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１．開催日時

平成２７年１１月２４日（火）１３：０３～１４：３９

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．出席委員

【部会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道府県海区互選委員】

北海道連合海区 市山 亮悦

青森県西部海区 角田 順一

秋田海区 佐々木 健

山形海区 加藤 栄

新潟海区 小田 政市

富山海区 松野 均

【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 伊藤 保夫

学識経験者 清野 聡子

学識経験者 安成 梛子
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４．議題

（１）部会長等の互選について

（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）その他
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５．議事内容

開 会

○佐々木所長

皆様、こんにちは。

定刻から３分ほど過ぎてしまいましたけれども、ただいまより日本海・九州西広域漁業調整委

員会第23回日本海北部会を開催いたします。

各委員さんを始め、ご臨席の方々におかれましては、お忙しい中ご出席賜りまして、まことに

ありがとうございます。

私は当北部会の事務局を務めさせてもらっております水産庁新潟漁業調整事務所所長の佐々木

と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

本日の出席状況でございますが、大臣選任委員のうち、川越委員、濱村委員及び藤田委員が事

情やむを得ず、ご欠席となっておりますが、委員定数15名のうち過半であります12名の方々のご

出席と伺っておりますので、日本海北部会事務規程第５条第１項の規定に基づきまして、本部会

は成立していることをまずご報告申し上げます。

本日は、部会長及び部会長職務代理者がまだ選出されておりませんので、選出されるまでの間、

事務局のほうで進行役を務めさせていただきます。座って説明させていただきます。

まず 初に、委員の交代についてご報告申し上げます。

このたび中川善文委員から、ご本人の都合による辞職の申し出がありまして、後任といたしま

して藤田委員が選出されておりますが、先ほど申し上げたとおりやむを得ずご欠席ということで、

次回、部会長よりご紹介していただくという形にさせていただければと思っております。

また、本日は、水産庁から加藤資源管理推進室長、水産総合研究センターから北海道区水産研

究所資源管理部の船本グループ長、日本海区水産研究所資源管理部の銭谷部長、ほか多数の方々

にご出席賜っておりますので、あわせてご報告申し上げます。

それでは、時間の関係もございますので、挨拶のほうは省略させていただきます。

それでは、議事に入ります前に、皆様のお手元の配付資料のほうの確認をさせていただきます。

○事務局（大槻）

新潟漁業調整事務所の大槻でございます。今日はよろしくお願いします。

資料は、上から順に、本日の議事次第、委員名簿、配席図、それから出席者名簿、次にＡ４横

長の資料１－１、2015年資源評価対象種の資源状況、その下にカラー刷りの平成27年度資源評価
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票ダイジェスト版がございまして、上から資料１－２がマガレイ、資料１－３がハタハタ、資料

１－４がスケトウダラでございます。そして資料２、日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源

管理について、それから資料３、すけとうだら日本海北部系群の広域資源管理、 後に参考資料

として日本海北部会事務規程がございます。

資料の過不足等ございましたら、議事の途中でも構いませんので、お知らせいただければと思

います。

○佐々木所長

資料のほうがよろしければ、早速議事に入らせていただきます。

本日の議題といたしましては、１番目に「部会長等の互選について」、２番目に「広域魚種の

資源管理について」、そして３番目に「その他」という議題を用意しております。

初に、１番目でございますけれども「部会長等の互選について」の議事に入らせていただき

ます。

本日の報告資料の一番 後にありますとおり、日本海北部会事務規程第３条に基づきまして、

部会長と部会長職務代理者は委員の中から互選することになっております。どなたか立候補もし

くはご推薦の方はございませんでしょうか。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

部会長の推薦について申し上げたいと思います。

本部会は広域的な資源管理に関する協議や調整などを行う場でございますので、漁業と資源に

造詣の深い委員の方ということで、部会長には橋本委員を推薦したいと思います。

また、部会長の職務代理者につきましては、新潟県の小田委員は平成16年以来委員をなさって

いると伺っておりますので、日本海北部海域の漁業情勢に大変詳しい小田委員を推薦いたします。

よろしくお願いいたします。

○佐々木所長

ただいま伊藤委員のほうから、橋本委員を部会長に、また小田委員を部会長職務代理者にご就

任いただいてはいかがかというご提案がございました。

これについてお諮りいたします。皆様いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○佐々木所長

ありがとうございます。



- 5 -

それでは、特に異議がないということでございますので、橋本委員に部会長、小田委員に部会

長職務代理者をお願いしたいと思いますので、以後の議事の進行につきましては、橋本部会長に

お願いしたいと思いますので、橋本部会長には部会長席へのご移動をお願いいたします。

○橋本部会長

ただいま部会長に推挙いただきました橋本でございます。伊藤委員からは過分な推挙の言葉を

いただいて大変恐縮をしておりますが、引き続きこの日本海北部会の部会長として、日本海北部

の資源管理の推進に向けて委員各位からのご提言あるいはご意見をいただきたいと考えておりま

すので、議事進行等について引き続きご協力をよろしく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。

続きまして、部会長職務代理者に就任していただきます新潟の小田委員に一言ご挨拶をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

○小田部会長職務代理者

新潟県の小田でございます。これからも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。

次に、日本海北部会事務規程第11条の規定により、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人以上を指名するということになっておりますので、

僭越ではございますが、私のほうで指名をさせていただきたいと思います。

今回の日本海北部会の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から

青森県の角田委員、大臣選任委員から伊藤委員、このお二方にお願いしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、次の議題（２）に移りたいと思います。広域魚種の資源管理についてに移ります。

この北部会で取り上げている広域魚種は、①の日本海北部のマガレイ、ハタハタ、それから②

のスケトウダラでございます。これらの３魚種は過去の資源回復計画のもとで資源管理の取組が

開始されました。平成24年度に資源管理制度が資源管理指針を踏まえた資源管理計画、これへ発

展的に移行したことに伴いまして、これら３魚種についても、この新しい資源管理制度の下で引

き続き取組が進められております。当部会で資源管理の取組状況を確認することといたしたいと

思います。

その前に、資源が現在どのような状況にあるか説明いただきたいと思います。
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まず、①の日本海北部のマガレイ、ハタハタ、これに続きまして、②のスケトウダラ、こうい

った順で説明をいただき、この後に資源管理の取り組み状況と、これを説明いただくと、こうい

う手順で進めていきたいと思います。

ではまず、資源の状況につきまして、日本海区水産研究所の銭谷部長さんから、マガレイとハ

タハタですね、これについて説明をよろしくお願いいたします。

○銭谷部長

ご紹介いただきました日本海区水産研究所の銭谷と申します。マガレイとハタハタについて説

明させていただきます。座って説明させていただきます。

資料の１－２というのがあります。平成27年度資源評価票（ダイジェスト版）というものです。

初にマガレイの写真が載っております。これは地方名でクチボソガレイとも言われておりま

すが、これについて、日本海区水産研究所の中で各県の水産機関と協力しながら資源評価をいた

しましたので、それに基づきまして報告させていただきます。

まず、マガレイの日本海系群につきましてですが、この海域の漁業の特徴は、青森県から秋田、

山形、新潟におきまして、底びき網と刺網で漁獲されております。2014年におきましては、底び

き網が60％、刺網が28％というような比率になっております。

次に、漁獲の動向です。このカレイにつきましては、なかなか農林統計が国の統計として公に

なっていない状況でございますので、各県からのデータを集めまして、それに基づいて漁獲量も

算出しております。

先ほど漁業の特徴で言いました４県の統計値が利用できます1993年以降の漁獲量につきまして、

94年の787トンから98年の371トンまで減少した後、2008年まではほぼ300トン台で推移しており

ました。2009年以降は過去 低水準で推移しておりまして、2014年は225トンというような値と

なっております。ちなみに県別では新潟県の漁獲量が多くて、系群全体の約50％を占めていると

いう状況です。

それで、資源の評価方法です。残念ながらこのマガレイにつきましては、一般的な資源量の推

定方法をやるだけのデータがそろっておりませんので、現在のところは漁獲量の推移から資源状

態を判断しております。ただし、この方法につきましては、資源評価の有識者の先生の方々、大

学の先生の方々から、余りよろしくないと言われておりますので、来年度以降、資源量をちゃん

と反映するような、もう少し説明のしやすい資源量の推定値に切りかえていく予定となっており

ます。とりあえずは漁獲量の推移から資源状態を判断したということです。

それから、漁獲量だけでははかり知れない、例えば加入量ですね。１歳魚の分布密度の調査を、
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先ほど言いました漁獲量が非常に多い新潟県の調査データをもとに加入の状況を推定して、それ

