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１．開催日時

平成２６年１１月１７日（月）１３：００～１４：１７

２．開催場所

三田共用会議所３階 大会議室

（東京都港区三田２丁目１－８）

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】

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

但島海区 吉岡 修一

鳥取海区 生越 日出夫

島根海区 肥後 和雄

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 川越 一男

漁業者代表 濱村 尚登

学識経験者 安成 梛子
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４．議題

（１）資源管理のあり方検討会の概要について

（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（桝田）

定刻となりましたので、ただいまから、日本海・九州西広域漁業調整委員会の第23回日本海西

部会を開催させていただきます。

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、まこと

にありがとうございます。

申しおくれましたが、私、４月から事務局であります境港漁業調整事務所の資源管理計画官を

しております桝田と申します。よろしくお願いいたします。

本日は、委員数15名のところ、京都府海区漁業調整委員会の互選委員の西川委員、大臣選任委

員の濵田委員及び清野委員が、事情やむを得ずご欠席されておりますが、過半数を超える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、本部会は成立していること

をご報告いたします。

続きまして、交代のありました委員のご報告をいたします。

大臣選任委員の野村委員、田中委員から、金子委員、濵田委員に交代されました。

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。

本日は、もう年末も近づく中、お忙しい中、委員の皆様、来賓の方々におかれましては、出席

を賜りまして、まことにありがとうございます。

さて、本日の部会では２つの議題が用意されているとのことでございます。

最初に「資源管理のあり方検討会の概要について」という議題について、説明をいただくこと

になっております。

続きまして、「広域魚種の資源管理について」の説明をいただくことになっておりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、議題に入ります前に、先ほど事務局から報告がございました、部会としては初めて

ということですので、新委員について、本日ご出席をいただいております金子委員から、一言ご

挨拶をいただきたいと思います。
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金子委員、よろしくお願いいたします。

○金子委員

ただいまご紹介いただきました、東洋漁業の金子でございます。初めてのことで、まだわから

ないことがたくさんありますけれども、どうぞ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、まずお配りしている資料の確認を、事務局からお願いいたします。

○事務局（桝田）

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は、議事次第、次に委員名簿、次に出席者名簿、次に配席図、

次に資料１が「資源管理のあり方検討会取りまとめ」、次に資料２－１ですが、「平成26年度資源

評価票（ダイジェスト版）」のアカガレイ、資料２－２がズワイガニになります。次に資料３－

１が「広域資源管理の取り組みについて」。次に資料３－２が改良網のポンチ絵でございます。

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

がありましたら、その都度、お手数ですが事務局にお申しつけください。

それでは、橋本部会長、引き続き議事進行をよろしくお願いします。

○橋本部会長

それではまず、部会の事務規程第11条にございますように、後日まとめられます本部会の議事

録の署名人を、冒頭に選出しておく必要がございます。事務規程では、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、私のほうで指名をさせて

いただきます。

今回の部会議事録の議事録署名人としては、府県互選委員のほうから生越委員、大臣選任委員

のほうから金子委員、このお二方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、早速ではございますが、議事次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。

議題の（１）の、「資源管理のあり方検討会の概要について」でございます。水産庁管理課の

城崎課長補佐から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○事務局（城崎）

水産庁管理課の城崎でございます。どうぞよろしくお願いします。

すみませんが着席して説明させていただきます。
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資料、お手元の１をご用意いただきたいと思います。

資料の１としまして、縦置きの資料になりますが、この３月に水産庁に設置されました資源管

理のあり方検討会取りまとめの全文をご用意をしております。

本日はこの部会では、あり方検討会の趣旨ですとか経緯についてご説明させていただきまして、

今後の取り組みにつきましては、あす、また本委員会のほうで、詳しくご紹介したいと思ってお

ります。

まず、１ページめくっていただきますと、Ⅰで、検討会の趣旨が書いてございます。読ませて

いただきますけれども、「水産資源は、適切な管理により持続的な利用が可能な資源であり、そ

の適切な保存と管理は、国民に対する水産物の安定供給の確保や水産業の健全な発展の基盤とな

る極めて重要なものである。

しかしながら、我が国の漁業生産は、かつてマイワシの豊漁等により支えられ、１千万トンを

越える水準にあったが、その後のマイワシ資源などの減少や遠洋漁業からの撤退等により2010年

には531万トンまで減少し、その後も東日本大震災の影響等もあり500万トンを下回る水準になっ

ている。こうした状況のなかで、水産日本の復活を果たすためには、世界三大漁場と言われる我

が国周辺水域の恵まれた漁場環境を活かしながら、水産資源の適切な管理を通じて、水産資源の

回復と漁業生産量の維持増大を図ることが緊要な課題となっている。

このため、本年３月に水産庁内に有識者から成る「資源管理のあり方検討会」を設置し、今後

の資源管理のあり方について検討を行うこととした。」、これが検討会の趣旨でございます。

そして、検討の経緯としますと、Ⅱのところにア、イ、ウというふうに書いてありますけれど

も、１つ目がアとしまして、漁獲可能量（ＴＡＣ）制度や資源管理指針、計画体制等、現行の資

源管理に関する現状と課題。イとしまして、個別割り当て（ＩＱ）方式または譲渡性個別割り当

て（ＩＴＱ）方式の我が国への導入ということで、政府の公的管理と漁業者の自主的管理を高度

化して両者の連携を確保するということが一つの課題でありました。

そして、ウとしまして、資源が回復しつつあるマサバ太平洋系群や、資源が悪化している太平

洋クロマグロ、スケトウダラ日本海系群、トラフグに関する資源管理の進め方について議論して

おりまして、特に資源が低位あるいは減少傾向にある魚種を、より効率的に管理することにより

生産を増大させる、そういう課題を持って議論がされたわけでございます。

そして、この資料の一番最後のほうに、別紙１と別紙２がつけてございます。別紙１のほうは、

これまでの資源管理の検討会の開催の経緯でございます。

まず３月24日に第１回目の検討会を開催いたしました。そこでは水産資源の状況及び資源管理
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施策の現状について、それとクロマグロ、スケトウダラ、トラフグ等を事例とした資源管理の現

