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１．開催日時 

平成２８年１１月１５日（火） １５：３０～１６：５３ 

 

２．開催場所 

コープビル 第３会議室 

（東京都千代田区内神田１丁目１－１２）    

 

３．出席者 

 【部会長】 

  学識経験者    橋本 明彦 

 

 【都道府県海区互選委員】 

  石川海区     志幸 松栄 

  福井海区     齊藤 洋一 

  京都海区     岡田 政義 

  兵庫海区     眞野  豊 

  鳥取海区     板倉 高司 

  島根海区     中東 達夫 

 

 【農林水産大臣選任委員】 

  漁業者代表    森脇  寛 

  漁業者代表    金子 岩久 

  漁業者代表    川越 一男 

  漁業者代表    濱村 尚登 

  学識経験者    清野 聡子 
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４．議 題 

  （１）部会長職務代理者の互選について 

  （２）広域魚種の資源管理について 

    ①日本海西部アカガレイ 

    ②日本海西部ズワイガニ 

  （３）その他 
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５．議事内容 

開 会 

○事務局（原） 

 定刻になりましたので、第25回日本海西部会を開催させていただきたいと思います。 

 委員の皆様、それからご来賓の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

 私、事務局である境港漁業調整事務所で資源課長をやっております原と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 まず、委員の出席状況についてご報告をさせていただきます。本日は、大臣選任委員の

安成梛子委員、藤田委員と濱田委員が事情やむなく欠席されておりますが、委員定数15名

のうち、定足数である過半数を満たす12名の委員のご出席を賜っておりますので、部会事

務規程第５条に基づきまして本部会は成立していることをご報告いたします。 

 それでは、橋本部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 本部会の部会長を仰せつかっております橋本でございます。 

 歳末も近づく中、お忙しい中、部会に出席をいただきまして、委員の皆様、あるいは来

賓の皆様、誠にありがとうございます。 

 最初に、交代のありました委員の方のご紹介、報告をいたしたいと思います。 

 本年の海区漁業調整委員会の改選に伴いまして、府県海区互選委員のうち４名の方が交

代されております。京都府が西川順之輔委員から岡田政義委員、兵庫県が故吉岡修一委員

から眞野豊委員に、鳥取県が生越日出夫委員から板倉高司委員に、そして島根県が肥後和

雄委員から中東達夫委員に、それぞれ交代されております。 

 恐縮ではございますが、初めての部会へのご出席となりますので、新委員４名の方々か

ら一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。 

 それでは、岡田委員からよろしくお願いいたします。 

○岡田委員 

 今般、京都府海区漁業委員になりました岡田と申します。西川前委員同様、よろしくお

願いしたいと思います。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 
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 続きまして眞野委員、よろしくお願いいたします。 

○眞野委員 

 故吉岡委員のかわりに但馬海区漁業調整委員会副会長を仰せつかりまして、そしてまた、

但馬漁協の組合長であります眞野と申します。いろいろなこともわかりませんけれども、

皆様に教えていただきながら、勉強しながら職を全うしていきたい、そのように思います

ので、今後ともよろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 続いて板倉委員、よろしくお願いいたします。 

○板倉委員 

 鳥取県の板倉でございます。ことし初めて、この日本海西部会の委員となりました。生

越日出夫委員に代わってよろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 では、最後に中東委員、よろしくお願いします。 

○中東委員 

 このたび島根海区漁業調整委員となりました中東と申します。皆様方には今後とも改め

てよろしくお願い申し上げます。 

○橋本部会長 

 ４名の新任の委員の方、ありがとうございました。 

 また、本日は、水産庁から加藤管理課資源管理推進室長さん、廣野管理課指導監督室長

さん、それから国立研究開発法人水産研究・教育機構日本海区水産研究所から上原資源管

理部長さん、上田主任研究員さんにご出席いただいております。 

 それでは、まずお配りしている資料の確認を事務局からよろしくお願いいたします。 

○事務局（原） 

 配付資料の確認をさせていただきます。 

 本日お手元にお配りしている資料につきましては、まず議事次第、その次のページに委

員名簿、出席者の名簿と、その裏に配席図というのと、それから、右上に資料番号をつけ

ておりまして、資料の１－１ということで平成28年度資源評価書ダイジェスト版のアカガ

レイ、それから３ページ目に資料の１－２ということでズワイガニ、それから資料の７ペ
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ージ目ですけれども、資料２ということで日本海西部あかがれい、ずわいがに広域資源管

理の取組それから、最後ですけれども、11ページに参考といたしまして本部会の事務規程

をつけてございます。 

 不足等がございましたら事務局までお知らせください。また、説明の途中でも資料に落

丁等がございましたら、お手数ですけれども事務局のほうに申しつけていただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題に入らせていただく前に、後日取りまとめられます本部会の議事録の署

名人を選出いたしたいと思います。 

 部会の事務規程第11条により、部会長から２名以上を指名することとなっておりますの

で、毎度僣越ではございますが、私から指名させていただきたいと思います。 

 本日の日本海西部会議事録の議事録署名人といたしましては、府県海区互選委員から岡

田委員、大臣選任委員から川越委員、このお二方を選出させていただきますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、配付された資料の議事次第に従いまして進めさせていただきます。 

 議題（１）の部会長職務代理者の互選に入らせていただきます。 

 今回の海区委員の改選によりまして、部会長職務代理であられた肥後委員が交代となり

ました。部会の事務規程第３条第１項に基づきますと、部会長職務代理者の互選について

は委員が互選するということとなっております。どなたか部会長職務代理者として立候補、

もしくはご推薦される方がいらっしゃったら、ご意見をお願いいたします。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 

 私は、部会長職務代理者は肥後委員の後任の中東委員にお願いしたいと思いますので、

皆さん、よろしく理解していただければなと思っております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま志幸委員から、中東委員を部会長の職務代理者としてご提案されましたが、皆

様にお諮りしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 
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（「異議なし」の声） 

○橋本部会長 

 異議なしということでございますので、それでは、新任の方でまことに恐縮でございま

すが、中東委員が部会長の職務代理者として選任されました。 

 部会長職務代理者に就任いただきます中東委員に一言ご挨拶をよろしくお願いいたしま

す。 

○中東委員 

 ただいま選出していただきました島根県の中東でございます。皆様方には改めてまたよ

ろしくお願い申し上げます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、部会長の職務代理者も選任されましたので、議題に沿って進めていきたいと

思います。 

 議題の（２）番目は広域魚種の資源管理についてでございます。 

 まず、①に日本海西部アカガレイの資源状況、②としましては日本海西部ズワイガニの

資源状況と続いて説明をいただいて、その後に日本海西部アカガレイとズワイガニの広域

資源管理の取組状況、これらをまとめて説明いただくという手順で進めたいと思います。 

 それでは、まず資源状況につきまして、日本海区水産研究所の資源管理部、上原部長か

ら、日本海西部アカガレイの資源状況について説明をよろしくお願いいたします。 

○上原部長 

 日本海区水産研究所の上原です。座って説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の１－１をごらんください。これは平成28年度資源評価報告書のダイジェ

