。資源の推定を幾つかしているんですけれども、一つページを開

いていただいて５４ページのところで、先ほどもありましたけれども、漁獲量の推移がこ

のように若干減少傾向です。その原因はどういったところにあるのかが下の図です。 

 先ほどもちょっとございましたけれども、上の実線のグラフが一応親魚の量で、横ばい

または若干増加傾向にあるにもかかわらず、白丸のグラフの再生産成功率を見ると、単位

親魚当たりの数、要するに子がどのぐらい産まれて資源に添加してきたか、漁獲されるま

で生き残ったかという数字は少し減少しています。 

 こういうふうに見てきますと、まず疑問が幾つか浮かぶと思います。まず親の量がほん

とうにこのぐらいいるのかということと、ほんとうに子供の量がこのように減少している

のかということです。ただ、資源評価を行っている限り、あるいは各浜、各県の研究所の

方、漁業の方にお話を聞きますと、漁獲自体が減ってきていることはまず間違いないとこ

ろですので、おそらく子供の量は減ってきています。そういったところもございまして、

まず親の量がほんとうにこういった状況になっているのか、もう一つ子供がほんとうにど

ういうふうに減ってきているのかの実態調査をやらなければいけないということで、昨年
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から当研究所で取り組んでおります。 

 ５５ページからは、まず初期生態です。実際、子供はどういう生態で、どの程度減って

きているのかを調べること、前段階として、初期の生態はどうなっているのかを調べよう

ということで今やっております。下の円グラフですけれども、資源評価をやっている系群

の中の調査結果です。未成魚の漁獲の実態、要するに０歳魚と１歳魚、それぞれ分けてお

りますけれども、０歳魚が瀬戸内海は半分ぐらいで、残りの４割強が有明海です。１歳魚

については３分の２程度が瀬戸内海ということで、瀬戸内海では非常に未成魚の漁獲が多

くなっているので、瀬戸内海と有明海、両方とも成育場として重要な海域という認識です。

このうち瀬戸内海について調査をしております。 

 次の５６ページに行きまして、一番上、先ほど竹越班長からも説明がありましたように、

未成魚とはどういうことで、そこに卵から成魚までの模式図が書いてあります。通常、こ

こでいう未成魚は、漁獲可能な水産生物で、親ではない０歳と１歳のものと先ほど定義さ

れたと思います。漁獲の情報である程度、生態とかあるいは標識をつけて放流することで

移動などがわかるんですけれども、卵から漁獲され始めるサイズまではどうなっているの

かについて調査を開始しております。下の図ですけれども、過去にはどういった調査が行

われたのか調べてみますと、意外に少なくて、瀬戸内海ではこの二つぐらいであることが

わかっております。 

 じゃあ、調査してみましょうということで、５７ページの上のような調査をやっており

ます。左上がソリネットというものですけれども、こういったものを引いて、稚魚や稚魚

の餌となる生物の調査をするということで、写真が小さいですけれども右上のような調査

をします。右下にベントス採集と書いてありますけれども、これは底生生物、泥とかの中

にいる生き物、要するに餌となる生き物を調査して、それを採集して、最終的に分析して、

どのようなものを食べているのか、稚魚の着底場あるいは成育場にはどのような生物がい

るのかを調査して、減った原因はどこにあるのかを調査します。 

 ２カ所で調査していますが、結果はごく簡単にしか紹介していませんけれども、下の図

は岡山県の児島湾です。児島湾で昨年度やった調査で、このように４カ所でやるとトラフ

グ属の稚魚がこの程度網に入ってきたという調査結果になっております。同様に餌の生物

も調査しております。 

 次の５８ページに行きます。上は山口県の埴生の図です。ここでも同じような調査をや

って、このようにトラフグ属稚魚が採集されています。要するに、今までも成育場と言わ
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れていた、あるいは着底場と言われるところについては、このようにトラフグの稚魚が今