をもとに判断しております。

それで、資源の状態です。資源の水準は、71年から2014年の漁獲量の 大値に近い1,200トン

を上限として、それを３等分して、400トン及び800トンをそれぞれ低位と中位の境、中位と高位

の境としております。2014年の漁獲量は225トンでありまして、資源水準としては低位と判断し

ております。

それから、５年間の動向ですが、過去５年間、2010年から2014年の漁獲量の推移から判断しま

すと、横ばいと判断しております。

また、１歳魚の分布調査、この結果は、そこの横軸が年級、縦軸が３歳魚の漁獲尾数、１歳魚

の分布密度と書いていますが、このデータをもとにしまして、2015年及び2016年に３歳魚として

漁獲加入する2012年級群及び2013年級群の豊度は、赤い折れ線グラフですね、これが低いと推定

されておりまして、今後も資源状態の低迷が続くことが予想されております。

それで、ＡＢＣにつきましては、漁獲量のデータをもとにして算定する算定規則ＡＢＣ算定規

則２－２というもので算定しております。資源水準が低いということで0.7掛けをし、過去３年

の漁獲量の値に先ほどの漁獲量の過去３年の変動値0.95を掛けた値がＡＢＣlimitという値にな

っております。2016年のＡＢＣは非常に少ない値、160トンという値を提案しております。ＡＢ

ＣTargetは、漁獲量の変動性を考慮して、さらに0.8掛けしたもの、130トンというのがＡＢＣTa

rgetという値になっております。

以上です。

○橋本部会長

引き続き、ハタハタをよろしくお願いいたします。

○銭谷部長

引き続きまして、ハタハタにつきまして報告させていただきます。

資料の１－３です。同じようにダイジェスト版の形での報告となります。

ハタハタにつきましては、この海域、北部海域ですが、秋田県及び隣県の沿岸域で産卵・接岸

時のハタハタを対象とした定置網や底建、刺網で漁獲されております。そのほかには春季や秋季

に、冬季産卵前後は青森から富山県において小型底びきや沖合底びきなどでも漁獲されておりま

す。

漁獲の動向です。グラフが出ておりますが、漁獲量は２万トン程度あった1970年代前半から80

年代にかけて急激に減少しました。84年には206トンになりまして、90年代前半は低迷しており
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ます。95年から徐々に増加して、2003年以降は秋田県で自主的に漁期短縮がなされました2007年

を除いて、3,000トンを上回っていましたが、2010年以降、減少がまた始まりまして、2014年は2,

573トンということになっております。

続きまして、資源の評価方法について説明させていただきます。資源の評価方法は、沖合底び

き網のＣＰＵＥと面積を掛け合わせたものをさらに漁場面積で割ったものを資源密度指数と言っ

ておりますが、その値に基づきまして資源状態を判断しております。

また、漁獲量には定置網の情報が含まれているということで、過去においては漁獲量も水準判

断で使っておりましたので、参考にしております。

また、マガレイと同じように、調査船によります新規加入量調査並びに漁獲物の体長組成に基

づきまして、近年の年齢組成及び各年級の豊度も推察して判断しております。

裏にいきまして、資源状態ということになります。沖底の資源密度指数につきましては、グラ

フが３枚出て、一番上のところに出ていると思いますが、95年以降増加しておりまして、2009年

には94.7という数値にまでなりましたが、2010年以降は減少傾向にありまして、2014年は28.3ト

ンということになっております。過去のデータをもとにしまして、120トンを３等分して、高位、

中位、低位と分けて水準の判断をしておりますが、それによりますと2014年は低位の判断という

ことになります。漁獲量自体も2,573トンでありますので、やはり漁獲量から見ても低位という

ことになってしまいます。

それから、直近５年の2010年から2014年の資源密度指数からは、過去５年の動向は減少と判断

しております。

また、新規加入量調査では2013年級は１歳魚には多かったんですが、２歳魚には少なくなって

おります。2014年級も１歳魚は少なかったということで、これらのことから2016年漁獲の主体と

なる2013年、2014年級の豊度はいずれも低いのではないかというように推察されております。

それで、ＡＢＣにつきましては、資源の水準と資源密度指数の動向から算定する方法をとって

おります。資源が低位水準なので、0.7を掛けて、過去３年の漁獲量に、さらに先ほどの資源密

度指数の３年間の動向の値で0.86という値を掛け合わせまして、2016年のＡＢＣについては1,50

0トン、漁獲量のデータ等の不確実性を考慮して、ＡＢＣTargetは1,200トンというようなＡＢＣ

を提案しております。

ハタハタにつきましては以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。
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それでは、資源状況について、引き続き北海道区水産研究所の船本グループ長さんにスケトウ

ダラについて、よろしくお願いいたします。

○船本グループ長

北水研の船本です。よろしくお願いします。では、私も座って説明させていただきます。

スケトウダラ日本海北部系群に関しましてもダイジェスト版をもとに説明させていただきます。

お手元の資料の１－４になります。

初は生物学的特性ということで、この系群がどのような生物学的な特徴を持っているかとい

うものを示しております。例えば寿命ですと10歳以上ということになっております。

続きまして、その下が漁業の特徴なんですけれども、本系群はそこに書かれていますように、

沖合底びき網漁業、はえ縄、刺網などといった漁業によって漁獲されております。その下の漁獲

の動向なんですけれども、図が２つ示してありますけれども、左側の図が漁獲量ということにな

っております。漁獲量については1980年代には非常に多くて、大体10万トンぐらい漁獲されてい

たんですけれども、90年代になりますと図のように非常に減少しておりまして、近年は非常に低

い水準ということになっております。

その下が資源評価法ということになっているんですけれども、これは主に資源量というものを

どのような方法で推定しているのかということを示しております。名前はコホート解析というこ

とになっておりまして、ここでは詳しい説明というものは省略させていただくんですけれども、

主に基本的に使っているデータというものは漁業によって得られたデータというものを使ってお

ります。ただし、やはり漁業によって得られるデータというものは、例えば漁業のやり方とか、

あと漁業を行う場所とかによって偏る可能性がありますので、それを補足するという意味で、調

査によって得られたデータというものも使っております。それらによって偏りというものを補正

するということを行っております。

次に、資源状態なんですけれども、１枚めくっていただきまして、上から３つ図が示しており

ます。左上の図の紺色の丸及び線で示したものが、その方法によって求めました実際の資源量と

いうことになっております。本系群の場合ですと、資源量というものは２歳以上の海にいる量を

資源量というふうに呼んでおります。そうしますと、資源量に関しましても、80年代には非常に

いい状態にあったと。数値にしますと大体60万トンぐらいいたんですけれども、それが1990年代

に入りますと図のように減少を示したと。ただし、2000年代後半になりますと下げどまりまして、

近年は図のように横ばいというふうになっております。

この資源量をもとに、本系群の資源状態というもの、具体的には資源水準、また資源動向とい
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うものを判断するんですけれども、資源水準に関しましては、この資源量の過去の 高値と 低