スト版となります。 

 アカガレイの日本海系群は、中ほどの左側の図にありますように、分布域は島根県の沖

から青森県沖ということになっております。成長については、右側の図にありますように、

雄よりも雌のほうが大きくなるというような特徴がございます。また、寿命がおよそ20歳

ということで、非常に長命、長生きのカレイということになります。 

 それでは、まず漁業の特徴から説明をしてまいります。 

 日本海のアカガレイの９割以上が底びき網で漁獲をされておりまして、その他はわずか

に刺網で漁獲をされています。 
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 次に、漁獲の動向ですが、左下の図をごらんください。これは県別の積み上げグラフと

なっております。日本海での総漁獲量は1992年が最低の2,300トンでありました。その後、

90年代の後半から増加をして、2008年以降は5,500トン前後で推移をいたしました。2015

年は4,945トンという値でした。府県別に見ますと、鳥取、兵庫、福井、石川、この４県

が多くなっております。 

 次に資源評価の方法ですが、これにつきましては、沖合底びき網の漁獲成績報告書から

求めた資源密度指数から資源水準動向を判断しております。さらに調査船調査として、新

規加入量調査、これは石川県、京都府、兵庫県で実施をしていますけれども、この調査か

ら２歳魚の加入状況を分析しております。 

 アカガレイの資源状態ですけれども、次のページの左上の図をごらんください。これが

資源密度指数の推移をあらわしたものですけれども、この資源密度指数は1981年をピーク

に減少いたしましたが、2004年以降は10以上ということで増加をしております。ここに示

しております点線は、おおむねの最大値の30を３等分した水準線ということになります。

直近年の2015年が19.3ということですから、ぎりぎり高位には至らない中位というふうに

判断されます。また、最近５年間の動向から横ばいという判断をいたしました。 

 右側に示しました新規加入量調査結果、これは各県別に新規加入個体の採集数を表した

ものですけれども、これを見ますと、2013年以降、２歳魚の量が少ないということが示唆

されております。 

 次に管理方策です。 

 アカガレイにつきましては、本種が非常に長生き、長命の種であり、かつ2013年以降の

加入量が少ないということから、過度に漁獲が高まることがないように配慮をする必要が

あるというふうに考えております。このような考え方から、2017年のＡＢＣlimit、限界

値として4,500トン、さらにそのTargetとしては3,600トンというような提案をしておりま

す。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま日本海西部アカガレイの資源状況について水研から説明がございました。この

資源状況につきまして、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 資源状況としては、高位に限りなく近い中位であって、資源動向は横ばい。ただ、2013



－8－ 

年以降の加入が少ないということから、それなりの管理はする必要があるということでご

ざいました。何か質問等ございますでしょうか。あるいは、現場の漁業者の、この魚種に

ついての漁獲の感覚的な状況の変化とか、そういったことがあればぜひご披露していただ

きたいと思いますが、何かございますか。まず資源状況について、清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 ご説明ありがとうございました。アカガレイ、20歳まで生きるとかいうのを聞いて改め

て驚いておりますが、そういう生活形態である魚が2013年以降加入が少ないということで、

かなり実は深刻なのだろうと思います。その2013年というのは、その時期に一体どういう

ことがあったと考えられるのかということと、結局これだけ寿命が長いと、それが影響す

るのって、まだまだと言っている先に、あるときから急激に効いてくるのかなと思います。

そのあたりの生態について教えてください。 

○上原部長 

 2013年以降、加入状況が悪いということに関しては、なかなか詳しいことといいますか、

実際なぜこうなったかということが水研のほうでも分析しきれないでおります。おっしゃ

られましたように長生きする魚で、しかも実際に漁獲の主体となるのが６歳ぐらいからで

すから、2013年以降の2歳魚の加入が悪いということで、それが反映されてくるのは2017

年以降の話というか、これからちょっと心配な状況かなとは思っております。 

○清野委員 

 多分水産種というよりも、希少生物などでも、ある時期にインパクトがあって、それが

影響するのがちょっとタイムラグが出て、でも、そのときには既に何か絶滅のループに入

ってしまって、そこからなかなかもう出られないまま衰退するということもあるのかもし

れません。そういった種に特徴的な今後の中長期予測などがなされているようでしたら、

情報提供いただけたらと思っております。 

 あと、現場にそういう予測を親身に伝えていく必要があります。数年後ぐらいから、こ

れは何か大変なことになってしまったというときには遅いといけないので。そういう事態

に対し、関係する方では心の準備みたいなものはできているんでしょうか。 

○上原部長 

 資源評価をするに当たっては、ことしの９月だったんですけれども、日本海ブロック資

源評価会議というものがありまして、それは参加する県の方が北海道から山口県の方まで、

県の試験場の方とか漁業者の方にも参加いただいているんですけれども、そういった中で
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毎年、この資源評価の報告書については議論を行っておりますので、まずはそこから各県

の皆様にいろいろ話が通じていくのかなと思っております。 

○清野委員 

 ありがとうございました。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、このアカガレイにつきまして、資源状況について何かほかにご質問等ござい

ますでしょうか。 

 齊藤委員、どうぞ。 

○齊藤委員 

これ、きょうは石川から鳥取県、富山はちょっと抜けているんですが、カニの場合で

すと１府６県でいつも神戸で会議が行われて、カニの資源管理をやっております。その中

で、今、１府６県で、かなり最近、漁業者というか、底びきですけれども、かなり減って

いると思うんです。その推移や漁船の数、そして、2013年から減ってきているということ

の原因、それはちょっとわからないかもしれないと思うんですけれども、そこらあたりの

関係。そしてもう一つ、私ども、数十年前から底びきをやっているんですが、気になるの

は、福井県の若狭湾の海では水深800メートルからアカガレイはいるんですよ。800メート

ルの水深から、そして２月ごろになると浅いところ、150メートルぐらいかな、それより

ちょっと浅いところまで入ってきて産卵するんですけれども、他府県のそういった産卵状

況はどんなものでしょうか。 

 他府県の場合、海が違いますから、どんな状況で産卵されているものか。そこらあたり

をもし把握していたら、ぜひお知らせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○上原部長 

 まず産卵場のほうからお答えいたしますと、これはすみません。私が説明をちょっと省

略しちゃったものですから、資料１－１、お手元の紙の資料の生物学的特性という上のほ

うの部分がありまして、その中に寿命、成熟開始年齢、産卵期・産卵場というところがご

ざいまして、その中では、おっしゃられましたように２月から４月ごろを産卵期といたし

まして、若狭湾、それから経ヶ岬周辺、それから赤崎沖を中心とする隠岐諸島周辺、それ

から、ちょっと北のほうになりますけれども、新潟県のちょっと沖、北側にあります粟島

の北方のあたり、水深でいいますと180メートルから200メートルというような情報はござ
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います。 