状と課題について、総論的に資料を提示してまいりました。

そして、第２回目の検討会では、ＩＱ、ＩＴＱに関するフリートーキングと、スケトウダラ、

マサバの資源管理について議論してまいりましたが、実際に漁業に従事している方を参考人にお

招きをして、可能な限り実態に即した議論を行う観点から、スケトウダラにつきましては底びき

網漁業の全国団体の方、それと北海道の漁業者代表の方にお越しいただいてご意見をいただきま

した。また、マサバにつきましては北部太平洋まき網の団体の方、それと茨城の漁業者の代表の

方にお越しいただいて、参考人としてのご意見をいただきました。

そして、５月に開催されました第３回の会議では、太平洋クロマグロとトラフグの資源管理に

ついて、それと、資源管理計画の取り組みの推進について、そして、今後の取りまとめに向けた

進め方について議論をいたしました。クロマグロにつきましては、同様に参考人としまして、大

中型まき網の代表者の方と沿岸漁業の代表者の方にお越しいただいて、ご意見をいただきました。

そして、トラフグにつきましては研究機関の方、それと日本海ではえ縄漁業を営んでいる方によ

る団体の代表の方、それと福岡県と山口県の漁業者の代表の方にお越しいただきました。

そして、６月に開催されました第４回の検討会では、ＩＱ、ＩＴＱにつきましてそれぞれの推

進派と慎重な方のご意見をいただきました。そして、取りまとめの骨子案についても議論をして

まいりました。

そして、第５回の検討会では、取りまとめ案について議論を行い、また、取りまとめを踏まえ

た今後の対応について議論をいたしました。

その第５回の検討を踏まえて取りまとめられたものが、本日のこの取りまとめ全文でございま

す。

そして、会議はその次の別紙２にありますとおり、こちらのほうには資源検討会の委員の名簿

をつけております。全部で12名の方でありますが、資源管理の専門家の方、都道府県の代表の方、

関係業界の方、有識者の方。検討に当たっては、現場の事情に精通した実務者や研究者を委員に

含めて議論をしてまいりました。そして、資源管理の施策につきましては、資源管理指針・計画

体制の効果について漁業者みずからが評価、検証を実施するということ、そして、ＴＡＣイコー

ルＡＢＣを原則として、ＴＡＣを補完する管理措置や、事業者への影響緩和を検討するというこ

と、ＩＱ方式の活用のために、実施可能な魚種、漁業種に対して試験的に同方式を実施するとい

うこと、またＩＴＱ方式の我が国への導入については問題も多く、時期尚早であるということの、

資源管理施策についての取りまとめが話されたところであります。
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また、個別魚種につきましては、マサバ太平洋系群、スケトウダラ、太平洋クロマグロとトラ

フグについてありますけれども、この日本海・九州西の委員会に特に関心の強い、太平洋クロマ

グロにつきましては、2015年以降の未成魚の漁獲上限を4,007トンとして、漁獲モニタリングを

実施しつつ、全国を６ブロックに分けて警報等を漁業者等に発信しながら管理していくというこ

とと、トラフグについては関係漁業者等が参画する横断的な検討の場を設けて、統一的な方針の

もとで資源管理を推進していく、このような提言が話されたところであります。

この委員会に関係の深い事項につきましての今後の取り組みについては、明日開催されます本

委員会のほうで詳しくご説明したいというふうに考えております。

以上でございます。

○橋本部会長

どうもありがとうございました。

ただいま趣旨、あるいは経緯、５回の資源管理のあり方検討会の概要につきまして、説明がご

ざいました。

明日の委員会で今後の取り組み方向等について、さらに詳しく説明があるということでござい

ますが、本日の説明についてご質問等がございましたらお願いいたしたいと思います。どなたか

質問とか、ございますでしょうか。

よろしいですか。どうぞ。

○川越委員

一言、ちょっと。

今、あり方検討会で議論になっているのは、マグロ、スケトウ、トラフグと、３魚種が主に検

討されているわけですが、この後の魚種というか、あとＴＡＣの我々に関するところのズワイガ

ニとかそういうことの方向性はあるんですか、まだ検討される。

○黒萩室長

今回の資源管理のあり方検討会の取りまとめに当たりましては、モデル的に４魚種をというこ

とでございまして、一つが、資源が長年の取り組みで上昇しつつあるマサバの太平洋系群、それ

から資源が低位な状況にあったり、減少傾向にある太平洋クロマグロ、スケトウダラ、それから

トラフグといった、この４魚種をモデル的に捉えてやったということでございまして、この４魚

種というのはそれぞれ特徴がございまして、その資源の管理の方向性というものを、このあり方

検討会で示していただいたことについて、具体的にそれを今後進めていくということをもって、

ほかの魚種への、例えばＩＱをどう応用していくかであるとか、資源が低位になってＡＢＣとＴ
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ＡＣのバランスが失しているスケトウダラのような資源に対してどういうふうな処方箋があるか

とか、それとかトラフグのような栽培魚種であって、なおかつ多くの沿岸漁業によって、20を超

えるような沿岸漁業によって採捕されている資源管理をどうすればいいのかといったようなこと

が、今後の対応の中で出てくるということを考えてやっております。

具体的に、じゃ、次はどの魚種をターゲットに挙げて、例えば今おっしゃったようなズワイガ

ニ漁業についてどうしていくかというようなことについては、現時点ではまだ、やると、それを

個別魚種としてやるということにはなっておりません。資源が非常に低位にあって、割と定着し

ている資源であって、そういうものにどういうふうなアプローチをしていけばいいのかというこ

とは、現在の取り組みも踏まえて今後の検討ということになろうかと思います。以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。よろしいですか。