値の間を三等分しまして、低位、中位、高位というふうに示しております。図でいいますと、点

線で示されている２本の線が低位、中位、高位というものを区別する線となっております。そう

しますと、現在、2014年漁期の資源量から本系群は現在は低位水準にあるということになってお

りまして、さらに直近５年の資源量の動向から資源動向は横ばいというふうに判断しております。

その図の右の図に関しましては、これは親魚量とかをあらわしているんですけれども、水色のバ

ー、棒の図ですね、それが親魚量をあらわしていると。親の量をあらわしております。この親の

量に関しましても80年代というものは非常にいい状態にあったんですけれども、90年代以降、図

のように減少しているということになっております。ただし、近年に関しましては横ばいという

ことになっております。

それと同じ中に、黄色い丸が示してあるんですけれども、それは再生産成功率と呼ばれるもの

で、いわゆる子どもの生き残りの良さをあらわした指標となっております。図のように、90年代

及び2000年代前半に関しては、この再生産成功率と呼ばれるものが低い値、つまり子どもの生き

残りが悪かったんですけれども、2006年及び2012年にはこの丸が非常に高い値になっていると。

要は子どもの生き残りがこれらの年に関してはよかったということになっております。これにつ

きましては、恐らく主に環境というものの影響を受けているであろうというふうに言われており

ます。

それに伴って、今度は同じ図のピンク色の棒というものは加入尾数、これは２歳のときにどれ

ぐらいいたのかというのをあらわしているんですけれども、やはり2006年と2012年に関しては、

近年の低い中では、その２年に関しては高い値と。要は加入がよかったということになっており

ます。

次に、その左斜め下の図ですね。３つの図の左下の図なんですけれども、これは俗に再生産関

係の図と呼ばれるものなんですけれども、横軸が親魚量、縦軸が加入量ということになっており

ます。縦に赤い線というものが示されているんですけれども、２本示されておりまして、右側の

実線の赤い線というものがBlimitと呼ばれるもので、これ以上に親魚量が少なくなると回復措置

をとりましょうという値となっております。その根拠としましては、その赤い線の左側になりま

すと、非常に低い加入量というものが出現してしまっていると。なので、そういったことが起こ

らないように、この赤い線よりも親の量を多く保ちましょうというのを示したのがこの赤い線、

Blimitと呼ばれるものとなっております。具体的には、本系群の場合ですと15.4万トンというこ

とになっております。
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一方、左側の赤い破線のほうなんですけれども、これはBbanと呼ばれるもので、これは禁漁も

しくはそれに準ずる措置をとる親の量ということで、親の量がこれよりも低くなってしまいます

と、何がしかのそういった措置をとるということになっております。

近年の親魚量というものは、先ほどの図にもありましたように、非常に低い水準にあるという

ことで、2014年の親魚量も3.7万トン、Bbanが具体的には３万トンということになっております

ので、現在の親魚量というものはBbanよりは高い値なんですけれども、Blimit、回復目標であり

ます15.4万トンよりはかなり低い値ということになっております。

その下の管理方策というものなんですけれども、表が示されておりますけれども、 も大切な

のは、一番左側の列、漁獲シナリオと書かれたもの、これはどのように管理をやっていきましょ

うという方法を示しておりまして、あとは一番右の列、2016年漁期ＡＢＣと書かれているもので

す。それは実際にどういったやり方で管理を行うと2016年のＡＢＣというものが具体的にどのよ

うな数値になるのかというものをあらわしております。

一方、同じ表、続きなんですけれども、３ページ目の表になりますと、一番右の列の一番上に

算定漁獲量というふうに書かれております。これは参考のために示した漁獲量ということで、Ａ

ＢＣとは異なります。ＡＢＣというのは科学的に認められる量なんですけれども、この算定漁獲

量というものは、科学的には認められないんですけれども、参考のために示しているという量で

あります。

戻りまして、２ページ目のＡＢＣの中を説明していきたいんですけれども、漁獲シナリオの上

から３つ目、例えば４つ目に関しましては、漁獲シナリオのところに親魚量の増大（25年でBlim

itへ回復）というふうになっております。これはそのとおりでありまして、25年で親の量をBlim

itまで回復する場合には、今後将来的に漁獲量とかがどうなっていきますよと、もしくは資源量

とかがどうなっていきますよというものをあらわしております。その場合ですと、右端のＡＢＣ

と呼ばれるものが、Limitで7,500トン、またTargetで6,100トンということになっております。L

imitというのは、そういった漁業のやり方をやった場合に許される 大の量がLimitでありまし

て、Targetというものは、資源評価というものは不確実性を伴いますので、そういったものを考

慮した場合にはTargetの量にとどめておくのが安全ですよという量であります。

その下の親魚量の増大（30年でBlimitへ回復）という漁業のやり方ですと、右端のＡＢＣとい

うものはLimitが8,300トン、そしてTargetが6,700トンということになっております。ＡＢＣの

中ではこの8,300トンというものが 大の値ということになっております。

後に、資源評価のまとめ、また管理方策のまとめというものは、すみません、３ページ目に
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進むんですけれども、飛ばさせていただきまして、その次の期待される管理効果なんですけれど

も、これは先ほどのＡＢＣの管理方策の中に載っていた表に示された漁業のやり方というものを

実際に行った場合に、今後、漁獲量、親魚量、あとは資源量といったものが将来的にどのように

変化していくのかというものをあらわしております。

１つの例としまして、３ページ目の右下の図の親魚量について見ていきますと、いろいろ線が

引かれているんですけれども、その中で緑色の線というものが、先ほどのBlimitへ25年後に回復

しようという漁業のやり方、そして紫色が30年でBlimitへ回復しようという漁業のやり方の場合

の親魚量、親の量がどのように変化するのかというものをあらわしております。

そうしますと、図のように、緩やかにどんどん親魚量というものは回復していって、緑色の場

合ですと25年後ですから、大体2040年付近にBlimitへ回復する。そして、30年で回復させるもの

に関しましては、大体2045年付近にBlimitへ回復するというものがこの図からわかります。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいま水産研究所のお二人からマガレイとハタハタ、スケトウダラ、３種についての資源状

況についてご説明がございました。

まず、この資源状況についての説明に対して、ご意見あるいはご質問等ございますでしょうか。

どうぞ。

○小田委員

マガレイの件でございますけれども、マガレイは新潟県のものがよく獲れているということで

ございますけれども、私もそれを底びきで獲っているわけでございますけれども、資源のあれは

確かに減っているかもしれないけれども、私が漁をしている間では、マガレイが安い、安いから

どうしても値段のいいヤナギムシガレイのほうにみんな転換しているということで、これが値段

がよければまだ水揚げが上がるんだろうけれども、それが影響するのではないかと。

それから、私たち新潟県は、２日出れば３日目は休むという資源管理をやっていると。そのほ

かに土曜日もあるし、時化もあるし、だから１年間の操業日数は大体130日ぐらい、ものすごく

いいばかりではないけれども、そういうような状況で資源管理をしているということでございま

す。

それからまた、ハタハタに対しては、全然まだよくならないというような状況でありまして、

そういう状況で、新潟県のほうはそうです。
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後に、スケトウは佐渡沖の深場でもほとんど見られないと。まして一緒になっていたホッケ、

これはほとんどないというような状態でありますから、何かやっぱり水温が違ってきているのか。

私たちの小さいころはサワラなんていう魚は一匹も見られなかったものが、サゴシとかサワラが

非常にふえているわけで、私どもは試験場ではないけれども、本当に海の水温が何か上がってき

ているのかなと、そういうような感じがしますけれども、試験場のほうの説明を今聞いて、少し

ずつは回復することはあるけれども、もっと資源管理をきちっとしなければ、やっぱりこれから

先、若い人たちがどうしてこの魚をふやしていくかということが大切だろうと思うので、真剣に

考えなければならない。また、試験場のほうにも、何でサワラとかそういうものが、一匹もいな

かったものが、これだけふえたのか。そこらのところをまたお願いしたいと思いますが、調査の

件をお願いします。

○橋本部会長

ありがとうございました。

確かに、この３つの魚種、いずれも資源状況、なかなか厳しいというご説明でございました。

小田委員のほうからも 近の状況、あるいは海のほうで少し水温や何かが高くなっているのでは

ないかと。過去に全く見られなかったようなサワラ等の資源がよく見られるようになったという

お話がございましたので、そういった方向に着目したようなこれからの調査とか、そういったご

要望がございました。

何か水研のほうからございますでしょうか。

○銭谷部長

マガレイは余り相手にしなくなって、ヤナギムシガレイが幸いなことによく獲れるということ

で、マガレイは資源量がいいか悪いか、ちょっとぎりぎりわからない部分もあるのですが、やっ

ぱり獲らないで済むならなるべく獲らないで、ヤナギムシガレイのように資源の多いものを獲っ

ていただくというのは大変ありがたいことではないかなと思います。

ハタハタにつきましては、やはり加入がなかなかうまくいっていない状況が何年も続いており

ます。これは実はマガレイも一緒でして、なかなか新しい子どもたちが入ってきにくい状況が何

年も続いているので、漁獲の制限だけではなかなか資源が回復しづらい状況にあります。ですが、

やはり漁獲の制限をだからといって緩めるというのも資源にとってさらに悪化させる原因になり

ますので、なるべく今の状況を少なくとも現状は維持していただければいいのではないかなと思

います。

それから、水温関係につきましては、サワラは特に東シナ海で発生したものが日本海に進出し
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てきたという状況で、急にふえた魚であります。ただ、ほかの魚はどうかというと、例えばアカ

