
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第３回日本海西部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年９月１１日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１４年９月１１日（水）１３：３０～ 

 

２ 開催場所 

霞が関東京會舘 シルバースタールーム 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 橋本志朗、平野利男、佐々木新一郎、吉岡修一、生越日出夫、屋田孝治、和田耕治、 

本川廣義、濵田素司、風無成一、三門良一、宮本光矩、畔田正格、石川賢廣、 

三木奈都子 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

 南卓志  日本海区水産研究所日本海漁業資源部長 

 時村宗春 本部研究推進部研究開発官 

（水産庁） 

 中尾昭弘 資源管理部管理課長 

 佐藤力生 資源管理部管理課資源管理推進室長 

 齋藤晃  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

 寺谷志保 資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班企画調整係長 

 阿部智  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

 笠原光仁 資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 楠富寿夫 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 久田幸一 北海道漁業調整事務所長 

 在本英教 仙台漁業調整事務所資源管理係長 

 渡部勝弘 新潟漁業調整事務所資源管理計画官 

 永井周  新潟漁業調整事務所資源管理係長 

 貝塚裕五 境港漁業調整事務所長 

 石山靖幸 九州漁業調整事務所資源管理計画官 

 西部博秀 九州漁業調整事務所資源管理係長 
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４ 議 題 

 （１） 部会の開催状況について 

 （２） 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画について 

 （３） 第２期資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 （４） その他 

 

５ 議事内容 

 

開    会 

○齋藤管理課課長補佐 

 それでは、定刻よりも多少早いですけれども、委員の方々全員おそろいのようです

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３回日本海西部会を開催

させていただきたいと思います。 

 本日は、委員数 15 名のところ全委員の出席でございますので、日本海西部会事務規

程の第５条の規定に基づいて、本部会は成立していることを御報告いたします。 

 それでは、吉岡部会長の方から議事進行をお願いしたいと思います。 

○吉岡部会長 

 一言、ごあいさつを申し上げます。 

 本日は大変お忙しい中、委員の皆様方はじめ来賓の方々におかれましては御出席い

ただきまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、日本海西部会におきましては、本年の２月 19 日に米子市で開催されました第

２回日本海西部会において、「日本海西部アカガレイ資源回復計画（案）」、また、「回

復計画対象魚種候補・優先順位の決定に向けた手続について」、そのような審議を行っ

たわけでございまして、日本海西部アカガレイ資源回復計画について原案を承認する

とともに、次の資源回復計画の対象魚種候補について、各府県から御要望の状況報告、

アカガレイにかかわる漁獲努力量をＴＡＥ管理の対象とすることについて、事務局よ

り説明を受けて、部会として承認したところでございます。 

 本日の部会におきましては、本部会の管轄水域の資源状況について水産研究所から

御説明いただきまして、その後、９月６日に公表されましたアカガレイの資源回復計

画について水産庁より説明をすることとなっております。また、アカガレイの次の日
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本海西海域における資源回復計画対象魚種についても御審議いただきたいと思ってお

ります。 

 議事に入ります前に、本日は水産庁から中尾管理課長にお越しいただいております

ので、ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長 

 管理課長の中尾でございます。 

 本日、第３回の日本海西部会が開催されるに当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 まず初めに、委員の皆様には御多忙中にもかかわらず御出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 さて、２月の当部会で原案の御了承いただきましたアカガレイの資源回復計画でご

ざいますけれども、細部の調整が整いまして、先週９月６日に公表させていただきま

した。この計画が短い期間で策定できたのも、関係する漁業者の方々の資源管理意識

の高さによるものと考えております。 

 本日の部会におきましては、ただいま部会長の方からお話がありましたような議題

を御審議いただくわけでございますけれども、次期候補魚種の話などは非常に重要な

話であると思っておりますので、限られた時間ではございますが、忌憚のない議論を

交していただきまして、有意義な会議となりますよう祈念しております。 

 簡単でございますけれども、私の方のあいさつとさせていただきます。本日はよろ

しくお願いいたします。 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に資料の確認を行っていただきたいと思います。事務局の