ほかに何か質問等ございますでしょうか。

当部会に関係するのは、今回検討の対象になった魚種は、クロマグロ、トラフグですね。明日

の委員会でも今後の取り組み方向について、さらに詳細に、今回検討した対象魚種については説

明があるということでございますので。

よろしいですか。

それでは、議題の（１）を終えまして、次の議事次第に従いまして進めさせていただきたいと

思います。

議題の（２）は広域魚種の資源管理についてでございます。

まず最初に日本海西部アカガレイ、次に日本海西部ズワイガニ、これらの資源状況について、

本日出席をいただいております日本海区水産研究所の資源管理部、銭谷部長さんから説明をお願

いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○銭谷部長

日本海区水産研究所の銭谷と申します。

アカガレイとズワイガニについて説明させていただきます。資料につきましては、お手元にあ

ります資料２－１がアカガレイ、資料２－２がズワイガニということになります。

座らせて、説明させていただきます。

平成26年度資源評価票（ダイジェスト版）というものが10月末日に一般の方にも見られるよう

になっておりまして、これがその資料に当たります。
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アカガレイにつきましては９割以上が底びき網で漁獲されております。1980年代後半に減少し

て、1992年には沖合底びき網の漁獲量が1,405トンと最低となっております。１枚めくった図の

一番上のところに、その91年からの図が出ております。総漁獲量もほぼ同じような動きを見せて

おりまして、2013年は5,454トンということになっております。

資源の評価をしております。その評価方法なんですが、日本海全域におけます沖合底びき網の

漁獲成績報告書から求めました資源密度指数から資源の水準、多い少ないですね、これと動向、

減ったふえたの判断をしております。それから、加入状況等、子供がどのくらい加入してきたか

ということを、新規加入量調査というものを石川県、京都府及び兵庫県さんからのデータをもと

にして、卓越年級が出現したかどうかを考察しております。

アカガレイは非常に寿命が長いので、１回でも卓越年級が出れば、かなり漁獲量を多く維持で

きるというようなことがございますので、加入の状況を重視しております。

資源状態について説明いたします。

中ほどの図の右側に沖合底びき網の資源密度指数という図があります。グラフの中に低位、中

位、高位というような文字が振られておりますが、そのように水準を分けておりまして、2004年

から水準は中位となっております。それから、直近の５年の変動を見ておりまして、この変動自

体はそれほど大きくなく、横ばいの傾向となっておりまして、まとめますと、水準は中位、動向

は横ばいということになります。

それから、2014年の調査結果では、その左の図ですね、小型個体の採集数というのがあります。

2002年から出ておりますけれども、これは、ここに出てきた数字が３年後には漁獲される対象の

魚となりますけれども、2014年の結果では漁獲加入が低下した可能性がある上、依然として新た

な卓越の年級は確認できていないということになっております。

資源の状態は以上です。

それから、アカガレイにつきましてはＡＢＣというのも算定しております。これは漁獲量と先

ほど言いました資源の密度数の変化等を考慮して計算する方法なんですが、2015年のＡＢＣにつ

いては4,900トンというのが値として示してあります。

アカガレイは以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。ズワイガニも引き続き説明をお願いいたします。

○銭谷部長

それではズワイガニも引き続き説明させていただきます。
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日本海西部海域のズワイガニということで、この平成26年度資源評価票ダイジェスト版の中の

Ａ海域という海域、富山県以西に当たりますが、それについての説明をさせていただきます。

Ａ海域では沖合底びき網での漁獲が非常に多いです。この日本海系群の漁獲量のほとんどは、

もともとがＡ海域が占めておりまして、全体では1970年以前にはＡ海域、Ｂ海域それぞれ両海域

合わせて１万5,000トンありましたが、90年代初めに2,000トン以下に減少しております。詳しく

は１枚めくった漁獲量の図を見ていただきたいんですけれども、2,000トンに減少した後、その

後は増加傾向を示していたんですが、2013年には3,900トンというレベルに達しております。

資源の評価方法です。資源の水準については、水準は沖合底びき網の漁獲統計から求めました

密度指数というものから判断します。資源の動向につきましては、トロール調査を用いておりま

して、その調査結果から推定資源量を求めまして、推定資源量の変動によって動向を判断したり

ＡＢＣを算定したりしております。

資源の状態ですが、左の一番下のところに資源密度指数Ａ海域というのがございますが、70年

から2013年まで示していますが、これを見ていただくとわかりますとおり、資源水準は現在中位

というところにおさまっております。

それから、トロール調査の結果を示したのが、その資源密度指数の図の上のところですが、こ

れが動向については、５年間を見た限りでは減少と判断しております。ただし、漁獲圧等につい

ては、長期的には減少傾向にあるというふうに解釈しております。

それで、Ａ海域は資源の管理を発動しなければいけないという基準がありまして、これが漁期

後の11でＳ資源量の2,400トンというのがそれに当たりますが、2014年のその値は3,200トンであ

りまして、管理を発動しなきゃいけないというような量を上回っております。それから、2013年

から2017年までの平均的な加入の状況を仮定した中で漁獲量や、加入のもとでは現状の漁獲圧を

維持することで親魚量の維持及び増加が可能というふうに予測しております。

Ａ海域につきましては、次の図は、非常に見にくくなっておりますので、表をちょっと、一番

最後のほうにちょっと若干わかりやすく示していますが、2015年ＡＢＣ（Ａ海域）というのがご

ざいます。それで一番右側のところ、2015年ＡＢＣ、雌雄合計と雄、雌合わせたものを６種類ほ

どの値を示しております。それぞれのシナリオでどのようなＡＢＣであるかということを示した

ものです。複数のシナリオを示すことによって、皆様がどのように管理するかということを選択

していただくということで、このように複数の値を示しております。1,600トンから、最大は3,5

00トンまでがＡＢＣとして提示しているものでございます。

ズワイガニにつきましては以上です。
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○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいまアカガレイ、それからズワイガニの資源の状況について、ダイジェスト版を使って説