ガレイとか、ソウハチとか、北海道でもそうなんですけれども、結構ふえている冷水性の魚がい

たりしますので、そこに関しては水温だけの状況かというのはなかなかこちらのほうもわかりづ

らいというのがございます。あとマダラとかもふえておりますので、ここら辺の魚種間の絡みが

ちょっとまだ整理し切れていないので、一つの課題かとは思っております。

○船本グループ長

スケトウダラに関しては、特に日本海北部系群に関しましては、水温が低いほうが資源量がふ

えるであろうということは言われております。そういった意味では、水温が高いというのは、余

り水温的にはよくないんですけれども、どうも近年、少しずつ水温が低い年というものが出てき

ているようですので、水温としては若干回復してきているのかなというふうに感じております。

ただし、水温以外にもやはり流れとか、海流といったものも大きくきいているようでして、やっ

ぱり子どものときにうまくいい場所に流されないといけないということで、近年そちらのほうが

なかなかうまくいっていないのかなというふうに感じております。

ただし、水温的には環境がよくなりつつあるといっても、やはり親の量が少ないとなかなかや

っぱり回復能力、資源としての回復能力というものは高くできませんので、やはり先ほどご指摘

があったとおり、親を残すようにしっかりと管理していくことが重要であろうなというふうに感

じております。

○橋本部会長

ありがとうございました。

スケトウダラについてなんですけれども、12年級がやや出ているという資料を見させていただ

いて、今後、漁獲のほうにこの年級群が反映されるという可能性もあるというふうに思っていい

んでしょうか。

○船本グループ長

そうですね、どの図がよろしいですか。一番 後のページの先ほどの資料の１－４の一番 後

のページの一番上の図なんですけれども、例えば赤い線、この一番左上の図は将来的な漁獲量を

あらわしておりまして、赤い線がFcurrentと呼ばれる、要は現在の漁業のやり方をそのまま維持

した場合に漁獲量がどうなるのかというのをあらわしているんですけれども、赤い線というもの

が急激にどんと高い値になっていると。こういったものは2012年級群が入ってくる影響というも

のを受けております。ただし、当然この漁業のやり方が現在のままでいいということはＡＢＣに

は盛り込まれておりませんので、こうはならないんでしょうけれども、例えばこのように現在の
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やり方を維持した場合には、このように漁獲量は一時的に高くなりますよということになってい

ます。それが2012年級群の影響ということであります。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それでは、資源状況についてのご説明、ご意見等、ほかによろしいですか。

○市山委員

スケトウダラについてちょっとお聞きしますけれども、今の話を聞いて、将来に希望を持てる

のかなという、そういう気持ちもあります。こんなことを聞くのはちょっとおかしいんだけれど

も、私は檜山という北海道でも日本海の南部なんですけれども、やはり1960年、今から50年以上

前の話なんだけれども、檜山にスケソウが一匹もいなくなって、スケソウの漁業を全部やめたと

いう経緯があるんですよね。獲らなければふえるという原理になると、そのとき獲れなかったし、

獲らなかったから、それからふえてきたのかなという判断も簡単にできるんだけれども、北水研

あたりでは、私はサケの話を北海道でどうしてもすると、サケの先生は、ピークのときに16万ト

ンもあったのが10万トンぐらいになって、５万トンも一気に減っているという形で、レジームシ

フトとか、私、英語は余り弱いんだけれども、そういう言葉を聞くとチェックしていって、翌日

帰ってから事典で調べるんですよ。そうしたら、数十年に１回、海洋環境、自然環境が大回転す

ることをレジームシフトという。そうすると、サケだけでなく、今からしたら数十年前のスケソ

ウを思い出したときに、あの檜山に一匹もいなくなったのも、あるときにやはりもう20年を経過

しているんだけれども、20年たつんだけれども、いいときはやっぱり檜山だけで30億、40億近い

水揚げをしたことがあるんですよ。今はもう１億ちょっとですから、この20年の間にですね。そ

のぐらい落ち込む。そういう流れの中で、北水研あたりではこれは科学的にそういうことってス

ケソウにもレジームシフトとか、そういう周期、そういうものが該当するのかなと。水温も含め

てですね。そういうことをどう思っていますか。

○船本グループ長

まさにレジームシフトというのは、ちょっと中期的といいますか、長い数十年単位で環境が大

きく変わることを示しておりまして、日本海でも、ちょっとしっかりしたところは覚えていない

んですけれども、1980年代末にレジームシフトが起こって、我々がよく言うレジームシフトとい

うのは、大抵水温のレジームシフトをあらわしているんですけれども、80年代後半に水温が低い

レジームから水温が高いレジームに変化したと言われております。日本海北部系群の場合ですと、

まさにそれに同調するように資源量が非常に90年代から減少し始めたということで、やはり日本
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海に起こったレジームシフトの影響を受けているであろうということが一般的に言われておりま

すね。

ただ、このレジームシフトというのは、起こってから、かなり時間がたってから、科学者たち

が、昔、何年に起こったねというものを言っていまして、現在ですと、もしかすると日本海のと

ころで、今までは水温が高いレジームだったんですけれども、水温が低いレジームにもしかした

ら変わりつつあるのかなというものが言われております。そうしますと、スケトウダラにとって

は、水温的にはむしろよい環境になったと。ただし、これも恐らく科学者のほうがきっちりと低

いレジームになりましたねと言うのには、かなり時間がたってから、スケトウダラがどちらかと

いうと資源量が若干回復していることを望んでいるんですけれども、そのような状況になった後

にしっかりとわかるのではないのかなというふうに考えております。

○橋本部会長

どうぞ。

○市山委員

今、話を聞きながら、私だって後輩に、もうスケソウはだめだから、スケソウの時期になった

らスケソウをやめろとばかりは言っていられない。やっぱり漁業というのは大漁のときに喜ぶば

かりでなく、不漁のときに我慢するというあれができていないと、なかなか継続してできないの

で、レジームシフトがいいところにいった、悪いところにいった、今一番どん底に来ているから、

これからよくなるんだよということも歴史の中にあるんだよということをやはり後輩たちに言っ

ていかないと、なかなか今の子どもたちって悪ければやめちまうという形になるので、我慢がど

うしても足りないので。

そんなことで、これは参考になるかならないか、私はスケソウはやっていないんですよ、個人

的には。ホッケを獲る専門なんですよ。ホッケもスケソウに似たような経緯をたどってきている

んです、正直言って。だから、先ほど新潟の方がおっしゃったように、ホッケも見たことないと

いうぐらい新潟のほうで獲れたものも、その分北海道はまだ残っているところは残っています。

でも、かなり減ってきていることは確かなので、肌で感じてきています。

そこで、今、水温の話が出たんだけれども、函館水試の研究員が、うちの船頭といつも、年間

深いところで、200メートル線でばかり仕事をしているものだから、いつも情報を提供している

んだけれども、この間ファクスが入ってきたのを私が盗み見したんだけれども、ここ３年間、15

0メートル、200メートルの線が１度、２度高いんですね。私はうちの船頭に「何、１度、２度な

んて大したことはないだろう、魚に対して」と。そうしたら、そうではないんですね。うちの船
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頭がいわく、人間の１度、２度というのと魚に与える１度、２度は違うんだと。１度が６度に値