 もう一つ、漁船の数の推移のお話が出たかと思います。県別にはちょっと私、今、情報

は持っていないんですけれども、この資源評価報告書の、今ここにございますのは資料１

－１ということでダイジェスト版なんですが、詳細版というものがございます。それは３

月ごろに公表されるんですけれども、その詳細版の中には有効漁獲努力量、つまり網数の

ような数値なんですが、そういった数値を示しておりまして、これもやはり1980年代、30

年前、40年前に比べますと減ってきているという数字は出ております。 

○齊藤委員 

 ありがとうございました。 

○橋本部会長 

 この産卵場、若狭湾を初めとして幾つか出てきたんですけれども、産卵の時期的にはみ

んな２月から４月という、ほぼ同じ時期だと……。 

○上原部長 

 そうですね。ちょっと細かいところはまだ把握できておりません。戻って調べれば少し

違いがあるのかもしれませんけれども、ざっくりとこういった形で２月から４月というこ

とでまとめております。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。齊藤委員、よろしいですか。 

 それでは、このアカガレイの資源状況について、ほかにご質問等ございませんでしょう

か。よろしいですか。 

 それでは、続きまして資源状況の説明ですが、日本海区水産研究所の上田主任研究員か

ら、日本海西部ズワイガニの資源状況について説明をお願いいたします。 

○上田主任研究員 

 日本海区水産研究所の上田です。座って説明させていただきます。 

 日本海系群Ａ海域（富山県以西）のズワイガニですけれども、分布域としましては、資

料１－２の真ん中の左側の図となりますが、この赤で示したような富山県以西に分布をし

ております。 

 そして、生物学的特性で、その右のグラフですね。こちらは成長のグラフですけれども、

そちらを少し説明したいと思います。ズワイガニ、カニですので、普通の魚よりもちょっ

と複雑な成長をしておりまして、まず横軸は年齢、縦軸が甲幅と、甲羅の幅を示しており
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ます。グラフの線の上に６から13の数字を書いておりますけれども、これは生まれてから

の脱皮した回数を示しています。数字の振ってある６回目の脱皮以降は年に１回脱皮をし

まして、雄だと最大で13回、雌だと11回の脱皮をする。日本海西部のズワイガニ漁が11月

６日に始まりまして、初競りで大変よい値段がついたというニュースがたくさんありまし

たけれども、それらは全て雄の13と書いてある13齢になってもう１年たった、左から２番

目の三角の、そのぐらいまで成長したカタガニと通称呼ばれている、それらが非常に高い

値段がつく。それまでになるまでに年齢だと10歳となっていまして、すなわちズワイガニ

は、市場に水揚げされて高い値段がつく、価値がつくまでには少なくとも10年はかかると、

そういう非常に遅い成長をしております。 

 続きまして、漁業のほうに移ります。 

 漁法としましては、沖合底びき網と小型底びき網の底びき網がほとんどを占めておりま

して、あと一部カニかごによってもとられております。農林水産省令によりまして、雄・

雌別に漁期と、あと水揚げ可能なサイズなどのことが規制されております。それに加えま

して、漁業者による自主規制として雌のアカコ、初産後の雌の禁漁、また省令よりも漁期

を短縮する、禁漁区を設定する、そして省令よりも甲幅制限を厳しくしたり、１航海当た

りの漁獲量、ズワイガニの尾数の上限を設けたりするなどの規制を行っております。 

 続きまして漁獲の動向です。 

 下の1955年以降の漁獲量のグラフとなりますけれども、これまでの推移は、まず1960年

代半ばと1970年ごろに１万4,000トンを超えるピークがありました。その後、1970年以降

に急激に減少しまして、その後、90年ごろまで減少し続けました。一旦2,000トンを下回

ったんですけれども、その後は増加に転じまして、2007年には5,000トン近くとなりまし

た。その後は緩やかに減少しておりまして、2015年は3,000トンを超える漁獲となりまし

た。このＡ海域のズワイガニですけれども、韓国によっても一部が漁獲されておりまして、

韓国の2015年の漁獲量は1,917トンでありまして、これの一部がこのＡ海域の中の日韓暫

定水域でとられたものであると考えられております。 

 続きまして資源評価方法です。 

 毎年５月から６月に日本海西部の水深190メートルから550メートルにおきまして着底ト

ロール調査を実施しております。その結果を用いまして、面積密度法という方法によりま

して漁期開始時点の漁獲対象資源量、雄だと先ほどの成長のグラフでいう12齢と13齢のミ

ズガニとカタガニ、雌では11齢のクロコ、卵の黒くなったやつですけれども、クロコの資
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源量を推定しております。そのほかに、長期間の情報として沖底の漁獲成績報告書から計

算した資源密度指数という指数を使いまして資源水準の判断を行っております。 

 続きまして資源状態です。グラフのほうで説明したいと思います。 

 この３つあるグラフの左上、こちらが1999年以降の資源量の推移となります。漁獲量と

似た推移をしているんですけれども、2007年まで増加傾向にありまして、その後、2008年

に大きく減少しまして、その後、変動を伴いながらも、やや減少から横ばいが続いている。

この資源量をもとに資源動向を判断しておりまして、直近５年間、2012年から2016年の資

源量の推移から、資源動向は横ばいと判断しております。 

 また、ＡＢＣ算定に重要となってくる親魚量、ズワイガニの場合は雌ガニの量ですけれ

ども、それがその右のグラフとなります。雌ガニの資源量も2007年まで増加傾向にありま

したが、2008年にやはり大きく減少しまして、その後は変動を伴いながらおおむね横ばい

が続いております。 

 次、左下が長期データとして沖底の資源密度指数のグラフとなります。こちら、漁獲量

の推移とやはり似ておりまして、70年以降に急激に減少しまして、90年ごろまで減少し続

けておりました。その後、増加をしまして、やはり2006、2007年以降から緩やかに減少し

ているという状況です。この資源密度指数の最高値とゼロの間を３分割しまして、こちら

に点線を引いてありますけれども、それに基づきまして、2015年の資源水準は中位という

判断をしております。 

 続きまして管理方策のほうに移ります。 

 管理方策のほうは、次のページ、５ページ目の下に資源の将来予測を行ったグラフが３

つありますので、そちらを見ながら説明したいと思います。 

 その５ページ目の下のグラフの左下、縦軸が漁期後親魚量と書いてあるものですが、こ

れは雌ガニの量の将来を予測したものです。将来の量というのは、トロール調査によって

水揚げサイズよりも小さいカニの量がわかっておりますので、それに基づいて今後５年間、

資源の予測を行っております。その雌ガニ、すなわち親魚量の今後ですけれども、2017年、

2018年までは緩やかに増加をします。2019年に若干減少しますけれども、2020年、2021年

は横ばいから若干の増加をすると、そういう見込みを行っております。 

 こちら、４本の線が書かれていますけれども、そちらはＡＢＣを算定するに当たる４つ

の漁獲シナリオに基づいて計算したものです。いずれのシナリオにおいても、今後５年間

は、この2,400トンのところに赤線を引いてありますけれども、これがＢlimitといってい
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まして、これ以上資源が低下しないようにすべきというレベルですけれども、そこまで下