もいて、このように調査をするとかなり有効に入ってくることがわかっております。 

 トラフグ属と言いましたけれども、その中からトラフグを見つけます。その下に写真が

四つありますけれども、このようにエタノールで固定して持ってきます。ちょっと白い色

になっていて、色が落ちていますけれども、これにつきましてＤＮＡを調べて、種の判別

を行います。例えば代表的なものを四つ示しております。このようにしてトラフグの稚魚

は、どこにどの程度いたかを調べております。 

 詳細な結果は、ここではお見せしませんけれども、今後の課題について載せています。

今回調査したところは、ほとんど全て３０ミリぐらいまでの物が採集はできたということ

ですが、実は漁獲され始めるのは大体７０ミリから１００ミリ程度からです。その間の３

０ミリから７０ミリはこの調査ではなかなかとれないということもありますので、今後、

例えば過去にやられた試験操業といったものを駆使して、そちらのほうの調査をやって、

着底後、要するに３０ミリから７０ミリの調査まで拡大していきたいと考えております。

これについては、まだ２年ぐらいの調査しかしておりませんので、また来年以降も続けて

詳細にデータをとっていきたいと考えております。 

 次に、６０ページのところに産卵親魚の調査結果を載せております。これまで産卵親魚

の調査というのは、どちらかというと漁獲されているところに行って測定を行う、あるい

はその一部を買い取って解剖をして測定しておりました。ただ、ご存じのとおりトラフグ

は非常に高くて、調査できる数が限られてきますので、ここにはカニュレーションによる

雌雄判別ができないかということで、本年度から実施しております。 

 カニュレーションというのは、６０ページの上の左側の写真のように、細い管を肛門の

ところから入れて卵をとって、その卵の状態を顕微鏡で調べます。雄についても同様にで

きます。成熟している雄についてはさわればわかるというところもあると思いますので、

ここでは特に雌を中心に調査することにしております。そうすることで、６０ページの下

のところに書いてありますけれど、例えば産卵の時期、タイミング、海域などがある程度

わかるということになります。雌雄それぞれの成長やあるいは親魚群、要するに産卵場へ

の来遊の状況であるとか、そういった資源構造を明確にすることによって、先ほどありま

した再生産成功率といったことについて、年齢とか年級などが明らかになって、資源の状

態をより詳しく調べることができるだろうと考えております。 

 ６１ページの上のところに今年度行った調査がありますが、これは非常に簡単なことし
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か書いていません。外見で雄と雌と判定されたものがこれぐらいの個体ありましたけれど

も、このうち雌と判定されたもの３３６個体のうち、カニュレーションで確実に雌と判定

されたものは３１６個体でした。逆に言うと、外見でも正答率は９４％、ある程度はでき

るということにはなっております。カニュレーションについても、そういう調査ができる

場所や時期、あるいは尾数などはマンパワーの条件等で数が限られてきます。一部はカニ

ュレーションでやって、全体としては外見でも見ることが可能ということでありますので、

詳細はカニュレーションで見て、全体としては外見等も使いながら、トータルとして幅広

い調査を行っていきたいと考えています。今年度は、下の図の香川県と広島県、瀬戸内海

の中央部で調査を行っております。 

 次のページは現状でどんなことがわかったのかです。詳しいデータはここではちょっと

省いておりますけれども、広島県の走島・田島ではほとんど産卵はしていません。親魚の

出現期間も短くて、小型個体が中心であることがわかっております。香川県の調査では、

産卵はしているけれども、４月の前半はどうもしていないようで、雄の漁獲が多い、要す

るに雄が多いです。小型個体の産卵が中心で、大型の雄が少なくて、大型の雌も少ないと

いうことがわかっております。 

 こういった問題、例えば、大型のものが少ないのは何故なのか、時期がずれてきている

のは何故なのか、雄が先に来ているといった生態がございますので、そういったところを

今後また同様に調査していきたいと思います。その下の今後に向けてというところで、雄

と雌のサイズの差であるとか、産卵個体のサイズ組成について、まだ１年しかやっていま

せんので、毎年こんな傾向が見られるのか、当然水温とかによって移動とかが変わってき

ますので、水温だとか海況との関係はどうなのかというところも見なければいけません。 

 ②として、今回は産卵盛期の調査しかできておりませんので、例えば産卵期の前半はど

うなっているのか、あるいは、今回は中央部しかやっていなくて、親魚が入ってくると言

われている、例えば西部のほうの調査はやっておりませんので、海域ごとの違いはどうな

のか、来年度以降やれないか、今考えております。今、申し上げたように①と②について

は、産卵期全体を網羅する調査も当然継続的にやっていかなければいけないということで

す。３番については、西部の例えば山口県とか愛媛県あたりで調査ができないかを考えて

おります。 

 ６３ページは調査体制です。これもほぼ今言ったこととダブりますけれども、カニュレ

ーションを用いた親魚の成熟の調査を東部と西部でできないかを考えております。これは
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まだ案で、どのような体制でできるのかを今後考えていくことになっておりますけれども、