明がございました。

どちらの魚種でも構いませんが、何かご質問等ございませんでしょうか。

森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

このズワイガニなんですが、今Ａ海域とＢ海域で資源の水準が高位と中位ということで、動向

としてはいずれも減少傾向ということですが、この底物の資源というのは、寿命は10年以上と書

いてありますが、この資源の変化というのは単純な考えなんですが、どうして起こるんですかね。

漁獲圧が高かったために少なくなったというのか、自然に何かそういう増減を繰り返しているの

かということなんですけれども。

私どもはまき網なんですが、回遊魚ですので、どこかにいるだろうというような感じはするん

ですけれども、底物がそう大きく上がったり下がったりというのが、何かちょっとよくわからな

いんですけれども。

○銭谷部長

10年以上の寿命があります長い生き物です。そういう生き物はえてして親となるまでに非常に

時間がかかります。そのため、漁獲圧を多くすれば資源量は減っていくというような傾向が出や

すい生き物です。

ただし、ズワイガニは卵から生まれて、孵出されて、浮遊期がありますので、海洋環境の影響

も多少は受けます。着底するまでの間に死亡してしまう場合もあります。例えば日本海側、西側

から海流に流されて、そのままずっと流されてしまったらもとの場所に戻れませんが、逆の流れ

がちゃんとあるときには戻ってこられるというような、そういうメカニズムがあります。そうい

うわけで、多少の変動もありますが、大きくは漁獲圧の影響が、大きな影響があると思います。

それから、浮き魚と比べますと、資源の変動自体はそれほど大きな幅はありません。マイワシ

とかに比べたら全然小さいものですので、確かに変動はありますけれども、この、１回下がって

上がったというのは、管理がうまくいったり、保護礁ができていたりとか、いろんな条件が重な

って戻ったと、その結果としての増減だと私は考えております。

○森脇委員

日本がＥＥＺを引いたときに、以前は領海12マイルの近くまで韓国が刺し網をひいていまして、
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周年操業してきたということがありまして、それからは漁獲圧力が随分減っているというふうに

思うんですが、日本も漁期を決めてきちっとやっていますし、そのことから考えれば、かなり資

源管理というのはなされているんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○銭谷部長 近年は管理は非常によくなされていると思います。漁獲圧につきましては長期的に

は減少傾向にあるのは間違いないというふうにダイジェスト版のほうにも書いておりますけれど

も、そうなっております。ただ、ＥＥＺを引いたのが70年代後半でしたかね、それまではやはり

漁獲圧も非常に高くて、どんどん資源が減少していく傾向が見られておりまして、それから何と

か脱していくまでに数年かかって、それから回復したというのが現状ではないかと思います。

○橋本部会長

よろしいですか。

このズワイガニについては、確かにそういう漁獲圧は昔に比べれば随分減った魚種だとは思う

んですけれども、やはり生まれた小さい稚ガニの浮遊期の環境の状況の変化とか、そういった点

もうまく時代でぴったり合えば、もうちょっと資源の傾向自身も、中位、低位の水準だけれども、

傾向としては横並びか、あるいは増加傾向か、そういうふうにもなるんじゃないかなと思いまし

て。ただ漁獲圧だけの問題じゃなくて、やっぱり海洋環境の影響というのは、相当こういう底生

の浮遊生物期がある生物にも影響を与えることがあるんじゃないかなというふうに、個人的には

思っているんですけれども。

○肥後委員

ズワイのことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、グラフが示されておりますけれ

ども、漁獲量のグラフの下に資源密度指数のグラフが並べてついておるわけですけれども、資源

密度は90年ぐらいに一番低い状態から2010年以降にかけてかなり増大、密度としては上がってき

ていると。ただし漁獲量は、この一番密度の低い時期に非常に高い漁獲数を維持して、密度とは

逆に、近年漁獲量は相対としては減っていると。

この辺について、資源の動向としては減少傾向という評価を全体にされているわけですけれど

も、密度は20年にわたって増大しつつある、密度指数としては上がってきていると。この辺の密

度指数の動向と、先ほどちょっとお話にあった漁獲圧の問題、この辺について何かお話ししてい

ただけることがあれば、この辺のグラフのことがより、意味がよくわかってくると思うんですが、

いかがでございましょうか。

○銭谷部長

この図は、全部合わせてしまった図ですよね。例えば雌ガニ、雄のカタガニとか、そういうふ
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うなことを合わせてしまっています。ですから、本来でしたら漁獲の価値の高いカタガニとかを