がることはないという予測をしております。この2017、2018年にふえるのは、先ほど説明

しましたトロール調査によって、小型のカニが比較的多いと、そういう状況が反映されて

今後二、三年は資源がふえるというものです。したがいまして、比較的よい加入によって

ふえる資源を大きく減少させないように、すなわち赤線であるＢlimitまで減少させない

ようなとり方を今後していきたいと、そういう管理方策としてＡＢＣを算定しました。 

 そのＡＢＣですけれども、また戻っていただきまして、４ページの下の表をごらんくだ

さい。 

 ズワイガニはＴＡＣで管理される魚種でありまして、ＡＢＣは複数のシナリオで算定し

ております。親魚量の増大、そして現状の漁獲圧を維持する、そして現状の親魚量を維持

する、そして2014年の親魚量を維持するという４つのシナリオでＡＢＣを算定しました。

細かい説明は省略しますが、最も漁獲圧の高い、すなわちＡＢＣが大きいシナリオだと、

Limit値で3,700トン、Target値で3,100トンとなります。ちなみに、現状の漁獲圧を維持

した場合にはLimit値で3,300トンというのが2017年漁期のＡＢＣとなります。 

 そのほか、資源評価のまとめ、管理方策のまとめなどは、既に説明いたしましたことが

箇条書きにしてある内容となっておりますので、説明は省略したいと思います。 

 ズワイガニの説明は以上です。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの日本海西部ズワイガニの資源状況についての説明について、何かご質問等ご

ざいますでしょうか。 

 森脇委員、どうぞ。 

○森脇委員 

 どうも、説明ありがとうございました。 

 先ほどの説明の中で、漁獲の動向というところに韓国の漁獲量が書いてございますが、

これですね。以前にＥＥＺがまだしかれていないときに、実は鳥取県のカニ牧場というの

がありまして、それが12マイルちょっとのところにありまして、それを周年刺網でとって

いたということで、かなり資源回復のためにそこを保護区にしておったんですが、その周

りで操業なされていて、なかなか効果が上がらなかったということを聞いているわけなん

です。 
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 現在、日韓の暫定水域内で1,917トンとっているというふうにここに書いてあるんです

が、ここは漁期、日本が11月６日から、雄では３月20日、雌では１月20日ということで、

日本はきちんと期間を区切って資源管理を行っているということなんですが、韓国は、こ

の日韓の暫定水域内で、日本に合わせなくてもいいんですが、周年なのか、あるいは何か

期間を切っているのかというところを教えていただきたい。日韓の暫定の中だと、日本だ

ってここでも操業する権利があるので、その辺が日本との整合性というか、そういうこと

も考えられますので、その辺をわかったら教えていただきたいんですが。 

○橋本部会長 

 森脇委員の話、資源の水研というよりかは、何か情報をお持ちの事務所なりの回答のほ

うがいいと思いますが。 

○上田主任研究員 

 まず私から説明させていただきまして、韓国の漁期が何月何日から何月何日かというと

ころまでの情報は持ち合わせていないんですけれども、我が国よりも長いということは言

えると思います。 

 韓国の漁法は刺網とカニかごによってとっておりまして、日韓暫定水域内で雄のみをと

っております。この1,917トンのうちの何割が一体暫定水域でとられているかというとこ

ろまでは実は明らかになっておりませんで、それが資源評価を行う上でも重要な情報とな

るんですけれども、今はこのうちの何トンが暫定水域かわかっておりません。 

 なお、暫定水域内の資源調査は水研で行っておりまして、どういう資源状態かと申しま

すと、雌はそこそこ資源はいるんですけれども、９センチ以上の雄はほとんどいないとい

うのが現状となっております。資源調査の結果でサイズ組成のグラフを描いても、９セン

チより小さいところは比較的いるんですけれども、９センチを超えたものはほとんどいな

いと言ってよいというふうなことが考えられます。そこから推察されることなんですけれ

ども、９センチ以上が全くいないということは、９センチよりも小さいカニが脱皮をして

９センチを超えた途端に全部とられているということが考えられます。すなわちミズガニ

のうちに全部とられているということが言えるんじゃないかと思います。我が国の漁業で

は、なるべくミズガニをとらないようにして、カタガニでとりましょうということで最近

やっているわけですけれども、それとは反対のことが起きているんじゃないかというよう

に推察しております。 

 私からは以上です。 
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○橋本部会長 

 森脇委員。 

○森脇委員 

 そのことについて韓国とのネットワークを通じて、同じ日本もとる場所ですので、だめ

じゃないのという、そういう話はないのですか。 

○久保寺所長 

 暫定水域の中の漁業管理は、これまでも韓国政府と再三議論をしております。残念なが

ら話が合いません。ただ、資源管理は、おっしゃるとおり共通の利益でございますので、

漁期の管理、制度的には大体日本と同じような制度を韓国も持っておりますので、それが

きちんと機能して、資源管理が同じような価値観で議論できるように、これからも粘り強

く韓国側に働きかけていきたいと思っております。 

○橋本部会長 

 ほかに、ズワイガニについてご質問、ご意見ございますか。 

○川越委員 

 年に一度の会議ということで、いつもこの会議になると資源量の調査ということで、い

つも私のほうからも意見を申すわけですが、どこのエリアにおいても、今は鳥取、兵庫の

場合はフロンティア整備事業ということで魚礁を整備していただいておりますし、それぞ

れの県には県単位で整備された魚礁がある。そういう中で、やはりこの資源の保護、増殖

ということになれば、今までそういうふうな設置されている魚礁内の生態系等々の把握が

必要だということをずっとこの場で言い続けておるわけですから、今後もそこらについて

は整備課のほうでも調査を進めていただいて、そういう資源量の解析に努めていただきた

い。 

 それによって、今、本当に漁業者がやっているみずからの強度な自主管理措置、もっと

手を加える部分があるというようなことも出てくると思いますので、保護礁で囲った部分

の資源量の解明ということは一段の力を入れてやっていただきたいということを切にお願

いをしたいということです。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。貴重なご要望をありがとうございました。 

 ほかに、このズワイガニにつきましてご意見ございますか。まず資源状況の説明があっ

たわけですので、それについてのご質問等はございますでしょうか。よろしいですか。 
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 それでは、アカガレイ、ズワイガニの資源状況の説明、ご意見を終わりまして、続きま

して、この２種類、日本海西部アカガレイ及びズワイガニの広域資源管理の取り組み状況

について、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（内山） 

 境港漁業調整事務所の内山でございます。 

 お手元の資料７ページ目、右上に資料２というものでご説明をさせていただきます。 

 ズワイガニ資源が非常に厳しい中、資源管理に取り組んでおられる状況を、今年は少し

踏み込んで整理しております。また、ご案内のとおり、アカガレイ、ズワイガニは漁場が

ほぼ重複しているということ、先ほどの資源評価の話にもありましたけれども、底びき網

の主要な魚種ということでございましたので、両魚種を一体的に取り組む資源管理として

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず７ページ目、１、生物及び漁業の特性に応じた資源管理ということで、今取り組ん