方からお願いします。 

○齋藤管理課課長補佐 

 それでは、議事に入る前に資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に一式資料を御用意しておりますが、１枚目に本日の議事次第、座席表、左

上ホチキスどめの本日の出席者名簿、一枚紙で本部会の委員名簿です。続いて、横長

の表で右上とじの資料１の資料、一枚紙で資料２－１の資料、一枚紙で資料２－２の

資料です。それから、左上ホチキスどめの資料３－１の資料、横長の一枚紙の資料３
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－２の資料、左上ホチキスどめの資料３－３の資料、以上が本日の配付資料となって

おります。不足の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

議事録署名人の指名 

 

○吉岡部会長 

 それでは、議事録署名人の選任を行いたいと思います。 

 部会事務規程の第 11 条にありますように、後日まとめられます本部会の議事録の署

名人を選出しておく必要があるわけでございまして、これにつきましては、部会長か

ら２名以上を指名となっておりますので、僭越ではございますけれども、私の方から

指名させていただきたいと思います。これまで、名簿順に担当していただいておりま

したので、今回の委員会議事録の署名についても、海区漁業調整委員会の互選委員の

方から鳥取県の生越委員、大臣選任委員の方から三木委員のお二方にお願いしたいと

思います。どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

議題１ 水産資源の状況について 

 

○吉岡部会長 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、議題１の水産資源の状況について、日本海西部海域における資源の動向につ

いて、独立行政法人水産総合研究センター日本海区水産研究所の南日本海漁業資源部

長さんより説明をお願いしたいと思います。特に資源回復計画の対象魚種でございま

すアカガレイ及び関連魚種のズワイガニにつきましては、資源評価の資料が別に用意

されておりますので、これについても説明をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○南日本海漁業資源部長 

 日本海区水産研究所の南でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料１を参照しながらお聞きいただきたいと思います。なお、私たち水産

庁から委託を受けて水産総合研究センターが資源評価に取り組んでいますが、その魚

種別に、水産研究所及び水産試験場といった研究機関が協力してチームをつくって資
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源評価を行っています。これらの結果は、そういった資源調査に基づいた結果でござ

いますので、これから御質問等あるかと思いますけれども、そういった研究機関と連

絡をいただいて、中身の細かいことに関しては問い合わせいただければお答えできる

かと思います。 

 それでは、資料１に基づいて説明いたします。何分たくさん魚種がありますので、

先ほど御紹介のありましたズワイガニとアカガレイ以外は概略だけで割愛させていた

だきます。 

 それでは、ＴＡＣ種、この表の左上からいきたいと思います。初めに浮魚類が並ん

でいます。まず、マアジです。対馬暖流系という一つの単位、系群で資源評価を行い

ます。 

 マアジに関しては、対馬暖流系での漁獲量、1960 年代は非常に多かったわけです。

大体 33～47 万トンという数値が上がっていますが、近年、非常に低い水準に落ち込ん

でいます。最近少し増えている年もあったんですが、2001 年には 13 万トン漁獲量が

上がっています。 

 資源評価に関しては、コホート解析という手法をとります。これは、水揚物の体長

組成から年齢組成、個体数を割り出して解析し、資源量を推定します。これが基本に

なっていますが、最近では、水産研究所等が表層のトロール等で幼稚魚の調査をやっ

たり、魚探による資源量調査を加味して総合的に資源評価を行っています。それによ

ると、一番最新の資源評価結果はここの表にありますように、水準が中位で動向が減

少傾向、それに基づいてＡＢＣも表のように出てきているわけです。 

 ただ、近年の傾向として、2001 年に小さな魚の加入が見られたわけです。夏でした

か、大きな加入がありましたけれども、それが漁獲の主体となって 2002 年につながっ

たという形跡はありません。何らかの原因で初期に分散したか、死亡してしまったか

ということで、残念ながら漁獲量の増にはなりませんでした。したがって、傾向とし

ては減少になります。 

 次にマイワシです。これはかつて日本でも、100 万トン以上の漁獲量があった魚種

ですが、近年は非常に低迷しています。2001 年は 1,400 トンのレベルにまで落ち込ん

で、ほとんど獲れていない。漁獲されたものの中身も１歳魚、小さいものに限られて

いて、産卵親魚となるような大きな魚は獲れていません。 

 マイワシの資源評価も、コホート解析、先ほどのマアジと同じ水揚物の体長組成か
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ら資源評価をしていきます。これに加えて、産卵がどのように行われているかという

