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漁業の特徴 

漁業の特徴 
日本海ではかご網によって漁獲される。東経134度以東の各県地先における知事許可漁業と、東
経134度以西及び大和堆・新隠岐堆などの沖合漁場における 大臣許可漁業の2つの異なる許可
形態で構成されている。甲幅90mm以下の雄ガニとすべての雌ガニは禁漁。2007年9月より鳥取
県境港水揚げ船を対象 に、2010年9月より兵庫県船を対象に個別割当制が導入されている。「資
源管理指針・計画」の対象資源である。  

知事許可水域 

大臣許可水域 
我が国EEZ 
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漁獲量および資源量指標値の経年変化 

漁獲努力量の増大と沖合域への漁場の拡大によって、日本海本州沿岸における漁獲量は
1983～1984年には5.2万～5.3万トンまで増加したが、以後は急速に減少した。1992年以降は
2.2万～2.6万トンでほぼ安定していたが、1999年以降は再び減少に転じ、2003年が1.5万トンで
最低 となった。その後やや増加し、2006年以降横ばいで推移し、2012年の暫定漁獲量は
15,534トンである。  

漁獲の動向 



漁獲量および資源量指標値の経年変化 

漁区（緯度経度1度升目）単位で漁場面積と年間の平均CPUEを乗じた値を積算したものを資源
量指標値とし、この値の動向から資源状態を判断した。 

資源評価法 



資源量推定値の経年変化 
 

大臣許可水域、知事許可水域ともに増加傾向 
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資源量推定値の経年変化 
 

1,000,000 

   800,000 

   600,000 

   400,000 

   200,000 

  1975   1980   1985   1990   1995   2000   2005   2010 

EEZ内計 

2012年：
665,536 

中 位 

水準・動向  中位 増加  

低－中境
512,786 資

源
量

指
標

値
 

高 位 

中 位 

低 位 



資源量推定値の経年変化 
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資源量推定値の経年変化 
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大臣許可水域における漁獲割合の指標値 

漁獲割合(漁獲量／資源量指標値）は低下傾向にある 
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• 知事許可水域は高位水準にある。 
  現在程度の努力量を維持することにより、資源の増加傾向を維持できる。 
• 大臣許可水域は中位水準にある。                                       

漁場の大半が韓国と競合する暫定水域であること、近年、日本の漁獲割合
が低下傾向にあることを考慮したABCを算定した。                                
現在程度の努力量を維持することにより、資源の増加傾向を維持できる。 

ABC の算定 

平成24年度にABC算定規則が改正され、ABCはABClimit＝δ1・Ct・γ1、ABCtarget＝ABClimit・αで計算した γ1
は、γ1＝1＋k（b/I)で計算をし、kは係数（標準値の1.0）、bとIは資源量指標値の傾きと平均値（直近3年間）
である 。昨年度、大臣許可漁業のABCは、個別割当制導入直前の漁獲割合の指標値をもとに上限制が 
適用されなかった場合の推定漁獲量を用いて計算していたが、個別割当制導入以降6年が経過している
ので、通常の漁獲量の過去3年平均で計算した。 
昨年度は、大臣許可漁業は、δ1＝0.8を使用していたが、上記の利用状況を考慮して1.0とした。  

  2014年漁獲量 管理基準 F値 漁獲割合 

ABClimit      168百 トン 
1.0・大臣許可Cave3-yr・1.08 
1.0・知事許可Cave3-yr・1.06 

- - 

ABCtarget     134百 トン 
0.8・1.0・大臣許可Cave3-yr・1.08 
0.8・1.0・知事許可Cave3-yr・1.06 

- - 

  



