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１．開催日時

平成２６年１１月１７日（月）１５：２８～１７：０４

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】

山口海区 上野 知昭

福岡海区 本田 清一郎

佐賀海区 杠 学

長崎海区 大久保 照享

熊本海区 福田 靖

沖縄海区 山川 義昭

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 伊藤 保夫

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

①九州・山口北西海域トラフグ

②南西諸島海域マチ類

③有明海ガザミ

（３）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（佐藤）

それでは定刻の若干前ですが、全員委員の皆様がおそろいなので、ただいまから日本海・九州

西広域漁業調整委員会第26回九州西部会を開催いたします。

本日は、海区委員の鹿児島県の野村義也委員、大臣選任委員の漁業者代表の濵田憲志委員、学

識経験者の清野聡子委員が事情やむを得ずご欠席されておりますけれども、九州西部会の委員定

数である17名のうち、過半数を超える14名の委員のご出席を賜っておりますので、日本海・九州

西広域漁業調整委員会九州西部会事務規程第５条に基づき、本日の部会は成立していることをご

報告いたします。

また、本部会の事務局ですけれども、４月の人事異動により当事務所長の丹羽から森にかわり

ましたのでお知らせいたします。

それでは橋本部会長、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

橋本でございます。

本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、この九州西部会に出席をいただきましてあ

りがとうございます。また本日は水産庁から、隣におります黒萩管理課資源管理推進室長さん、

また独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所から、藤井増養殖部長さん、西海

区水産研究所から、田邊亜熱帯資源管理グループ長さん、吉村藻類・沿岸資源管理グループ長さ

んほか多数の方々が出席されております。

それでは議題に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。

○事務局（佐藤）

それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。

お配りしている資料でございますが、まず本日の部会の議事次第、出席者名簿、配席図、委員

名簿、資料１「資源管理のあり方検討会取りまとめ」。それからトラフグに係る資料ですが、資

料２－１－１、それから資料２－１－２、それから２－１－３。それからマチ類に係る資料が、

資料２－２－１、資料２－２－２。それから、ガザミに係る資料が、資料２－３－１、資料２－

３－２。そして資料２の参考資料として１枚添付してございます。
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配付している資料は以上となっておりますが、不足等がございましたら、事務局のほうまでお

申しつけください。説明の途中でも、資料に落丁等があれば、その都度、お手数ですが事務局に

お申しつけいただければと思います。

よろしいでしょうか。

○橋本部会長

それでは、早速議事に入らせていただきますが、恒例のことですが、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。事務規程第11条により、部会長の私から、

僭越ではございますが指名させていただきます。

本日の部会の議事録署名人としては、海区互選委員からは本田委員、農林水産大臣選任委員か

らは中川委員、このお二方に本日の部会に係る議事録署名人をお願いしたいと思います。お二人

の委員の方、どうかよろしくお願いいたします。

それでは早速、議題１の「資源管理のあり方検討会の概要について」に入りたいと思います。

これにつきましては、水産庁管理課の城崎課長補佐より説明をお願いいたします。

○事務局（城崎）

水産庁管理課の城崎でございます。きょうはよろしくお願いします。

すみませんが座って説明をさせていただきます。

まず資料は、お手元、資料１をご用意ください。縦置きの資料でございます。こちらは、もう

業界紙等でご案内かと思いますけれども、この３月に水産庁に設置されました有識者による資源

管理のあり方検討会取りまとめの全文でございます。きょうはこれに基づきまして、この検討会

の趣旨ですとか経緯ですとかそのあたりのことを説明させていただきまして、この委員会、日本

海・九州西の九州西部会、特になじみの深いクロマグロの話ですとかトラフグの関係、これにつ

きましては今後の取り組みを、明日の午後に開催されます本委員会のほうでさらに詳しくご説明

したいというふうに思っております。

資料を１ページめくっていただきますと、一番上にローマ数字で検討会の趣旨と書いてござい

ます。ちょっと読み上げさせていただきます。

「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礎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ささえられ１千万トンを

超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
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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とな

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実現す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なる「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、課題としますと、次のⅡのところにア、イ、ウと３つ書いてございます。

１つ目、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、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、国による公的管理と漁業者の自主的管理の高度

化をして、両者の連携を確保する、これが大きな一つの課題でございました。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

ウダラ日本海北部系群、トラフグに関する資源管理の進め方ということで、特に資源が低位ある

いは減少傾向にある魚種を、より効果的に管理することにより生産を増大させる、これがもう一

つの個別魚種に対する課題でございました。

そして、資料をずっと一番最後のほうまでめくっていただきますと、別紙の１、２というふう

につけてございます。この別紙の１が、これまでの一連の開催の日程、経緯でございます。

まずご案内申し上げたとおり、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

産資源の状況ですとか、資源対策の現状について体系的に説明するとともに、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括的にご説明をしました。

そして、４月に開催されました第２回目の検討会ではＩＱ、ＩＴＱに関するフリートーキング

のほか、スケトウダラ、マサバの資源管理について議論を行いました。個別の魚種につきまして

は、実際に漁業に従事している方を参考人としてお招きをして、可能な限り実態に即した議論を

行うということにしておりまして、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。マサバにつきまし

ては、北部太平洋まき網の団体の方、それと茨城県の漁業者の代表の方にお越しいただきました。

５月に開催されました第３回の検討会では、太平洋クロマグロとトラフグの資源管理について

議論するとともに、資源管理計画の取り組みの推進について議論しました。また今後取りまとめ

に向けた進み方についても議論をしております。太平洋クロマグロにつきましては同様に現場の

お声を聞くということで、大中型まき網漁業の代表者の方と沿岸漁業の代表の方にお越しいただ
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きました。トラフグにつきましては、研究機関に資源の状況を概略説明していただくとともに、

日本海ではえ縄漁業を営む漁業者による団体の方、それと、福岡県と山口県の漁業者代表の方に

お越しいただいて、現場のお声をいただきました。

６月の第４回目の会議では、ＩＱ、ＩＴＱについて、推進派の方と慎重派の方にご意見をいた

だきました。そしてあわせて、取りまとめの骨子についても議論いただいております。

そして、７月１日の第５回目の検討会で、取りまとめ案について議論するとともに、それを踏

まえた今後の予定について議論いただきました。そしてこの７月にまとめられた取りまとめの全

文がこちらの資料の１というふうになっているわけでございます。

そして、もう１ページめくっていただきますと、別紙２として資源管理のあり方検討会委員の

名簿をつけてございます。合計12名の方にお集まりいただきました。大学関係、研究機関の資源

管理の専門家、各都道府県、地方自治体の代表者の方、業界団体の方、それに有識者を加えた布

陣でございます。検討に当たりましては、現場の事情に精通した実務者、研究者を委員に含めて、

このような布陣で議論してきたわけでございます。

議論の概要としますと、ちょっとこの辺、資料を追って説明はちょっと難しいんですけれども、

資料を別に用意しておらずに申しわけないんですが、まずＴＡＣイコールＡＢＣについては、こ

れを原則としてＴＡＣを補充する管理措置や漁業者の影響緩和を検討するということですとか、

ＩＱ方式の活用のためには実施可能な魚種や漁業種に対して試験的に同方式を実施すべきという

ことと、ＩＴＱ方式については、我が国への導入については問題も多くて時期尚早であるという

こと、そして、資源管理指針・計画体制については、もう実施から３年たちますので、漁業者み

ずからが評価、検証することを実施すべきだろうということがまとめられております。

また、個別魚種につきましては、マサバ、スケトウダラ、クロマグロ、トラフグについて議論

しておりますけれども、この委員会に特になじみの深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、漁獲をモニタリングしつつ全国を６ブロックに

分けながら管理していくという方針が議論されております。

また、トラフグにつきましては、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と、このような提言をいただいたわけでございます。