調査をやりたいと考えております。当然、各県にご協力いただいて、親魚の動向や産卵や

成熟状況を把握することになります。 

 調査から得られる結果ですが、真ん中、中央部のところにグラフが模式図として書いて

ありますけれども、例えば、雄がちょっと小さくて、今のところ雌のほうが若干大きい、

あるいは年度の差がどの程度あるのかといったところが明らかになって、じゃあ真ん中で

はこうだけれども、西部のほうではどういったグラフになっているのかということで、産

卵の生態を調査して、実際に、親魚の量はこのぐらいと言われているけれども、ほんとう

に産卵に関与している親の量はどのくらいなのかをまず知りたいと考えております。それ

を最終的に資源の評価、あるいは評価精度の向上につなげていきたいと考えております。 

 今のところ、トラフグに関する資源の評価あるいは資源の状態に関する調査というのは

以上の大きな二つを考えております。 

 続きまして、６４ページ、天然未成魚の標識放流調査です。先ほども竹越班長からお話

がありましたけれども、これは私どものほうで中間育成を行って、放流を行っております。

もちろん豊かな海づくり協会と協力してやっているところでございますけれども、今年度

は１０月１５日に放流を行いました。笠岡市沖の地先で、放流場所は下に図が書いてあり

ます。岡山県と広島県の間、これはグーグルの写真ですけれども、このちょうど白い丸の

北のあたりに小型定置網があって、なるべく小型定置網に入らない沖で、浅海域からやや

深くなる場所において放流を行いました。 

 ここにある数字は修正ができていなくて申しわけないんですけれども、体長が１１.５セ

ンチで４６５尾です。これは８月の上旬に同じ場所で漁獲をされた、こちらは全長７.５セ

ンチ程度のものを育成したものです。標識はスパゲティーアンカータグで、黄色のものを

つけて、その下に「ハカタ０００１ＴＥＬ」といった刻印が打たれていますので、もし採

捕された場合は、今日は漁業者の方がいらっしゃいますけれども、こちらのほうにご報告

をお願いしたいと思います。 

 どういったことをやったのか、６５ページに少し簡単に載せておりますけれど、あまり

いい写真がありませんでした。左の上から横に順番に行きますけれど、こういった台をつ

けて、台の上でタグガンを用いまして、上から２番目の写真のように、洋服の値札などに

ついているタグのちょっと小型のものをトラフグに打って、それを水槽に一時収容します。

これは放流の前日にやっていますので、翌日、船が写っているものがありますけれど、ト
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ラックで港まで運んで、トラックから水槽を積んだ船に魚を移します。それを放流場所ま