するんだというようなことで、今、本来ならホッケというのは産卵時期で、30メートルから40メ

ートル、30メートル以深でなく以浅のほう、浅いほうが多いんだけれども、それがここ２年間、

全然陸へ入って来ないんですよ。うちで150メートルから200メートルの線でホッケの刺網をやっ

ているんだけれども、いつも10月で切り上げるんですけれども、昨日は、私もちょっと現場を見

てきたんだけれども、ホッケってこのぐらい刺網にかかるものかというぐらい大漁で、沿岸で本

当にやっている底建網、今本当はピークにならなきゃならない底建が全然獲れないというのは、

水温の高さがやはり１度が６度のあれがあるというから、やはり産卵時期になって、本当だと30

メートル、40メートルで産卵しなければならないホッケが、150メートルとか、200メートルで腹

ばんばんなんですよね。これって研究者としてそんな深いところで産卵したときに、果たしてふ

化効率といいますか、そういうものはどう考えていますか。

○橋本部会長

ホッケの話ですけれども。

もし情報がございましたら。

○船本グループ長

すみません、ホッケに関してはちょっと私はわからないんですけれども、たしかホッケに関し

ましても資源量変動とか、あとは分布に対しても恐らく水温がきいていたと。どちらのほうが、

低いほうがいいのか、高いほうがいいのかというのは、私はちょっと今、記憶にないんですけれ

ども、たしかそのような情報を耳にしたことがありますので、やはり何がしかの影響を及ぼして

いるのかなというふうに感じます。

先ほどご指摘がありましたように、魚というものは変温動物と呼ばれる、要は環境と基本的に

は同じ体温になりますので、やはり１度、２度というのが、我々ですと36度が一番いい体温で、

それが37度になるともう風邪をひいていて、38度、わずか２度変わるともう大変なことになるの

と一緒で、魚というのは変温動物で、水温と基本的には同じような体温ですので、やはり１度、

２度というのが非常にきくというのはご説明のとおりだと思います。

○市山委員

問題外の話を聞いて、すみません。

○橋本部会長

いえいえ、大変委員から学究的なお話もいただきまして、ありがとうございました。

資源状況につきまして、特にスケトウダラにつきましては、今ホッケの話もございましたが、
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データ等は１年前、２年前のデータでございますが、伊藤委員、本年の足元の状況というか、こ

の 近の状況というのは、ホッケについてでも構いませんけれども、スケトウについて何か。

○伊藤委員

スケトウに関してですが、2012年級群、これはやはり大量に発生しております。これは30セン

チぐらいになっておりますので、来年に恐らく産卵に入るだろうというふうに思っております。

かなり北のほうは厚いのかなというイメージがございます。2006年級群のときにも厚かったです

が、2012年級群もそれと同等ぐらいの厚さではないのかなと。若干落ちるとは北水研も言ってい

らっしゃいますけれども、いるのかなと期待はすごくしております。

今現在は、資源回復のために大幅なＴＡＣの数量の削減となりまして、当資源が回復するまで

には相当な時間がかかるということで、沖合底びき網船の場合は小樽地区、それから稚内地区は

国の支援策でございます「もうかる漁業創設支援事業」の承認を受けまして、スケトウダラ依存

の軽減に、ことしの27年４月から取り組んでおります。３年間で早急に回復してもらえればいい

なと。その間に他魚種、先ほどのホッケにも絡みましたけれども、他魚種転換にもいろいろな資

源問題や制約もございますけれども、経営の付加価値アップだとかコスト削減等に努力していき

ながら、何とかスケトウを守って、次期の産卵をさせてやりたいというふうに思って、当地区は

頑張っております。

現状とすればそういうところだと思いますが。

○橋本部会長

ありがとうございます。大変貴重な情報もありがとうございます。

それでは、資源状況についてはこれぐらいでまとめまして、続きまして、資源管理の取組状況、

これについて事務局から説明をお願いしたいと思います。

なお、ご意見、ご質問等につきましては、この３魚種、全ての取り組み状況の説明が終了した

後にお受けいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それではまず、マガレイ、ハタハタの広域資源管理の取組について、事務局のほうからよろし

くお願いいたします。

○事務局（大槻）

それでは、資料２の表題にあります「日本海北部マガレイ、ハタハタ」について、これまでど

のような広域資源管理の取組が行われて、そして今現在どのような取組が行われているのか、そ

れと資源管理の方向性も含めまして説明させていただきます。

まず、これまでどのような取組を行ってきたかでございますが、資料２の１番目「資源の現
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状」の「（１）マガレイ」の上から３行目、右端になりますけれども、2003年から資源回復計画

により保護区の設定や休漁等を実施しておりまして、「（２）ハタハタ」も、これは上から大体６

行目になりますけれども、資源回復計画による取組として、減船や網目拡大も実施しております。

資源回復計画の実施中に、マガレイ資源の動向は、一時的に増加となりましたが、資源水準は

低位の状態が続いておりまして、一方、ハタハタは漁獲量が3,400トンから5,400トンの間で推移

したときもありましたが、近年減少傾向にありまして、資源回復計画は終了しましたが、資源管

理指針に基づく資源管理計画の枠組みの中で資源回復に向けた努力が引き続き行われている状況

でございます。

そして次に、現在どのような取組が行われているかにつきましては、２番目の関係漁業種類に

なりますが、括弧書きで書いてありますけれども、青森県、秋田県、山形県、新潟県の４県にお

いて、マガレイ、ハタハタを漁獲対象にしております沖底、小底などの底びき網漁業、それと刺

網漁業、底建網や小型定置も含めた定置網漁業、それから一本釣り、はえ縄の釣り漁業、それと

ごち網の漁業を営んでいる方々に資源管理の取組に参加していただいております。具体的な取組

内容は４番目の資源管理措置にあります別紙１になりますけれども、資料を１枚めくりまして、

２ページ目が平成27年度のマガレイについての取組でございます。先ほど申し上げました４県に

おきまして、全長制限による小型魚の保護や休漁日の設定などの取組が行われております。

隣の３ページのハタハタにおいては、それらの取組のほか、秋田県においては沖底、小底、定

置、刺網におきまして、漁獲量規制を実施しております。この漁獲量規制については、先ほど資

源の説明がございましたが、その資源状態を踏まえまして、先月27日、昨年の半分以下となる80

0トンへの引き下げが決定されております。

それで、今後の資源管理の方向性につきましては、１ページに戻りますが、５番目「関係者に

よる連携を図るための体制」、２行目左端にあります「日本海北部海域における広域資源管理検

討会議」、この会議が資源管理を推進するために必要な事項を検討する場として設けられており

ます。先月29日にこの日本海北部会の関係海域である「日本海北部海域」の関係道県の北海道及

び本州５県の行政担当者や研究者、水産総合研究センターの研究者の方に集まっていただきまし

て意見交換を行いました。会議の結果の概略といたしまして、別紙１の取組を基本といたしまし

て、漁業経営が成り立つ範囲内で引き続き行うことを確認しております。必ずしも別紙１に取組

を固定するわけではないんですけれども、別の取組内容を試行的に実施することも考えられます

が、地域、浜の実情に応じて適宜、取組を実施して、マガレイ、ハタハタがふえやすくなるよう

な海洋環境に変わるまで、各県が連携して広域資源管理を進めていければと考えております。
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マガレイ、ハタハタの資源管理の組み状況については以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

続きまして、スケトウダラの資源管理の取組状況について、これは北海道漁調のほうからよろ

しくお願いいたします。

○事務局（蓬田）

北海道漁業調整事務所の蓬田と申します。

説明に入ります前に、委員の皆様、定刻どおり出席されて会議が始まっている中、事務局の人

間がちょっとおくれることになり、大変申しわけございませんでした。この場をおかりしまして、

おわび申し上げます。

それでは座って説明させていただきます。私からは、資料３のスケトウダラ日本海北部系群の

資源管理の状況につきましてご説明いたします。

本資料につきましては、スケトウダラ日本海北部系群につきまして、資源回復計画時代、また

それ以前から継続的に取り組まれてきました資源管理措置につきまして、資源管理指針、資源管

理計画体制への移行後の現在の状況を整理したものでございます。

なお、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、回復計画におきまし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、現状でもその取組は継続さ

れております。また、本系群の利用の大半が北海道の漁業によるものということもありますので、

本広調委での資料の説明につきましては、毎年北海道における取組という形で整理して説明させ

ていただいている次第でございます。

それではまず、１番目と２番目の本系群の資源状況と漁獲状況についてです。これにつきまし

ては、先ほど北海道区水産研究所の船本グループ長より詳細な説明をいただいたところでござい

ます。資源状況につきましては、2006年級群のよい加入があったというような状況でありますが、

その後加入が悪い状況が続いておりまして、 近では2012年級群の発生はよい模様というような

ところがございます。今年度の資源評価では、資源水準は低位、動向は横ばいという形で判断さ

れているところです。

また、漁獲状況につきましては、主に北海道の沖合底びき網漁業、はえ縄漁業、固定式刺網漁

業によって漁獲されておりまして、2010年の漁獲量は約7,100トンとなっております。

次に、本系群の資源管理目標でございます。近年の海洋環境等が資源の増大に好適な状態にあ
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るとは認められておらず、資源水準の低下が顕著となっている本系群につきましては、資源の減