実態を把握するために、卵の調査を実施しています。ただ、去年の結果を見ますと、

卵がほとんど出てきません。数個というレベルで、これも１個、２個のレベルですの

で、産卵は全く行われていないと言っても過言ではありません。 

 そういった非常に悪い状態です。低位で減少傾向ということが結果として出てきて

おりまして、ここではＡＢＣが混獲程度、マイワシを狙って獲るような状態ではない

という結果を私たちの資源評価では結論づけています。 

 次にマサバです。マサバも非常に低い水準で推移しています。1970 年代は 30 万ト

ンぐらいまでいったのですが、2001 年の漁獲量は７万 4,000 トン、一時の４分の１ぐ

らいになっています。 

 マサバの資源評価も、コホート解析によっています。水準は低位で、減少傾向にあ

るということが結果として出てきます。 

 次にズワイガニです。これはお手元資料の２枚目以降に、平成 14 年度資源評価票（ダ

イジェスト版）、これは一昨日、水産庁のホームページ上で公表された今年の最新の結

果です。先ほど報告しました各魚種についても、皆さん帰られてホームページを開い

ていただきますと、このようなダイジェスト版、詳しい評価結果が出ていますので、

お帰りになってぜひ見ていただきたいと思います。かなりカラフルで、きれいな、わ

かりやすい説明になっています。 

 ズワイガニについて御説明したいと思います。ズワイガニは評価の対象、今日お話

するのは日本海系群と言いまして、全体として水産研究所は、日本海の西、北、北海

道の西、オホーツク、太平洋の北、こういう海域の単位で資源評価を行っていますが、

きょう関係するところは主に日本海西であります。最終的には日本海系群と言って、

西と北を一緒にしたものとして取り扱っています。 

 生物学的特性は、これまでの調査研究から明らかになってきた結果を簡単に書いて

ありますが、寿命は、詳細は不明というふうに記載されています。カニは御承知のと

おり、魚と違って年齢を知る手だてがないわけです。魚のように年齢査定を例えば耳

石や鱗ですることもできませんし、これは脱皮しますので、年齢を知る情報が刻まれ

ている形質が発見できていません。そういうわけで寿命がわかりません。これは資源

評価をする上において非常に大きな障害となってきます。資源量を推定するときには、

基本的には年齢別の個体数を推定するところから始まるわけですが、それがわからな
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いということで非常に大きな障害になっています。 