資料３－２

広域資源管理の取り組みについて

１．日本海沖合ベニズワイガニ広域資源管理について

(1) 広域資源管理の必要性

平成23年度末で資源回復計画制度は終了し、平成24年度以降は平成23年度から開始さ

れた資源管理・漁業収入安定対策に基づく、資源管理指針・資源管理計画体制において、

適切に資源管理を推進することとなった。

今後も、資源管理指針・計画体制の下、適切な資源管理を推進するとともに、これま

で実施してきた資源回復計画の取組を後退させないため、引き続き日本海沖合ベニズワ

イガニ関係者が参画する境港ベニズワイガニ産業三者協議会等を活用して広域資源管理

を推進する。

(2) 広域資源管理に必要な情報収集

日本海沖合ベニズワイガニ関係者は水揚状況、資源状況、取組状況及びその他必要な

情報を収集するとともに、境港ベニズワイガニ産業三者協議会等において、報告及び情

報共有等を行うこととする。

(3) 広域資源管理に必要な措置の目標

今後も適切な広域資源管理を推進するため、資源回復計画における漁獲努力量の削減

措置等を引き継いだ資源管理指針・計画における自主的管理措置を実施することによ

り、現状の資源の維持による安定的な漁獲量を維持する。

【広域資源管理に関する体制】

境港においてベニズワイガニ産業に
関与する生産・加工仲買・卸売業関
係者

ベニズワイガニ資源の維持・回復の
ための取り組みの下，境港における
ベニズワイガニ産業の維持・振興，
ひいては当該産業の社会的意義を
醸成することを目的とし，生産・加工
仲買・卸売の三者がそれぞれ置かれ
ている状況を相互によく認識・理解し，
当該産業全体の発展のために必要
な情報交換及び協議をおこない，必
要な取り組みを推進する。

広域資源管理に
必要な情報収集

境港ベニズワイガニ産業三者協議会

目的

構成員

取組状況、
漁獲状況等
の報告

取組状況等
の情報共有

県、漁業団体、境港漁調

取組状況等の把握

日水研、境港漁調

資源状況の把握

(1)三者の状況及び課題等に関する
情報及び意見の交換
(2)ベニズワイガニ資源の管理措置
に関する協議
(3)ベニズワイガニの合理的流通形
態に関する協議
(4)ベニズワイガニの販売促進及び
付加価値の向上等に関する協議
(5)その他本会の目的達成に必要な
事項

活動内容

境港漁調（協力：鳥取県境港水産事
務所，島根県水産課，境港市水産課
及び (社)境港水産振興協会）

事務局

取組状況等
の報告

広域漁業
調整委員会



Ⅱ．日本海沖合ベニズワイガニ広域資源管理の取組状況について

１．会議等の開催実績（第２０回日本海・九州西広域漁業調整委員会以降）

(1)広域資源管理に係る会議

開催年月日 会議名 参加者

H25. 1.30 第52回境港ベニズワイガニ 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、鳥取県、島

産業三者協議会 根県、境港市、(社)境港水産振興協会、境港漁調

H25. 5.10 第53回境港ベニズワイガニ 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、鳥取県、島

産業三者協議会 根県、境港市、(社)境港水産振興協会、境港漁調

H25. 7.17 第54回境港ベニズワイガニ 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、鳥取県、島

産業三者協議会 根県、境港市、(社)境港水産振興協会、境港漁調

(2)関係会議

開催年月日 会議名 参加者

H25. 1.30 日本海べにずわいがに資源 漁業者、鳥取県かにかご漁業組合、鳥取県、島根

管理計画に係る調査の結果 県、(独)水産総合研究センター日本海区水産研究

報告会 所、境港漁業調整事務所

H25. 7. 8 第2回日本海沖合ベニズワ 漁業者、日本海かにかご漁業協会、境港漁調

イガニ資源管理推進委員会

H25. 7. 17 日本海べにずわいがに資源 漁業者、日本海かにかご漁業協会、鳥取県、島根

に関する意見交換会 県、（独)水産総合研究センター日本海区水産研究

所、境港漁業調整事務所

２．資源管理措置の取組状況（資源回復計画から引き続き実施している取り組み）

項 目 府 県 実施年度 実 施 内 容

休 漁 兵庫 2005～ 新たに6月（30日間）を追加

漁獲量の 新潟､鳥取､島根 2007～ 追加休漁に相当する代替措置として各船別に設定

上限設定 兵庫(大臣許可) 2010～ 船別に設定

網スソの 新潟､鳥取､島根 2005～ 休漁期間中に漁場に残置されるカゴ漁具の網スソ

開放 の開放

小型ガニ 新潟､兵庫(大臣許可) 2007～ 漁獲サイズより小型のカニ（甲幅9cm以下）を生

の保護・ 鳥取､島根 きた状態で逃がすよう努める

改良漁具 兵庫(知事許可) 2009～ 現状の規制漁具より小型ガニ混獲防止効果の高い

の導入 「脱出口付きかご」を導入する
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