で輸送いたしまして、網ですくって放流します。放流している、魚が出ているいい写真が

なかったので、ここには載せていないんですけれども、そういったところに放流していま

す。一番右下の写真が小型定置網で、これよりはかなり沖側に放流しています。 

 ６６ページですけれども、こういったポスターをつくりまして、１０月上旬に各漁協さ

んを中心に、あるいは試験研究機関を中心に配布いたしまして、協力をお願いしています。

放流して２週間程度たっておるんですけれども、今のところまだ採捕報告はございません。

というのは、ちょっと幾つか事情がございまして、この放流をした周辺の漁業においては、

１０月いっぱいぐらいはなるべく再放流してくださいとお願いしております。そうは言っ

ても、放流した翌日に、近くの、やや東寄りの小型定置網で２尾上がったという報告だけ

は受けておりますけれども、その後の報告というのは今のところはございません。数がそ

れほど多くないというところもあるんですけれども、それなりの大きさのものを放流して

おりますので、どこかでとれるのは間違いないと思いますので、調査へのご協力をお願い

いたします。 

 最後に、６７ページの瀬戸内海区水産研究所が主催となっているトラフグの全国協議会

についてです。資料の２５ページを見ていただくと、上のところにトラフグ日本海・東シ

ナ海・瀬戸内海系群資源管理の進め方というところで、上に丸が三つあって、緑の丸が本

日の会議ということですが、左上の研究と書いてあるトラフグの全国協議会、ここが連携

して進めましょうということになっております。 

 もとに戻っていただきまして、このトラフグ全国協議会を１１月１９日、２０日に研究

者が集まって、トラフグに関する検討を行うことになっております。詳細については、ま

だ決まっていないものもあるんですけれども、一番下の検討事項にあるように、例えば、

トラフグの種苗生産や放流技術などを中心にやっております。あるいは、各地で種苗放流

が行われておりますので、その標識の調整、例えば、標識の種類が重なってしまうと、と

られたときにどこから来たのかがわかりませんので、全国的にこういったトラフグの種苗

放流あるいは再放報告等の研究の調整、あるいは説明を進めています。 

 以上で私の説明を終わります。 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 この後、意見交換会に移りたいと思いますが、すみません、その前に事務連絡になりま
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す。報道の方がいらっしゃるかと思いますが、意見交換会の際は、発言者にカメラが行き

ますと緊張されてしまうかと思いますので、申しわけないんですけれど、カメラ撮影は控

えていただきたいと思います。このまま取材いただくのは構いません。ご協力をよろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは意見交換に入らせていただきます。本日は、漁業者の皆さんをはじめ、各府県

関係研究機関、種苗生産機関、大学、流通関係者などに幅広くご出席いただいております

ので、先ほどご説明いたしました内容につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、

ご発言をいただきたいと思います。最初にご所属、お名前を述べていただいた上、ご発言

をお願いしたいと思います。 

 それでは、どなたかご質問やご意見等ございましたら、ご発言いただきたいんですが、

いかがでしょうか。私の説明や水研センターの調査について、素朴な疑問をはじめ、全体

的についてどんなことでも構わないんですけれども、いかがでしょうか。 

 それでは、先ほど私の資料の中でご説明いたしましたけれども、ここでお決めいただき

たいのが、皆さんのお手元の資料では１８ページになろうかと思います、スライド番号で

は２３で、３－７の資源管理の方向性（コンセプト）②、３ポツ目になります。ここが今

回の資源管理の目標と期間というので一つのポイントになりますので、再度読み上げさせ

ていただきます。 

 管理目標として平均資源量９６０トン程度（２０１５年資源評価における２００２年か

ら２０１４年までの平均資源量とする）、これを資源管理の目標にする。それから、期間は

１０年前後を一区切りとして目指していく。そして、括弧して中間的には５年前後を目安

に８７５トンを目指してはどうかと考えておりますが、こちらに関しては皆さん、ご異議

はありませんか。もし、ご質問等ございましたら、今いただけるとありがたいです。 

 この後、各作業部会、もしくは各県、各漁協さんのほうで、漁業者の皆さんとともに知

恵を絞りながら、この目標に向かってどんな取り組みをしていくかを具体的に検討してい

くことになります。ここがぶれるとなかなかうまくいきませんので、目標が平均資源量の

９６０トン、そして期間は１０年、これでよろしいでしょうか。特にご異議はございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局 

 ありがとうございます。それでは、目標等はそのようにいたします。また、この後の進
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め方ですけれども、先ほど申しましたとおり、各作業部会に作業が落ちていくことになり

