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平成２５年１１月１９日（火） 

於・航空会館大ホール 

日本海・九州西広域漁業調整委員会

第 21 回日本海北部会

議事録
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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第 21 回日本海北部会 

 

 

日時：平成２５年１１月１９日（火） 

１０：２９～１２：１１   

場所：航空会館大ホール       

 

 

議事次第 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）広域漁業調整委員会について 

  （２）水産資源の状況について 

    ①日本海北部マガレイ、ハタハタ 

    ②スケトウダラ日本海北部系群 

  （３）広域資源管理の取組状況について 

    ①日本海北部マガレイ、ハタハタ 

    ②スケトウダラ日本海北部系群 

  （４）広域資源管理の検討状況について 

  （５）その他 

 

３．閉 会 
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午後１０時２９分 開会 

○事務局（中田） それでは、定刻になりましたので、ただいまから日本海・九州西広域

漁業調整委員会第 21 回日本海北部会を開催いたします。 

 委員の皆様を初め、来賓の方々におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきまして

ありがとうございます。 

 本日の出席状況でございますが、魚崎委員、野村委員、濱村委員が事情やむを得ず、ご

欠席されておりますけれども、委員定数 15 名のうち、定足数の過半数を超える 12 名の委

員にご出席いただいておりますので、部会事務規程第５条の規定に基づき、本部会は成立

していることをご報告いたします。 

 まず、最初に委員の交代についてご報告を申し上げます。 

 今回、海区互選委員の改選が行われまして、本部会でも１名の交代があり、秋田県の

佐々木委員が新たに選任されました。また、安成委員におかれましても前回の本委員会で

潮田委員と交代されておりますが、日本海北部会へのご出席は初めてでございますので、

ここで新たに選任された佐々木委員と安成委員から一言、ご挨拶を賜りたいと思います。 

 では、佐々木委員、よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 秋田の佐々木でございます。昨年８月の海区委員の改選期に会長になりま

して、あわせてこのほうの委員をやれということになりましたので、これからよろしくお

願いいたします。 

○安成委員 安成でございます。水産専門の報道事業者の集まりである水産新聞協会の理

事をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（中田） ありがとうございました。 

 それでは、橋本部会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 おはようございます。本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、

ご出席を賜りましてありがとうございます。また、本日は水産庁からは加藤資源管理推進

室長さん、水産総合研究センターから北海道区水産研究所資源管理部の森グループ長さん、

それから、日本海区水産研究所からは資源管理部の銭谷部長さんほか、多数の方に出席を

賜っております。心より厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、本日のこの部会の議題といたしましては、まず、最初に、広域漁業調整委員

会について、というのが１番目でございます。それから、当海域に関連するマガレイ、ハ

タハタ、スケトウダラ、この３魚種の資源状況について、これが２番目でございます。そ
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して、これら３魚種に対する 25 年度の資源管理の取組状況について、これが３番目でご

ざいます。それから、広域資源管理の検討状況について、というのが４番目の議題でござ

います。最後にその他ということで午前中、予定をさせていただいております。ご審議の

ほどをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 事務局を務めております新潟漁業調整事務所の佐藤と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 では、皆様のお手元にある配付資料の確認をさせていただきます。まず、本日の議事次

第、委員名簿、配席図、出席者名簿がございます。次に資料番号を右肩につけていますが、

議題（１）の資料といたしまして、資料１の広域漁業調整委員会について、議題（２）の

資料といたしまして、資料２の資源評価一覧と、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラの資

源評価ダイジェスト版でカラー刷りのものを順に、資料２－１、２－２、２－３を配付し

てございます。そして、議題（３）の資料といたしまして、資料３の日本海北部マガレイ、

ハタハタの広域資源管理について、資料４のスケトウダラ日本海北部系群の広域資源管理

があります。最後に日本海北部会事務規程の両面１枚のものを配付しております。 

 以上ですが、何か不足している資料がございましたら、事務局までお申しつけください。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、部会事務規程第 11 条の規定によりまして、後日、まとめられます本部会

の議事録の署名人を選出しておく必要がございます。このことにつきましては、部会長か

ら２名以上を指名するということになっておりますので、毎回、僭越ではございますが、

私のほうで指名させていただきたいと思います。今回の部会議事録の署名人といたしまし

ては、海区漁業調整委員会の互選委員のほうから山形県互選の加藤委員、大臣選任委員の

ほうから中川委員、このお二人にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議題のほうに入っていきたいと思います。 

 議題（１）でございますが、広域漁業調整委員会についてでございます。新たに選任さ

れた委員の方もおられますので、簡単に広域漁業調整委員会の概要について事務局から説

明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） それでは、広域漁業調整委員会の概要について要点をご説明いたしま

す。お手元の資料１をご覧ください。 
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 広域漁業調整委員会は、平成 13 年の漁業法の改正により国の常設機関として、太平洋、

日本海・九州西、瀬戸内海のそれぞれの海域に設置されてございます。本委員会は、都道

府県の区域を超えて広域的に分布回遊する水産資源を対象とした資源管理に関する事項に

ついて協議・調整を行うものでありまして、その役割の一つに資源管理措置の適切な実施

を担保するための委員会指示の発動がございます。 

 委員会の構成は、都道府県ごとに互選された海区代表者、国が選任する漁業代表者並び

に学識経験者で構成されております。全委員 29 名のうち、海区代表が 19 名、漁業者代表

が７名、学識経験者が３名となっております。 

 以上のことは配付資料１などに記載されておりますが、詳しくは後ほどお目通しをお願

いします。 

 続きまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会についてご説明いたします。15 ペー

ジ目をご覧ください。 

 この 15 ページ目の事務規程をご覧いただくと、冒頭の第１条で日本海・九州西海域に

おける資源管理及びこれに係る漁業調整を所掌していることのほか、順次、事務局の所在、

委員会の構成人数、委員会の招集、定足数、議題、議事録などを定めております。 

 部会との関係については第 14 条をご覧いただきたいのですが、北海道から富山県まで

の海域を日本海北部会、石川県から島根県までの海域を日本海西部会、山口県から鹿児島

県及び沖縄県までを九州西部会としており、部会ではそれぞれの海域において完結する事

項を取り扱うこととされております。また、同条第７項と第８項では、部会で調査・審議

した結果を本委員会に報告することや、部会が設置された海域で完結する事項について調

査・審議した結果は、本委員会の結果としてよいことなどを規定しております。 

 以上、簡単ですが、日本海・九州西広域漁業調整委員会の概要についてご説明いたしま

した。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 今の広域漁業調整委員会の概要の説明につきまして、何かご質問等はございますでしょ

うか。よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。議題（２）でございます。水産資源の状

況について、に入りたいと思います。本議題につきましては、独立行政法人水産総合研究

センター日本海区水産研究所の銭谷部長さんから日本海北部系群のマガレイ、ハタハタの

資源状況を、また、北海道区水産研究所の森グループ長さんから日本海北部系群スケトウ
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ダラの資源状況を、それぞれの説明を続けてお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、銭谷資源部長さんからよろしくお願いいたします。 

○銭谷部長 皆様、おはようございます。日本海区水産研究所の銭谷でございます。 

 早速、マガレイのほうから説明させていただきたいと思います。お配りしております資

料２－１というのがマガレイの資料となります。資源評価報告書のダイジェスト版と呼ば

れるものです。これが今のところ、最新のデータということになります。 

 まず、マガレイの漁業の特徴です。日本海の北部域、すなわち、青森県の日本海側から

新潟県でマガレイを対象としている主要漁業は底びき網漁業と刺し網漁業です。2012 年

の漁獲量の割合は、底びき網が 51％、刺し網が 32％ということでした。県別では新潟県

の漁獲量が多くなっております。図の１ページ目の一番下のところに県別に、一応、色を

描いて示しているのですが、不鮮明で申しわけございません。 

 それで、次に漁獲の動向です。１ページ目の一番下のところに漁獲量の推移の図がござ

います。青森県から新潟県の４県の統計値が参照可能な 1993 年以降の漁獲量を見ていた

だきますと、最高値でありました 1994 年、右側から見て一番高いところが 94 年なんです

けれども、そのときが約 800 トンでしたが、97 年に約 400 トンまで半減しまして、その

後、2008 年まではほぼ 300 トン台の横ばいで推移しております。2009 年、2010 年には約

250 トンと期間内で最低の水準となりました。2011 年にやや増加したんですけれども、

2012 年は期間内で４番目に低い値ですが、287 トンとなっております。 

 資源評価の方法です。基本的には漁獲量の経年変化を中心に見ています。資源状態で１

ページ目のこの図の赤い線のところなんですけれども、赤いバツ印で示しているんですけ

れども、滲んでいて申しわけないんですが、これをご覧ください。これは４県合計の漁獲

量となっております。2010 年の漁獲量を見ますと現在の資源水準は低位となっておりま

す。それから、最近５年間の漁獲動向から資源の動向は横ばいと判断しております。 

 また、幼魚を調査する調査船調査なんですけれども、次の２ページ目、裏側のほうの真

ん中のほうに図がありますが、これをご覧ください。赤い折れ線で１歳魚の分布密度を

96 年から示しております。これを見ますと、2013 年及び 2014 年に３歳魚になりまして漁

業で獲られるようなサイズになります 2010 年級群及び 2011 年級群の豊度は低いというこ

とが考えられます。 

 次に管理方策に移ります。資源水準は低位で横ばいであると考えられまして、また、

2013 年、2014 年に漁獲加入する年級群の豊度とも低い水準と推定されていますので、ABC
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は近年の平均漁獲量から引き下げまして、親魚量を確保する必要があると考えられます。