明日は、きょうのこの前にありました、日本海の西部会、あすの午前中に開催されます日本海

北部会の方々を合わせた本会議が午後に開催されますので、その場でこの取りまとめを受けた今

後の取り組みというのを詳細にご説明したいというふうに思っています。その中で特にこの委員

会では、資源管理指針・計画体制の効果の評価、検証の話ですとか、太平洋クロマグロの今後の
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取り扱い、そしてトラフグの資源管理に向けた取り組みということを中心に、あすの本委員会で

詳細にご紹介したいというふうに思っております。

資料１の、あり方検討会について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。

ただいまの説明について、ご質問等があればまず承りたいと思います。

このあり方検討会は３月から５回開催され、今城崎課長補佐のほうから趣旨、検討経緯、概略

の説明がございました。明日の委員会では、今後の取り組み方向について、より詳細な説明が行

われるということでございました。

何かご質問等、ございますか。よろしいですか。

それでは、明日また詳細な説明が委員会の場であるということですので、この議題については

ここら辺にしたいと思います。

それでは議題の１を終わりまして、議題の（２）に移りたいと思います。

議題の（２）は広域魚種の資源管理について、でございます。

本議題では、この九州西部会に関係します広域資源管理を実施している、九州・山口北西海域

におけるトラフグ、それから南西諸島海域におけるマチ類、有明海におけるガザミの資源動向、

これらを水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所及び西海区水産研究所の担当の方からご説

明をいただいて、さらに事務局から、このトラフグの広域資源管理方針、それから南西諸島海域

のマチ類の広域資源管理方針、それから有明海ガザミ広域資源管理方針、この取り組み状況につ

いて引き続いて報告、説明をいただくことにしております。

議事次第の魚種ごとに進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。資源の説

明、それから取り組み状況、その２つでセットが終わった後にご質問等をお受けしたいというふ

うに思います。

初めに、九州・山口北西海域におけるトラフグにつきまして、水産総合研究センター瀬戸内海

区水産研究所の藤井増養殖部長さんからご説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○藤井部長

水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所の藤井です。トラフグの資源状態について説明さ

せていただきます。資料の２－１－１になります。

資源評価ではトラフグといいますのは日本海、東シナ海だけではなく、瀬戸内海まで含めて資
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源評価を行っております。１枚めくっていただきたいんですけれども、そこにトラフグの分布域

の地図が載ってございます。小さく黒丸で見えるところにトラフグの産卵場があるわけですが、

西日本ですとトラフグの産卵場というのは瀬戸内海に幾つか散在している。それから九州の有明

海周辺に幾つかございます。これらで生まれたトラフグが大きくなりますと、東シナ海、日本海

を回遊しまして、一つの群れとして漁業の対象になりまして、また成熟すると産卵場へ帰ってい

くという生態を持っております。ですから、漁業資源として一つのまとまりとして利用されてい

るということで、日本海、東シナ海、瀬戸内海を一つの系群として資源評価しているところでご

ざいます。

それで、トラフグの生態につきまして、雄は２歳、雌は３歳で成熟するという魚で、大きいも

のは全長60センチを超えますし、体重も数キロに達する、フグの中では非常に大型な魚であるこ

とは皆さんご存じのとおりです。トラフグは栽培漁業の対象としまして、種苗放流が行われてお

りまして、2012年はこの海域で169万尾の種苗が放流されてございます。

資料の２ページにいっていただきまして、府県別の漁獲重量の一覧表を載せております。これ

は平成24年の漁期、４月から３月で集計したものですけれども、多くの県でいろんなサイズのト

ラフグが、さまざまな漁業種類でとられております。この中で見ますと、日本海、東シナ海に当

たる部分が上段に示しておりますけれども、こちらのほうで155トン、それから下のほうの段に

示しました瀬戸内海、ちょっと合計の欄がずれていて見にくいんですけれども、瀬戸内海では76

トン、合わせて230トンの漁獲となっておりました。比率でいいますと、３分の２くらいは日本

海、東シナ海、そして特に外海側でとられているというところでございます。瀬戸内海では、大

分、愛媛、山口といいます周防灘、豊後水道あたりの海域でとられる割合が非常に多くなってい

るというのが漁獲の特徴かと思います。

３ページにお願いします。近年の資源状況なんですけれども、左側の図が下関唐戸魚市場のト

ラフグ取り扱い量の推移を示したものです。実はトラフグといいますのは、公式の統計がありま

せんで、トラフグの漁獲量という長期のデータがないという現状がございます。そのために、全

国のトラフグを一手に扱ってきました唐戸魚市場の取り扱い量を資源の指標としています。

ただ、色を少し変えて示してありますけれども、ブルーで示したところ、特に1970年代あたり

はいわゆる200海里の外でも漁獲しておりました。それから、2000年以降は我が国周辺水域以外

での漁獲はないということになっているんですけれども、そういうこともありますので、この図

が全てをあらわしているわけではありません。特に古い時代につきましては、今は行けない海域

でとった魚も入っているんですけれども、それを勘案しましても、過去20年、30年の推移を見て
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いきますと、現在の資源水準は低いとしか、低位であるとしか言いようがないというふうに考え

ております。

それから、2002年以降、いわゆる資源計算を行うための詳細な漁獲データ、あるいは年齢別漁

獲尾数のデータが整備されてきまして、資源量の推移ということを行っています。それが右側の

図になるんですけれども、これを見ますと、2006年をピークに、なだらかですが減少を続けてい

るという状況であります。この間、漁期や全長規制、それから人工種苗の放流というものが行わ

れているんですけれども、今もずるずると資源が減少しているという状況が続いております。

４ページにいっていただきまして、これは年齢別の漁獲尾数というものをお示ししました。各

漁期ごとに、何歳のものが何匹とれているかというのを積み上げのグラフで示しております。こ

の中でやはり注目していただきたいのは、青で示しましたゼロ歳魚、それから赤の１歳魚、これ

の割合が非常に高いということです。ただ、2005年以降資源回復計画等が行われるようになりま

して、ゼロ歳、１歳の漁獲割合というのは少しずつ下がってはきているんですけれども、近年に

至ってもまだ高いというのが現状ではないかと思います。

それから2005年の資源回復計画が始まってからは、小さい魚をとらないという努力の結果、特

にゼロ歳魚の漁獲尾数は少なくなってきていたと思うんですけれども、この一、二年、2012年、

13年あたりは、瀬戸内海を中心に「とらない」よりも「とれない」という状況になってきている

という状況がございます。

５ページにいっていただきまして、今度は年齢別漁獲尾数を海域でお示ししたものです。これ

は2013年ですけれども、各海域を色別で示しております。

まず青で示しました有明海ですけれども、有明海は産卵場、成育場がございますので、まず当

歳魚が漁獲の対象になります。それで当歳の冬に、生まれた年の冬に有明海で生まれたフグは外

海に出ていきます。そして１歳の間は外海で回遊していますので漁獲対象になりません。２歳以

降成熟して帰ってきたものが漁獲の対象になっているというのが有明海の特徴です。

それから、赤で示しましたのは瀬戸内海。瀬戸内海も産卵場、成育場がございますので、まず

当歳魚が漁獲の対象になっております。それから、瀬戸内海からは冬になってその年に生まれた

ものが全部出ていくわけじゃなくて、一部は水道部ですね、豊後水道の南あたりで越冬すると言

われております。そのため瀬戸内海の水道部で越冬した魚が翌年また漁獲の対象になって、１歳

でも漁獲されます。それから２歳以降は、今度は外海で成長した魚が帰ってきて漁獲されるとい

うところは有明海と共通であります。

それから、日本海、東シナ海のいわゆる外海ですが、こちらのほうは産卵場、成育場がござい
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ませんので、当歳魚でとられるものというのはほとんどおりません。当歳魚のすごく成長がよく