漁獲するようになればよいということで、近年はそのような傾向が高いときにとりまして、雌を

保護することや、やわらかいカニ、脱皮したばかりのカニをなるべくとらないようにするという

ようなことで、逆に漁獲量もふえていくような結果になっていると思います。この１枚の資源密

度指数という中では見切れない部分は確かにあります。

○橋本部会長

よろしいですか。

確かにちょっとぴんと、この傾向がすとんと入ってくるには、いろんな要素が全部混ざっちゃ

っているグラフだということですので、なかなか資源関係の頭がないとぴんと入ってこないかも

しれない。

すみません、吉岡委員。

○吉岡委員

私は説明が、なかなか、頭が悪いのかしりませんけれども、納得がなかなかしにくいと思うん

です。よく漁獲圧だとか何とか言いますけれども、今の現実の操業の仕方は、ズワイについては

隠岐北方を中心とした操業が80％か90％、それから京都、あるいはまた福井、石川というような

ことで操業なされているわけございますけれども、毎年、減少傾向、減少傾向というふうなこと

が盛んに叫ばれるわけでございますが、漁業者自体は死に物狂いで資源管理については努力をし

つつあるわけでございます。

ことしにおきましても、雌ガニについては12月末でということで切ることに、実はいたしてお

るわけでございますが、私は調査の関係をもっと精密にやっていただきたいなという希望を申し

上げておきたいと思うわけでございます。恐らくことしも、私はよく但州の船長だとか船員とよ

く懇談をすることがあるわけでございますが、私は前にも１回申し上げましたけれども、韓国の

問題、もめておりますね。浜田沖のああした暫定水域の調査等につきましても、あるいはまた見

島沖につきましては徹底してもっと調査地点をふやしてやっていただきたいという要望を改めて

させていただきたいと思うんでございますが、ことしの場合でも、去年でもそうでございますが、

見島沖にいたしましても浜田沖にしましても、カニがやはりどういうわけか知りませんけれども、

昔からです、黒いからとりに行かないわけですよ。そういって、じゃ、資源がふえているかとい

ったら、全く資源はふえていない。網を入れていないのに資源がふえていないわけですよね。そ

してやっぱり、黒いから、価格的に安いからとりに行かない。

今だったら12月から操業が始まって、隠岐北方が中心なわけですよ。浜田沖とか見島沖は全く、
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１隻も行っていないというのが現状であるわけでございますが、毎年その場所に網を入れていな

いにもかかわらず、資源が全くふえない。それはなぜだろうかという、我々は前々からそういう

ことをお願いしておるわけでございますが、ですからもっと調査に５月からいつも出られますよ

ね。そういうところをもっと幅広く、数をふやしていただいて、調査をきちっともっと精密にや

っていただきたいなという希望を改めて申し上げておきたいと思うんでございますが、今、現時

点ではまずまずの漁があるわけでございますが、価格が反映しないから水揚げには反映されてお

りませんけれども、恐らくもうとれないようになる時期じゃなかろうかと心配を、実はいたして

おるわけでございますが、そういう実態でございますので、全体的な数字は漁獲されたものを集

計されて、こういうふうな図面に落とされておると思うんでございますが、そこらについてはい

かがでございますか。

○銭谷部長

漁獲のデータが反映していますのは、資源密度指数という、一番下のグラフになります。それ

で私ども、但州丸、兵庫県さんの船を使わせていただいて、調査を毎年やっております。そのデ

ータは資源量という形でここで示してありますが、確かに近年は資源量が若干減少しているとい

う傾向があります。これは漁獲開始される前のほうのデータも、一応この但州丸のデータで得ら

れるんですけれども、今はちょっと少ないんですけれども、あと２年後にはうまくいけばふえる

というような兆しも、その調査からは出ておりますので、ふえる可能性も若干あるということは、

この、今私どもがやっています調査ではわかりかけているということを、まず言わせていただき

たいと思います。

それから、黒いカニという表現がございましたね。黒いカニというのは恐らくかなり高齢化し

た雌のカニで、カニ山ができるほどの現存量があるということで、それは全然値段がつかないよ

うなカニのことだと思うんですけれども、それにつきましては、調査の中に入ることもあるんで

すけれども、資源としてはもう終わっているというふうに考えまして、調査のデータの処理の中

には入れていないということがあります。

それから、調査数をふやしてほしいというご要望、実はこれはありがたいご要望でして、でき

ればやりたいんですけれども、今人員がそんなにいない中で、一月にわたる調査を組んでおりま

す。そういうわけで、ご要望をいただいてすぐに応えられるかどうか、ちょっと回答はできませ

んけれども、ありがたいご指摘として承りたいと思います。

すみません、終わりです。

○橋本部会長
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ありがとうございました。

この資源量のほうの調査は、但州丸の１カ月間のだけでしたっけ。ほかの県の用船は使ってい

ないんでしたっけ。

○銭谷部長

同時にＡも並行調査をやっておりますけれども、それぞれの船で調査の能力が違いますので、

それをちゃんと比較した上でデータとして組み込んでいきたいと思っていますので、ちょっと時

間がかかります。

○橋本部会長

今のお話では、もう数年すると少し資源量の増加傾向、今は減少する方向のＡ海域もＢ海域も

そうなんですが……。

○吉岡委員

一つお尋ねしますけれども、今おっしゃっていた、黒いカニというのは高齢化したカニなんで

すか。これは寿命はもうないんですか。寿命が短いんですか。

○銭谷部長

雌のカニが黒化して、ほとんどもう、産卵も終えて、１回産卵して孵出したのも既に終えて、

あとはもう死んでしまうばかり、あとは死ぬのを待っているというような状況のカニだというこ

とです。

○吉岡委員

私はそこらが、研究者と我々漁業者との意見がなかなかマッチしないところなんです。黒いカ

ニの、我々はヤケヤケというんですが、その場所を30年も50年も前から同じ場所しか、同じ場所

に行けば黒いカニしか揚がらないわけですよ。価値がないからとってこないわけですよ。だから

最終的に雌ガニが漁がなくなったら、そのカニでも持ち帰りますけれども、私は果たして高齢化

したカニかなという、不審を持っておる１人なんです。

きのうも私、船に帰っていて、結構ありましたけれども、そして沖にほっぽってくるんですよ。

最初はきれいなカニですが、網を打って打ってだんだん雌ガニがとれないようになってくると、

その黒いカニに変わっちゃうわけですよ。じゃ、その黒いカニはどこにおるかということなんで

す。だけど、浜田沖の北方だとか、見島沖といいますが、我々8795だとか97と言いますけれども、

あの辺は本当に黒いカニばっかりです。黒いカニなんです。だから、とれてもとりに行かないん

ですよ。それが１年、２年ならあれですけれども、何十年、同じ場所の、そうしたカニは同じ生

息している。
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だから私はそういうふうな但州でもそこらのほうまできちっと、もっと幅広く調査をしていた