このような考え方から 2014 年の ABC は 180 トンというような値を提案しております。 

 マガレイにつきましては以上です。 

 続きまして、ハタハタのほうを説明させていただきます。ハタハタは資料２－２という

ものです。 

 まず、漁業の特徴からです。日本海北部、すなわち、富山県から青森県に分布するハタ

ハタなんですけれども、この北部海域では秋田県での漁獲が非常に多いということがあり

ます。産卵や接岸期を対象とした定置網と刺し網による漁獲割合が大きいです。また、日

本海北部の全域におきまして小型底びきや沖合底びきによって漁獲されています。 

 漁獲の動向です。２ページ目の左下の図をご覧ください。日本海北部のハタハタの漁獲

量は、かつて２万トン以上ありましたけれども、1970 年代のたくさん獲れた時期から 80

年代には急激に減少しております。84 年には僅か 206 トンに減少しております。その後、

87 年以降は低い水準で推移しております。95 年ごろからは徐々に増加しまして、2003 年

以降では 3,000 トンを上回り、2004 年には 5,405 トンを記録しております。それで、

2012 年なんですけれども、前年と比較して大きく減少していまして 2,221 トンというふ

うになっております。  

 次に、資源の評価方法について説明させていただきます。基本的には漁獲量を主に見て

おりますけれども、2003 年から漁獲規制がとられておりまして、そういう状況では漁獲

量は資源量の指標としては多少、偏りがあると考えられておりますので、漁獲量に加えて

資源量指標値とか、年齢組成、１歳魚の豊度などを総合して資源評価を行っております。

ただし、資源量指標値とかは漁獲量ほどの長期にわたったデータがありませんので、水準

判断には使用しておりません。2003 年以降、自主規制が実施された 2007 年をのぞき 3,400

～5,400 トンの中位水準を維持してきましたが、2012 年には中位と低位の境である 3000 ト

ンを下回り、低位水準と判断しています。資源密度指数には中長期的には徐々に増加して

きています。近年の動向については、過去５年間で飛び抜けて高い値を示した 2009 年のデ

ータを除外した資源密度指数をもとに横ばいと判断しています。 

 管理方策です。2013 年の漁獲主体となる 2010 年級群３歳魚（170mm）の豊度は中程度、

2011 年級群 2 歳魚(150mm)の豊度はやや低いと推測されています。2003 年より漁獲努力量

の削減措置がとられておりますが、漁獲圧を現状より低く設定し、資源水準の回復を目指

す必要があると判断しております。 
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 したがいまして、2014 年のＡＢＣは、1,800 トンと提案しております。 

ハタハタにつきましては以上です。 

○森グループ長 では、続きまして、スケトウダラ日本海北部系群について、北海道区水

産研究所の森からご説明させていただきます。着席のまま説明させていただきます。資料

はお手元にございます資料２－３でございます。 

 まず、スケトウダラ日本海北部系群は、分布域が本州の日本海から北海道日本海、あと、

樺太西岸まで日本海北部海域に広く分布しております。寿命は現在のところ、不明なんで

すけれども、10 歳以上の個体が普通に確認されております。なお、ベーリング海の事例

ですと 28 歳という個体も確認されております。成熟開始年齢は３歳で約 33％が成熟に参

加することがわかっております。現在の産卵場は冬場に北海道の南西海域、海域的には岩

内湾及び乙部沖ということになっております。 

 現在のこの漁業の特徴に移らせていただきますけれども、中段ごろになりますが、まず、

沖合底びき網漁業、はえ縄、刺し網等で漁獲されております。北海道の檜山から後志地方

沿岸では、沿岸漁業によって産卵期に産卵親魚が漁獲されております。一方、石狩湾以北

海域では沖底によって主に漁獲されております。現在の主漁場はこれらの北海道の日本海

側になっておりまして、かつては本州日本海でも漁獲がある程度はあったんですけれども、

近年の漁獲は 1,000 トン以下と非常に少なくなってきております。 

 この漁獲の動向ですけれども、一つ下に図が二つございます。非常に図のコピーが悪く

て見づらくて申しわけないんですけれども、左側が漁獲量、右側が北海道の沖底の網数と

CPUE を示しております。まず、漁獲量ですけれども、以前は 8.4 万トンから 16.9 万トン

の範囲で大きく変動しております。一方、1993 年以降は急速に減少いたしまして、2012

年度の漁獲量は 1.2 万トンまで減少しております。ただし、本系群は TAC による漁獲の規

制というものがありますので、特に 2008 年度以降というのは TAC 量を勘案した漁獲制御

措置というのがとられておりますので、例えば、かつてのような操業を行った場合は、漁

獲量はもう少し上がるということが考えられます。 

 努力量ですけれども、文章中、説明はございませんけれども、北海道日本海側で操業す

る沖合底びき網漁業のひき網回数ですが、ひき網回数は船の減船とか TAC の削減に伴って

大きく減少してきております。一方、CPUE は比較的安定した値、この折れ線のほうが

CPUE ということで、一般的には魚の密度的なものを表すのですけれども、そちらのほう

は変動はあるものの一定の範囲になっております。ただし、CPUE を比較するときは努力
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量が大きく減少していないような状況下で比較するのが正しいので、この場合は参考値と