て、早くに外海に出てきたものが昔はとられたこともあったんですけれども、今は全長制限等が

ありまして、小さいフグはとらないようになっていますので、当歳でとられるものは、まずなく

なっております。それで、１歳以降が漁獲の対象になりまして、１歳、２歳と有明海、瀬戸内海

から出てきたものを漁獲して、３歳以降だんだん漁獲尾数が小さくなっていくということで、各

海域とも６歳以上のものまで漁獲の対象になっているという状況でございます。

６ページにお願いします。じゃ、最近どうしてトラフグの資源が減っているかという説明にな

るんですけれども、少し言葉がわかりにくいんですけれども、産卵親魚量と再生産成功率という

ものをこの図で示しております。産卵親魚量といいますのは、海の中にどれだけ親になる魚がい

るかということ、それから再生産成功率といいますのは、ピンクの字で書いてありますけれども、

１キロの親当たり天然の子供が何匹育ってくるかというところです。この天然のゼロ歳魚という

のは、９月時点で海の中に何匹のゼロ歳魚がいたかという数を推定した数です。その割合で再生

産成功率をあらわしておりまして、高ければ高いほど、親の割にたくさん子供が来ているという

ことを示しております。

青い線が産卵親魚量、赤い線が再生産の成功率ということになります。産卵親魚量はほぼ横ば

いできているんですけれども、再生産成功率が2005年から2006年にかけて大きく落ちまして、そ

れから2011年から12年にかけてもう一段落ちるということになっています。全体を通して見ると、

2005年以降右肩下がりというふうな線を描いている。それに対しまして、産卵親魚量はほぼ横ば

いで来ているんですけれども、赤い線と青い線の動きを見ていただくとわかるんですけれども、

トラフグが成熟するのに２年から３年かかりますので、例えば2005年、再生産成功率がよかった

影響で親魚量がふえたのは２年後、３年後になります。それから、2006年、2007年と再生産成功

率が落ちて、親魚量が落ちるのにやはり２年、３年後に親魚量が落ちるというふうな関係になっ

ております。ですから今度、2012年に落ちた影響が見えてくるのが来年あたりからかなというと

ころを、今非常に心配しているところであります。

また、先ほど2005年以降、資源回復計画が取り組まれている、それから各地で種苗放流が取り

組まれているというお話をしましたけれども、再生産成功率が今落ちている、天然で子供がうま

く湧いてこない状況にあるんですけれども、その分種苗を放流して上乗せをする。それから小さ

い魚をとる割合が、まだまだ高いとは言え昔に比べれば随分下がっています。そういう努力のお

かげで今何とか産卵親魚量が維持されていると。全体の資源量としてもがたがた落ちるんじゃな

くて、なだらかな減少くらいで踏みとどまっているという状況であります。
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それから、なかなかこういう種苗放流であるとか漁獲規制をした結果で魚がふえてこないと、

非常に現場の方としては、これはどうなっているんだというふうに思われると思うんですけれど

も、なかなか前向きな表現でなくて心苦しいところはあるんですけれども、資源を支える効果と

いうのは今、努力の結果が出ているんじゃないかというふうに考えているところでございます。

次の７ページにいっていただきまして、種苗放流の尾数の推移についてここではお示ししてお

ります。青で示しましたのが、この海域での全ての放流尾数です。それから赤で示したのが有効

放流尾数という言葉を使っております。種苗放流は残念ながら全ての海域において全ての種苗が、

いい場所にいい状態で放流されているわけではございません。少し放流するサイズが小さかった

り、かみ合いをしてしっぽが欠けている種苗が放流されてしまったり、あるいはいい放流場所じ

ゃないところ、いい放流場所の近所ではあるんだけれども、というふうなところに放流される場

合もございます。そういうものに関しまして、一定の係数を掛けて割引して出した数字が有効放

流尾数ということになります。

放流尾数については上がったり下がったりして、最近減ってはいるんですけれども、有効放流

尾数は少しずつふえてきて、放流尾数に占める割合は今60％を超えるところまできています。特

に近年、放流尾数が減ってはいるんですけれども、これは大きい種苗を放流するようになった結

果だと、前向きに捉えることもできるというふうに考えております。ですから、放流する種苗の

数をいきなりふやすというのは、非常に現場のキャパシティー、予算の問題等があって難しいん

ですけれども、有効放流尾数を100に近づけていくと、それだけでも放流の効果をまだまだ高め

る余地はあるという現状でございます。

次のページにいっていただきまして、では放流した魚が資源にどれくらい貢献しているかとい

うのをお示ししましたのがこの図です。当歳魚の資源尾数、これは先ほども言いました、９月時

点でのゼロ歳魚の、海の中に何匹いるかというのを計算したものです。それで、赤はそのうちの

放流魚の数です。放流魚は毎年一定の数で加入してまいります。そしてその割合は年々高くなっ

てはきているんですけれども、残念ながら資源を持ち上げるところまでは、まだいっていないと。

青の天然魚のほうの減少する幅が大きくて、加入量は年々減ってきているという状況であります。

もちろんこれで、この赤いところがないと、もっとがたがたと資源は落ちていくところだった

んですけれども、支えるという役割は果たしているというふうに評価しております。

それで、将来この資源をどうしていこうかということを考えなければならないわけなんですけ

れども、９ページです。どういうことをすれば将来の資源はどういうふうに推移していくかとい

うものを予測したものです。一番下の紫色の線、これが現在の漁獲圧、それから放流、それから
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今の再生産成功率、天然の親に対してどれくらいの子供が来るかというのが継続したというふう

に推定した場合の将来予測なんですけれども、やはりじわじわと資源は減っていくという予測に

なってしまいます。それで、先ほど申しましたように、種苗放流を全て有効化する、全ての種苗

をいい状態でいい場所に放せるようにするということで、まず資源の減少を食いとめることはで

きるであろうというふうに考えております。

それから、さらにそれをもう一段上向きに持っていって、資源を回復させようと思うと、やは

り今のままの漁獲圧では厳しいというところで、これは少し乱暴な計算なんですけれども、赤で

示しました漁獲圧を90％に削減というのは、全ての海域、全ての漁業種類に対して漁獲圧を90％

という計算になっております。それから青は80％なんですけれども、１割、２割漁獲圧を減らす

ことによって、将来予測を上向きに持っていくということが可能であるというふうに考えており

ます。

まとめに入りますが、この海域のトラフグの資源水準は低位、資源動向は減少しております。

将来予測としましても、今のままでは将来も資源が減少し続けるというふうに推定しております。

ただ、資源の回復のためには、現在も行われております種苗放流をより効果的に行うこと、それ

に加えて漁獲圧の削減を行うことによって資源の回復、急速に持ち上げることは可能であるとい

うふうに考えております。

もう１枚めくっていただきまして、最後のページになりますが、各論的にどういうことを気を

つけていかなければならないかということを、こちらのほうには書いたんですけれども、最初の

ほうでお示ししましたように、非常に天然の資源状態が悪いにもかかわらず、小さい魚をまだま

だたくさんとっているということで、特にゼロ歳魚、１歳魚のとり控え、混獲されてとれてしま

う場合もありますので、そういう場合は再放流ということになると思うんですけれども、そうい

う取り組みをすぐにでも開始する必要があるというふうに考えます。それから最初に申しました

ように、各地に産卵場や成育場がございます。それぞれにおいて漁獲の実態、あるいは資源状態

が少しずつ違いますので、それに応じた漁獲規制や保護を行うことが必要であると。

先ほど、これは乱暴な試算ですがと申しました、漁獲圧の漁獲努力の10％削減、20％削減とい

うふうに言いましたけれども、画一的にどこでもどの年齢に対しても同じようにするというんじ

ゃなくて、それぞれの海域、それからそれぞれでの資源の状態、あるいは今までどういう取り組

みが行われてきたかに応じて、きめ細やかな手を打つ必要があるということです。

それから、３つ目になりますけれども、トラフグの成育場といいますのは沿岸のごく限られた

海域でありますので、恐らく種苗を放流するに当たっては、あるところに、ここが幾らいい場所
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だからといって無尽蔵に受け入れてくれるというわけではない。いわゆる環境収容力という言葉