でいる資源管理の特徴を整理させていただきました。 

 資源管理は、ご案内のとおり、一般的には漁船隻数、操業期間・区域や漁獲量などを規

制して行われているところでございますが、両魚種では、生物特性、漁業の特性に応じた

資源管理を追加して取り組んでいます。具体的に言いますと、一定の定着性があるという

生物特性を生かしまして、保護区を設定しています。また、後ほど話をしますが、成長段

階で分布水深が変わりますので、ある水深帯を操業しないといった水深帯規制に取り組ん

でいます。また、漁業の特性に応じた資源管理におきましては、操業時期・水深帯を分け

ることによりまして、ある特定の魚種に対する漁獲圧を分散させることになりますし、小

型・未成熟個体等の混獲を回避するということで、将来の漁業対象資源を大切に守ってい

るところでございます。また、これらは当然のごとく、持続的な漁業経営と両立すること

が必要でございます。 

 アカガレイ、ズワイガニの生活史につきまして、皆さんご案内のところでございますが、

簡単にポンチ絵で整理させていただいております。 

 左側がアカガレイでございます。ちょっと字が小さいですが、先ほどお話がありました

水深200メートル前後の浅いところで産卵が行われており、小型魚と雄は浅いところにお

りまして、雌のほうにつきましては、産卵後、水深300メートル以深へ移動して行くとい

う特徴を持っております。小型魚、雄は水深200から250メートルのあたりで生息するとい

うことで、２月ごろになりますと、先ほど話がありましたように深いところから雌が戻っ
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てきて浅瀬で産卵するという形になっております。 

 右側、ズワイガニでございます。ズワイガニは、今度は雄雌逆でして、脱皮して商品価

値の上がったオスガニは深いところに移動するということで、例えば右の図でいきますと

350メートルを超えるような水深まで移動しているということでございます。一方、未成

熟のカニとメスガニにつきましては、比較的水深の浅い200から300メートルの間にいると

いうことになっております。メスガニにつきましては、ご案内のとおり産卵後、お腹にし

ばらく卵を抱えておりまして、最初の産卵のときは１年半ぐらい、その後の産卵のときは

１年ぐらいお腹に卵を抱えたものがおりまして、その後、２月から３月に卵が孵り浮遊し

て着底するという形になっております。 

 両魚種いろいろ特徴がありますが、ここで覚えておいていただきたいのは、大体200か

ら300メートルぐらいの水深が主な生息海域になるというところでございます。 

 次に資源管理の取り組みの経緯を整理させていただいております。７ページ目の下でご

ざいます。底びき網漁業の資源管理につきましては、極めて長い歴史と多様な取組をして

いるという紹介でございます。 

 昭和38年でございますが、指定漁業制度が創設されます。大臣許可の沖合底びき網漁業

もこの一つとなっており、先ほど言いました一般的な資源管理として漁船隻数とか操業区

域・期間、あるいは漁船の規模などに関し制限がかかっているところでございます。他方、

翌年、昭和39年には石川県から島根県を含めます各府県の漁業者で自主的な取り決めとし

まして日本海ズワイガニ採捕に関する協定が締結されております。この後、協定といった

場合はこの協定のことを指しております。その中で、一般的な規制のほかに未成熟のメス

ガニの保護や、操業期間の更なる短縮等に自主的に取り組んでいらっしゃるというところ

でございます。昭和50年になりますと、関係府県において保護区の設定、もしくは保護礁

の設置などが開始されているところでございます。平成９年になりますとズワイガニにＴ

ＡＣ制度が導入されております。平成14年になりますが、ご案内のとおりアカガレイとズ

ワイガニを対象にした資源回復計画が策定され、平成23年に資源管理計画へ移行し、現在

に至っている状況でございます。 

 おめくりいただきまして、８ページ目でございます。 

 今度は資源管理措置の具体的な中身について説明させていただきます。公的管理措置と

自主的管理措置が両輪となっているという状況になります。重要なことは、両魚種の資源

管理において、漁業者を主体に、行政・研究機関等との連携によって取り組まれる公的・
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自主的管理措置の二つの組み合わせが資源管理の効率・効果を向上させているところです。 

 では、実際にどういうことをやっているのかというのが、真ん中以降、底びき網漁業に

おける資源管理措置のイメージということで整理させていただいております。左側のやや

薄い緑が公的管理ということで、法令に基づくものでございます。右側が赤色の部分でご

ざいますが、漁業者自らが取り組んでいる内容でございます。 

 左側、公的措置について簡単にご紹介させていただきますと、ＴＡＣの数量規制に始ま

り、許可としての隻数、操業の期間、あとは操業区域などの制限がございます。さらにズ

ワイガニにつきましては雄・雌の別で禁漁の区間、さらには未成熟個体を守るということ

で甲幅サイズの制限がされているところでございます。 

 右側、自主的管理措置でございますが、これは２つに分けさせていただいております。

上側が、先ほどご紹介させていただきました協定に基づくものということですので、日本

海西部の６府県で共通に行われている取組でございます。その下が、さらに府県独自に取

り組んでおられる措置でございます。日本海西部の共通としましては、カタガニ、ミズガ

ニについて、自主規制の中で厳しい措置を講じているところでございます。操業期間につ

いては、カタガニは公的規制と同じでございますが、ミズガニやメスガニは、さらに短縮

しております。また、メスガニにつきましては、真ん中ぐらいに記載しておりますがアカ

コ、これは下の表に説明をつけておりますが、産卵して間もない時期のメスガニは基本的

に獲らないという措置も講じているところでございます。その他、府県の独自になります

けれども保護区の設定、後ほど説明させていただきますが、水深帯規制に取り組んでいる

ところでございます。 

 続きまして９ページ目でございます。 

 先ほど自主規制の中で説明させていただきました保護区の設定と水深帯規制について、

もっと踏み込んで説明させていただきたいと思います。 

 ちょっと順番が逆になりますが、真ん中に地図があると思いますが、黒いポツ、青いポ

ツがいわゆる保護区ということで設定されているものでございます。更に赤いところが後

ほど説明させていただきます水深帯規制ということで設定されている範囲を示しておりま

す。 

 上に戻っていただきまして保護区の話でございます。漁業者が率先して保護区を設定さ

れております。更に府県及び国のほうで保護礁を設置するという形で保護区を設けており

ます。保護礁の効果ですが、物理的に船が網を曳けないということで、透明性の高い資源
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保護効果を生み出しております。これらの保護区から滲み出す資源を持続的に利用すると