いうことになります。この資源は資源計算を行っておりまして、資源量や親魚量を計算し

ております。 

 次に、その資源評価法について簡単にご説明いたします。１ページ目の一番最後になり

ますが、まず、計算は漁期年です。４月から翌年３月の会計年度と同じですけれども、そ

れで集計しております。計算法は一般的によく用いられておりますチューニング VPA とい

うものを使いまして、漁獲データと調査データをもとに資源量、親魚量等を計算させてい

ただいております。スケトウダラ日本海北部系群の場合は漁獲対象が２歳からということ

になっておりますので、２歳以上の資源量を計算しております。同じように資源計算を行

っておりますスケトウダラ太平洋系群とはこのあたりで若干差がございます。太平洋の場

合は０歳以上の資源計算を行っております。 

 資源計算結果は２ページ目になりますけれども、資源状態のすぐ下に図が三つあります。

左上の図で資源量が青い折れ線で、漁獲割合、何％漁獲していたかというのを赤い折れ線

で示しております。その下の図、先に説明いたしますが、再生産成功率ということで簡単

に申しますと毎年の子どもの生き残りの善し悪しを示しております。一番右にある折れ線、

白い折れ線グラフは親子関係を示しております。横軸が親の量、縦軸が２歳で加入する子

供の量ということになっております。右のほうから実は折れ線が続いておりまして、一番

左のほうが近年の状況を表しております。 

 まず、資源状況なんですけれども、三つの図の上の図になりますが、1987 年から 1992

年度の間が 71.2 万トンから 86.8 万トンと近年では非常に高い時期でございました。その

後、1991 年度以降は急激に減少いたしまして、2007 年度には 8.5 万トンということでピ

ーク時の１割に減少しております。2008 年度以降につきましては、この後、ご説明があ

るかと思いますけれども、管理を行いました 2006 年級群の加入というものがございまし

て、11.5 万トンまで回復しておりますが、その後は良い加入がなかったこともありまし

て、2012 年度には 7.8 万トンにまで、また減少しております。 

 一方、親の量ですけれども、親の量は過去最低の値を一応上回ってはおりますけれども、

資源回復の目標、ここでいえば、三つの図の一番右側の下の図になりますけれども、線を

引いてある部分、線が滲んで少し太くなっていますけれども、このあたりが資源の回復目

標になるんですけれども、ここに比べるとずっと一番低い、数字でいえば５万トン近辺ま

で現在落ち込んでいるということになります。現在、このように減少した理由というのは、



- 10 - 

３枚ある図の左下の図になりますけれども、この折れ線グラフに示されておりますように

子どもの生き残りが非常に良くない時代が続いている。2006 年にたまたま良い生き残り

があったんですけれども、どうもそれ以外は悪いという時代が続いておりまして、その結

果、加入量が低くなっていることもあって資源が低迷しているということになっておりま

す。資源状況はこのような状況もありますので、水準は低水準、動向は近年の減少傾向を

示しまして減少傾向ということになります。 

 このような資源状態をもとに管理方策というものを提案させていただいております。下

のほうの表とその文章になります。現在、親魚量は管理目標であります Blimit を大きく

下回っております。現在、Blimit は 14 万トンに設定されております。この Blimit に向

けて親の量を回復させるということで、ここの表に四つシナリオがありますけれども、上

の三つが Blimit への例えば上からいきますと、10 年で回復させる、20 年で回復させる、

30 年で回復させるということで、Frec10year、Frec20year、Frec30year というシナリオ

を示しています。あと、もう一つ一番下、表が少し切れておりますけれども、これは年数

を設けずに現状よりも少しでも資源を回復させていくということで、これは 0.9Fsus とい

うことで提案させていただいております。 

 現在、親魚量３万トンというのを Bban として設定させていただいております。ただ、

近年、加入量が非常に悪い状況ではありますけれども、先ほどもご説明いたしましたよう

に、2006 年の発生群のように高い RPS ということがたまに起こっておりますので、この

ようなときに加入量を確保するために一定の親魚量を確保することが必要ということで、

管理方策を提案させていただいております。なお、2014 年度の ABC といたしましては、

一番厳しい 10 年で回復させるという管理を行いますと約 200 トン、20 年ですと 3,400 ト

ン、30 年ですと 4,600 トン、現状よりも少しでもということになりますと 6,500 トンと

いう結果になります。 

 なお、ABC 以外ということで３ページ目になりますけれども、表の続きがございます。

ここは現在の親の量をとりあえず増やすのは難しいので、現状のままにしましょうという

Fsus、それと、近年、これは TAC が入っていますのでかなり制限がかかった漁業なんです

けれども、現在の漁獲圧のまま獲ったらどれぐらい獲れるかということで、算定漁獲量と

して計算させていただいておりますものが、それぞれ 7,200 トンと 13,100 トン、一番下

の 13,100 トンというのが大体現在の漁獲量を若干上回るぐらいの値になっております。 

 資源評価をまとめます。これは中段ごろになりますけれども、資源水準は低位、動向は
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減少傾向です。2012 年度親魚量は 4.7 万トンということで Blimit、これは説明いたしま

すと加入量が大幅に低下する直前の親魚量、これは過去の経験的なものになりますけれど

も、14 万トンを大きく下回る。ここでいう RPS、先ほどご説明いたしましたが、子どもの

生き残りですけれども、これは 1989 年以降、低い状態が続いておりますけれども、2006

年級群の発生時のように高い年も近年、たまに出現しております。 

 管理方策のまとめに移ります。まず、親魚量が Blimit を大きく下回ることから、回復

のための漁獲シナリオを設定するということです。現在、Blimit としては 14 万トン、

Bban としては３万トンというものが設定値です。資源回復のためには大幅な漁獲圧の削

減が必要、ただ、目的というか、意味としては環境条件の良いときに高い加入を得るため、

親魚量の確保というものが必要ということで方策をまとめさせていただいております。 

 期待される管理効果、一番下の図二つです。左側が親の量、右側が漁獲量、下の数値が

読み取りづらいと思いますが、一番左が 2012、次が 2016、2021 ということになって５年

ごとに数値が入っています。上のほうから一番厳しい管理をしたものが一番上の青い線、

現在の漁獲圧を続けたものが一番下の赤い線ということになります。それぞれ左の図、右

の図が対になっております。要は一番厳しい管理をすれば親魚量は急激に回復しますが、

管理をしなければ徐々に親魚量は下がっていく。 

 一方、漁獲量は当然厳しい管理をいたしますので厳しい管理をしたものの漁獲量は非常

に少なく、ただ、将来的には少しずつ増加していく。ただ、現状でも管理がされているん

ですけれども、現状の漁獲圧の場合は一時的に漁獲量は増えるんですけれども、長期的に

は下がっていくと予想されております。ただ、この加入量、将来予測というものはある一

定の仮定に基づいて行っておりますので、計算結果は振れます。 

 それを示したのが次のページ、最後のページの図２枚になります。この図も左側が親の

量、右のほうが漁獲量です。これは 0.9Fsus ということで、現状よりも少しでも親魚を増

やそうというシナリオのみ提示させております。真ん中の太い青い線というのが現在、資

源評価で点推定、要は一つの値を出すときに使っている平均的な値になります。ただし、

加入量というものは非常に変動が大きくて予測が困難ですので、加入量というものが変動

することを過去の経験に沿って計算に入れてみると、細い線と細い線がそれぞれ２本ずつ

それぞれ上下にありますけれども、この範囲内で恐らく数値が動くであろうということが

想定されております。上のほうにずれる場合は資源がより早く回復する、資源が増大する

という方向で望ましいんですけれども、当然、一方で下のほうに振れることがございます
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ので、こういうこともありますので一般的に資源管理をする場合は下のほう、安全率をと

って管理したほうが望ましいということになっております。 

 一番最後に、資源変動と海洋環境の関係について、現在、わかっていることを簡単にま

とめさせていただいております。前の資料にもありましたように、子どもの生き残りとい

うものは長期的に非常に大きく変わってきております。現在の資源変化というのはこの影

響が非常に大きいんですけれども、まず、入ってくる子どもの量、加入量なんですけれど

も、親の量、親魚量と正の相関というふうに書いてあります。要は親が多ければ子ども、

加入する量は多いというのが一般的には見られます。また、水温や対馬暖流の勢力、これ

は流れの強さというふうに見てください。これらと加入量とは負の相関を示しています。

負の相関ということは、要は北海道日本海の水温が高ければ高いほど良くない、逆に低け

れば低いほど良い。また、対馬暖流は弱ければ弱いほど良いということを示しております。 

 また、加入が非常に良くなくなった 1989 年以降ですけれども、例えば北海道日本海側

の冬場の水温が非常に高い状況で推移しておりますので、対馬暖流の変化等に伴って産卵

海域への回遊経路とか、産卵海域自体の縮小ということも可能性としてあるということが

研究等からわかってきております。 

 簡単ですが、以上、説明を終わらせていただきます。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 三つの魚種の資源状況について、なかなか、いずれの魚種も資源状況としては厳しい状

況があるという説明でございましたが、どの魚種でも構いませんが、何かご質問でも、そ

れから、それぞれの現場の最近の漁獲の感覚といいますか、現状みたいな情報提供でも構

いませんので、何かご質問はございますでしょうか。市山さん、どうぞ。 

○市山委員 最後の日本海北部のスケトウダラについて、森さんに質問したいと思います

けれども、現場にいる者として、これからちょうど漁業に取り組む時期なんですけれども、

これにかけるウエートというのは北海道の人は大変多いんですよね。お話の中で１ページ

の最初の図を見ると回遊もあるけれども、産卵漁場が岩内沖と、それから、檜山（乙部

沖）と２カ所に限られたようでありますけれども、最近、北緯 45 度以北でも産卵してい

るというような情報が定かでないんですけれども、入ってきています。確かに今の最後の

お話を聞くと温暖化のせいかなのか、何かわからないけれども、水温が高いということで

大概南のほうは条件が悪いんですね、生き残りの。それで、せめて北でも新しい産卵漁場

ができたということになれば大回遊して泳ぐので、将来、大変希望のある話になるのでは
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ないかと思うんだけれども、私も定かでないんです、噂だけで聞いているんですけれども、

研究する方々として、45 度周辺で産卵しているという話についてはどのように受けとめ

ていますか。 

○森グループ長 現在、我々が行っている調査は、調査船調査と漁獲物の測定からの調査

があるんですけれども、確かに秋 10 月から行われる調査で近年、北部海域、45 度を含む

北のほうの海域の親魚量が増えているという事実はございます。この傾向は北海道の水産

試験場さんのほうがやられている調査なんですが、特に 2010 年から目立って北のほうの

海域で秋、冬前に親の量が多いということが示されています。一方、稚内の沖底さんで獲

られた冬に近い時期の標本の中からある程度、成熟した個体というのも獲れているようで

す。 

 ただ、産卵しているか、していないかの二者択一でいえば、産卵している個体がいると

いうことは可能性が高いと思うんですけれども、それが実際に現在のスケトウダラ日本海

北部系群の加入にどの程度貢献しているかということは、現状ではまだ評価ができており

ません。もう少し北のほうで大規模な産卵場というものが何らかの形で確認されればいい

んですけれども、今のところはまだその規模はわかっていないということです。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 市山委員。 