があるんですけれども、適当な数の放流というのを行う必要があるというところ。それからもう

一つ、放流魚の混入率、資源に占める放流魚の割合が非常に高くなっておりますので、集団構造

や遺伝的多様性といったところに配慮した種苗放流を行うことが必要になってまいります。だか

ら最後の２つは、近年国際的にもよく言われております、生態系の保全につながるような、そう

いう努力をしていかなければならないというまとめになります。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それでは引き続き、九州・山口北西海域トラフグ資源管理の取り組み状況について、事務局か

ら説明をお願いいたします。

○事務局（冨田）

九州漁業調整事務所で資源管理係長をしております冨田と申します。よろしくお願いいたしま

す。

それではお手元の資料２－１－２をごらんいただきたいと思います。

九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく、平成26年度の取り組み状況でござい

ます。

１番目の広域資源管理方針の実施措置の（１）の漁獲努力量の削減措置といたしまして、①に

対象海域を設定し、漁法別及び期間別の休漁を実施しております。ＡからＥ海域につきましては

４ページ目の図を参照していただければと思います。ＡからＥ海域までの対象海域が図で示され

ております。

１ページ目に戻っていただきまして、②といたしまして、小型魚保護のため、一部海域では20

センチ以下ではございますが、全長25センチ以下の小型魚を再放流しております。

③といたしまして、総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船は県ごとに承認隻数の上限を設

定いたしまして、広域漁業調整委員会の承認、また５トン未満のトラフグはえ縄漁船につきまし

ては、広域漁業調整委員会への届け出を実施しております。11月時点のトラフグはえ縄漁業の承

認及び届け出隻数を、２ページ目の参考１にまとめております。

２ページ目をごらんください。11月時点におきまして、承認隻数が176隻、届け出隻数が61隻

で、合計で237隻になっております。なお、１ページ目の①から③の取り組みにつきましては、

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第38号及び39号により実効性を担保しております。
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１ページ目に戻っていただきまして、（２）に資源の積極的培養措置といたしまして、関係県

によるトラフグの種苗放流を実施いたしました。２ページ目の下のほうに参考２というところが

ございます。平成26年度の種苗放流実績を記載しておりますが、関係県の合計で約148万尾の種

苗放流を実施しております。なお、種苗放流につきましては、適地への放流、適正サイズでの放

流、健全な種苗での放流を実施しておりまして、種苗放流の効率化に取り組んでいるところでご

ざいます。関係漁業者、関係機関の方々におかれましては、大変なご努力をいただいているとこ

ろでございます。

また１ページ目に戻っていただきまして、（３）漁場環境の保全措置のための取り組みといた

しまして、佐賀県におかれましては成育場の環境改善といたしまして、海底耕うんを実施してお

ります。また、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県の４県におかれましては、投棄漁具等を回収す

る海底清掃を実施しております。

２のその他といたしまして、山口県では平成19年度から雌の産卵親魚の買い上げ、標識再放流

を実施しております。その下の②といたしまして、平成25年度漁期の漁模様を瀬戸内海水産研究

所作成のトラフグの外海産漁獲量を載せてございます。

３ページ、４ページ目につきましては、先ほど１ページ目の①の漁獲努力量の削減措置でご説

明いたしました対象海域を、表と図で示したものを添付しております。

ページをめくっていただいて、５ページ目、６ページ目につきましては、今年度の現時点まで

の広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績を整理しております。

引き続きとなりますが、お手元の資料２－１－３をごらんください。昨年度、平成25年度漁期

のトラフグはえ縄漁業の操業実績報告を取りまとめたものでございます。

操業実績の報告につきましては、資源状況を把握するために広域漁業調整委員会指示によりま

して、報告書の提出を義務づけているものでございます。

１ページ目が、承認、届け出隻数と、実際に操業に出た漁船の隻数を県別、トン数別に集計し

たものでございます。時間の関係もございますので、表の右下をごらんください。平成25年度漁

期の承認及び届け出隻数が、合計254隻、操業実績隻数が131隻となっております。

２ページ目をごらんください。こちらは県別、漁獲サイズ別、トン数階層別の漁獲尾数を表に

したものでございます。これも合計のところを見ていただきたいんですが、真ん中の一番下のと

ころです。全ての階層及び県の合計で、６万414尾となっております。

続きまして３ページ目でございますが、こちらにつきましては２ページ目の数値を県別、月別

にあらわした表でございます。
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続きまして４ページ目に、平成20年度からの漁獲尾数を月別に対比したものを棒グラフで示し

ております。関係県の漁業者の皆様におかれましては非常にご苦労いただきまして、委員会指示

に基づく漁獲成績報告書を提出していただいております。

今年度の取り組み状況と昨年度の漁獲状況について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。

ただいまトラフグの資源状況の話と、資源管理の取り組み状況についての説明がございました。

ただいま説明のありました、このトラフグについての２点について、ご質問等あれば承りたい

と思いますが、何かございますでしょうか。

上野委員。

○上野委員

今、トラフグが大変厳しいというお話なんですが、最初の９ページですけれども、漁獲圧を8

0％、90％にしたらふえますよということですよね、これ、９ページの最初の資料は。この80％、

90％に削減するということになりますと、このはえ縄というかフグをとる漁業者というのは生計

が成り立たなくなりますよね。大変難しいことだろうと思うし、各県とも予算がない上に、今頑

張っていて、80％も90％も減らすということなら、大変なことになるだろうというふうに思いま

すが。

それともう１点、昔シナ海で中国の近くまで行った山口県の漁船が、中国の近くのところで非

常に大きな産卵場があった、あそこから出てくるんだというような話も聞いたことがあるんです

が、今中国とか韓国というのは、フグをとっているんですかね。どうなんですかね。特に中国は

いろいろテレビで報道されていますけれども、環境が非常に悪いというし、空気も悪いので、当

然川の状況なんかも環境は悪いだろうと思いますし、そういう点からして、昔中国周辺でフグが

産卵していたのがなくなったのかどうか、そこら辺の情報というのは何かありますか。ちょっと

わかればお聞かせください。

○藤井部長 申しわけないんですけれども、その中国周辺の産卵場の情報を現在持ち合わせてお

りません。それで、中国のほうのフグの漁獲量の数字というのは、トラフグじゃなくてフグ類で

まとまった数字になっていますので、その中のトラフグはどれくらいかというのは、ちょっと私

のほうではわからないんですけれども、水産庁さんのほうは、そのあたりは。

○上野委員

中国、韓国なんかは、フグをとっているんでしょうかね。
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○藤井部長

フグ類という形では統計が上がっていますので、フグをとっているのは違いないです。そのう

ちの何％くらいがトラフグかというのがはっきりしないというところです。

○上野委員

日本のようにフグをめがけてとるといいますか、専獲するような漁法というのは韓国、中国に

あるんでしょうか。例えば中国なんかの今問題になっているサンゴなんかでもそうですけれども、

網で一網打尽にとる中に例えばフグが混じるとかです。日本は違いますよね。はえ縄でもフグを

狙ってとる。中国なんかでもフグを狙ってとって、例えば日本に輸出するとか、そういうことは

あるんでしょうか。わかる範囲でいいです。

○事務局（城崎）

いずれにせよ、トラフグをとった後は日本に持ってくる場合が多くなると思うんですけれども、

中国からは養殖のフグが非常に多く入っているという実態は把握していますが、漁業でとられた

ものが日本にどれぐらい入っているか、そこはちょっとうちのところでは今のところ把握をして

おりません。養殖ものは相当入ってきているというのは把握しております。それがトラフグ自体

の種苗生産ができるので、養殖の技術自体は先方もあるようなので、量的には相当量が入ってき

ているというふうに把握しています。

○上野委員

わかりました。昔っていうか、10年ぐらい前かな、山口県の漁業者に漁業者が中国の人にはえ

縄の技術を教えて、どうもとっているんじゃないかというような話も聞いたことがあるんです。

だから私が言いたいのは、中国のほうも環境が悪化して、日本が頑張ってもなかなかフグがふえ

ないと。日本は一生懸命金を使ってフグをふやしているけれども、中国はとるだけと、こういう

んじゃ困りますので、どうか中国、なかなか今は難しいでしょうけれども、国交状態がああいう

状態ですから難しいでしょうが、国のほうに機会あるごとに、中国のほうにはそこら辺は言って

ほしいというふうに思います。

以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

私がちょっと覚えているあれでは、もう10年以上前かもしれませんけれども、佐賀県や山口県

さん、福岡県さんではえ縄の協議会の人が中国に、民間同士で意見交換をしていた時代があると

思うんですけれども、今はもうそういうのはやっていないんですか。そのときに向こうの現状と
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かそういうのも聞いた覚えがあるんですが。