 ただ、カニは脱皮を繰り返すごとに大きくなりますので、脱皮の大きさがだんだん

大きくなっていくことをたどることはできます。ただ、これは最終脱皮と言って、あ

る大きさになると脱皮をしなくなります。その後何年生きているかということがわか

らないといった非常に生物学的特性の難しさがあるわけです。 

 その次に漁獲の動向ですが、ズワイガニは御承知のとおり、かつて 1963 年には１万

5,600 トン、これはピークだったわけですが、それ以降どんどん減少して、３ページ

ぐらいに漁獲量の推移が示されていますが、このように劇的に下がってきました。1992

年が最低なんですが、そのときの漁獲量が 1,947 トンです。約 10 分の１ぐらいに落ち

込みました。ただ、皆さんの資源管理、現場の御努力等、行政も一体になった資源管

理が行われた結果、若干最近は増えぎみであります。とはいえ非常に低い水準であり

ますから、低位できていましたけれども、若干、中位ぐらいになった。この漁獲量の

グラフを見ていただくとおわかりになりますけれども、中位の上昇ないしは横ばいぐ

らい。近年１～２年はその上昇カーブが鈍ってきていますので、横ばいというふうに

しました。 

 ちょっと前後しますが、私たちは資源評価を行うに当たって、これはＴＡＣ魚種と

なりましたので、資源量をきちっと絶対量で出す努力をしております。一番初めはそ

ういう資料が全くありませんでしたので、ＴＡＣ指定になってから、あわてて資源量

調査を計画して検討した結果、現在は日本海の西区（Ａ海域）では、トロール網を用

いて密度を割り出し、それを面積に広げることによりまして、全体の資源量の推定を

行っています。これは、毎年大体６月から７月にトロール調査して、資源量を求めて

います。その資源量をベースに許容漁獲量ＡＢＣを算出しているわけです。これらト

ロールの調査の結果、それだけでは不十分ですので、沖合底びき網漁業のＣＰＵＥと

か資源量指数の動向を総合して、資源動向を把握しているわけです。 

 結果は先ほど申し上げましたように、西区では中水準で横ばい傾向、ＡＢＣが 4,300

トンというふうにはじき出しました。 

 次に、スルメイカにいきたいと思います。スルメイカは日本海、今まで御説明申し

上げた魚種が軒並み低位水準で推移していましたけれども、唯一と言っていい良い状

態の資源です。スルメイカの場合は、ここの表にもありますように、主に日本海では

秋生まれ群、秋季発生群と言っていますが、それらが漁獲の主体になっていますけれ
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ども、これらの資源は 1970 年代は大体 30 万トン、これは非常に驚異的な数字であり

ますが、非常に高かった。その後どんどん減少して、1986 年に６万トンの水準まで下

がりました。現在はかなり持ち直しまして、1970 年代の値までには及びませんけれど

も、大体 15 万トンぐらいで比較的いい状況にあって、さらに増加傾向にあるというこ

とで、高い水準で増加しています。 

 ちょっと前後しましたけれども、スルメイカの資源評価は漁期前の一斉調査、これ

は釣獲試験ですが、試験研究機関によって一斉調査が行われています。その結果をも

とに資源量を推定しています。加えて幼イカ調査、これはプランクトンネットで調べ

るもので、秋に発生直後の幼イカの発生量を調べまして、それを加味して資源動向を

推定しています。これを見ますと、この水準は非常にいい状況にあるということがで

きます。 

 次にアカガレイです。これもお手元の追加配付資料を見ていただきたいと思います。

これも日本海の西、この部会での検討魚種ですので詳しくお話したいと思います。 

 アカガレイの資源評価単位としては日本海系群としておりますが、非常に多いのは

西のブロックであります。現在、石川県や福井県など結構漁獲量が多い県がございま

す。分布はかなり広い魚種ですが、漁獲の対象となっているのは日本海西区が多いと

いうことです。 

 生物学的特性、現在うちの研究所で、かなり重要種として生態の研究に取り組んで

います。寿命が不明とありますが、ほどなく結果が出てくるという段階になっていま

す。成熟開始年齢、産卵期・産卵場等の情報も近年明らかにしております。 

 現在、私たちの研究所では、トロール調査とかけまわし漁船の用船調査、市場調査

等を進めておりますし、水産試験場にお願いして標識放流などを実施しながら、例え

ば移動分布、回遊も調べてきています。 

 アカガレイはトロール調査も行っていますが、現在のところ、まだトロール調査が

アカガレイの主分布域全域をカバーしていませんでしたので、資源評価は今年までは

一応漁獲量ＣＰＵＥをベースに把握しましたけれども、去年、今年とトロール調査の

結果も出てきましたので、近いうちに絶対量評価、資源量等を推定した上での評価が

できるものと思われます。 

 現在の資源水準は中位ということで、資源動向も横ばい状況。これは漁獲量やＣＰ

ＵＥをもとに推定したものですが、中位水準の横ばい、ＡＢＣは 3,300 トンと提示さ
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せていただきました。いろいろ生物情報も出てきていますので、アカガレイに関して