○市山委員 時間もあるから短くもう一つ、こっちはお願いなんですけれども、私たちは

現場にいるものですから研究なんかできる立場にないんですけれども、1960 年、かなり

古い話なんです。全然私はわかりません。今から 50 年以上前の話なんですけれども、檜

山の沖にスケトウダラが１匹もいなくなった時期があるんですね。 

 それで、当時、海域の方々で、そこで廃業した人と生き残った人が利尻・礼文へ行って

10 年間もあそこで商売したという、家族を連れていって船もろとも行って商売したとい

う時期があるので、ですから、今の北のほうで産卵しているということになると歴史は繰

り返すので、今、正直に言ってスケトウダラに頼る時期でないんですけれども、ないもの

ねだりはできないんですけれども、将来性として北のほうで産卵することによって、南の

ほうにもいい影響があるようになればなということで期待はしているんです。ぜひ、早目

に研究方をお願いして、朗報をひとつお待ちしておりますので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。 

 よろしいですか。 
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○森グループ長 では、簡単に。確かに近年、2006 年に非常に良い加入があって 2006 年

級群という現在の漁業を支える集団が出ました。まだ、未確定ではあるんですけれども、

現在の調査の状況から、これぐらいの値が出ている 2012 年級群というものが確認されて

おります。そうなると６年に１回、良いものがあったということになりますので、2006

年が出るまで長期低迷に比べれば、少し確率が高く良い加入があったということはあるか

と思います。 

 ただ、問題はこれからそれが定期的に続くものなのか、一時的なものなのかということ

は、現在の我々の技術では将来にわたる環境予測というのは非常に困難な状況ですので、

なかなか、確約できるお話ではございません。ただ、良い加入が出たときは、現在、複数

ある北海道区水産研究所と北海道立水産試験場によって早い段階である程度、確認するこ

とが可能ですので、良い情報が出たときは皆様に早目にお知らせできるような態勢をこれ

からも維持していきたいと考えております。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 日本海側北部のスケトウダラについては、なかなか、資源状況が厳しいんですが、そう

いう対馬暖流の勢いの影響だとか、そういう影響もあって今は産卵場が縮小しているんじ

ゃないかというお話もありましたが、逆にもう少し北側のところに新たな産卵場が、もし

かしたら形成されるようになるかもしれないという期待もあるというお話がありました。 

 ほかにスケトウダラ以外でも構わないですが、何かご質問等はございますでしょうか。

安成委員、どうぞ。 

○安成委員 今のスケトウダラのお話なんですけれども、オホーツクとか、ほかの海域の

スケトウダラの情報交換、知見というものがもしありましたら伺いたいのですが。 

○森グループ長 北海道区水産研究所では、北海道のオホーツク海、それと根室海峡、こ

れは非常に限定された海域ですけれども、それと本州の太平洋側から北海道の太平洋側に

広く分布する太平洋系群について、合計四つのスケトウダラについて評価をさせていただ

いております。現在の資源状況をそれぞれ申しますと、太平洋にあるのが一番大きい集団

でございまして、こちらのほうは中位水準で維持されております。オホーツク海側は今と

なっては太平洋系群に続く大きい集団になっていますが、これは近年の低迷期を脱しまし

て現在、増加傾向で中位水準まで回復したというふうに考えております。一方、根室海峡

なんですけれども、一時期は非常に漁獲の多かった海域なんですけれども、この海域につ

いては日本海と同じように低水準のまま、現在も回復というのは見られてないということ
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になっております。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 よろしいですか、安成委員。 

 ほかにほかの魚種でも構いませんが、清野委員、どうぞ。 

○清野委員 産卵場がどんどん北上してしまって、ロシアの海域とかに入ってしまうと、

その辺りというのは多分、研究所同士でロシアと情報交換されていると思うんですが、漁

業管理的にどういう連携というのがあり得るんでしょうか。今後、こういった問題という

のは多くなると思いますので、かなり対馬暖流がずっと強くて多分、日本海全体の問題だ

と思いますので、海外との情報交換と資源管理のフィードバックを教えてください。 

○森グループ長 該当するスケトウダラに関しては、かつては韓国の東岸にもいたんです

けれども、現在、ほとんど資源が見られないということもありますので、国際的にスケト

ウダラで議論を行っているのはロシアだけになります。ロシアにつきましては現在、年に

１回、日ロ科学者会議というものを行っておりまして、双方の資源についての見解という

ものをそれぞれ提示し合って議論している。 

 また、それとは別に同じプログラムではあるんですけれども、科学者同士の研究交流と

いうものを行っております。その中で現在、スケトウダラについていえば、サハリン西岸、

ですから、北海道日本海北部系群に連続するエリア、それと太平洋系群と根室海峡とオホ

ーツクに隣接する４島を含む千島列島南部について、それぞれの資源状況というものにつ

いて意見交換はしております。現在のところ、ロシア側の見解と我々の見解について大き

な差異はないということになります。 

 あと、漁業管理とか資源管理になりますけれども、漁業管理自体はそれぞれの国々で行

うということになりますが、現在、ロシア側もスケトウダラに関しては、結構、厳しい

TAC を運用しておりますので、無秩序な漁獲というものは行っておりません。彼らの場合

は調査船調査がメインになりますけれども、調査船調査で加入及び全体の資源量というも

のを把握した上で TAC というものをはじき出して、TAC の範囲内での操業を行うというこ

とになっていますので、我々が行っている資源管理と近い。ですから、一定の資源に対し

て一定の漁獲の割合で漁獲すると、資源が悪くなった場合は操業が厳しく制限されるとい

うような管理を行っているというふうに聞いております。 

○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。 
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 よろしいですか、清野委員。 

 何か日ロ科学者会議というのは私も出ていたことがあるんですけれども、大変懐かしい

情報なんですけれども、今はロシア側も TAC と同じ仕組みで、漁業者にそれを守らせる仕

組みで運用しているということですか。 

○森グループ長 詳しい制度までは私も把握しておりませんが、魚種は日本と全く同じと

いうわけではありませんが、スケトウダラについてはロシアの広い海域を幾つかの海域に

区分しておりまして、それぞれの海域で TAC というものを出しています。それを漁業者に

割り当てを行って、操業を行っているというふうに聞いております。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 ほかの魚種等について何かご質問はありますでしょうか。よろしいですか。安成委員。 

○安成委員 ハタハタについてなんですけれども、一時期、大変資源管理の優秀な例とし

て資源が回復したにもかかわらず逆に市場が小さくなって売れなくなるというような問題

が出た。こうなると、どうやって資源を有効利用していくのかというような視点が必要な

気がするんですが、その辺のことは資源管理とは別になるかもしれませんが、どうしても

漁業者にとっては一番必要なところではないかと思うので、もし情報があったら教えてい

ただきたいと思うんですが。 

○橋本部会長 それはハタハタの現状の獲れる量が減ってきて、それの価格との関係とい

うことですか。 

○安成委員 漁獲しても売れなければ、漁獲量が下がってしまう。何か漁業者へのインセ

ンティブへの配慮などはどうなんでしょうか。 

○銭谷部長 確かに秋田県の方からそういう話は伺ったことがあります。獲れ過ぎてしま

って全然値がつかないのがありましたというのが、近年、回復措置をとってからというの

がありました。その点をどうするかというのは、この場で説明を私のほうからはできない

のですけれども。 

○安成委員 漁業者にとっては資源管理の一番重要なポイントじゃないかと思いますので、

その辺の何か調査とかデータとかいうのは持ち寄って、皆さんでやっていらっしゃるのか

という素朴な疑問なんですが、もし答えられたらでよろしいんですが。 

○橋本部会長 ハタハタについて純粋な科学的な資源状況というのじゃなくて、それを漁

獲して経済的な効果ということに対する何かしらか調査は多分、県とか、そういう段階で

は何かデータをとったり、市場調査をしたりとか、そういうことをされているのではない
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かと思うんですが、この場ではそういう情報をお持ちの方はなかなかおられないと思いま

すけれども、もし、必要であれば後日でもそういうデータとか、あるいは県の情報とか、

そういうのがあれば提供いただければいいんじゃないかと思いますが、何か、清野委員。 

○清野委員 それに関してはこの委員会での共通課題ではあるんですけれども、ハタハタ

が一時戻ってきて豊漁になったときに私なんかもそうなんですけれども、初めて食べたと

かいう人がほかの地域でも増えたんだと思うんですね。だから、ご当地だけじゃなくてほ

かの地方にも出回るようになって、そういった回復してきた魚ということである意味、有

名になったと思うので、それがある程度、ずっと維持するのは大変で、管理し続けなけれ

ばいけない一つの事例として水産庁のほうから情報発信をしていただいて、何かうまくい

ったからとちょっと気を緩めると大変なことになるので、継続的にご協力とかを消費者も

含めてお願いしますという事例にしていただくといいんじゃないかなと思います。 

 だから、我慢しなければいけない時期を価格の調整によって乗り越えて、また、豊漁に

なってきたときにはもうちょっと安く提供できるということで、ぜひ、水産の分野での成

功事例ですので、それにもうちょっと多くの人が協力する仕組みをこの事例でやっていた

だけるといいのかなと思います。コメントです。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 その話は次にまた広域資源管理の取組状況とか、そういう取組の中で関係者が集まって