○上野委員

今余り聞いていないですよね。昔ちょっと聞いたことがあるんですが。

○橋本部会長

あ、そうですか。ありがとうございました。

ちょっと私が１点だけ、資源のことについて一番最後に遺伝的多様性に配慮した種苗放流を行

うことが重要という話があったんですけれども、これは今もう現実に、例えば水域の違うところ

で産卵した種苗を別のところに持っていってそこで放流したりとかそういうことは、今もう既に

やっておられるんでしょうか。

○藤井部長

現状でもそういうことが起こらないように、細心の注意を払いつつ指導も行っているところで

はあります。ですからこれは、現状が悪いからこうしなきゃならないというのではなくて、引き

続きそういうことは行っていかなければならないというふうに読んでいただければと思います。

あと、違う水域だけじゃなくて、同じ親の子供ばかりを放流してしまうとか、ともすると養殖

に使ったような、継代したようなものですね、そういうものを使うというのは非常によろしくな

いことですで、天然の親からつくった種苗を放流するということも徹底しているところですし、

これからもそれは続けていかなければならないところです。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それではほかに、本田さんどうぞ。

○本田委員

資源の厳しさや、それから資源管理の重要性の話は聞かしていただいて非常にありがたいこと

だと思っていますけれども、６ページ、一つだけちょっとお聞きしたいんですけれども、６ペー

ジで産卵親魚の量はほとんど変わらないのに、再生産成功率が非常に低いということは、これ、

種苗放流じゃないともうだめなのかというような見方もとれますよね。それでその産卵させる、

自然添加というのは非常に重要だと思うんですけれども、ここの下がっていった理由と言ったら

いいのかな、その考えられることはどういうことが考えられるか、わかったらちょっと教えてい

ただきたいんですが。

○藤井部長

これは去年もこの会議の場でご質問を受けて、大変私も冷や汗をかいたんですけれども、今も
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調べているところなんですけれども、フグの成育場があったところで聞き取りをしてまいります

と、あるときに成育場であった干潟を埋めてしまったとか、藻場ですね、それがなくなってしま

ってから、フグの、いわゆる小フグが寄りつかなくなったというか湧かなくなった、それから、

河口堰ができてからフグの子供が見えなくなったというふうな話もよく聞くんです。

ただ、それは一つ一つはとてもローカルなイベントで、全体を一気にこれだけ動かすだけのも

のでもないんです。少しずつ、少しずつきいてきてはいるんですけれども、いわば、ボクシング

で言うとボディブローのような感じ。

それでもう一つは、やっぱり再生産成功率が一気に下がるときというのは、西日本の各海域で

フグの当歳魚の湧きが悪いので、天候、気象のようなそういうものも影響しているんじゃないか

と思います。それで、フグはまだ、トラフグは10年分くらいしかデータがないんですけれども、

30年くらいデータのある魚種を見ていくと、やはりこういうのは周期的に来まして、いい時期も

あれば悪い時期もあると。天候、気象に影響される部分はありますので、もしかしたらそういう

大きな流れの中で、悪くなっている部分もあるんじゃないかと考えています。どこまでが人為的

なもので、どこからが人の手の及ばないところかというようなものもまだ分け切れていないんで

すけれども、その両方が作用して、一番悪いところに来ているんじゃないかなというふうに考え

ているところです。

○橋本部会長

よろしいですか。

○本田委員

はい。

○橋本部会長

なかなか人知の及ばない部分の変動による影響とか、もちろん先ほどの干潟とか藻場が少なく

なったとかという影響もゼロではもちろんないとは思うんですけれども、やっぱりそういうのが

相乗して今一つ、こういう成功率が下降している状況になっているのかなというような気もしま

す。もうちょっと長いタームで見たときに、これが復活してくればいいんじゃないかなとは思っ

ております。

ほかにこのトラフグについての資源について、あるいは取り組み状況についてのご質問、ご意

見、何でも結構ですが、ございませんでしょうか。

よろしければ、次の魚種に移りたいと思いますが、よろしいですか。

それでは、２番目の魚種について移りたいと思います。
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次に、南西諸島海域におけるマチ類について、水産総合研究センター西海区水産研究所亜熱帯

資源管理グループの田邊グループ長さんからご説明を、まず資源状況についてお伺いしたいと思

います。

○田邊グループ長

西海区水産研究所の石垣庁舎でマチを担当しています田邊と申します。よろしくお願いします。

それでは資料に基づいて説明をさせていただきます。資料２－２－１と右上に書いてございま

す、平成26年度資源評価票（ダイジェスト版）というものでございます。これは10月の終わりに

水産庁さんのほうから公表されたばっかりですけれども、ホームページでどなたでもごらんいた

だくことができます。きょうはこれを使わせていただきます。

マチ類というのは、分類上はスズキ目フエダイ科に属しまして、主に100メートル以深に生息

する深海性魚類の総称です。このうち漁獲量の多いアオダイ、ヒメダイ、オオヒメ、ハマダイと

いう４種類を資源評価の対象として、平成16年度から関係県さんと連携しながら資源調査を実施

しております。

生物学的な特性につきましては、非常に不明な部分も残されてはいるんですけれども、一例を

紹介しますと、産卵期は一般に春から夏が中心というふうに考えられておりまして、ヒメダイや

オオヒメでは１歳から成熟すると。それからアオダイでは大体２歳ぐらいから、大型になるハマ

ダイでは８歳ぐらいから成熟個体が出現するというふうに見ております。それから、年齢と成長

の関係につきましては、耳石というものを使って年齢査定をしていますけれども、その結果から

アオダイというのは大体50歳以上まで生きるだろうと、それから小型のヒメダイというのでも20

歳を超えるものが出現するということが見えていまして、こういったことから非常に長生きする

魚種であるということが推定されております。

マチ類というのは日本近海ではこの資料の真ん中辺の左に地図がございますけれども、西は伊

豆半島の以南、それから東側は伊豆諸島以南のところに分布しておりまして、南西諸島の近海と

小笠原諸島近海で漁獲をされます。主な漁法ですけれども、大体20トン未満の小型の漁船によっ

て一本釣りされることが多いと。それで周年にわたって漁獲をされております。それで、５トン

未満の漁船では日帰りまたは二、三日の操業、５トン以上の船だと大体１週間当ての操業という

のが一般的です。

次に、１枚目の一番下ですけれども、漁獲の動向に移ります。

水産研のほうでは鹿児島県、それから沖縄県さんに協力をいただきながら、漁獲量をモニター

しておりますけれども、まず鹿児島の主要な市場、中央卸売市場のほうで、マチ類４種の水揚げ
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をモニターしておりますけれども、２枚目の一番上の図ですけれども、1960年代から80年代にか