は、年々評価の精度は上げられるものと思われますし、特に資源回復計画の対象種で

もありますので、かなり細かい情報を蓄積する必要があると思っております。 

 次にベニズワイガニにいきたいと思います。ベニズワイは日本海全域に分布する非

常に広域分布種でありますが、漁場ないし分布水深が非常に深いところの魚種であり

まして、資源評価が非常に難しいものであります。 

 現在は、漁業の主体がかご漁業ですので、かごの漁獲量及びＣＰＵＥの傾向を用い

て資源評価をしていますが、かなり水準は下がっています。過去の漁獲量から比べて

非常に低い段階にあります。さらに、ここ１～２年漁獲量の減少、資源量指数の減少

が著しいことがあります。一つの要因としては日韓の暫定水域、そういった漁場がな

かなかかごが入れにくくて、漁場が東の方に移動していった。余りいい漁場ではない

のかもしれませんけれども、それと資源が非常に悪いので、だんだん深い方にかごを

入れざるを得ない。新しい漁場を求めて漁場が変化している。そういった悪い条件が

重なりまして、こういった悪い状況が出てきたものと思います。 

 次にマダイです。マダイは資源量をコホート解析、浮魚でやりましたような水揚物

の体長組成からコホート解析によって評価しています。資源水準は中位ですが、若干

減少傾向にある。余り楽観できるような状態ではありません。 

 次いでヒラメに行きます。ヒラメについても非常に水準が低い状態にあります。傾

向として、資源の動向は減少傾向にあります。 

 そのほか主だった魚種について説明しますと、資料１の右の方の欄に移っていきた

いと思います。ニギスがございます。これも西区の底びき網の対象魚種としてかなり

重要なものだと思われますが、これは資源評価は非常に変動が大きくて難しいんです

けれども、現在のところは、底びき網の漁獲量とＣＰＵＥ、資源量指数、漁獲物の体

長組成等から水準、動向を把握しています。現在のところ、中水準で横ばい。中水準

といってもかなり低いところなんですが、横ばい傾向ということが言えると思います。 

 次にムシガレイです。これは西の方でかなり獲られているものですが、非常に低い

水準で、若干の増加傾向が見られます。 

 それから、ソウハチです。これもカレイ類の中では大事な魚種だと思いますが、こ

れは比較的高い、高いと言ってももともと多い漁獲量ではなかったのですが、若干今

までの変動の中では高目ということです。ただ、増加ということではありません。大
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体水準が同じような状況で推移しています。 

 それから、次に西区のハタハタにいきます。これも大事な魚種ですが、かつては非

常にたくさん獲られたこともありますが、変動がもともと大きい魚種です。資源量の

推定はまだできていません。これもかなり分布変動が大きく、分布域も広いので、な

かなか評価が難しい。現在のところは、漁獲物の漁獲量から資源量指数、漁獲物の体

長組成等の情報を総合して資源の動向を見きわめています。現在のところ中水準で横

ばい状況ということです。 

 それから、ホッコクアカエビも底びきの対象種なんですが、これに関しても現在の

評価は漁獲量と資源量指数、漁獲物の組成、これは先ほど御説明したズワイガニのト

ロール調査等でも同時に情報が得られます。行く行くはトロール調査でも評価ができ

る可能性がある魚種ですが、現在のところ中水準で横ばい状態が続いています。 

 日本海西区の主要魚種についての資源動向は、以上御説明いたしました。 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま資源部長の方から詳しく御説明があったわけでございますが、委員の皆様

方におきまして、何か御質問、御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 

議題２ 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画について 

 

○吉岡部会長 

 それでは、別段ないようでございますので、次の議題に進ませていただきたいと思

います。 

 ２番目の、日本海西部のアカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画についてというこ

とで、先日公表されたばかりのアカガレイの計画について、最終的な調整を経てどの

ような形になったのか、事務局より御説明をお願いしたいと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、先般公表されました日本海西部のアカガレイ（ズワイガニ）資源回復計

画の概要ということで、この概要の一枚紙で簡単に説明させていただきます。 
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 当初は、資源回復計画の本体を使って説明させていただこうと思いましたが、既に