情報交換をしていく中でも、検討される必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 それでは、資源についてのご質問等はよろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題（３）のほうに移りたいと思います。今、少し資源の問題を超えて

お話も少しありましたけれども、そういう点も含めてになると思いますが、この三つの魚

種の広域資源管理の取組状況についての議題に入りたいと思います。マガレイとハタハタ、

スケトウダラ、この３魚種につきましては過去の資源回復計画、この下で資源管理の取組

をずっと行ってきたものでございます。この魚種については平成 24 年度からは資源管理

指針計画体制の下での取組に発展的に移行しております。平成 25 年度、今年度のこの３

魚種の広域資源管理の取組状況について、事務局より説明をいたしますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

 なお、この取組状況につきましてもご意見あるいはご質問につきましては、３魚種の取

組状況の説明が全て終わりました後にまとめてお願いしたいと思います。事務局は３魚種

について続けて説明をお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 
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○事務局（佐藤） それでは、日本海北部マガレイ、ハタハタの資源管理の取組状況から

説明させていただきます。配付しております資料３をご覧ください。 

 まず、１ページ目、１の資源の現状についてですが、先ほど日水研の銭谷部長から説明

がございましたので、ここは省略させていただきます。 

 次に、２の関係漁業種類について、これは各県の資源管理計画からマガレイとハタハタ

を対象としている漁業を取り上げております。 

 ３番目の資源管理の方向性についてですが、新たな資源管理指針に基づく資源管理計画

において、引き続きこれら３魚種の資源管理を推進していくこととしております。 

 ４番目、資源管理措置（自主的措置）についてですが、２ページ目にまとめてございま

す。これは平成 25 年度に取り組んでいる自主的措置を県別・漁業種類別に分けて、更に

その措置が資源回復計画以前から取り組んでいるものなのか、資源回復計画で取り組んだ

ものなのか、新たに資源管理計画で加えたものなのかというような整理をして記載してお

ります。 

 それでは、別紙１のマガレイに対する各県の資源管理措置について説明いたします。 

 まず、青森県の資源管理措置についてですが、回復計画前から実施している措置として、

沖底における漁獲努力量規制、水域規制、刺し網の３枚網の禁止等の漁具規制、回復計画

として実施されたものとして、底建・定置網における全長 15 センチ未満の小型魚の再放

流、そして、資源管理計画で追加した措置として、定置・沖底・底建の休漁日の設定があ

ります。 

 秋田県の資源管理措置については、回復計画前から実施している全漁業種類における全

長 15 センチ以下の採捕禁止、回復計画として実施した沖底・小底・刺し網の保護区の設

定、そして、新たに資源管理計画で追加した沖底・小底での休漁日の設定があります。 

 次に、山形県の資源管理措置についてですが、回復計画前から実施しています沖底・小

底・刺し網での全長 17 センチ以下の小型魚の保護、小底・刺し網の網目制限及び休漁日

の設定、回復計画として実施した沖底・小底・刺し網での保護区の設定、刺し網では休漁

日を増加してございます。そして、新たに資源管理計画で追加した沖底の休漁日の設定と、

小底・刺し網では資源回復計画時よりさらに休漁日数を増加しております。 

 新潟県の資源管理措置についてですが、回復計画前から実施しています全長 13 センチ

未満魚の出荷禁止と保護区の設定、小底・板びき・五智・刺し網での網目制限、小底・板

びき・五智・刺し網・一本釣り・はえ縄・定置での休漁日の設定、そして、資源管理計画
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では小底・底びき網において地区毎の実情に合わせて各々休漁日を設定し直しております。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 次にハタハタに対する資源管理措置についてですが、青森県では沖底で全長 15 センチ

未満魚の採捕禁止及び再放流を回復計画前から実施しております。新たに資源管理計画で

追加したものとして、定置・底建における休漁日の設定があります。 

 秋田県については回復計画前から実施している種苗放流・生産、沖底・刺し網の漁具規

制、沖底・小底・定置・刺し網の漁獲量規制、そして、全漁業種類における全長 15 セン

チ未満魚の採捕禁止及び再放流、沿岸漁業の水域制限、そして、新たに資源管理計画で追

加した沖底・小底の休漁日設定があります。 

 山形県については回復計画前から実施している沖底・小底での網目制限、全長 15 セン

チ未満魚の採捕禁止及び再放流、回復計画として実施した沖底・小底の漁具の改良、そし

て、新たに資源管理計画で追加した小底の休漁日設定があります。 

 最後に新潟県ですが、回復計画前から実施している沖底・小底での全長 15 センチ未満

魚の採捕禁止及び再放流、回復計画での取組ではないのですが、平成 23 年 11 月より地区

毎に漁獲数量規制の期間設定を行っております。新たに資源管理計画で追加した底びき網

の休漁日設定があります。 

 以上がマガレイ、ハタハタの平成 25 年度における自主的措置の取組内容です。 

 また、最初のページに戻っていただきたいのですが、最後に５番目としまして関係者に

よる連携を図るための体制についてです。これは国、関係県・道の行政・試験研究機関、

水産総合研究センターから構成される日本海北部海域における広域資源管理検討会議とい

うものを新たに設置しております。最後のページになりますが、この会議では日本海北部

海域における資源管理の取組状況や地域の特殊性等について情報や問題認識を共有し、資

源管理を推進するために必要な事項の検討を行っております。 

 以上が議題（３）の日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管理の取組状況でござい

ます。 

○蓬田課長 続きまして、スケトウダラ日本海北部系群の広域資源管理について、私、北

海道漁業調整事務所の蓬田からご説明差し上げます。お手元の資料のうち、資料４をご覧

ください。 

 本資料はスケトウダラ日本海北部系群につきまして、資源回復計画下で取り組まれてき

た資源管理措置も含めて資源管理指針、資源管理計画体制移行後の現在の状況を整理した
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ものです。昨年 11 月のこの会議でご説明した内容の資料をベースに、最新の状況をお示

しするような形で作成しております。 

 本系群の資源回復計画では、北海道及び本州日本海北部の関係漁業者が参加しておりま

したけれども、本州側の漁業につきましては回復計画において現状の操業を維持し、漁獲

努力量が高まるような操業は行わないよう努めるとされておりまして、現状でもその取組

が継続されているということです。また、本系群の利用の大半は北海道の漁業によるもの

ですので、この資料につきましては北海道における状況ということで整理させていただい

ております。 

 それでは、１ページ目、１番の資源及び漁業の状況から順に見てまいります。 

 北海道北部に分布するスケトウダラ日本海北部系群の資源状況は、2006 年級群の良い

加入があったものの、その後の加入が悪い状況が続いておりました。先ほど森グループ長

からお話がありましたように、2012 年級群の発生はどうも良い模様だったという状況で

はありますけれども、今年度の最新の資源評価結果では資源水準は低位、動向は減少と判

断されております。漁獲の状況につきましては、主に沖合底びき網漁業と、あとは、はえ

縄・刺し網漁業により漁獲されておりまして、2012 年漁期年の漁獲量は約 12,000 トンと

なっております。 

 ２番目、関係漁業種類について、これは今、申し上げましたけれども、沖合底びき網漁

業、スケトウダラ固定式刺し網漁業、スケトウダラはえ縄漁業が関係漁業として挙げられ

ます。 

 ３番目の資源管理目標でございます。本系群につきましては、近年の海洋環境等が資源

の増大に好適な状態にあるとは認められておりません。このため、資源水準の低下が顕著

となっている本系群については、資源の減少に歯どめをかけるということを目標に管理し

ております。なお、この項目及び１番の資源及び漁業の状況の部分につきましては、我が

国の資源管理指針における本系群の関連部分に準じた表現を使って記載しておりますが、

現在、国の管理指針については最新の資源評価等を踏まえた改正作業が進んでいるところ

でございますので、本資料の記載内容につきましても現時点の改正案の内容というような

状況でございます。その点につきましてはご了承ください。 

 次に４番目、関係者による連携を図るための体制についてです。北海道の漁業におきま

しては、昨年 10 月 30 日に下の図の左側にあります、すけとうだら日本海北部系群資源管

理漁業者協議会を設置いたしまして、資源管理の取組状況や資源状況の報告、課題等を沿
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岸・沖合の関係漁業者の皆さんで共有することによりまして、各地区ごとに設置されてお