けて800トン前後というふうに漁獲されてきておりましたが、1980年代終わりから急速に減少に

転じました。それで、近年は200トンを切っております。

沖縄県のほうでも、マチ類全体の漁獲量は1980年に2,300トン余りでピークでございましたけ

れども、これも非常にその後減少しておりまして、最近年、昨年2013年の沖縄県全体の４種の漁

獲量は387トン、ちなみに鹿児島県は去年427トンというふうに、このように漁獲量が低調になっ

ております。

それから２ページ目の資源評価の方法に移りますけれども、鹿児島県、沖縄県の主要港に水揚

げされるマチ類４種の漁獲を集計し、魚種別に漁獲量の経年変動の傾向を検討しております。沖

縄県のほうでは大型標本船というのがありまして、これのマチ類の漁獲、それから石垣島を中心

に八重山漁協所属のマチ類の小型船、これを漁獲量、それから同時に努力量のところで情報収集

し、他の魚種でも一般的にやられておりますコホート解析というもので、年齢別に漁獲尾数を推

定し、また努力量当たり、１日１隻当たりの漁獲量という形で計算して、資源の動向を見ており

ます。

それでその結果の、２ページの下の資源状態のほうに移りますけれども、マチ類全体の漁獲量

というのは過去50年間の間に大幅に減少していると。それから近年の傾向を見ましても、低い水

準にとどまっているということから、資源水準というものはいずれの魚種においても低位という

ふうに判断をしております。

近年の資源の動向ですけれども、アオダイにつきましては近年５年間の漁獲量、それからＣＰ

ＵＥというものを見て、動向は横ばいというふうに判断しております。それからヒメダイのほう

ですけれども、漁獲量はやや減少していますが、ＣＰＵＥの平均、それから資源量の推移という

ことで見ますと、ほぼ横ばいであるというふうに見ております。そしてオオヒメのほうですけれ

ども、2013年の漁獲量、それからＣＰＵＥというものは減少ぎみではありますけれども、資源量、

それからＣＰＵＥの動向を見ると、横ばいというふうに判断されました。最後にハマダイなんで

すけれども、ハマダイに関しましては近年やや漁獲量、あるいはＣＰＵＥの高い年がございまし

た。それで試しに計算した資源量の推定値というものからも見まして、その前にご説明した３種

と比べて増加しているというふうに判断をしております。

それから管理方策ですけれども、2010年から第２期資源管理計画ということで開始しておりま

して、きょうが最終年になりますけれども、第１期に比べて保護区のほうは拡大しております。

鹿児島県、それから沖縄県さんを合わせて22区で、周年あるいは季節的に数カ月間保護区という
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ものを設定してございます。さらに第２期におきましては保護区だけではなくて漁獲サイズ、例

えばハマダイでは30センチ未満、他の３種につきましては20センチ未満のものは漁獲しないよう

に、あるいは漁獲された場合には漁場を移動するようにということでしておりまして、回復を図

っているところでございます。

それから最後、まとめですけれども、評価のほうは鹿児島県の中央卸売市場での水揚げという

ものは、ピーク時の７分の１までに減少しているということで、全体的に水準は低位というふう

に判断しております。そして動向につきましても、４種のうちの３種、アオダイ、ヒメダイ、オ

オヒメに関しては横ばいと。ハマダイだけが増加傾向というふうには見ておりますけれども、い

ずれにせよ低い水準であるというふうに見ております。

最後に管理方策ですけれども、水準はずっと低位ということで、回復のためには努力量の削減

が必要というふうに見ております。今期の回復計画の中では保護区を拡大し、またサイズの制限

規制というものも実施しております。それから、解禁された保護区でも、その後急激な漁獲とい

うものも見られますので、制限というものも、さらに検討しているところでございます。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。マチ類の水産資源の状況でございました。

引き続き、南西諸島海域マチ類広域資源管理の取り組み状況について、事務局から説明をお願

いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○事務局（佐藤）

それでは、資料２－２－２をごらんいただきたいと思います。

南西諸島海域マチ類広域資源管理方針に基づく平成26年度の取り組み状況でございます。

まず、鹿児島県の漁獲努力量の削減措置でございますが、①としまして保護区の設定。周年保

護区が３区、それから期間保護区が16区の合計19区を設けております。それから②としまして、

小型魚の保護の取り組みです。小型魚のハマダイ保護のため、小型魚が漁獲された場合には漁場

移動の実施、それからそのほかとしまして、ハマダイにつきましては漁獲可能な時期においても

専獲を控えることとしてございます。

次に沖縄県でございますが、こちらは周年保護区を１区、期間保護区４区の合計５区を設けて

おります。②の小型魚の保護の取り組みとしまして、尾叉長30センチ未満のハマダイ、20センチ

未満のアオダイ、ヒメダイ、オオヒメが釣れた場合には漁場移動、あるいは釣り針の水深の変更
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を実施してございます。また、沖縄県におかれては、③の公的担保措置といたしまして、保護区

の設定には取り組みの実効性を担保するために、沖縄海区漁業調整委員会の指示を発出していた

だいております。

２ページ目でございますが、こちらはただいまご報告しました鹿児島県と沖縄県の保護区の場

所を図面に示したものでございます。

それから３ページ目でございますが、こちらは沖縄県海区漁業調整委員会指示でございます。

それから最後のページ、４ページ目でございますが、こちらは今年度現時点までの広域資源管

理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績を整理していただいております。

それから、ちょっと先ほど資料２－２－１のところに、資源評価のダイジェスト版のところの

最後の「管理方策のまとめ」というところで、2010年４月より保護区を18区から22区に拡大した

とありますが、現時点では管理方針に基づきまして24区に拡大をしてございます。

マチ類の取り組み状況につきましては、以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいま説明のありました、マチ類の水産資源の状況と資源管理の取り組み状況、その２つに

ついてご質問等があれば承りたいと思います。

何かございますでしょうか。

山川委員、どうぞ。

○山川委員

沖縄県です。

マチ類の資源管理については、水産総合センターのほうと、それから事務局のほうで説明があ

りましたけれども、ちょっと関係しますので、きょうは水産庁の方も来られていますので、お尋

ねしたいと思います。

先ほどから説明があったとおり、沖縄県は委員会指示によって、当然公的規制を実施している

わけなんですけれども、そのマチ類の禁漁区、５カ所の設定をしているんですけれども、特に北

タイキュウソネ等の周辺が、中国のサンゴ船が近年100隻近くその海域でサンゴの操業をずっと

やっております。

当然これは沖縄の漁業者等は公的担保規制をやっていますので、禁漁期間内で厳守をして、委

員会指示でもないんですけれども、サイズ等についても、釣れたら場所を移動するというような

形でちゃんと厳守している中で、中国のサンゴ船の網で資源管理をやっている禁漁区の海底を壊
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して、解禁になったときに沖縄の漁業者がそこで漁をしたときに、その釣り針には網がひっかか

ってくるんです。そういった被害も多く出ております。

だから私は、この資源管理の取り組みの中で、本当にそういった資源管理というのが効果があ

るのかなというような形も、今現在疑問に思っている次第であります。またその件については、

中国国内でも当然これは禁止されているサンゴ漁であるんですけれども、中国政府はどのような

形でそういったことに対して対処していく考えがあるのか、ちょっとこれ、わかる範囲で教えて

もらえませんでしょうか。

○橋本部会長

これは九調のほうでよろしいんでしょうか。

○森所長

九州漁業調整事務所長の森です。

サンゴ船に関しましては、現在非常に大きな問題になっておりまして、法律の改正等も話が進

んでいる状況でございます。それで以前から、小笠原で問題になる前から、沖縄とか、あと男女

群島とかあの辺で中国のサンゴ船が密漁しているという状況があったわけでございます。それで、

それに対しましては、九州漁業調整事務所の所属船とか、あと本庁からの船とかそういったもの

で取り締まりを、沖縄の総合事務局と共同して鋭意、今までやっている状況でございますが、な

かなか十分でなかったというのが今までの現状でございます。

そういった状況で私どもがニュースで聞いた話とかいうところでは、官房長官とかが中国に対

して申し入れをしているとか、そういう発表をされていますよね。そういった形で外交ルートも

通じてやっているというふうに理解しておりますので、なかなかすぐには効果はないかもしれな

いんですけれども、中国に働きかけをしつつ、こちらでも取り締まりをしっかりやりつつ、そう

いったサンゴ船がいなくなるようにという努力は続けていくということでございます。

○山川委員

その件については、今沖縄県漁業者、県も含めて、当然県のほうからも関係省庁に要請をした

ところなんですけれども、昨年も九州ブロックでその問題を取り上げて、全漁調連への要望とし

てその問題を上げたんですけれども、当然全漁調連のほうとしても採択をして関係省庁に要請を

したんですけれども、これがなかなかいい返事が来ないものですから、先週も九州ブロックの中

で継続としてその問題を取り上げております。ですから、また来年の全漁調連の全国大会で、そ

れをぜひ採択してもらいたいというふうに思っているんですけれども。

今小笠原周辺でもＥＥＺ内で中国船が200隻ぐらい来ているという、非常に問題になっている
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んですけれども、同じＥＥＺ内でも、小笠原の場合は拿捕できるんです。沖縄のＥＥＺ内の中国