ます。先ほどお示ししましたエクセルの細かい表、資料の４５ページからになりますけれ

ども、これに基づいて各府県の方にご協力をいただいて、右端の現行の取り組み内容につ

いて、各県を中心に漁業者さんとお話し合いいただきまして、まずは現在の取り組み内容

をしっかりと議論するところから進めていただきたいと思います。その上で我々水産庁も、

必要があれば浜のほうにお伺いいたしまして、一緒に考えていきたいと思います。そして

ここの内容をしっかり埋めて、さらにその後、どんな取り組みができるのかを皆さんと一

緒に考えて、その成果をまた来年のこの全体会議に報告するという形で進めていきたいと

思います。 

 作業の方針としましては、ここの会議が親会議になりますので、そういった方針で各作

業部会に指示を出してやっていきたいと考えております。こちらに関してもよろしいでし

ょうか。そのほか、何かやり方とかでご指導があれば、今ご発言いただければありがたい

です。 

 それから、ちょっと細かい点になりますけれども、設置要領の関係で、皆さんにお諮り

したいこと、あらかじめご了承いただきたいことがございます。 

 冊子の資料２４ページにトラフグ資源管理検討会議設置要領がございます。実は、今年

２０１５年の資源評価から、秋田県のご協力をいただきまして、八郎潟周辺のデータもい

ただいて、水研センターさんに資源評価をしていただいております。他方で、２５ページ、

スライドでいうと３７番のところに、黄色とか赤とか薄い肌色とかで各県の名前が書いて

ある表がございますけれども、実はここに秋田県が入っておりません。スライドでいうと

こちらです。ですので、秋田県さんにはこの黄色い日本海中西部のところに入っていただ

けませんかと、今私のほうからお願いをしております。仮にご承諾いただけた場合は、設

置要領でいきますと、細かい字で恐縮ですけれども、２４ページの第５の作業部会のとこ

ろに、「検討会議には日本海中西部海域、九州・山口西方海域、瀬戸内海海域及び有明海海

域ごとに海域別の作業部会を置く」と書いておりますので、秋田県さんが入る関係上、「中

西部」というのがちょっとあれかなと思いますので、もし秋田県さんからご了解いただけ

た場合は、ここは事務局にご一任いただきたいんですけれども、「日本海海域」という形が

よろしいかなと思っております。ここを修正させていただきたいと思っております。この

会議は年に１度でございますので、手続的な話になってしまいますけれども、ここの設置

要領の改正が必要になった場合は、事務局にご一任いただきたいと思います。 
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 この点よろしいでしょうか。 

○質問者 

 下関唐戸魚市場の松村と申します。 

 今、秋田県の話が出ましたが、今年、初めて我々魚市場で体験したことですが、トラフ

グが北海道から我々の魚市場に入荷しております。それも稚内、長万部等々の定置でとれ

たものが札幌の市場に出て、活魚で飛行機で持ってきています。フグがかなり北上してお

ることを感じますので、秋田県もですが、ぜひ北海道のほうも調査していただけると助か

ります。多分、時期的には９月の終わりぐらいから１０月の中旬ぐらいまでの期間ではな

いかと思いますし、また産卵時の４月、５月に、フグじゃなくてほかの魚と一緒に入ると

いうこともあるかと思いますので、その点もよろしくお願いします。 

○事務局 

 ありがとうございます。今、北上しているというお話がございましたので、まずは水研

センターさんのほうから北海道さんのほうとか、水産試験場さんとか、研究者の方から調

査研究をしていただきたいと思います。どんな漁獲になっているか、あるいはどうなって

いるかを調べていただいて、必要であれば行政からもと思っておりますが、水研センター

の方でコメントありますればお願いします。 

○瀬戸内海区水産研究所増養殖部長 

 そのとおりで、今情報をいただきましたので、それに基づきまして、北海道のほうの実

態を、研究者を通じて調べてみたいと考えます。それで、実態でどのようになっているの

かとなれば資源評価をしていくこととなると思います。ご提供どうもありがとうございま

す。 

○事務局 

そのほかありますか。 

○質問者 

 長崎県の資源管理課の松村と申します。 

 竹越さんの説明の中でかなり印象に残ったことが幾つかある中で、一つあえて言うとす

れば、１７ページの三つ目、いわゆる卓越年級群が発生したときに、どうそれをとり控え

るかといったところが今後の一つの鍵になるのかなという、これには同感です。ただ、残

念ながらこの系群、資源評価上も久しくイベントは起こっておりません。 

 ただ、これは有明海の事例なんですが、有明海を私がずっと長い間見てきた中で、過去
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に１０年、あと１６年から３カ年連続、準卓越みたいな年がありました。それからは、ち