ります資源管理推進委員会等による資源管理措置の確実な実施を図ることとしております。 

 次のページにまいります。５番目の資源管理措置といたしまして、資源回復計画以前か

ら実施していた措置、資源計画から実施した措置、そして、資源回復計画終了後に実施し

た措置、それぞれについて措置内容と平成 24 年度漁期における実施状況を一番右に整理

した表になっております。また、平成 25 年度の最新の状況につきましては、まだ沿岸の

漁期が始まったばかりの漁期途中の状況でありますため、（４）番として簡単に内容をご

紹介するにとどめております。ご了承ください。 

 それでは、まず、（１）番、資源回復計画以前から実施していた措置でございますけれ

ども、①番、小型魚への規制、②番、漁獲努力量規制・水域規制というものがあります。

平成 24 年度におきましては、小型魚への規制については沖合底びき網漁業、沿岸漁業と

もに内容の欄にある規制に係るような漁獲状況は発生しておりません。②番の漁獲努力量

規制・水域規制につきましては、沿岸のはえ縄漁業において操業期間の短縮や水揚げ金額

の均等配分、産卵場所の全面禁漁等が実施されております。 

 次に、（２）番の資源計画から実施した措置でございます。沖底により漁獲努力量の削

減、小型魚の保護と沿岸による産卵親漁の保護があります。このうち、沖底の取組内容の

うち、スケトウダラを目的とした操業隻日数の削減につきましては、平成 24 年度の操業

隻日数は 242 隻日となっておりまして、基準となる２割を削減した場合の操業隻日数上限

の 475 隻日を大きく下回っている状況です。また、このうち、小樽地区分の操業隻日数に

つきましては 91 隻日となっておりまして、これも強度資源管理の上限値 154 隻日を大き

く下回っている状況です。次に、小型魚の漁獲割合が一定量を超えた場合などの操業自粛

状況につきましては、一揚網当たりで未成魚の漁獲量が総漁獲量の 20％を超えるという

ような操業はありませんでした。 

 次のページにまいります。②番、沿岸漁業の取組のうち、はえ縄漁業におきましては、

産卵親魚保護のため、引き続き禁漁区を設定するほか、水子の出現状況等を見ながら操業

を早期に切り上げ、体長 36 センチ以下の未成魚が混獲された場合は漁場移動するとなっ

ております。その他の取組として、底建網等のいわゆるその他の漁業にあっては、資源管

理協定に準じた措置の指導や北海道庁による若干量の提示等、スケトウダラ固定式刺し網

にあっては操業期間の短縮等を行うこととしておりました。平成 24 年度におきましては、

各種漁業においてこれらの取組が着実に実施されていたところです。 
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 次に（３）番、資源回復計画終了後に実施した措置になります。これは漁獲努力量削減

のため、沿岸漁業では強度資源管理タイプによる操業日数の 15％削減という取組を実施

しておりまして、平成 24 年度におきましては、檜山地区において平成 24 年 11 月 30 日か

ら平成 25 年１月 31 日までの総操業日数は 1,895 日となっておりまして、上限の 2,680 日

を下回っている状況です。また、島牧地区においては平成 25 年１月 30 日から３月１日ま

での操業日数は 82 日となっておりまして、これも上限の 157 日を下回っている状況です。 

 以上が平成 24 年度の資源管理措置の取組状況になります。 

 次に、（４）番で今年度に実施する措置を簡単にご紹介したいと思います。沿岸・沖合

ともに今まで説明しました各種資源管理措置を継続して今年度も実施しております。また、

沖合底びき網漁業にあっては、これまでの取組に加えまして、漁獲努力量削減のための年

間操業隻日数による制限について、今年度から小樽地区で更なる削減を行うとともに、ま

た、稚内地区においても新たに強度資源管理の上限値を設定するという取組を行っており

まして、沖合底びき網漁業全体の漁獲努力量の更なる削減に取り組んでおります。 

 次のページにまいります。最後に、先ほど最初の１枚目の資料で関係者による連携を図

るための体制の部分で簡単にご紹介しました、すけとうだら日本海北部系群資源管理漁業

者協議会についてご紹介します。本協議会は資源回復計画時代の漁業者協議会終了時に沿

岸・沖合双方の漁業者代表から、資源回復計画終了後も沿岸・沖合双方の漁業者が意見交

換等を行う場が必要という声を受けまして、昨年 10 月 30 日に第１回協議会を開催し、正

式に設置したものになります。 

 資源回復計画時代の漁業者協議会は、回復計画の措置を決めるための意思決定機関とし

て位置づけられておりましたが、新しい漁業者協議会は、現時点では資源管理に向けた関

係者の共通認識を醸成するための情報交換的な役割を持ってスタートし、それぞれの資源

管理計画の見直しのための検討材料の提供等を行うことを機能としております。 

 昨年の第１回の協議会では資源状況に関する研究者の皆さんからの情報をもとに、発生

のよかったと言われている 2012 年級群を主眼に置いた資源管理に、いかに取り組んでい

くか等につきまして議論が行われました。今年度の開催につきましては、沿岸の漁期が終

了した来年１月から２月ごろの開催に向けて、現在、道内関係者と調整を進めているとこ

ろですけれども、今後の本協議会のあり方等も工夫していきながら、協議会の場を有効に

活用しまして、沿岸と沖合が一体となった資源管理措置を今後、一層推進していきたいと

考えております。 
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○橋本部会長 ありがとうございました。 

 今年度、一部、平成 25 年度もございましたが、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラに

ついての資源管理の取組状況の説明でございました。本件につきまして何かご質問、ご意

見等はございますでしょうか。小田委員。 

○小田委員 まず、新潟県のマガレイの取組でございますけれども、休漁を２年間休んだ

んだけれども、それに対して今までと同じように船で２日出れば土曜日は毎週休むけれど

も、２日出れば１日休むという、そういう取組みを休漁日以外に自主的にやっています。

それと目合い制限も今までどおり、大きくしてやっています。ただし、ここに不思議なと

ころがあるんですが、マガレイとヤナギムシガレイがほとんど同じ場所、同じような性質

というか、海面でなくて底のほうの同じ泥目、砂目に生息して移動もしないのに、何で私

たちが普通に思うのは、安いから獲らないということもありますが、マガレイの漁獲は低

位で横ばい状態、それなのにヤナギは本当に幻の魚であったが、稚魚を放流して試験場で

対応したこともあり、毎年、ヤナギムシガレイは増えているということ。これはどうして

なのか。獲っても獲ってもというような言い方はあれだけれども、資源管理はしているん

だけれども、ヤナギは増えるのにマガレイは増えないで横ばいの状態だ。少し安いから獲

らないという、そういう状況があるものですから、それが今後の試験場なりでも調べてい

ただきたい。 

 今まで以上の資源管理を私たちはやっていると思うんです。私もその一人でございまし

て、それから、ハタハタについて新潟県の場合は沖底も小底も全然ほとんどない、あって

も 10 箱か、よくて 50％ぐらいある船もあるけれども、そういう状況で沿岸にはほとんど

来ないと、こういう状況であります。 

 あとはスケトウダラでございますが、スケトウダラも本当に前も言ったように、年々、

佐渡海域もだめだ、また、瓢箪瀬、月山という深いところにもいない。前回も言ったんだ

けれども、ホッケもそうなっている。同じところにいたホッケが今は１匹も獲れない。

100 メートルから 120～130 メートルにヤナギムシガレイとか、ハタハタと一緒に獲れた

んですよ。これがほとんどもはや１匹もいない。瓢箪、月山の深い 500 メートルあたりに

行っても余計獲れない。商売にならないというような沖底の状況でありますから、海水温

度がどうなっているのか、マガレイ、ヤナギムシガレイは移動しないものだから何かが悪

いのだろうけれども、そういう訳はどういうものか。 

 それからまた、ホッケでもスケトウダラでも漁があるときは腹いっぱいオキアミという
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か、ああいうものを腹いっぱい食べている魚は大丈夫であるが、餌がないから腹に何も入

っていない。餌がなくて移動してこっちに来ないのか、皆、北のほうへ、北のほうへと行

くのか、それはわかりませんけれども、新潟県の場合は３魚種ともそういう状況でありま

すので、今後の試験場あたりでもよく調べていただいて、資源管理を新潟県はきちんとや

っておりますので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。新潟の小田委員からは、３魚種につきまして現

場の漁業の状況等も含めての情報提供をいただきました。 

 何かほかにございますでしょうか。森脇委員、どうぞ。 

○森脇委員 先ほどの小田さんの話ともかぶるところがあるんですが、事務局からマガレ

イ、ハタハタ、スケトウダラの資源の現状を説明していただいたんですが、その中でマガ

レイにつきましては、漁業者の方が資源保護ということで回復計画前から実施をしたり、

それから、回復計画としていろいろなことを実施しておられると。そういう中で、このこ

とをやった中でも資源が全く回復しない低位のままだということになりますと、本当にそ

れが資源回復に寄与しているのかというふうな疑問も出てくるわけですよね。 

 そうしますと、それはなぜかというところはお持ちでしょうか。それが一番問題だと思

うんですが、やってもやっても資源が回復しないということになると、だから、そこでと

まっているという意見もあると思うんですけれども、回復するためにやっているわけです

から、さらにもっと強度にやっていくかという話になってくるわけです。そうすると、漁

業者はなかなかやっていけないということも出てきまして、その辺のところをきちっと明

確な答えをなるべく早く出してもらって、資源回復につなげていけたらなというふうに思

いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○橋本部会長 今の森脇委員のご質問はなかなか難しいところもございますが、もちろん、