船がそこで操業しても拿捕ができないというのが、我々沖縄の漁業者が非常にそれについて反発

を持っているのがそこなんです。それで、それは大臣書簡の中で、27度から下については自由に

操業できるというような日中協定になっているものですから、だからそれを、ぜひ我々としては

継続して、破棄してもらいたいということです。

それと加えてまた、もっと心配しているのは、今現在27度から下については中国が自由に操業

できるんですけれども、そこには今まだ中国船が漁業には来ていないんです、サンゴ以外は。ま

だ上のほうに資源があるから。じゃ、それが資源がなくなったときに、みんな27度から下に下が

ってくるんですよ。そうなったときに本当に沖縄の漁業の、特にマグロ漁業者が、そこで生計を

立てていけるのかなと思っている問題、日台の問題は漁業協定の中でルールづくりを今進めてい

るんだけれども、中国はそういうことは何もないんですよね。だから今からまた10年後にはそう

いうことが起こり得るということの、非常に大きな心配を持っております。

ですから、今現在、サンゴ船がマチ資源の海域で堂々と漁をしていますし、解禁になったとき

に沖縄の漁業者がそこで漁をするときに、逆に追っ払われるんです。だから今そういう状態にな

っていますので、資源管理を並行しながらやっていく中で、そういった問題も水産庁としてはし

っかり並行しながら解決をしてもらいたいと思っておりますので、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。

確かにこちら側の漁業者が、一生懸命いろんな規制を受け入れながら資源管理に汗水を流して

いるところに、不法な操業で海底を荒らすような操業をしてしまえば、直接的、間接的に資源に

も、こちらの操業にも、非常に悪影響があるということが実際に起きているんだというふうに思

います。そういった意見のあったことをテークノートして、ほかにこのマチ類について、資源状

況でも、今の取り組み状況に係る話でもいいですが、ほかに何かご質問ございますか。

よろしいですか。

それでは、最後の魚種に移りたいと思います。

最後に有明海におけるガザミについて、水産総合研究センター西海区水産研究所藻類・沿岸資

源管理グループの吉村グループ長さんから、まず資源状況についてご説明をお願いしたいと思い

ます。

よろしくお願いします。

○吉村グループ長
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吉村でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料２－３－１に基づいてご報告いたします。

有明海のガザミにつきましては、漁獲県であります福岡、佐賀、長崎、熊本４県の水産研究機

関の皆様が調査をされた結果をここで取りまとめてご紹介いたします。

まず調査の概要なんですが、３つの項目で調査が行われております。１つ目が漁業の概要に関

する調査で、市場調査、あるいは標本船調査等が行われております。２番目が漁獲物を観察した

り分析することによって、生物学的な特性を得ようとする調査です。３つ目が漁獲統計値に基づ

いて資源の動向ですとか水準を判断するという、以上の３つで構成されております。

２番目、漁業の概要ですが、県によって漁業種は構成が若干異なりますけれども、全体的には

刺し網が主体となっておりまして、これにかご、すくい網、底びき網といったものが加わります。

漁獲動向なんですが、全体的には平成25年度の漁獲量は323トンで、前年比2.2倍ということで、

比較的好調であったということです。いずれの県も平成24年度に比較しますと、２倍から３倍の

漁獲量はあったということなんですが、後ほどまたご紹介いたしますけれども、長期的に見ます

と、決して資源が回復したというレベルには至っていないようです。

２ページ目に入りまして、３の生物学的特性です。まず１つ目が、雌が卵を抱いている期間な

んですが、かつては８月にピークが来るといったずれを指摘された年もあったんですけれども、

25年度は５月から６月と、おおむね平年並みであったということがわかっております。産卵場所

は、熊本県の場合ですと有明海の湾中央部から湾の奥と考えられております。また八代海におい

ても、一部卵を抱いたガザミが漁獲されているということでございます。成熟年齢につきまして

は、一般的には１年未満で成熟すると言われておりまして、実際甲羅の幅が12センチという比較

的小さな個体が卵を抱いている例も観察されたということです。

次のページ、４ページ目にいきまして、分布海域なんですが、これは従来からわかっておりま

すとおり、有明海、それからそこから続いております八代海及び橘湾ということになっておりま

す。

移動につきましては、標識放流が行われておりますけれども、長崎県の場合ですと最長で80キ

ロを超える移動例も幾つか見られたということで、橘湾も含む有明海各地を広い範囲で移動する

ものが結構いるということがわかってきております。

寿命につきましては、一般的には雄が１年半から２年、雌が３年という定説になっております

けれども、長崎県の調査によりますと、雌は３年以上生きている。雄は１年３カ月から７カ月程

度と考えられたということです。
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ガザミは甲殻類ですので脱皮をします。脱皮をしますと当然体がしばらくはやわらかくなるわ

けですが、その体のかたさに応じてカタ、チョイ、ヤワの３つの銘柄に分けられております。こ

のうちヤワというものは、下手をすればカタの１割の値段もつかないということで買いたたかれ

る傾向があるようですけれども、この体のやわらかいガザミの出現が、福岡県の場合ですと８月

にピークがあった。佐賀県も６月から８月にピークがあったということです。ただ、佐賀県の場

合は、ヤワをまた再放流しましょうという運動もされていますので、漁獲物に占める割合は５％

程度と小さかったようです。

最大で成長は、殻の幅で29センチ程度まで成長すると考えられたということです。

５ページ目に入りまして、資源状態です。図の６に４県分まとめた漁獲量の変動がグラフとし

て示されておりますけれども、有明海のガザミ漁獲量は昭和60年に過去最高の1,781トンを記録

しておりますけれども、その後次第に減少過程に入りまして、平成12年にはそれまでの過去最低

である142トンに落ち込んでおります。その後やや回復して、200トン前後で推移しておりました

けれども、平成22年には再び99トンに落ち込んで過去最低を記録更新しております。その後、23

年、24年はやや増加に転じておりますけれども、百四、五十トンというところを横ばい状態と考

えられます。

４県の漁獲量ですけれども、平成24年度が144トンでございまして、４県いずれのご担当の

方々も、資源は低水準で横ばいと判断されております。福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県いずれ

も、漁獲量のピークは昭和60年から62年ぐらいに見られたんですけれども、その後は減少過程の

一途をたどってきたということです。ただ、平成23年、24年に関しては、やや回復といいますか

増加に転じつつあるのかなという傾向が見てとれるということでございます。

７ページに入りますけれども、資源回復に関するコメントということですが、現在有明海ガザ

ミ広域資源管理方針というものが策定されておりまして、４県において共通の措置として、卵を

抱いている雌を保護したり、甲羅の幅が12センチ以下の小型個体を放流する、また卵を抱いた雌

を守るという意味で、６月１日から15日までの禁漁が設定。一方で種苗放流による積極的な培養

措置も継続して行われており、また海底耕うんなどによる漁場の環境保全についても取り組まれ

ております。

これらの指針、指示というものが主要な漁業者の間でほぼ定着してきているというご判断をさ

れているのが福岡県、それから佐賀県においては、それよりもさらに厳しく15センチ以下を放流

したり、先ほど申しましたとおり殻のやわらかい、価格の低い個体については再放流するといっ

た策も浸透してきているということでございます。長崎県や熊本県さんが指摘されているのは、
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いろんな取り組みがされているわけですけれども、例えば放流効果、人工種苗の放流効果、また

