
九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の評価・総括

１ 計画の概要（資源回復計画公表：平成１７年４月１５日）

(1) 計画作成時における資源の現状と回復の必要性
九州・山口北西海域におけるトラフグは主に、山口県、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、広島県の浮はえ縄及び底はえ縄によるふぐはえ縄
漁業で漁獲されている。

本系群のトラフグ資源水準は低位にとどまっていることから、関係漁
業者の経営の安定に資するとともに、西日本の食文化に欠くことのでき
ない食材を安定的に確保するためには、従来の漁業者による自主的な資
源管理の取組を超えた効果的な措置を講ずることが必要となっている。

(2) 資源回復の目標（対象魚種：トラフグ）
計画期間中の最大推定資源量の トン（ 年漁期）まで回復させる本 1,264 2006

こと。

(3) 対象漁業
ふぐはえ縄漁業

(4) 計画期間
平成 年度～ 年度）17 年度～ 年度（25 2005 2013

（ 、 （ ） ）資源回復計画作成要領の廃止に伴い 平成 年度 年度 で終了23 2011

(5) 資源回復のために講じる措置
① 漁獲努力量の削減措置
ア 操業隻数管理
イ 休漁期間の設定
ウ 小型魚の再放流。
（必要に応じ、針の大きさの制限、針数及びはえ縄総延長の制限、保
護区の設定については、資源の状況等を検討 。）

② 資源の積極的培養措置
関係県による種苗放流の実施

年度からは、より放流効果を高めるため、適地（天然稚魚の成育2010
場）に適正サイズ（約 ㎜）の健全種苗を放流。70

③ 漁場環境の保全措置
ア 漁場環境の改善のための海底耕耘
イ 漁場機能の維持管理を図るための海底清掃（投棄漁具等の回収）

資料２－５－１

図１ 分布域及び産卵場
出典：平成23年度我が国周辺水域の漁業資源評価

図２ 資源量の推移（単位：トン）
資料：平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価より抜粋



２ 取組の実施状況

(1) 漁獲努力量の削減措置
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づく以下の措置の実施。

ア とらふぐはえ縄漁業の承認（ トン以上 ・届出（ トン未満）制5 5）
の導入（各県毎の承認・届出隻数は、表１のとおり 。）

イ 海域を定め漁法ごとの期間休漁。
ウ 小型魚の再放流。

(2) 資源の積極的培養措置
関係県による種苗放流の実施。

年から 年までの間 万尾を放流（ 。2005 2010 1,013 表２）
（なお、 年度からは放流効果を高めるため、適地に適正サイズ（約2010

）の健苗種苗の放流を推進 ）70mm 。

(3) 漁場環境の保全措置
ア 成育場の環境改善のための海底耕耘の実施（福岡県、佐賀県、長

崎県 。）
イ 海底清掃（投棄漁具等の回収）の実施（山口県、福岡県、佐賀県、

長崎県 。）

表１ とらふぐはえ縄漁業の承認及び届出状況
*１年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

承認 118 114 107 257 232 216 206
届出 338 315 324 148 133 113 97
合計 456 429 431 405 365 329 303
*1 2011年度は11月1日現在の隻数

※ 本計画開始時は10トン以上の漁船に対して承認を実施していたが、2008年度から５トン以上の漁船とし、

併せて承認隻数の上限が設けられた。

（ ）表２ 各県のとらふぐ種苗放流実績 単位：千尾
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

山 口 県 440 440 536 464 377 403 561
福 岡 県 127 371 568 555 302 445 694
佐 賀 県 131 118 123 120 130 112 68
長 崎 県 516 535 531 599 821 719 695
熊 本 県 － － － 40 80 52 45
広 島 県 32 60 69 8 4 － －
愛 媛 県 60 98 70 56 61 － －
合計 1,306 1,622 1,897 1,842 1,775 1,691 2,063

資料：各県からの報告

注：放流海域は瀬戸内海、豊後水道及び有明海を含む。



３ 資源の水準・動向、目標の達成状況等

(1) 資源の水準・動向
平成 年度我が国周辺水域の漁業資源評価によれば、トラフグ日本海・23

東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価資源水準は低位、動向は減少。
資源量は 年の トンから変動しながら減少傾向で、 年は2002 1,296 2009

トン、 年は トンと推定された（ 。1,099 2010 973 図３）

(2) 目標の達成状況
2006 2010 2006年～ 年漁期の推定資源量の推移からみると、目標である

年の資源水準までの回復には至らなかった。
なお、資源回復計画による取組が行われた九州・山口北西海域における

資源量及び漁獲量は、直近三カ年では僅かながら増加傾向が見受けられる
( )。図３、図４

４ 計画の評価・総括

(1) 対象資源の維持・回復における効果
九州・山口北西海域では、資源回復計画の下で休漁、 操業隻数制限、小

型魚の保護及び健全人工種苗の適地・適サイズの放流が行われ、系群全体
の資源水準が低下しているなかで、同海域のトラフグ資源水準は、僅かな
がら増加傾向となった（ 。図３）

また、平成 年度我が国周辺水域の漁業資源評価によれば、漁獲された23
個体における人工種苗の混入率は平均 、添加効率は平均 と推定さ0.27 0.14
れており、種苗放流は、資源造成に大きく貢献しており、種苗放流を行わ
なければ、資源は更に減少したと考えられる。

(2) 資源管理体制の維持・強化における効果
九州・山口北西海域で操業するトラフグはえ縄漁業者は、従来から漁業

者協議会等での協議に基づき自主的に資源管理や種苗放流に取り組んでき
たところである。更に、資源回復計画が策定された2005年以降は、６県の
行政・試験研究機関、(独)水産総合研究センター、国で構成する行政・研
究担当者会議を毎年２回開催し、科学的知見に基づく資源水準 動向、必・
要な管理方策、管理措置による効果等の情報を共有することにより、資源
管理に対する漁業者の認識がより強固なものとなり、管理方策の見直しや
種苗放流の効率化等により積極的に取り組んだ。

図３ 資源量の推移（単位：トン）
資料：平成23年度我が国周辺水域の漁業資源評価より抜粋

注：資源量は、平成23年度我が国周辺水域の漁業資源評価の数量のため、資源

回復作成時の資源量と異なる。

図４ 漁獲量の推移（単位：トン）
資料：平成23年度我が国周辺水域の漁業資源評価より抜粋



(3) 今後の方向性
資源回復計画は、九州・山口北西海域で操業するトラフグはえ縄漁業者

を主体に実施されてきたが、本種は、日本海・東シナ海・瀬戸内海に分布
回遊する資源であることから系群全体の資源を回復させるため、瀬戸内海
も含めた資源管理方策の検討が重要である。

九州・山口北西海域で操業する山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、広島県
、 、のトラフグはえ縄漁業者代表・関係県行政・研究機関 西海区水産研究所

瀬戸内海区水産研究所及び九州漁業調整事務所で構成する「トラフグ広域
2012 2013 2資源管理検討会議」を設立するとともに、 年度から 年度までの

年間 「トラフグ広域資源管理方針」の下で資源管理（漁獲努力量の削減措、
置、資源の積極的培養措置）に取り組み、本方針は関係県の資源管理指針
に反映することとしている（ 。図５）

なお、トラフグ広域資源管理管理方針に基づく漁獲努力量の削減措置の
実効性を担保するため、広域漁業調整委員会指示は必要である。 図５ 今後の資源管理実施体制