少に歯どめをかけることを目指して管理を行うということが国の資源管理指針で示されていると

ころでございます。

次に、４番目の関係者による連携を図るための体制についてです。これにつきましては、北海

道の漁業では、資源回復計画終了時にスケトウダラ日本海北部系群資源管理漁業者協議会という

会議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、課題等を沿岸沖合の関係者間

で共有することによりまして、資源管理措置の円滑かつ確実な実施を図る体制を道内でとってい

るところでございます。

次のページにまいります。

５番目の資源管理措置の状況についてです。これにつきましては、現在取り組まれている措置

内容と平成26年度、直近１年間の漁期の実施状況を整理しております。左の欄に資源管理措置の

内容、真ん中の欄に実施している漁業種類、一番右の欄に平成26年度１年間の取組実績を整理し

ております。

初に①番、強度資源管理の取組です。これにつきましては、沖合底びき網漁業、あとは檜山

地区のスケトウダラはえ縄漁業、島牧地区のスケトウダラ固定式刺網漁業において、漁獲努力量

の削減措置といたしまして、操業隻日数、または操業日数の削減を行っております。

これらの地区における平成26年度の強度資源管理の取組実績については、右の欄のそれぞれの

日数をごらんのとおり、どの漁業種類においてもそれぞれの削減目標日数を遵守し、決められた

漁獲努力量の削減を行ったところです。

次に、②番の小型魚の保護の取組でございます。北海道においては、資源回復計画を策定する

以前からスケトウダラの小型魚保護に関する資源管理協定というものを道内で取り決めまして、

沖合底びき網漁業、スケトウダラ固定式刺網漁業、スケトウダラはえ縄漁業、いわゆるスケトウ

ダラを専獲する漁業の皆さんにおいて、小型魚が一定量を超えた場合の対応として漁場移動を行

うこととしております。また、沖合底びき網漁業においては、資源回復計画時に総水揚げ量制限

等の内容も新たに追加しております。

これらの取組の平成26年度の実績につきましては、沿岸では小型魚保護の取組を実施するよう

な状況は発生しませんでしたけれども、沖合底びき網漁業においては、昨年の５月下旬から６月

上旬にかけて小型魚の入網が発生しました。よって、資源保護のために延べ６回の漁場移動措置

を行ったところです。

次に、産卵親魚の保護の取組、③番になります。こちらはまさに市山委員が組合長をされてお
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ります檜山地区のスケトウダラはえ縄漁業者の方々が実施している取組でございます。産卵親魚

保護のために操業期間の短縮や卵巣が成熟した場合の操業終漁、プール制の導入、保護区の設定、

あとは小型魚が混獲された場合の漁場移動等に取り組んでおります。これらの取組の多くが資源

回復計画策定以前から長年にわたって地域で自主的に取り組まれているものになります。これら

の取組の平成26年度の実績につきましては、漁期前後を休漁して、操業期間を大幅に短縮し、卵

巣の成熟が見られる前の１月末には終漁という形にしております。

また、水揚げ金額を40隻で均等配分し、また熊石沖の産卵場所を全面禁漁にして引き続き守っ

ていくなど、産卵親魚の保護に取り組んでいただいているところです。

後に、その他の④番の取組です。こちらにつきましては、専獲でスケトウを獲っている以外

の沿岸の底建網等の「その他の漁業」において、先ほどご説明した資源管理協定に準じた小型魚

保護の取組の指導、また若干量を北海道庁が提示して管理するというような形をとっておりまし

て、スケトウダラ固定式刺網漁業にあっては操業期間の短縮などを行おうとしております。平成

26年においても各種漁業種類において決められた取組が行われたと聞いております。

スケトウダラ日本海北部系群の平成26年度の取組状況は以上でございますけれども、先ほど伊

藤委員から27年度の状況について先ほどちょっとご説明いただいたところでありますけれども、

平成27年度につきましては、昨年の資源管理のあり方検討会の議論の結果を踏まえまして、スケ

トウダラの、ＴＡＣについてはＡＢＣと等量という形で、約半減という厳しい中での操業を行っ

ていただいているところです。

このような中、沿岸のはえ縄漁業者や沖合底びき網漁業の関係漁業者においては、これまで取

り組んできた先ほどの資源管理措置に加えまして、伊藤委員からお話があったとおり、他の魚種

漁法への転換や漁獲物の付加価値向上対策等の経営対策にもあわせて取り組んでいただきながら、

スケトウダラに依存しない漁業への転換を図っていただいているという状況にございます。

私からの説明は以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それぞれの魚種について、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラについて、資源管理の取組状況

について報告がございました。

本件について何かご質問等ございますでしょうか。

角田委員、どうぞ。

○角田委員
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青森県の角田でございます。

ハタハタの広域資源について若干お聞きしたいと思います。資源管理の方向性に非常によい文

章で、非常に協力的な文章ですけれども、ここに小型魚の再放流とか、網目の制限などについて

非常に具体的に書いておるんですけれども、これを継続するという内容でございますけれども、

本当にこういうことは効果があるのか、ないのか。私は非常に疑問に思っている点があるんです

ね。

例えば、網の目を大きくするんだと。確かによいことですけれども、結局ハタハタという魚は

余りにも小さくて、それほど効果はないんじゃないかと私は思います。以前に秋田県のほうでは

３年間も休漁して、漁を休んで、大漁したという経緯もありますが、それはそれとして非常に評

価するんですけれども、このハタハタというものは、魚には皆周期というものがあって、水温と

かいろいろな問題点があると思うんですけれども、ハタハタには周期的な問題がまず私はたくさ

んあると思いますよ。

例を挙げれば、日本海の青森県のスルメイカもここ沿岸では10年間も、現在も不漁でございま

す。漁師の人も、ことしは油が非常に安いので、生活は大変楽に思えますけれども、スルメイカ

は過去 低でございまして、漁師の人もほとんど漁師をやめて、漁師をやめれば何をするかとい

うと、出稼ぎしかないというような状況で、出稼ぎしてもろくな収入もないという非常に大変な

社会が続いているような状況ではありまして、だから我々はああでもないこうでもないというこ

とを、自然を相手にしているものには周期というものは必ず、魚には、これは漁師についてはつ

きものでございまして、これを乗り越えない限り、ハタハタでも、例えばホッケもそのとおりで

す。青森県にもホッケは余るほどいました。 近は食べることもできないような状況もあります

けれども、これはどうにもならないものだと私は思ってもいるし、周期というものをやっぱり通

過しない限り、漁業者は今後大変じゃないかと。確かにハタハタの資源管理については、良い文

章だけがたくさんありますけれども、この点については非常に疑問点が多いのではないかと。こ

れは私の個人的な考え方でございます。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

委員からは、なかなかハタハタの資源管理について、恐らく人間が努力していること以外の部

分、小さな魚ほどそういった影響を受けやすいということもあるし、特にスルメイカ以下の魚は

どちらかというとそういう環境の影響を受けやすい。 近はヤリイカなんかはどうですか。
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○角田委員