昨日の会議でお配りしてありますし、その内容については既に見られているというこ

ともありますので、ここでは簡単に説明させていただきます。 

 まず、日本海西部アカガレイ資源回復計画につきましては、２月 19 日の部会で原案

了承いただきまして、公表までにはそこから約半年近くかかったわけでございます。

そこについては、各委員の方におかれましては、回復計画が公表されないがどうなっ

ているんだろう、というふうに御心配されていた方もいらっしゃるかと思うんですが、

２月の部会で了承いただいた後、具体的な削減措置について、県を通じて漁業者の方

と最終的な調整に入って、そこの部分の調整をした上で公表ということを考えておっ

たんですが、今回の対象魚種の主体が底びき関係の魚種でありますので、底びきの漁

業者さんとお話するとなれば、禁漁期に入らないと調整ができないという話もありま

して、それを待って漁業者さんと調整した上で、最終的な詰めをして公表させていた

だいたということがあります。 

 その他諸々ありましたけれども、無事に９月６日に公表させていただいたことを、

まず最初に報告させていただきたいと思います。 

 具体的な内容でございますが、特に回復目標や回復措置のところを説明させていた

だきたいんですが、その前に、資料２－１の１の資源の現状と回復の必要性の３番目

なんですが、資源水準は、平成 13 年の資源評価は低位横ばいという話で、14 年度の

評価では中位横ばいと、これは低位から中位に上がったわけでございますけれども、

これにつきましては水産研究所の方から特に説明はありませんでしたが、私の方が水

産研究所から聞いているところによりますと、特段、低位から中位に急に資源が上が

ったわけではなくて、ただ横ばいは横ばいで推移しているんだけれども、その基準と

して低位、中位のちょうどはざまぐらいのところにあるので、中位というふうに整理

したと聞いております。 

 ３の資源回復の目標でございますが、これについては、２月の部会で原案を了承し

ていただきましたときは、資源水準を計画開始年を 100 としたときに、10 年後に 120

にするというふうにしてあったんですが、公表した資源回復計画は 115 ということで、

５ポイント減っております。 

 これについては、当初予定していた削減措置の具体的な中身を詰めていって、各県

さんで措置が決まってきた段階で統一的な手法で削減率を出して、それに基づいて資
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源回復の数字をもう一度シミュレートすると 115 になったということで、削減措置自

身が原案了承のときから変わっているというわけではございませんでしたので、これ

は部会に諮るべきではないかということで内部で議論したんですが、その削減措置の

内容が変わらなくて、こちらの計算方法を統一したところ 115 になったということで、

そのままでいいのではないかという判断で、115 ということで公表させていただいて

おります。 

 続きまして、４．の資源回復のために講じる措置でございます。アカガレイの資源

回復計画は、ほかに公表されている瀬戸内海のサワラや伊勢湾、三河湾の小底対象種

と違って、回復計画の本体を見ていただくとわかるんですが、各県ごとに削減措置を

決めて、それを漁業者の方に実行していただくという措置になっていまして、このエ

リアの漁業者全員が同じ措置を講じるということで、削減を行うというふうな体系に

なっておりません。 

 それはなぜかと申しますと、この資源回復計画は、既にこのグループの漁業者の方

で自主規制がかかっている状態で新しくやろうということになっているので、各県に

おいて既にある程度の規制の枠組みがありまして、その中で取り組めることを取捨選

択していきますと、県によってはばらつきが出る。そこについては前回の部会で、各

県ごとに削減措置を別々に講ずることに対して了承いただいておりますので、その方

向で進めさせていただいたわけでございます。 

 その措置の内容としては、保護区の拡大と保護礁の設置となっています。これにつ

いては、石川、京都、兵庫、鳥取がやるということで資源回復計画の本体の方には入

れております。 

 改良漁具の導入については、分離選択式のカニとカレイを選択して採捕するという

漁具の導入については福井県、石川県、京都府、あと島根県においては、アカガレイ

に対して目合の拡大をするということもあります。 

 小型魚保護のための休漁でありますが、これは資源回復計画の本体の方で休漁とい

うことで挙げているのは、鳥取県であります。鳥取県の方として、休漁に対して支援

的な措置を講じるのではなくて、漁業者の実質的な措置で、できる限り休めるときに

は休もうという措置を講じるという話で聞いております。 

 続きまして、漁場環境保全のための海底耕耘と清掃の実施でございます。これにつ

いては本体の方に載っておりますが、福井県、京都府、島根県の方でやるというふう
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になっておりまして、実際にやる方法としては、資源回復計画推進支援事業の方で、