だいて、そういうふうな結果を業者に、私は報告してやってほしいという思いがしております。

私は香住ですから、但州の船に乗り込んで、いろいろと船長や船員の皆さんとお話しするわけで

ございますが、私は船長に聞くと、新潟水手あたり、そういうふうな情報をふらないといけない

から船長に聞くのは私は遠慮して、船員に聞くわけですよ、ことしはどうだったんだと。いや、

この付近がどうでこうでと。私は船員から情報を、実はいろいろ学ぶわけです。船員は関係ない

から素直に答えてくれます、冗談半分に。私はジョギングしながらそういう連中と話をするんで

すが。

だから見島沖あたりは全くそうしたメスが入ってないわけですよ。調査でも前に二、三カ所ふ

やしますというような、この会だったと思うんですが、今でも黒いカニをとりに行こうと思った

ら、見島沖でとれます。だから私は、果たして高齢化という言われ方は、何か意にそぐわないん

です。だから、小さいものでもですよ、高齢化だし、まだ成熟して、黒いけれどもまともな大き

さのものも結構あるわけですから、金にならないからとりに行かないわけですよ。

だからそこらの資源を、これから私はもっと大事にしなきゃならないんじゃないかという思い

がするわけですから、そういうことを申し上げておるわけでございます。ことしは非常に、但州

に乗って出るとか出られたとかということを聞いておりましたけれども、だからそこらをどうい

うふうな、研究者は報告を上げておられるのかなという、私どもは不思議な思いが、実はしてお

ります。

○橋本部会長

漁業者の方が言われている黒いカニというのは、本当にかなり、見た目で赤い色が消えていて、

かなり黒色のほうが強いカニですか。

○吉岡委員

結構黒いですよ。真っ黒じゃないですが、いろんなやっぱり黒さがあります。しかし、外の甲

をまた料理に使う民宿の業者もおりますから、安ければそうしたものを使ったりもするわけです。

だから、身自体は身色だとか内子あたりはあまり味は変わらないんじゃないですか。

○橋本部会長

それは調査のデータ自身、先ほど部長さんから、調査の資源量のデータ自身には余り使ってい

ないというお話がありましたけれども、検体としてはちゃんとそういうものも上がってきて、実

際の大きさとか尾数だとか、そういうデータ自身はお持ちなわけですか。

○銭谷部長
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確かにおっしゃられたとおり、ものすごい量とれる場所があると聞いています。そうしますと、

資源量はものすごい量を推定してしまって、逆にそんなにいるわけではないだろうというふうな

ことで、ちょっとこのデータは使うのはやめておかなければならないであろうと判断して、デー

タとしては使用していないというのが多くて、それがいわゆるすすガニと言われているカニだと。

○橋本部会長

やっぱり漁業者とかそういう但州の船員の人とか、実際に調査操業したときに、感覚で、ここ

の調査地点ではこんな感じでとれたという、例えば沖底をやっている実際の漁業者の人の感覚と、

やっぱりこういう、ある程度捨象したデータとの結果で、実際のものとの認識というか、感じが

違うということは多分に起きてくると思うんですけれども、それもデータの示し方のほうで、今

部長が言われたようなものも、こういう地点ではこのくらいとれたという結果が、このグラフデ

ータや何かに入れるかどうかは別にしても、そういう事象については、何かしらそういう調査結

果でも、外に出すものに触れておかれたらどうかなという気はしたんですけれども。

まあ、私も実態と研究の数字がどのくらい乖離しているかについては分かりませんが。

○吉岡委員

いずれにしましても、私は黒いカニは、高齢なカニが黒いんだという、それについては大きな

抵抗を持っています。

○銭谷部長

現地でうちの担当の者も説明会をやっていますから、もっと細かいデータはそのときにも示し

ていると思いますので、そこら辺はもうちょっと確認をさせてください。

○橋本部会長

吉岡委員、よろしいですか。

○吉岡委員

幾らそんなことをどうって言ったって、研究者の考え方と我々漁業者の考え方とは非常に大き

なギャップが実はあるわけです。私も特にそんなことを言いましても、もう10年くらいになりま

すけれども、北海道のカニを兵庫沖に相当数放流をした経緯があるんです。そのものからいろい

ろと考え合わせてやってきたときに、じゃ、北海道のカニと兵庫のカニと接触させて、というふ

うないろんなことをし続けてきましたので。

だから私が今言いたいのは、浜田とか見島、韓国にとられたら困るんですが、新しいものを、

雄でもその中に入れてやればきれいになるのかなという思いもするわけです。兵庫の場合は、放

流したときに雄ばかりを放したんですが、雄ばかり放しても数はふえませんよと、盛んにいろん
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なところから言われてきたケースがあるわけでございますので、じゃ、その黒い中にまともなカ

ニをその中に放してやれば、きれいなカニがふえるのかなという、そこらまで、やっぱり研究す

るんだったら研究をやってもらわないと、これだけ資源が不足している、減少傾向であるという

ことになれば、我々漁業者としては将来を考えるためには、やはりそうしたものを研究家の中で

こういうふうになさったら資源はある程度横ばいにいきますよと、上昇傾向にいきますよと、そ

ういうふうな、やっぱりデータが正直言って欲しいわけですよ。

だから私はしつこく盛んに言っているわけですが、我々も兵庫県としてもいろんなことをやっ

てきましたよ、それは。北海道の方々にも笑われました。カニは10本の指があるから、放したっ

て京都に行くかもわからない、鳥取に行くかもわからない。そんなことを吉岡さん、よくやるな、

なんて言われたこともありましたけれども、そのかわり我々県のほうに出費をしていただいて、

カニをふやすためにはどのような努力をしたらいいんだというところまで、実は研究したケース

もあるわけでございますので、そういうこともやっぱり、だから調査地点をもっとふやして、私

はこの付近にはこれだけの数量があるんじゃないかというような、そうしたようなデータをいた

だきたいですよ。

○橋本部会長

よろしいですか。

○吉岡委員

結構です。

○橋本部会長

吉岡委員からは、調査の地点数の増加とか、今までのやられてきたズワイガニに関する調査に、

質的、量的にも改善の要望が出されましたので、ぜひ研究サイドのほうでも、そういう意見があ

ったとかいうことで検討をお願いしたいというふうに思います。

それでは、ちょっと長くなりましたが、アカガレイ、ズワイガニの資源関係についてはよろし

いですか。

では、よろしければ、この２つの広域魚種の資源管理につきまして、議題２のほうですが、日

本海西部アカガレイ、日本海西部ズワイガニ、この資源管理の取り組みについて、事務局から説

明をお願いしたいと思います。

○事務局（桝田）

アカガレイ・ズワイガニの広域資源管理の取り組みについてご説明させていただきます。

まず、お手元の資料３－１をごらんください。
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皆様もご承知のとおり、アカガレイの漁場はズワイガニの漁場と広く重複していることから、