いうことで、一部検証中のところでもございますが、増殖の効果を期待しているところで

ございます。 

 また、真ん中の地図の隠岐諸島の北になります、黄色い四角ですが、今説明した物理的

な障害物となる魚礁を設置していませんが、ここでは若いオスガニ、いわゆるミズガニが

たくさんいるということで、漁業者自ら操業を自粛する保護区を設定しておりまして、か

なり大きな面積で取り組んでおられるところでございます。 

 ちょっと順番が逆になりますが、下のほうにこういった保護区の設定の簡単な経緯を整

理させていただいております。府県による保護礁の設置というのが昭和50年代から始まっ

ております。そして、今ご紹介いたしましたミズガニの保護区です。面積でいいますと

67.5平方キロメートルに及び、平成24年から周年の操業禁止に取り組んでおられるところ

でございます。また、府県に加えまして、水産庁自らの直轄事業として平成19年からアカ

ガレイ、ズワイガニの保護目的ということでフロンティア漁場整備を進めております。こ

の特徴としては、保護礁内は当然禁漁ですが、一部におきましては保護礁周辺１マイルの

範囲も底びきの網の操業を自粛するという取組がされているところでございます。 

 おめくりいただきまして、最後は10ページ目でございます。保護区の設定に続きまして、

水深帯規制についてご説明させていただきます。 

 水深帯規制の目的でございます。ズワイガニについては、先ほど説明したとおり漁期と

いうものがございます。ただ、そのカニ漁期前後の操業で、ズワイガニや小型のアカガレ

イが混獲されます。これを回避する必要があるということで、水深帯規制に取り組んでい

るところでございます。 

 その中身でございますが、漁期につきましては、下のほうに暦年とあわせて整理させて

いただいておりますので、併せて見ていただければと思います。ご案内のとおり、底びき

網は６月から８月までは法律で操業禁止ということになっております。カニ漁期前といい

ますのは、その法律で定めた禁止期間が終わってカニ漁期が始まる11月までの間、さらに

カニ漁期後といいますのは、カニ漁期が終わります３月の末から、次の操業禁止期間まで

の間、水深帯規制に取り組むということになっております。 

 どういった規制かといいますと、大体水深220から350メートル、これは冒頭、生活史の

イメージ図で説明しましたけれども、大体アカガレイ、ズワイガニが生息するような水深

帯におきまして操業を回避するということでございます。下の図でいきますと、カニ漁期
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以外の水色着色の220から350mの水深帯を保護していくという取組でございます。 

 その効果でございます。平成25年のトロール調査の結果において、大型カタガニ、これ

は先ほど説明した商品価値の高いもの、もう少しで商品価値の上がるという大型のミズガ

ニにつきましては、４割以上の資源がこの辺の水深に生息するということで保護されると

いうことになります。また、さらに未成熟の小型のミズガニや雌ガニにつきましても、５

割以上の資源がこのあたりの水深帯に生息するであろうということで、保護されることに

なります。また、アカガレイにつきましても、カニ漁期前に浅場に多く分布する小型の未

成魚や成魚オスが保護されるという効果を生んでいるところでございます。 

 さらに、例えば９月、10月の状況でいきますと、水深帯規制を避ける形で200メートル

前後の水深帯でハタハタとマダラを漁獲し、カニ漁期が一段落した１月以降、200メート

ル前後の水深帯でハタハタ、ホタルイカ操業へ徐々にシフトし、ズワイガニに過重な漁獲

圧をかけない、漁獲圧を他魚種へ分散させた操業を行っております。漁業者におかれまし

ても、例えばハタハタ、ホタルイカから収入を得られるということで、ズワイガニやアカ

ガレイの資源管理をしながらも漁業経営の両立も同時に図っているという状況でございま

す。 

 以上、駆け足になってしまいましたが、資源管理の取組についてご紹介をさせていただ

きました。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま日本海西部のアカガレイ、ズワイガニの広域資源管理の取組について、これは

恐らくこの部会委員会でも初めて出てきた様式の資料だと思いますが、資源の生活史、分

布等がポンチ絵で描かれていて、それと公的管理措置と自主的管理措置とのつながり、そ

ういったものが非常によくわかる大変結構な資料だと思いますが、何かただいまの説明に

関しましてご意見、質問等ございますでしょうか。 

○川越委員 

 二、三点、ちょっとお願いと実情ということを聞いていただきたい。 

 まずお願いということで、日水研やら研究員、よく会議に出てきていただいて、それぞ

れの場でズワイガニ委員会という場がＡ海域にはあるんです。そこで今、本当に物議を醸

すのがミズガニの取扱いについて。その中で東と西、西側の鳥取、兵庫と、東側の石川、

京都というような構図があるわけですが、今後もこのミズガニ、やっぱり漁場形成と資源
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の状況のあり方、ミズガニの資源状況のあり方等々も東西で違うわけがあるんですよね。

そこらで、もうここは一点ズワイガニ委員会、特にＴＡＣで管理されているという部分で

は、非常にもう激論になるというようなことが想像されて、来年の年明けてからのズワイ

ガニ委員会も、また白熱するような議論になると思います。そういう中で、本当にまた日

水研の上田研究員については、やはりそこらの側面から、もっとこうだああだということ

も言っていただきたいと思います。 

 それから、先ほどから言っているように、鳥取、兵庫の場合、フロンティア等々、県単

位での魚礁整備がございます。それで、そういうふうな人為的なハードの部分での整備と

いう実感がなかなかまだ漁業者のほうにはわからない。そういう中で、先ほど保護区の設

定に係る経過という中で、漁業者がみずから周年取り組んだ保護区については、もう漁業

者はやっぱりよく知っていて、ここを囲ったということで成果がある。これはもう実感で

漁業者から伝わってきております。そういう中で、鳥取、兵庫の部分では、もっとこの部

分、そういうハードなものでなくて、漁業者が自らの保護区の設定、自分たちがミズガニ

がおるところはわかっているんですから、そういうものを設定したことが間違いなく効果

があるということをやっていかなければならないかなというふうに思いますので、せっか

くハードの部分を国がフロンティアで整備されるわけですから、よく漁業者の意見を聞い

て、ハードの部分はそういう構造物の設置をしていただきたいということをお願いしたい。 

 もう一点、先ほど森脇委員から暫定水域の話がございました。私も昔、民間協議会、今

は官民協議会ということで、韓国といろいろなルールのことをやるわけですが、我々日本

側の漁業者は、もうしたくないということで、政府間交渉ということに委ねております。

水産庁が出てきておるわけですから、交渉は今、国際課のほうでやっていただいておりま

すが、絶対に引かないようにお願いです。よろしくお願いしたいと思います。 

 もう17年間、我々は辛抱して、やはり韓国とのトラブルを避けてきたことで優先的に韓

国に占用されてきたという思いを官民協議会でも述べるわけですが、全然通じない。もう、

この政府間協議会できちんと弱腰にならずに頑張っていただくよう、よろしくお願いしま

す。お願いが２つと、そういうことでございます。 

○橋本部会長 

 大変貴重で重たいご提言をありがとうございました。フロンティアの整備につきまして

も、これまで以上に漁業者の自主的に保護区を設定している等の効果を踏まえて、新しい

保護礁が今後設置される計画もあると思いますので、そういったところの場所の設定につ
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いては、まず漁業者のご意見というものが反映されるような形で、きょうはちょっとフロ

ンティア整備の担当者は来ていないと思いますが、そういったところに話が伝わるように

していただきたい。 

 それから、日韓の交渉については絶対引くなと、こういう話でございますので、担当部

署のほうにはそういった広域漁業調整委員会での意見を重く受けとめていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上、アカガレイ、ズワイガニの資源管理の取組状況についてはいろいろご意見をいた

だきましたが、この程度で、ほかに何かございますでしょうか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 先ほど委員長もおっしゃられたように、今回の資料２は本当に画期的にわかりやすい資