ょっと落ち込んだ状態があったのですが、今年、実は過去最大の９０万匹の種苗放流がさ

れております。これは九州海域協議会の広域プランの中でも有明海を拠点化しようという

位置づけで４県連携のもとに頑張った一つの成果なんですが、おそらく、これも一助とな

って、今、有明海で非常にたくさんの子フグがとれております。私の感覚では、多分１０

年ぶりだと思います。ほんとうはこの０歳魚を制限するのが一番いいんでしょうけれど、

なかなかそれはかないません。次にイベント事が起こったときに、この有明海でどういう

ふうな体制で子フグを我慢するかが１点です。もう一つは、今年発生したのは間違いなく

来年は外海域に行きますので、当然、１歳が増幅するという担保があるわけです。やはり、

そこをどうとり控えるか。１年後の話ですね。そのためには、やはりこれから年度末にか

けて、具体的な措置まで含めてどうするのかを集中的に議論しないと、来年、ふたを開け

て何もやらないようでは、この先、資源状況はますます悪くなると思います。 

 とにかくイベント事はそうなかなか起こることではない、それにどう弾力的に対応する

かがこのトラフグの鍵ということで、その辺の重点的な議論についてもお力添えをいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○事務局 

ありがとうございます。我々のほうも、作業部会を通じまして各県の方にもご協力をい

ただいて、今、長崎の松村さんからございましたとおり、そういった状況なのであれば、

少しでも早く取り組み内容がしっかりと固まっていくように、最大限、ご協力していきた

いと考えております。 

 そのほかにございますか。 

○質問者 

山口県下関水産振興局の澁谷と申します。 

 私の認識不足でしたら申しわけないんですが、先ほどの将来の回復については９６０ト

ンを目指していくということで、具体的には資料の４５ページのそれぞれの表で、現行の

取り組みを基本に進めていかれるというご説明だったと思います。４５ページ、我が山口

県もあるわけですけれども、現行のところが、なし、なし、なしです。ここについては、

今後作業部会等で、海域なりである程度統一した手法を具体的に詰めて、それに取り組ん

でいくという理解でよろしいんでしょうか。 
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○事務局 

私もいろいろ浜周りをさせていただきますと、ほんとうに同じ県内であっても、漁協ご

とに全く状況が違います。定置でやられている方がいらっしゃったり、釣りでやられる方

がいらっしゃったり、また大きいのをとられる方が大勢だったり、小さいのだったり、そ

れから専獲か混獲かという問題があります。最初にどこか会議で統一的に、例えば２０セ

ンチ以下はだめだとか、１カ月休漁しろとか決めてしまうと、沿岸漁業者の方は追いつけ

ないと思います。各浜ごとに、禁漁が自分たちに合っているのか、体長制限が合っている

のか、いろいろなことがあるかと思いますので、まずはその浜でできることは何なのか、

今まだやられていないところであれば、どんなことができるのか、やっているところであ

れば、さらに深掘りでどういうことができるのかというアイデアを出していただきたいと

思います。それをまとめるのが作業部会で、そこでまとめたときに初めて今ご指摘のあっ

たとおり、そこの県でどのように進めていったらいいのかというのが見えてくる。それが

さらにもうちょっと広がって、海域とか、作業部会とかまで広がっていき、行く行くは全

体としてこんな方針でやっていけばいいのではないかとなるのではないでしょうか。です

から、上からやっていくというよりは、下からボトムアップのような形でどう取り組める

のか、現実的にどうなのか、そして漁師さんの生活はどうなのかというのをしっかり見な

がらやっていきたいと考えております。 

○質問者 

 わかりました。ありがとうございました。 

○事務局 

 そのほかにご意見はございますか。 

 それでは、目標や作業のこれからの今年１年間の方針、それから細かい点ですけれども、

設置要領の件につきまして、皆さんにご同意いただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局 

 ありがとうございます。それでは、その他ご意見がなければ、一旦、トラフグの資源管

理検討会議を閉じ、休憩を挟みましてシンポジウムに移りたいと思いますがよろしいでし

ょうか。最後に何か全体を通じてというか、一言申したいという方はいらっしゃいません

か。よろしいですか。 

 それでは、今、私の時計ですと３時２４分となっておりますので、３時４０分ですね、
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済みません、ちょっとこの会場には時計が見当たらないのですけれども、３時４０分から

シンポジウムという形で再開したいと思いますので、１５分強ぐらい休憩とさせていただ

きます。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