国、県、漁業者それぞれが３分の１の負担でやるものと、あとは禁漁期間中にやるも

のもありますし、水産基盤整備事業という公共事業の中でやる枠組みのものもあると

聞いております。そういうものを総合的に実施して、回復目標、10 年後に資源水準と

して 115 にするという目標で資源回復計画を作成させていただきました。 

 回復計画の概要については、簡単ですが、以上で説明を終わらせていただきたいと

思います。 

○吉岡部会長 

 質問を受けます前に、アカガレイについては、資源回復計画を作成されるとともに

ＴＡＥも実施されることになっておるわけでございます。前回の部会においては、ア

カガレイのＴＡＥの設定について事務局から説明があったわけでございますが、アカ

ガレイをＴＡＥの管理対象魚種にすることについて部会としても概ね了承しておりま

すので、今後のＴＡＥの具体化の方向に関して、事務局から資料２－２の説明をお願

いして、その後に御質問を受けたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、資料２－２を見ていただきたいと思います。 

 アカガレイに係る漁獲努力量管理、これを通称我々の方で、ＴＡＣの漁獲量管理に

対し、「ＴＡＥ」と呼んでおるんですけれども、そのＴＡＥの設定について、一枚紙を

整理させていただきました。 

 ＴＡＥというのは、資源回復計画制度をつくるに当たって生まれてきた管理制度で

ございまして、ＴＡＣは漁獲量の総量を管理する。こちらの方は漁獲努力量を何らか

の形で管理する。管理の方法も、ＴＡＣの方ですと、１年間を通じた漁獲量を管理す

るということでありますが、ＴＡＥについては、魚種を指定すれば、その魚種を採捕

する漁業種類について、それを獲る時期、場所に対してかけていきますので、そもそ

もＴＡＣとの関係としては、そういう違いがあることを頭に入れておいていただいた

上で説明を聞いていただければと思います。 

 まず、１．はアカガレイのＴＡＥ魚種指定についてです。このＴＡＥ管理に関して

は、こちらの委員会ではなくて、水産政策審議会というものを水産庁は持っているん

ですが、そこにおける審議事項ということで整理されておりますが、この運用に関し
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ては、水産庁としては資源回復計画と一体となって運用していきたいと考えておりま