卵を抱いた雌や小型のカニを放流しているわけですけれども、それらおのおのの対策の効果を、

個別に定量的に数値として示すことが必要ではないかという指摘がなされております。

以上が25年度の結果です。

以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

引き続き、有明海ガザミ広域資源の取り組み状況について、事務局から説明をお願いいたしま

す。

○事務局（佐藤）

それでは、資料２－３－２をごらんください。

有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく平成26年度の取り組み状況でございます。先ほどガザ

ミの資源の動向についてご説明した中に、取り組み状況というのが既にご報告されましたので、

ここはもう簡単に、同じ内容になりますのでご紹介しますと、抱卵ガザミの保護、それから小型

ガザミの再放流、それから採捕禁止期間の設定をしてございます。こちらについて、採捕禁止期

間ですけれども、こちらは日本海・九州西漁業調整委員会指示第40号に基づいて、平成26年６月

１日から６月15日の間、たも網そのほかのすくい網によるガザミの採捕を禁止してございます。

資源の積極的培養措置でございますが、こちらは表の下の（参考）としまして、平成26年度の

種苗放流の状況を記載してございます。関係県で392万尾の種苗放流を実施してございます。

それから、漁場環境の保護といたしまして、福岡県におかれては覆砂、それから佐賀県、長崎

県におかれては漁場の環境を改善するために海底耕うんを実施してございます。

それから２ページ目でございますが、こちらは広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開

催実績を整理させていただいてございます。

現行のガザミ広域資源管理方針の実施期間は平成26年度で終了いたします。それで現在、平成

27年度以降の取り組みについて関係者間で検討してございます。その結果につきましては、次回

の九州西部会等でご報告させていただくこととなります。

取り組みの内容につきましては、簡単でございますけれども以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございます。

ただいま有明海ガザミの水産資源の状況と資源管理の取り組み状況についての説明がございま
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した。何かご質問等ありますでしょうか。

森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

先ほど説明を受けた中で、資源状態のところのグラフを見てみますと、昭和60年にはピークを

打っているわけですが、長崎と佐賀県が非常に漁獲が伸びているというふうに思います。ここで、

ここが突出してとれているわけですよね、60年前後といいましょうか。そうするとここで何か特

別なことがなされたかどうかということをお聞きしたいんです。

ここで何か急にふえた、今まで資源管理をやって効果がなかったんだけれども、ここでやった

ために急激にふえたんだということが例えばあれば、それは今後の参考にもなるし、いや、何も

しなくて自然に、たまたまそうなったんだというのか、その辺をお聞きしたいんですが。

○吉村グループ長

直接の情報を持ち合わせているわけではないんですけれども、例えば九州の場合、イセエビに

つきましても似たような過程を経ておりまして、イセエビの場合は1964年にピークを迎えて、そ

の後ずっと減少するという、似たようなグラフを示します。それで、イセエビの例を参考に申し

上げますと、1964年よりも以前というのは漁業が発達する過程にあった時代と考えられまして、

次第にいろんな工夫がなされていって漁獲量がふえていったということで、ここは資源が突然ふ

えたというわけではないのではないかなと考えますが、それがこの有明のガザミにもそのまま当

てはまるかどうかは、ちょっと申しわけないんですが情報を持ち合わせておりません。

○橋本部会長

何かしらの取り組みによって資源が急にふえたというよりかは、漁労の改良とか、要するにと

り方が非常に効率的になったとか、そういうほうが可能性が高いと。

○吉村グループ長

ほかの魚種を見る限り、そうではないかと。

○橋本部会長

イセエビの場合もそうだということですか。

○吉村グループ長

そうですね。

○橋本部会長

ということですけれども、よろしいでしょうか。

でもかなり顕著にぴんとこう上がっているから、何か気になりますよね。



- 29 -

あ、どうぞ。

○藤井部長

瀬戸内海区水産研究所の藤井です。

昭和60年ごろといいますと、私は日本海の新潟のほうにいたんですけれども、60年ごろ、新潟

でもガザミがものすごくとれていたんですよ。それであのあたりはオッターボードを使った、か

なり乱暴な底びき網があるんですけれども、それまではほとんどとれなかったものが、62年くら

いまでたくさんとれて、その後やっぱりぱたっと、20年くらいほとんどとれないという状態が続

きましたので、新潟と有明では全然地理的にも離れていますし、環境も違うと思うんですけれど

も、何かガザミにとっていいようなイベントがあったのかもしれないです。漁業のあれも否定で

きないんですけれども、何かあった可能性もあると思います。やっぱりガザミというのはそうい

う環境がよくなったら急にふえる可能性を秘めた生き物ではあるんじゃないかと考えています。

○森脇委員

それは水温だったりとか、そういうことですか。

○藤井部長

どこまで直接的につながっているかわからないんですけれども、昭和59年の冬は非常に寒かっ

たんです。その直後というのは、日本海のあたり、幾つかの魚種で非常に大きい年級が出ていま

すので、という、ぱっと思いつくのはそれくらいですね、今。

○森脇委員

卓越が出たということですか。

○藤井部長

そうですね。

○橋本部会長

こういう、ぴんと急に漁獲が伸びた、まあ効率的な漁獲がこの過程で行われたという情報もご

ざいますし、資源としてたまたまそういう卓越年級が出るにふさわしい海洋環境だったという、

両方とも考えられるんじゃないかということです。

福田先生。

○福田委員

甲殻類のカニの場合、ガザミじゃないですけれども、ほかの食べられないカニですけれども、

一般的に幼生のとき、幼生のときの状態がいいと大量に定着します。それで、それが数年に１回

ぐらい、わっと来ることがあるんですけれども、それで個体群としては非常に変動するんですけ
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れども、そのように、特にこの場合は６月ぐらいの海の状態ですね、それで幼生がたくさん育っ

て、大量に定着したんじゃないかと思うんですけれども、昨年がまさにその感じで、稚ガニが結

構、有明海全体でとれているんです。ただ、こんなに大きいピークにはなっていませんけれども。

だから恐らく幼生のときの育ちぐあい、それからそれが定着すると、この辺がこんなに大きく変

動するもとじゃないかと、私は思っていますけれども。

○橋本部会長

ありがとうございました。大変学究的なお話も含めて情報をありがとうございました。

ほかに何かガザミについて、取り組み状況のほうでも構わないですが、何かございますでしょ

うか。

23、24年ぐらい、ほんの少し、県ごとにでも復活しているという、特に福岡県の有明海域の数

字を見ると、ちょっと伸びたような漁獲量の表になっておりますけれども、昭和60年代のような

数量の復活になるかどうか、また数年はちょっと見ていかなきゃいけないのかなという気はしま

す。

では、ガザミについてはよろしいですか。

それでは３つの魚種についての資源状況、取り組み状況の説明、ご質疑が終わりましたので、

次の議題に進みたいと思います。

次に議題の（３）、その他という議題でございますが、この機会でございます。委員の皆様方

から何かご発言、ございますでしょうか。この部会の場でも構いませんし、明日の午後は本委員

会がございますので、何かご発言があればお伺いしたいというふうに思います。時間ももう５時

を回っておりますが。

もしございませんようでしたら、事務局のほうから次の部会予定等にいきますけれども、よろ

しいですか。

それでは事務局から、次の部会の開催予定についてご説明をお願いしたいと思います。

○事務局（佐藤）

次回の部会につきまして、今後緊急の開催の予定がなければ、例年２月から３月ごろに開催し

たいと考えております。

次回日程の開催日時、場所等につきましては、改めて事務局より委員の皆様にご連絡をとらせ

ていただくことになりますので、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す。
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九州西部会は年に２回行われておりますので、次回は２月ないし３月ということでございます。

それでは、本日の部会はこれにて閉会をしたいと思いますが、委員各位、あるいはご臨席の皆

様におかれましては、長時間、議事進行へのご協力、あるいは貴重なご意見等、ありがとうござ

いました。

なお、議事録署名人に指名させていただきました本田委員と中川委員、このお二方には後日、

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、長時間、大変ありがとうございました。

これをもちまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会第26回九州西部会を閉会させていただ

きます。どうもご協力ありがとうございました。

閉 会