全く獲れないですね。

スルメイカもヤリイカも、もうここ10年ぐらい赤字です。

○橋本部会長

ヤリイカは春先だったですよね。

○角田委員

そうですね。非常においしい魚ですけれども。

○橋本部会長

平成７年、８年ぐらいは割と多かったですよね。私はちょうど県庁にいたころですけれども。

適切なご意見もいただきまして、ありがとうございました。

それでは、ほかに資源管理の取組状況についてご意見でも構いませんが、何かございますか。

安成委員、どうぞ。

○安成委員

今お話を伺ったのは、レジームシフトなどで水温が非常に影響してくるというお話でしたけれ

ども、一時非常に大きな問題になった磯焼けの問題がありますですよね。加入量が非常によくな

いというところでの藻場干潟がないというような、そういう環境の影響というのはどのように捉

えていらっしゃいますか。ちょっと大きな話なんですが、いかがだと思いますか。

○橋本部会長

委員からはこういった資源の状況について、水温や何かの話は先ほど来ございますが、それ以

外にこういった、日本海海域でも磯焼けの問題というのは一時期大変問題になりました。それの

影響というものも、これは多分魚種によってはあるかと思うんですが、今検討している魚種につ

いて、直接それがかかわっているかどうか、私は専門家ではないのでよくわかりません。何か水

研のほうから情報とかございますでしょうか。

○船本グループ長

恐らくスケトウダラに関しては、やはり産卵場というものが大体水深で200メートルぐらいの

ところで産卵しますし、磯焼けが起こるような場所には恐らく、生涯を通じて余り行かないと思

いますので、余り磯焼けがスケトウダラに対してすごく影響を及ぼしたということはちょっと私

は存じ上げておりません。

○安成委員

栄養塩についてはどうでしょうか。
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○船本グループ長

栄養塩とかは、栄養塩が直接魚に影響するというよりは、プランクトン、えさの量を通して影

響を及ぼすということは十分あり得るんですけれども、そうですね、まだちょっとそこまではな

かなか解明されていないんですけれども、一つ可能性があるとすると、日本海北部系群スケトウ

ダラの場合ですと、産卵期が大体12月から３月で、４月に調査を行っておりまして、産まれたて

の仔魚と呼ばれるものを調査で数を数えていると。４月、５月ぐらいに調査で調べられた数とい

うものと加入量というものが、２歳魚の数なんですけれども、非常に少なくとも近年は同じよう

な傾向を示していますので、４月には大体の加入量が決まっている。ということは、12月から３

月に生まれて、４月までのえさの量というものはもしかすると影響を及ぼしているかもしれない

ですね。水温に加えてですね。ただ、そこら辺は非常にいろいろな流れ、先ほど言いましたよう

に流れも影響を及ぼしているだろうし、水温も影響を及ぼしているだろうし、今ご指摘いただい

たもしかしたらえさの量も影響を及ぼしているかもしれないんですけれども、えさの量というの

はなかなか測定というものが難しいので、まだちょっとそこまでは調べ切れていないというのが

実際です。可能性には十分あり得ると思います。

○橋本部会長

ありがとうございました。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

今の生育する海域の環境で人間がなかなか関与できないこともあると思うんですけれども、こ

の地域は結構気候の関係で、豪雪だとかあるいは雪解け水の供給の量とか、時期が変わるとか、

何か長期的にはやっぱり淡水供給がかなり、対馬暖流の関係もあったり、台風の関係もあって、

以前と栄養塩の状態が違うと思うんですね。そのあたり、レジームシフトということで、もとも

と水産の個体群の生物的な話と、それから多分 近結構研究されている気候とか、そういう環境

とか、そういう話題というか、それがどんなふうな関係にあるのかというのはわかるといいのか

なと思うんですけれども、研究でもしそういうのを相関というのがわかるのか、それともまだ、

独立して研究されていて、その中で先は見えないけれども、人間がとにかく努力をするという状

況なのか、そのあたり、わかっている範囲で教えていただけたらと思います。

○船本グループ長

そうですね、気候と魚の関係というものは非常に難しくて、大抵の場合ですと、気候というの

は空中といいますか、一旦はやっぱり海洋環境というものに転換して、それが魚に影響を及ぼす
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というような形ですね。やっぱり気候というものが一番影響を及ぼすというと、海洋環境ですと

流れ、それと風ですね。風が吹けばその分流れると。あとはやはり空気中も冷たくなれば水温も

冷たくなるとか。なので、一旦は大抵は海洋環境というものを通すので、我々は主に海洋環境と

いうものと環境を調べると。

ただし、広くはやっぱり気候をあらわすいろいろな指標と呼ばれますが、風ですと何々指数と

かいろいろありまして、それとの資源量の関係とかも調べているんですけれども、そういったも

のには例えばマイワシとか、そういった浮き魚に関しては比較的きれいな関係というものが認め

られていますね。ただ、スケトウダラに関しましても幾つか関係が認められているんですけれど

も、そこの産める気候から魚の変動までにどのような過程でそれがたどって影響を及ぼしている

のかというものはなかなか見つけるのは難しくて、おもしろい例ですと、為替で円の値段と魚の

資源量とかを比べると関係があるとかというのがあるんですよ。それもただ単に偶然なんですけ

れども、そういったものもいろいろ調べてしまうと拾ってしまうおそれがあるんですよね。です

から、大切なのは関係があるときに、その関係の中に一体どういったメカニズムで影響を及ぼし

ているかというものが非常に大切なんですけれども、なかなかそこら辺までは、我々も頑張って

いるんですけれども、解明し切れていないということですね。

すみません、答えになっているかどうか。

○清野委員

ありがとうございます。

ちょっともう一つ、スケトウがこれだけ減っている話は多分余り九州の明太子を好む人たちは、

同じ国内なんですけれども、情報がなくて、いろいろなそういった国内での今みたいな情報共有

というのは、ぜひ消費地とか、関連する産業のあるところで広報していただくといいのかなと思

います。

そういう場合って、買い支えというのは、今どのぐらいできるかわからないんですが、前より

かは消費者が安かろう悪かろうにして生産者を疲弊させるんじゃなくて、例えば皆さんがレジー

ムシフトが終わるまでとか、待つ期間というのを覚悟されているようであれば、消費者のほうも

あるんじゃないかなというふうに思っております。

ですから、ちょっとそういった意味で、水産庁のほうで全体を把握されていると思いますので、

ぜひそういう情報も届けていただけたらと思います。

○橋本部会長

わかりました。清野委員から貴重なご意見もいただきました。
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確かに、水産資源の情報というのは、その関係する地域に今までいろいろな会議であるとか、

広報であるとか、そういったものは関係県の中でも努力を続けておられると思うんですが、なか

なか製品の流通とか加工とか、このスケトウ、明太子の関係なんて非常にいい関係だと思うんで

すけれども、そちらの加工地のほうまでそういった情報が、扱っている魚の資源の状況等、なか

なか広報が行き届いていないということは確かにあると思いますので、これからそういった点に

も目を向けて、資源管理を努力している取組に対する広報という形にもぜひ問題意識を持っても

らいたいというふうに思います。どうもありがとうございます。

それでは、時間も進んでまいっておりますので、次の議題に進んでよろしいでしょうか。

それでは、次第の議題（３）その他に移りたいと思います。その他での部分ではございますが、

今まで議論をいただいたマガレイ、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

種について検討を行っているということでございますので、事務局から概略の説明をお願いいた

します。

○事務局（大槻）

すみません、資料はちょっと配付していのですが、先ほど私のほうから先月の29日に広域資源

管理検討会議を開催したと申し上げまして、実はその会議の中で、直ちにこれから広域資源とし

て検討するという位置づけではありませんが、サワラとウスメバルとサクラマスについて検討し

ております。具体的には、サワラ、ウスメバルにつきましては漁獲情報等を中心とした情報交換

を行っておりますし、サクラマスにつきましては、川から海に下った幼魚につきまして、幼魚の

回遊を把握するために山形県、秋田県及び青森県の３県が連携して海面の調査を実施したという

ことが報告され、意見交換を行っております。当新潟漁業調整事務所といたしましては、今後も

広域資源管理検討会議の中で北海道及び本州５県の皆さんと漁獲情報等の共有とか意見交換を進

めていきたいと考えております。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいま本部会で検討している魚種以外の魚種の検討状況といいますか、情報共有をしている

ということについて説明がございましたが、この点について何かご意見、ご質問等ございますで

しょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員
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サワラについては、先ほどちょっと話題に上っておりましたけれども、日本海の北部での出現