海洋環境の状況の変化による影響ということも、先ほど来、説明されておるんですが、資

源回復の取組に対する効果というか、漁業者が努力してやっていることに対する効果がな

かなか出てきていない面もあるということでございますけれども、どなたに聞いて良いの

か、よくわかりませんけれども、まず、研究所のほうからは。 

○銭谷部長 日水研の銭谷でございます。確かに回復措置をしても増えないじゃないかと

いうことは問題だと思います。それで、カレイは難しいですね。特に再放流とか、網目制

限とかをしても混獲とかの問題もありますから。ほかの漁業で獲られたものは投棄されて

しまうとかいう問題があります。投棄されたものはカレイ、ヒラメ類は再放流すると特に
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夏場なんですけれども、死んでしまうということがありますので、もう一つ違う段階で例

えば漁具の改良をするとか、マガレイとかカレイ類は獲れないで、他の、例えばカニやエ

ビは獲れるとか、そういう漁法とか魚網の開発も視点を変えて考えてみるのも、一つの手

だてではないかとは思います。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 何か行政のほうからは特段、加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 資源管理、資源量の調査というふうな話が先ほどから出ているんですけれど

も、私は非常に素朴な疑問として例えばスケトウダラの資源量を考える場合に、並行して

他の魚種のいろんな魚種の資源量の増減というのを同時に見る必要はないのかなというこ

とを考えるんです。 

 というのは、例えばＡという魚種とＢという魚種がいると。今、Ｂという魚種の資源管

理をすると、Ｂはどんどん減っていくと、増やそうと思っても、増やそうと思っても減っ

ていくと。でも、よく見るとＡという魚種がどんどん増えているということはないのかな

と。つまり、一定の体積の海水の中に生息できる、多分、海洋生物というのが結構限定さ

れていると思うんですね。だから、もし他魚種で増えているものがいれば、特定の減少し

ている魚種を増やすというのは、このような方法では難しいんじゃないのかなと。 

 極端なことを言えば、害のとは言いませんけれども、ライバル魚種を少し一生懸命、獲

らないと増えないんじゃないかという問題はないのかなという気がするんです。私は漁師

じゃありませんけれども、今年だけでも 46 回、海に出ています、船で。最近、感じるこ

とは海底の魚種の生息エリアがどんどん変わっているという、温暖化のせいかもしれませ

ん。例えばよく我々が釣るキツネメバルとクロソイ、クロソイの生息域がどんどん狭めら

れていって、キツネメバルの生息域がどんどん増えているんですよ。そっくりの魚なんで

すが、同じ場所にいないんですね、実は。そういうふうな観点からの資源量調査というの

を今、国はやっているのかなというのも大きな疑問なんですが、その辺はいかがなんでし

ょうか。 

○森グループ長 スケトウダラのお話が出ましたのでスケトウダラのほうから、北海道の

西側から説明させていただきます。現在、資源評価としては資源計算をやっているのは確

かにスケトウダラで、あと、ホッケとかマダラとかカレイ類とか、一応、北海道日本海で

もほかの魚種についても資源評価は行われております。その中で、海域全体の生産力とい

うような形での確かに評価は資料としては出ておりませんが、それぞれの魚種の変動とか
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というのはそれぞれ押さえております。 

 おっしゃるように例えば海域全体のえさの量が制限されていれば、例えば何か対になる

ようなものが分布していれば増えないのではないかという研究は、例えば非常に生息域が

限定されている磯根資源とかでは、確かにそういう研究事例はございますが、広域資源の

ほうで例えば餌をめぐる競合というのはあることはあるんですけれども、現在の例えばス

ケトウダラとかと対になる魚は何かといえば、従来はホッケとかだったんですが、現在、

両方が減ってきていたりもしますので、そう考えると海域の環境自体が大きく変わってき

ているのではないかとか、なかなか、そのあたりは非常に複雑で難しい状況でありまして、

まだ、全体が完全に把握できているわけではないです。 

 ある魚種だけを見ているということはなく、いろんな魚種について見ています。ただ一

方で、資源管理の場合はどうしてもその評価種をどうするかということに議論が置かれま

すので、どうしても減っているものについては、回復措置をというふうな議論になること

はいたし方ないかと思います。 

○橋本部会長 よろしいですか。 

○加藤委員 よくわからない。 

○橋本部会長 私もちょこっと資源をかじった身としては、もうちょっと別の、例えばイ

ワシとかスルメイカとか、そういったものの魚種交代みたいな話も、マイワシがいっぱい

いたときはカタクチイワシがいないとかサバがいないとか、そういう議論は前にも聞いた

ことがあるんですけれども、こういったそれぞれの魚種について非常にクローズな狭い沿

岸域の中の定着性の魚種については、そういうこともあるかもしれないんですけれども、

こういうスケトウダラあるいはカレイ、ハタハタ、こういったものの中で、そこまでは多

分、研究も進んでいないんじゃないかと。 

 多分、競合する話もゼロではもちろんないとは思うんですけれども、それよりか海洋の

生育環境の影響であるとか、そういったものが全体として例えば今の日本海の北海道の水

域ではスケトウダラも下がっているし、あれほどたくさん取れていたホッケも今は下がっ

ているということは、餌を取り合う影響だけよりか、より大きい何かしらかの影響が資源

に対して出てきているんじゃないかと。 

 ただ、そういう資源の回復に向けては資源に着目して、特に漁獲を対象としている漁法

についての取組を最低限やっていかないと、資源を維持する最低ラインを守っていかない

といけないという取組を今、各地で続行しているんじゃないかというふうには思っており
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ます、答えに全然なっていないかもしれませんけれども。 

 ほかに何か取組について。角田さん、どうぞ。 

○角田委員 いつも資源管理という言葉は、非常に良い言葉で良い文章ですけれども、ハ

タハタは青森県よりも秋田県のほうが何倍と多く獲っている小さな魚ですけれども、ハタ

ハタについては結局、もちろん、青森県も若干揚がるんですけれども、この資源管理につ

いては、四、五年前に皆さんの記憶にあると思います、ハタハタが若干獲れたとき、鰺ヶ

沢さんの町では獲り過ぎたのか、もらったのかわかりませんけれども、ハタハタが余って

しまって畑に投げたという新聞がありましたね。その内容については最終的には処分され

たことになっておりますけれども、この問題については東北の方々はハタハタをよく食べ

ますけれども、関東、関西、九州の人はほとんど食べないということでありまして売れな

いんだと。だから、売れないんだから畑に捨てるんだということなんですよね。 

 資源管理といえば大変ありがたいことなんですけれども、結局、私に言わせれば漁業者

にもたくさんの問題点があると思います。売れないものをただ獲って捨てたり、投げたり

するということは、今後、我々漁業者にもある程度、浸透させる必要もあるし、販売方法、

市場の開発が私は必要だと思います。今後もこういうことがあると、また、田んぼに捨て

たり、また、山に捨てるとこういう問題が出てくるから資源管理も必要だが、市場開発も

ある程度、私は必要ではないかと思います。ちょっと道を外れた説明になりましたけれど

も、私はそういう感じで考えております。 

 以上です。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 当部会の範疇からやや出るかもしれませんけれども、確かに漁業者が資源を漁獲すると

いうことは、要するに経済的にそれで何ぼのものであるということが重要なわけですので、

先ほど清野委員さんからもそれに類したご発言があったと思います。それはまた別途、漁

業者が生産者としてただ獲るだけでなくて、獲っても販売してしまえば終わりよというの

でなくて、いろんな漁業の段階で今、六次産業化みたいな話も言われていますけれども、

生産者も獲ってどうやって売っていくかと、消費者のどういう段階につなげていくか、そ

ういうことも含めて生産者のほうの努力も今後は必要ではないかと。 

 せっかく獲ったものをそういう畑に投げられるというのは大変痛ましい話でもございま

して、また、それは別の段階でもそういう利用のあり方、流通のあり方、そういったもの

を検討されている段階でもあると思いますので、そういう話が進むのも期待をして、すみ
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ません、時間も刻々とたっておりますので、すみません、では、一言。 