漁業種類としても同じで、両種とも沖合底びき網漁業と小型機船底びき網漁業の対象魚種である

ことから、一体的な資源管理ということで取り組んでまいりました。平成14年からアカガレイ・

ズワイガニの資源回復を図るために、日本海西部アカガレイ・ズワイガニ資源回復計画を策定し、

関係者の皆様による漁獲努力量の削減措置等を取り組んできたところであります。

この従前の資源回復計画につきましては、平成23年度で終了しまして、平成24年度以降は、資

源管理・漁業所得補償対策に基づく資源管理指針、資源管理計画体制において、引き続き適切な

資源管理を推進してきました。今後も資源管理指針・計画体制のもと、資源管理を推進するとい

うことで、これまで実施してきた資源回復計画の取り組みを後退させないため、関係府県等が連

携して情報共有するための協議会を一昨年設置したところであります。協議会では国の指針や県

の指針、それに基づく資源管理計画の実施状況等を情報収集しまして、それを協議会で報告して

いただき、情報共有及び各指針、計画の連携を図っているところです。

今ご説明しました体制が資料３－１の下のフローチャートになります。

１枚めくっていただきまして、裏側になりますが、最近の会議の開催実績となります。昨年の

西部会以降の活動でございますが、９月に第４回協議会を開催しまして、各府県の操業状況、資

源管理、取り組み方針について情報交換を行ったところでございます。また、関係会議としてＴ

ＡＣ関係のズワイガニ特別委員会を挙げさせていただきました。

各府県の資源管理措置の取り組み状況については、資源回復計画以降も継続的に取り組まれて

いるものを、資料中段の表にまとめております。前年と内容変更等はございませんが、これ以外

にもズワイガニ（雌ガニ、水ガニ）については、関係府県及び業界間の協定などを通じて、操業

の実態にあった自主的な規制にも取り組んでおります。

また、資源管理の取り組みの広報活動として、新聞、テレビ、漁協パンフレット及びホームペ

ージにおいて、操業期間の短縮、保護区の設定及び改良網の導入等、漁業者が資源管理に取り組

んでいることをＰＲしています。

また、学校給食事業等での講演や研修会などでもＰＲをしております。

ここまでが資料３－１の説明になります。

本日はご多忙の中お集まりいただいておりますので、自主的な取り組みとして一つご紹介させ

ていただきます。

分離漁獲型底曳網の導入ということで、石川県、福井県及び京都府については、平成15年から、

小底を中心に導入してきた経緯がありますが、鳥取県、兵庫県の沖底が今漁期から全船使用とい
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うことで、改良網についてご紹介させていただきます。資料のほうが３－２のポンチ絵になりま

す。

目的としまして、ズワイガニの混獲を低減するため、水中でカニを排出する漁具（以下改良

網）が鳥取県水産試験場、兵庫県水産技術センターで開発され、開発調査センターによってさら

なる改良が行われました。改良網の導入によって、ズワイ漁期前の混獲死亡の軽減が大幅に期待

できます。

鳥取県方式の改良網については、図の１になりますが、上下２層で、下層部分の網底には穴を

あけており、海底にはうカニが網にかかっても、網底から逃げられるようになっています。同じ

く海底にいるアカガレイは、網が触れると浮き上がる習性がありますことから、網の上層部に入

りやすく、取り逃がしを防げるようになっております。

なお、2014年漁期開始までに鳥取県全船が導入済みであります。

効果につきましては、2012年９月から11月５日の標本船データをもとに、使用網別の投棄尾数

の調査結果を図２でご紹介させていただいております。通常使用している８から9.5節の網では、

１網当たり22.4から32.6尾に対しまして、８節の改良網では7.6尾と、66から77％軽減されてい

ます。

資料３－２の裏になりますが、兵庫県方式の改良網についてご紹介させていただいております。

兵庫県式改良網につきましては、図３となりますが、コッドエンド手前底部に段差をつけたス

リットを設けてあり、そこからカニが排出されるようになっております。入網時に遊泳している

アカガレイやハタハタは排出されず、そのままコッドエンドに入網します。

効果につきましては、2012年から2013年に県調査船において行われました改良網のカニ排出量

調査の結果を図４でご紹介させていただいております。改良網に入網した主要種の排出量は雌ガ

ニの70％、雄ガニの45％であり、一方ハタハタの84％、アカガレイの94％が網の中に保持されて

おります。

これはほんの一例ではございますが、こういったツールが今後ズワイガニの資源回復に貢献で

きれば、我々にとっても望ましいことと考えております。

簡単ではございますが、日本海西部アカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取り組み状況につ

いてご説明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。

ただいま事務局のほうからアカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取り組み状況、またズワイ
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ガニについては改良網の導入の事例等の説明がございました。