料で、非常に重要な取組をいただきありがとうございます。やっぱり絵で見て生活史がこ

ういう形で出てくるだとか、あるいは次の段階では、もうちょっと漁場がいろいろな種類

の魚によって水深帯が時期、時期に分けられていてとか、それをどんなふうに立体的に漁

師さんが操業されているのかというところまで、将来的には絵にしていただくとありがた

いなと思っております。 

 ちょっと伺いたいのは、この取組について、先ほど国際的な交渉の話がありましたけれ

ども、こういうものは外国語とかにもされてホームページとかでも見られるようにされて

いるのでしょうか。 

○事務局（内山） 

 今回初めて整理させていた資料ですので、外国語に直すかどうかについては、検討させ

ていただきたいと思います。 

○事務局（原） 

 外国語にするのは別としてホームページのほうには載せていきたいと思っております。 

○清野委員 

 ぜひ、少なくとも英語とかにしていただくと、今の全世界的に検索をかけると、資源管

理を取り組んでいる幾つかのキーワードについてかかることはあると思うんですね。です

から、そういう漁業者の方のお話、例えば自主的に自分たちの知恵を集めて保護区を設定

して、それで自分たちで実感しながら守ってきているとか、そういうことは多分国内でも

余り知られていないですし、ズワイガニをお召し上がりになっている方にもほとんど知ら
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れていないですし、そういうものはやっぱり物語としても伝えていただきたいというのは

あると思うんですね。だから、カニの番組もやたらにあって、もうちょっと新しい話題が

あってもいいと思いますけれども、そういう意味で、きょう伺った話というのは非常に重

要な内容を含んでいると思います。 

 それから、国際的な取組の一つは、ご案内のように、今、国際的な条約や、そういう中

で水産資源の問題というのは、国連の様々な海洋への取組だとか、本当に全世界的に、ど

の国がどのぐらい頑張っているのかということを発信する、ある意味競争になっている部

分もあると思います。ですから、すごく日本はいろいろな取組をやっているのが理解され

ないというのはいろいろあるとは思うんですけれども、そこもきちんと伝えながら、海外

との二国間の交渉というのも臨んでいただくといいのではないかと思いました。 

 もう一つ、この資料の２の９ページのところの地図なんですけれども、これ、今、水深

の500メートルとか200メートルの等深線は描いてあるんですけれども、もうちょっと立体

的な海底の地図とかに色をつけたりとか、そうしていただくと、このズワイガニがどうい

うふうに立体的に海底の中を移動しているかということも多分もうちょっと伝わりやすい

のかなと思いますし、日韓の暫定水域の中で、水深のところをもうちょっとどういうふう

な合意形成をしていくのかというのも重要なのではないかと思います。ですから、今回出

てきた資料の中で生活史というのが、断面図で2.5次元の、３次元のちょっと手前ぐらい

までの図を描いていただいているので、もうちょっと立体的に、この漁場が魚によってど

ういうふうに使われていて、人間がそれに合わせてどんなふうに動いているのかを工夫を

していただけるといいと思います。最近、水研のＰＲ誌とか、すごく絵もわかりやすくな

っていていいと思うし、それがネット上に出ると、世界の人もそういうカニの生活史に合

わせたさまざまな管理が見えるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

○久保寺所長 

 清野委員、大変ありがとうございました。貴重なご指摘をいただきました。 

 １点だけご説明させていただきます。特にこの水深の図は、かなりデフォルメされた、

簡略化された図です。実際には、こんなに整然となっていません。これが実は地域差がど

うもあるようで、地域差が地形に起因しているのか、水温に起因しているのかわからない
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んです。したがいまして、平面図に直したときに、これがこのように均一にあらわせるか

といったらちょっと難しいと思います。ただ、いろいろな形でいかにわかり易くするかと

いうのは今後とも工夫させていただきます。ありがとうございました。 

○清野委員 

 さっきのこれの前の会議で日本海の北部の話があったときに、海面に関しては衛星画像

とか、割と技術が発達してきたけれども、海底についての情報が少ないということは水研

のほうからもお話をいただきました。そのときに、本当にこれは漁業者さんの長年の経験

と、それから、そういった３次元的にどういうふうにカニが動いているかという知見の世

界があっての管理だと思うので、余り出し過ぎると企業秘密になっちゃうと思いますけれ

ども、何かそのあたりの漁師さんが海の中をそれだけ知見を持って取り組んでいるという

のが、もっともっとわかり易いといいと思います。それがさらに最後のほうの図で、10ペ

ージの下の図で、１種類のメジャーなものに負荷をかけないような形で、ほかのハタハタ、

ホタルイカ、マダラをとっているということで、ある意味生物多様性とか、そういうこと

も含めていろいろな視野にあるような操業の仕方を工夫されてきたんだと思います。 

 ですから、漁業関係の方では当たり前のところも、そういう形で示していただくととも

に、きょう非常に大きい発言をいただいたと思うのは、川越委員さんのほうから、漁業者

の知恵を使いながらいろいろ保護の計画なり管理の計画をもっと進めていったらどうかと

いうご意見が出まして、これはある意味、自然とともに生きている人の意見を大事にしな

がら自然資源を守っていこうという、いろいろな国際条約の中でも自然とともに生きる人

としての漁業者という位置づけが近年はあるので、まさに自主的なとか、伝統的な知識と

か経験値という意味での大きなキーワードが入っていたと思います。 

 ですから、国際的な漁業交渉の枠組みが単なる漁業だけではなくて、もっと気候変動と

か生物多様性とか、持続可能性というキーワードの中で、国際的にもこの取組を日本が説

明して、隣国の人とも協調できるような多くのポイントというのが、今日の資料と、それ

からご意見の中から出てきたと思いますので、ぜひそれを活用していただいて、末永くこ

のカニが食べられるようにと思っております。 

 以上、コメントです。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。いつも清野委員には前向きのアカデミックなご提言をいただ

いてありがとうございます。 
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 私も、今回のこの部会の資料を初めて事前の説明のときに見させていただいたとき、ま