といいますか、そういうことで、それと今度は資源管理ということですが、もうちょっと詳しく

差し支えなかったら教えていただけたらと思います。つまり、余り食文化がないところにサワラ

が行ってしまっているらしくて、何かもったいないみたいなことが東日本ではあって、そうする

と、それはまた今度、管理しなきゃいけない状況なのか、お願いいたします。

○事務局（大槻）

サワラについて、漁獲情報の交換をするということで、青森県から富山県まで去年のどれぐら

いの漁獲量があったかを交換しているんですけれども、きっかけは山形県から話があって、 近

サワラの漁獲がふえているので、今後資源を有効利用するために各県で何ができるか考えたいと

いうことがありまして、各県で何ができるかというステップに行くまでに、まずは各県において

どのような獲られ方、漁業種類とか、漁獲量についてまずは交換をしよう、という趣旨で意見交

換をやっているところです。まだ情報交換をしている段階です。

○清野委員

ありがとうございます。危機的というよりは、むしろ積極的に獲れたものを活用するという情

報ということで、ありがとうございました。

本当にサワラの話とか、いろいろな魚、断片的にこういう中に出てくると、いろいろな水産の

プロパーじゃない会議で話題になることがあるんですけれども、そのあたり、気候とか漁場の変

更とかでどんなふうになるのかというトピックがわかりやすいところがあると、ちまたの話題の

精度が上がるのかなと思っています。つまり食文化が違うところに行ってしまったサワラとかブ

リが猫またぎになっているらしいとかというのは、多分改善されていると思うんですけれども、

何かそんなことも今後、気候変動への適応なのか、わかりませんが、そういう点でも全国的な情

報共有ができればと思っております。

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。

今後そういった情報についても、例えば漁獲状況等の情報交換を今されているようですが、例

えば今現在での獲れたものの利用状況とか、そういった情報も収集をして、できるものであれば、

公開もされていくような情報で検討されてはどうかというふうに思います。

ほかに何かご意見は。どうぞ。

○加藤委員
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山形県の加藤ですけれども、今、清野委員のほうから山形県のほうのサワラの話がありました

ので、正直、サワラという魚を我々も山形県で獲れたものを見るようになったのは確かに本当に

10年内のことですよね、 近の。それで正直、サワラについては、山形県民はなじみがなかった

ので、余り食べ方を知りません。何となく西のほうでは西京漬けにして食べているらしいとか、

たまに西のほうの味噌粕漬のものをお歳暮なんかにいただいて、これがサワラの西京漬けかとい

うようなこと、そういうことはあるんですけれども、まだ一般的ではありません。ただ、今、山

形県ではなるべく鮮度管理をして、神経締めして、主に県外のほうに出荷するという。どうも山

形県では確かにぱっとしない魚なんですけれども、どうも西の方にいくと珍重されているという

ことなので、今はとにかく鮮度管理をして県外に出荷して、ある意味外貨を稼ごうというふうな

取組をしております。

ただ、大きいものは非常に商品価値が高いんですけれども、皆さんおっしゃるようにサゴシと

いうサイズですか、小さいサイズも獲れてしまうんですよね。これはちょっと残念なことなんで

すけれども、実は陸から釣り人がルアーで大量にサワラの小さいのを釣っているんですよ。とこ

ろが、やっぱり食べ方を知らないし、食べる習慣がないものですから、釣り人たちが大きいサワ

ラは持っていくんですけれども、小さいサワラは投げてしまうんですね。ぶん投げてしまう。せ

めて放流してほしいなと思うんですけれども、ちょっとそんな状態がありますので、釣り人には

持ち帰らないんだったら放流してくださいと。多分、ルアーにかかっている魚だから、放流すれ

ば助かると思うんですけれども、そんなふうな活動もこれからしていかなくてはならないのかな

と。幾ら今いっぱいいるからといって、小さいサゴシクラスをぼんぼん獲って捨てていれば、ま

たいなくてしまう可能性もありますので、その辺はちょっと注意していきたいなというふうに考

えております。

○橋本部会長

ありがとうございました。大変貴重なご意見をありがとうございました。

それでは、その他の魚の現在の情報について、ほかにご意見はございませんでしょうか。

市山委員。

○市山委員

魚種３つ上がりましたけれども、サワラ、ウスメバル、サクラマスとありましたけれども、サ

クラマスについては余り今までテーマに取り上げたことがなかったようなんだけれども、どのよ

うなことを考えているのでしょうか。

○橋本部会長
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事務局から何かありますか。

○事務局（大槻）

サクラマスについてなんですが、きっかけが日本海側で漁獲されるサクラマス、北海道から例

えば富山県までですね、漁獲量が過去に比べてかなり減っていると。その減り方がマガレイとか

そういうのではなく、環境省のレッドリストの準絶滅危惧種に指定されるほど減っておりますか

ら、これを何とか少しでも資源をふやす方向で何かできないかということがきっかけでございま

す。

先ほどの広域資源管理検討会議の中で、山形県を含め、サクラマスをふやせないかという提案

があって、関係各県で何かできないかという議論を今しているところです。その議論を進めるに

は情報が不足しておる、特に海面でどのように回遊しているかとか、海面の生態はまだ調べるべ

き内容が多いですから、まず広域資源管理検討会議の中で海面でのサクラマスの実態を情報共有

しようとしているところです。それで各県でサクラマスに関する情報が蓄積されて、関係各県、

広域資源管理検討会議の中で、各県で何ができるかについてわかってくれば、今、委員ご関心の、

何をするかというのがはっきりしてくると思います。

今はとりあえずサクラマスの生態の解明について、先ほどちょっと申し上げましたけれども、

関係各県で実態調査をしようというところでございます。

○橋本部会長

よろしいですか。市山委員。

○市山委員

ぜひひとつ、今までなかなか取り上げられなかった魚なんですけれども、北海道の日本海側、

東北もそうですけれども、日本海側はやはり春にはサクラマスからスタートするというのが本当

なんです。それから、先ほどお話のあったケンサキイカですか、そのイカとそれからサクラマス

なんですよ。北海道の日本海ではサクラマスだけで春を過ごすぐらい漁獲があったんです、本当

の話を言うとね。でも、増養殖に一生懸命になったんだけれども、この魚はサケと違って、サケ

はふ化する寸前に遡上してきて、それを捕らえてすぐふ化させるんだけれども、サクラマスとい

うのは春から川へ遡上して、出たり入ったりしているうちに、親魚を確保しているうちに親が疲

れてしまって、ろくな子どもが獲れないということで、池産系にしたんですね、遡上系から。確

かに言うことは聞いて、いいものはできるんだけれども、解決が悪いというのか、生産が悪いと

いうのか、海へ行った途端に資源が激減してしまったということで、今回、病気のつきやすい魚

ですから、特に。北海道でもどうもかなりこれに力を入れてきたんです。でも、道の力と民間の
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力だけではなかなかそれを乗り越えていくことができないんです。

今回水産庁でそんな考えをもし持ってもらえるなら、秋サケはやはり水産庁の力ですよ、今ま

でふやせたのは。ですから、力の入れようがやっぱり力不足といいますか、そういうものがある

ので、ぜひうちのほうでも日本海、特に北海道といえばサクラマスのメッカですから、どんな資

料でも提供しますので、ぜひひとつ進めていってもらいたいと思います。

○橋本部会長

ありがとうございます。力の入ったご要望と受けとめて、確かにサクラマス、今現在情報を集

めているこういった魚種の中で、今後また一歩進むような状況になれば、またそういった情報も

この会議の中で提供していっていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、時間もございますので、ここら辺でその他の広域魚種についての情報を終了しまし

て、その他として、事務局から事務連絡などあったらよろしくお願いいたします。

○事務局（大槻）

事務局から次回の北部会の日程につきまして、事務局としましては来年の11月ごろの開催を予

定しておりますが、あらかじめ部会長と相談の上、委員の皆様にご予定を伺いたいと考えており

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した。

後にこの場でどうしても一言という方がもしおられましたら、 後に一言ご意見をお願いし

たいと思いますが、もうよろしいでしょうか。

大体与えられた予定の時間を多少過ぎておりますので、それではないようでしたら、本日の日

本海北部会はこれにて閉会をしたいと思います。委員各位あるいはご臨席の皆様におかれまして

は、大変長時間貴重なご意見などをいただき、ありがとうございました。

なお、冒頭に議事録署名人として指名をさせていただきました青森県の角田委員、それから大

臣選任委員の伊藤委員、このお二方におかれましては、後日事務局から当部会の議事録が送付さ

れますので、署名のほうをよろしくお願いいたします。

それでは、大変長時間ご苦労さまでございました。これをもちまして、日本海・九州西広域漁

業調整委員会第23回日本海北部会を閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

閉 会