○佐々木委員 秋田県ですけれども、ハタハタについては資料はないんですが、平成４年

から６年にかけまして全面禁漁ということで、極めてゼロからようやく 3,000 トン近くま

で回復しました。これは皆様方の協力によって進んできたわけでございますけれども、最

近、ここ、二、三年、どうも頭打ちということで資源量に見合った漁獲ということで指導

しておるんですが、答えとしてそれをカバーできるだけの数字が上がらないという悩みが

あるわけです。 

 それで、なぜかというようなことでは、今までは獲り過ぎとか、親がいなくなったとか、

いろんな話題がありましたけれども、最近の話としてはどうも浜に上がってくるブリコ等

は結構あるんですけれども、その後にふ化して沖に出ていく、いわゆる稚魚期の段階にお

ける減耗が非常に大きいんじゃないかということで、初期減耗を防ぐことによって資源量

が更に増えるんじゃないかというのが最近の話題なわけです。 

 それについては当然、ふ化した後の外敵の駆除なり、あるいはハタハタの稚魚が食べる

餌なり、あるいは水温・水質なりと、そういうものが非常に複合的に絡んで、それが翌年、

翌々年の資源量に影響を及ぼすんじゃないかということで、今年あたりから試験場のほう

でも新たにその辺りについて重点的に調べていきたいというふうな話をしておるようなん

ですけれども、その辺りについての国のほうの試験研究機関の所感、それから、資料に出

ておりました管理方策のまとめとして、漁獲圧を現状よりも更に低く設定するというふう

なことが書かれていますけれども、なかなか、難しい話なので、どのようなことを考えて

こう書かれたのか、その辺たについてもコメントを欲しいと思うわけです。 

 現状を申し上げますと、現在はトータル資源量、これをセンターの試験場のほうで出し

まして、それの半分は獲ってもいいと、獲れるだろうと、漁獲推定量、更にそれに安全率

を掛けまして 0.8 という数字で、例えば資源が 3,000 トンあると仮定すれば、その半分を

獲るということを仮定しまして、さらにそれの 0.8 を獲ることによって、翌年、翌々年以

降については資源が安定的につながっていくというふうなことをやってきているわけです。

ただ、それでもなかなか数字に及ばない。更にそれをまた沿岸と沖合に振り分けしまして、

沿岸が６割、沖合は４割ということまでやっておるんですけれども、それでも最近、ここ、

二、三年、どうも県が思っているような形ではつながってこないという悩みがあるわけで

して、その辺りについて何かもっと妙案があれば我々も対応していきたいと思うわけでご

ざいます。 
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 それから、今、青森県さんが言われたように、いわゆる獲れ過ぎたハタハタについて処

分の話なんですけれども、はっきり言って、雄のほうのハタハタは非常に需要が低いとい

うこともあるわけですけれども、これは捨てるということはほとんどない。今は獲れてい

ないから、そういうこと。昔は２万トンも獲れた時代は処理し切れないということもあっ

たんですけれども、現状では 3,000 トンそこそこと、それから、さらに最近の食事情等を

勘案しながら、秋田県としては一応の目標として 3,000 トンという数字を市場流通の数字

ということを考えながら、その辺りを目処に当面は獲らせるということを続けております

ので、さらに資源回復をすることによって私どもとしましても県のほうではいわゆる加工

なり、ほかの流通手段なりということを考えながら、いわゆる消費の拡大も合わせてやっ

ていくという努力をしておりますので、つけ加えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 今の前段の妙案はないかということも含めて何か研究所のほうから。 

○銭谷部長 漁獲圧をもうちょっと下げてくださいというような提示をしていますが、こ

れは漁獲量のほうで 3,000 トンよりも低くなってしまったらば、そうしないといけないと

いう一定のルールのもとで出している結果です。一方で、例えば資源密度指数とかを見て

いただくとわかるのですけれども、2005 年以降はそれなりに水準が維持されております

ので、そちらから見ると、それほど資源は落ちていないのかなというような気もするんで

すが、一応、長い長期のデータがあるということで漁獲量のデータを優先して判断してい

まして、低い水準であるというふうなことで、そういうときには漁獲圧を下げてください

ねということになっております。 

 それで、再生産、稚魚期以降の加入の調査を秋田県さんのほうでやり始めたということ

です。実際にそういう話はほかの会議等で秋田県の担当者の方からも聞いております。今

のところ、協力してほしいという具体的なことは言われておりませんけれども、水研には

卵から稚魚期の専門家が何人かおりますので、協力してもらいたいことがあれば協力はす

るつもりです。 

○佐々木委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○橋本部会長 質問等、貴重な情報提供をありがとうございました。 

 それでは、時間も大分過ぎておりますので、次の議題に移ってよろしいでしょうか。 

 それでは、議題（４）に広域資源管理の検討状況という議題で、これは今、説明の他い
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ろいろ議論もございましたマガレイ、ハタハタ、スケトウダラのほかに当部会で扱う広域

資源魚種について、事務局のほうで検討を行っているということでございますので、簡単

に事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 先ほども触れましたが、日本海北部海域における広域資源管理検討会

議において、昨年度は２回に渡って協議を行いました。その結果、直ちに資源管理のため

の検討を行うという位置づけではないのですが、サクラマス、ウスメバル、サワラの３魚

種については当面、同会議で取り上げていくということになりました。 

 先月 28 日に３回目の同検討会議を開催しましたが、そこではサクラマスについては資

源増大に向けた問題点を整理するため、水産総合研究センター北海道区水産研究所から永

澤部長を講師として招き、勉強会を開催しました。これによって、関係者間で問題点の共

通認識を持つことができました。また、ウスメバルとサワラについては、漁獲量や回遊経

路等の情報交換を行いました。 

 当事務所としましては、これら３魚種について今後も関係者間の検討や情報交換等が円

滑に進められるよう、検討の場を設定するだけでなく、積極的に助言指導も行ってまいり

ます。 

 以上、簡単ではございますが、広域資源管理の検討状況を説明いたしました。 

○橋本部会長 ありがとうございます。 

 ウスメバル、サクラマスはまだわかるんですけれども、サワラも日本海北部会の広域資

源の検討に入ってきたというので、ますます、何か海が温かくなっているんじゃないかな

という気もいたしますが、今、その他の魚種の検討状況についての説明で、何かご質問、

ご意見等はございますか。検討を今、始めたのはこの３魚種だけということですね。よろ

しいですか。また、そういった別の広域魚種の検討についても、少し検討が深まった段階

でまた資料とかも出るようになりましたら、皆さんにもご紹介をしていただきたいという

ふうに思います。 

 それでは、その他でございます。その他の議題ですが、何か特段、絶対にこれだけは時

間が過ぎているけれども、言っておかないとという。角田委員。 

○角田委員 青森県の日本海のほうでは、今年もスルメイカは大不漁でありまして、食べ

る刺身イカもないような状況であります。そして、過去、今年を終えて６年間も大不漁で

ありまして、その前は大変スルメイカも獲れたところで、太平洋側の八戸沖と日本海とい

う噂もありましたけれども、最近、高水温のために６年間という間、全く不漁で燃油も高
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騰でありまして、漁業者はほとんど若手の人が漁師をやめて、働く場所がないということ

で大変な状況になっておるし、水産庁の話によると、今、高水温のために沿岸が結局、ス

ルメイカは沖合ばかり通っていって、スルメイカは沿岸に寄ってこないんだという話もあ

るので、そうすれば、水温がいつごろ、スルメイカの適温になるのか、できれば簡単でい

いですけれども、ご説明願いたいと思います。 

○橋本部会長 日本海がスルメイカの適温になるかと。申しわけありません、今、スルメ

イカについての研究者は日水研とか北水研にもおられるでしょうが、その専門家でないも

ので、多分、いつごろ、スルメイカの適温になるかというのは誰もわからないんじゃない

かと。確かに今、対馬暖流が非常に強くなっていて、要するに平均的に太平洋側もそうな

んですけれども、一般的に温かくなっていて、それにどちらかというと冷水海域の魚種が

少し後退しているかなという気はします。私も青森県人としてスルメイカが獲れないのは

大変寂しいんですが、それ以外にヤリイカとかはどうなんですか。 

○角田委員 ヤリイカは若干獲れているんです。 

○橋本部会長 そうですか。イカの種類にもよるとは思うんですけれども、これはそうい

うご発言が委員からあったということでとめさせていただきたいですが、ほかによろしい

ですか、その他の議題として。 

 もし、よろしかったら次回の日程について事務局のほうから説明をしたいと思いますが、

事務局のほうから何かございますでしょうか。 

○事務局（佐藤） 次回の日程についてですが、事務局としては来年 11 月ごろの開催を

予定しております。しかしながら、部会長ともご相談した上で、皆様にまたご予定をお伺

いいたしますので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す。 

 大変皆さんのご闊達なご意見をいただきましたので、少し予定の時間を過ぎております

が、長時間、委員各位、ご臨席の皆様方には貴重なご意見を大変ありがとうございました。 

 なお、最初、冒頭に申し上げましたとおり、議事録署名人としては指名させていただき

ました山形県互選の加藤委員、それから、大臣選任委員は中川委員、このお二人におかれ

ましては後日、事務局から本日の部会の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、予定された時間を 10 分ほど超過いたしましたが、これをもちまして日本

海・九州西広域漁業調整委員会第 21 回日本海北部会を閉会いたしたいと思います。 
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 本日はどうもありがとうございました。 

午後 ０時１１分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