ず清野委員からは気に入られるんじゃないかなというふうに思いました。それから、２番

目に、ズワイガニが１杯初競りで130万円で取引されたとか、そういうものはニュースに

なるけれども、実際に漁業者が自らこれだけの苦労をして、こういう取組もしているんだ

ということについては、恐らく日本国民の99％は知らない。だから、そういう中で、先ほ

ど委員が言われたような、どういうわかり易い形で一般の人の目に触れていくような、あ

るいは国際交渉の場でも活用できるような形で出していけるかというのは、大分前からの

委員会でも委員からの提言もあって、そのＰＲというか、そういう漁業者が苦労して取り

組んでいることも含めて、もちろん公的な管理で政府のほうで進めていることも含めて、

一般の人向け、あるいは外国向け、そういった環境関係の人にもアピールできるような形

で、今後少しずつでも取り組んでいただけたらなというふうに思います。 

 あと、私の希望としては、せっかくこういう立派なわかり易い資料が作られたから、ほ

かの部会、ほかの魚種についても同様の資料構成というのが、ここのところを少しずつ進

めていっていただけると大変いいんじゃないかなというふうに思います。これは希望でご

ざいます。 

 それでは、ほかに取組状況について何かご質問、ご意見がございますでしょうか。大分

時間も進んでまいりましたが、よろしいですか。 

 それでは、議題の（３）、その他に移りたいと思います。議題の（３）はその他ですの

で、委員の皆様から、この部会の機会に何かご発言がありますれば承りたいと思いますが、

何かご意見、ご発言ございますでしょうか。 

 齊藤委員、どうぞ。 

○齊藤委員 

 愚問になるかもしれませんけれども、ズワイガニ、これは我々、底びき網漁業を何十年

間やってきてますが例えば、最近非常に増えてきた遊漁船が、釣り具等々で釣ってもいい

ものかどうか。これは国で決められることじゃないかもわからんけれどもどうお考えです

か、水産庁は。 

というのは、私どもが操業している海の中でテグスでぐるぐる巻きになったカニが網に入

ったことがあるんです。例えば今の時代になりますと、遊漁船、プレジャーボートの方々

は、いろいろなすごい釣り道具を持っています。そうすると、緯度経度なんかで全部魚礁

の場所が知られるんですよ。そこはまさに我々はカニや魚を守っている場所にもかかわら
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ず、遊漁船、プレジャーボート、そういう人たちがそこへ行って釣っていくというような

ケースがもし起きたときに止められないんでしょうか。海は等しく国民のものであると言

われているんですから。どうなっていますか、そこらあたりは。 

○久保寺所長 

 福井県さんがプレジャーボートの調整、物すごく尽力されているということは、私ども

もよく承知しております。ご案内のとおり、法律で漁業を禁止するには指定をしなければ

いけないという仕組みになっておりますので、その歴史の中に今の漁業体制があるわけで

すね。ですから、新しい漁法が出れば、そのときにまたそういう判断をしなければいけな

いというのは、これは仕組みでございます。 

 ただ、遊漁について、正直言ってカニだけを狙うというのはちょっと考えづらいんです

けれども、同じ海面をどう利用するかという意味では、協議会をつくって調整するという

ことを推進しております。引き続きまして、そういう問題があれば、私どもも積極的に参

加させていただいて、ぜひ皆さんが納得して海面を利用できるように調整させていただき

たいと思っております。いずれにしても、福井県さんはもうかなり取組が進んでいらっし

ゃると思いますので、その中でうまく調整していただければと思っております。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 齊藤委員、よろしいですか。 

○齊藤委員 

 国で規制できるのかできないのかということを聞いているんです。 

○橋本部会長 

 １つ、私の知っている範囲内でプレジャーボートとの調整の話で、九州西の部会のほう

でガザミの資源保護をやっておりますけれども、あそこもやっぱり遊漁船が多いですね。

ガザミの採捕禁止というのを委員会指示で、１カ月だけですけれども出して、採捕禁止と

いうのは、要するに漁業者向けだけじゃなくてプレジャーボートも含めての採捕禁止とい

うのを指示で出している。徹底させるために釣具店であるとか、遊漁船を出すところにＰ

Ｒをして協力をもらっているというようなことをやっている。別の魚種、別の地域ですけ

れども、だから、どうしても実態として目に余るような現状がたくさん出てくるようなこ

とになれば、そういった問題点を含めて、新たなやっぱり採捕も含めて、遊漁船も含めた

ような規制を公的に検討していく必要が出てくる場合もあるかもしれない。ただ、今の何
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もしていない状況では、「それはあなた、禁止ですよ」とか言うことは言える状況ではな

いというふうに思います。 

○齊藤委員 

 カニを釣った人が「カニを釣ってきた」なんて絶対言いませんよ、言いませんって。言

いませんけれども、これだけ私が危惧しているのは、漁業者にかわって遊漁─今はもう11

月ですから、海も荒れてきますから、お客さんを案内すると事故になるおそれがあります

からいないですけれども、３月の後半から９月、10月までは遊漁が盛んです。例えばスル

メイカを釣るにしてもマイカを釣るにしても、遊漁者の人らは漁業者が帰った後でもやっ

ているんです特に規制がないんです。そういった規制がない中で、何をやってもいいとい

う感覚を持っているんですよね。我々は資源管理だ何だと言って資源を確保している状況

の中で、その人らを野放図に放っておいたのでは、結局後手後手になってしまうおそれが

ありますから、もしそういう事案が起きたら、すかさず対応してほしいというのが私の願

いです。水産庁の方、ひとつよろしくお願いします。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 その遊漁船の絡まった、餌か何かをつけて釣り竿で深くに沈めて、まさにカニだけ狙っ

ているわけじゃないんでしょうけれども。 

○齊藤委員 

 カニだけじゃない。魚礁での釣りです。 

○橋本部会長 

 魚礁のところで。 

○齊藤委員 

 カニ魚礁で、釣ったカニがどこかで外れて採捕された事例、そういうケースがあったの

で、もしそういうことはあった時に─カニを釣った人は絶対「カニを釣ってきた」なんて

言わないですよ。そして、ことしは山陰の川越さんのところですかね、百三十何万したの。

私どものところは、一応知事が「極」として、かなりブランド化に力を入れている中では、

今のところ37万が最高でしたけれども、今大体10万ぐらい。しかし、それは大体漁獲高の

0.5％ぐらいですけれども、私どもが資源管理やブランド強化などに取組んでいるカニに

ついて、遊漁者に対する対策が後手後手にならないようにひとつお願いします。 
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○橋本部会長 

 齊藤委員からは、非常にプレジャーボートの影響についての提言ということで、水産庁

のほうにも聞きおいていただいたということでございます。 

 時間も大分迫ってまいりましたが、ほかに、ただいまのアカガレイ、ズワイガニ取り組

み状況、その他で結構ですので、何か追加でご意見、ご発言ございませんでしょうか。も

う言うべきことは言ったという感じでよろしいですか。 

 それでは、最後でございますが、事務局から次回の部会の開催予定について説明をお願

いいたします。 

○事務局（内山） 

 次回の部会の開催についてでございます。本委員会の開催状況を見きわめながら、改め

て部会長と相談した上で、皆様方のご都合を聞いてご案内させていただきたいと思います。

具体的になりましたらまたご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○橋本部会長 

 ただいま事務局から説明がありましたとおり、次回の部会の開催につきましては、日程

調整の上、改めて委員各位にご連絡いたしたいということでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、大分時間も、日の落ちるのも早くなってしまいましたので暗くなってきまし

たが、これをもちまして第25回の日本海西部会を閉会させていただきます。 

 委員各位におかれましては、貴重な議事進行へのご協力、あるいは貴重な提言、ご意見

をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 なお、冒頭お願いいたしました議事録署名人の岡田委員と川越委員におかれましては、

後日事務局より議事録が送付されますので、署名をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、大変長時間、部会の委員の皆様、あるいは臨席の皆様、長い間ご苦労さまで

ございました。また明日午後は本委員会がございますので、まだひとつよろしくお願いい

たします。 

 それでは、長時間ありがとうございました。これにて閉会いたします。 

 

閉 会 

 