何か質問等ございますでしょうか。どうぞ。

○川越委員

今説明のあったとおりで、改良網の導入というのは全ての県が導入されてやっているわけです

が、実はしかし、現場の話になったときに、こういう改良網が出たんですけれども、これはみん

な小さいところの網目の改良網のことについてだけれども、実際カレイをとるときにはカニ網仕

様というようなものでやっている操業実態がある。ここらを本当は先行してやってほしかったと

いう部分があるわけですが、いずれにしてもこういうことを皆、業者、使うのは現場の船を預か

る漁労長の考えによって網の仕様があるわけで、やはり我々の指導というのはやっぱりそのこと

を、こういうことだからこうだと、こういう効果があるということをもっと現場に通達するとい

うか、そこらがないと、現場で使う選択をするのは漁労長の考え次第で、やはりより多くとりた

いという船長の考えがあると、なかなか全てにいかない。

使う者や使わない者があるとどうしても漁獲の差があったりということで、我々はやっぱりこ

ういう資源管理の取り組みということは、もう上のほうからきちっとやれと、皆さんが同じルー

ルでそういう網を使ってやれと。しかし漁法的にトロールと違って、１そうかけまわしというの

は、非常にオリジナルな漁法で、それぞれが個性があった漁具構成がある。そういう中で使い方

とか使いようというのが、選択がいろいろあってなかなか統一しにくいという部分があって、そ

ういうことからすると、やはりこういう資源的なことは上のほうから、きちっとやれということ

の強烈な指示をもって皆に統一させるということが必要だと思いますので、こういう資料、結果

に基づいて取り組めというふうなことを、もっと広域資源管理と、上だけが話している話ではな

しに、それを強烈に現場に啓蒙するということをやっていかないと、ここばっかりの、上ばっか

りの議論になって終わってしまうと。

非常にいい取り組みはしているんだけれども、実態がそういう実態かなというふうに思ってい

ますし、先ほどうちの吉岡会長が言った、老齢ガニの話ですけれども、資源管理ということで非

常に保護、増殖ということでいつも私は言うんですけれども、国はいろんな漁場造成をやってく

れる。しかしその結果が本当にいいものか、増殖はできているけれども、今吉岡会長が言われた

ように、老齢ガニがふえ過ぎだというようなことで、やはりＴＡＣで管理されている以上、１枚

何ぼというふうなことから、漁業者がいてもそういう価値のないものはとらない。そういうとこ

ろは資源評価には当たらないわけで、確かにそういうものでもとれば、漁獲報告量として上がれ

ばふえているんじゃないかというふうな判断がなされるわけですけれども、今後の資源管理の方
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策というところについては、やはりそういう老齢ガニの詳細なデータ、どうしてそういうふうな

保護造成をやっても、そういうものがふえるのか。ふえていたら、それは研究者は、ふえている

じゃないかというふうに一くくりでやられると、我々は非常に困る。

いろんなそういう保護造成の育成礁をするに当たっても、そういうことをやっぱり考えながら

やっていただきたいという思いですので、そこらの管理方策についてもよろしくお願いしたいと

思いますし、改良網のことについては、いいことだと言ったって、実際現場が、皆さんが使われ

ていないと意味がないということから、そこらを我々はきちっとした、やっぱりそういうふうな、

資源回復だということの目的で強烈に旗を振るということをやっていかなければ、いいことであ

ってもなかなかつながっていかないという、本当の実態があると思います。そこらも頭に置いて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○橋本部会長

大変貴重なご意見をありがとうございました。

こういう、改良網についても、大変膨大なデータ量とか、そういう試行錯誤を経て、こういう

一応の改良網ができ上がって、一部現場に導入されつつあるという中で、もう少しこの効果、せ

っかく調査で得た効果というものを現場に啓蒙しながら、その資源に対する効果がもっと最大に

なるような扱いをしていってほしいというご意見だったと思います。

管理の検討協議会等を通じて、さらに現場にこういう取り組みの結果が啓蒙されるような方向

で、事務局のほうもぜひ考えていただきたいというふうに思います。

それでは、大分時間も進みましたが、アカガレイ、ズワイガニの広域資源管理の取り組み状況

については、ご質問、もうよろしいでしょうか。

よろしいですか。

それでは、次第の次の議題、（３）のその他でございますが、せっかくの機会でございますが、

委員の皆様から何かございますでしょうか。

はい、どうぞ。

○川越委員

すみません、何度も。

実は今回テレビで小笠原諸島のサンゴの密漁ということで、中国船のことが出ております。実

は日本海も暫定水域のところについても、北朝鮮と日本とのＥＥＺ付近、そこらにも既に中国イ

カ釣り船等々あります、当然、中国２そうびき船もそこらに操業しているわけで、いずれにして

も日本海の暫定水域、彼らはやっぱりそこに魚がいるということを見れば必ずやってくる可能性
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がある。ここらを水際できちっと、中国船の監視、取締についてはきちっと水産庁のほうでやっ

ていただきたいと、今一度申し上げておきますので、そこはよろしくお願いします。

○橋本部会長

よろしいですか。

○竹葉所長

しっかり日本海暫定水域の取締に取り組んでいきます。最新船の取締船の白竜丸も今投入され

ておりますし、最新の機器でやっております。大和堆、北大和堆の状況についても承知しており

ますし、新潟漁調が中心に行っておりますが、境港漁調からも応援船を出して取り締まっており

ます。引き続き秩序ある操業となるように、資源保護を念頭に置いてしっかり取り組んでいきま

すので、また何かありましたらご連絡いただけたらと思っています。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。

それでは最後になりますが、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したいと

思います。

○事務局（桝田）

次回の部会につきましては、今後、部会長はじめ委員の皆様方のご都合をお聞きしまして、本

委員会との兼ね合いも見ながら検討の上、改めてご案内したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○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いては、また日程調整の

上、改めて委員各位にご連絡をしたしますので、よろしくお願いいたします。

それでは、大分時間も過ぎましたが、これをもちまして第23回日本海西部会を閉会させていた

だきたいと思います。委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力及び大変

貴重なご意見をありがとうございました。

なお、冒頭にお願いいたしました議事録署名人の生越委員と金子委員、このお二方におかれま

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いたします。

それでは大変長い間、委員の皆様、ご苦労さまでございました。

これで閉会をしたいと思います。

閉 会