すので、前回の部会において、これは２月 19 日開催の部会ですけれども、アカガレイ

をＴＡＥ対象魚種として政令指定することに対して説明をさせていただいたところで

ありまして、これについて先ほど部会長から話がありましたとおり、了承いただいた

ところでございます。 

 それを受けまして、４月５日に政令指定されました。政令指定された魚種について

は、アカガレイ、サメガレイ、ヤナギムシガレイ、トラフグ、サワラです。すべてこ

れは資源回復計画と対応した魚種になっておりまして、アカガレイは日本海西部の回

復計画、サメガレイ、ヤナギムシガレイは、まだ公表されておりませんけれども、太

平洋北部の沖合性カレイ類の資源回復計画に対応した魚種であります。トラフグは伊

勢湾、三河湾の小底対象資源回復計画に対応した魚種として指定しております。サワ

ラは瀬戸内海のサワラの資源回復計画に対応した魚種として指定しております。 

 ＴＡＥ設定の考え方でございますが、資源回復計画で漁獲努力量削減措置を決める

わけですが、それ以外のところで漁獲圧力が高まる可能性が高い部分、もう少し具体

的に申し上げますと、資源回復計画で１カ月間休漁する措置を講じたとすれば、休漁

明けに、そこを狙って漁獲圧が高まる可能性がある。そういうところに対してかけよ

うとか、もし保護区域を設定したならば、その保護区域の設定したところに保護区域

の設定期間が過ぎた後に漁獲圧が高まる。だから、保護区域は期間限定で設定してい

たとすれば、保護区域の設定期間があいたときに、そこで操業できるようになったら、

そこの漁獲圧が高まるのではないか。そうしたら、そういうところにかけましょうと

いうことで、資源回復計画で漁獲努力量を削減することによって、逆に漁獲圧力が高

まる可能性の高い部分に対して、従来以上の漁獲圧力をかけないようにするために漁

獲努力量の上限を設定しましょうということが、まず第一の考え方の原則であります。 

 ２番目は、漁獲努力量は何の数値にするかということですが、操業隻日数というこ

とでかけていきたいと考えております。この事項については、農林水産省令で定める

必要があります。まだ定めておりませんので、正式にこれになりましたということで

はありませんが、実際のＴＡＥの管理を考えると、操業隻日数が一番適当なのではな

いかと考えておりますので、この操業隻日数で考えていくことで準備しております。 

 ３番目は、特に日本海西部のアカガレイに関しての事項ですが、アカガレイに関し

ては、対象漁業種類である底びき漁業が既にズワイガニのＴＡＣ管理の範疇に入って
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いるところがありまして、ＴＡＣである程度操業を法的に制限を受けている中で、ま

た新しくＴＡＥをかけると数量的に二重の規制になりますので、アカガレイのＴＡＥ

の設定に関しては、ズワイガニの操業時期をずらして設定したいと考えております。 

 ４番目は、実際の漁業種類ごとに、採捕の種類と書いてありますが、言いかえれば

漁業種類です。漁業種類ごとに期間と海域を定めて、漁獲努力可能量を設定できるこ

とになっておりますが、その設定については、資源回復計画がようやく公表された段

階でありますので、今後、漁業者の方、県の方、関係業界の方などと十分調整をとり

ながら決定させていただきたいと考えておる次第でございます。 

 次にＴＡＥに関する当面のスケジュールを御説明させていただきます。 

 まず漁獲努力量の設定、いつまでに決めるのかということですが、漁獲努力量の上

限を決めなければならないんですが、その上限の指定はＴＡＣと同じでありまして、

「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づいて、国が基本計画を定めるん

ですが、その基本計画の中に数字を盛り込むことになっておりますので、その中に盛

り込む時期としては、翌年分のＴＡＣ配分を書き込むときにあわせてＴＡＥも入れて

いきたいと考えておりまして、次年分のＴＡＣの配分に係る基本計画の改正スケジュ

ールとあわせた形でやっていきたい考えています。 

 具体的なスケジュールを申し上げますと、例年 11 月上旬に、水産政策審議会に基本

計画を諮問し了承を得ておりますので、それまでには少なくとも数字を固めて、水産

政策審議会で決めていくという予定で考えております。となりますと、これからそれ

ほど時間がないということになりますが、これについては今後関係者と十分に、今か

ら短期間でありますけれども、調整して決めていきたいと思っております。 

 （２）ですが、実際の運用開始はどうなるんだということでございますが、来年か

ら開始したいと思っております。来年と言っても、先ほど説明しましたが、採捕の種

類ごとに海域と期間を設定して数量を決めることになっておりますので、その期間が

始まったときからがその魚種に対するスタートだということになります。 

 ということでありますので、このアカガレイを対象とした沖底、小底のＴＡＥの管

理が、もし４月１日からスタートするということになると、結局３月 31 日まではＴＡ

Ｅの報告はする必要がありません。４月１日からの分について報告していただくとい

うことになります。もし、４月１日から５月 31 日までの２カ月間にしましょうという

ことになると、５月 31 日までの２カ月間の部分について報告していただくんですが、
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その報告の頻度は、毎日報告しなければいけないのか、週に１回でいいのか、月に１

回でいいのか、その期間まとめてでいいのか、その辺については農林水産省令で定め

る事項になっているので今後決めていくのですが、ＴＡＣに倣った形でやらせていた

だきたいと思っておりまして、月１回なり、10 日に１回なり、そのぐらいのペースで

報告させていただくようなことで考えていきたいと思っております。 

 報告に関しては、ＴＡＣにおいては、コンピュータシステムで数量を集計するシス

テムが導入されておりますが、このＴＡＥについては、今のところＴＡＣのシステム

で数量が拾える状況になっておりませんので、そこはどういう運用方法が一番ふさわ

しいのか、もう少し検討してみた上で対応していきたいと思っております。一応財務

省への概算要求の中に、余り手間がかからないで集計できるＴＡＣのシステムに上乗

せするようなものも予算要求しておりますので、そこもある程度漁業関係者と調整し

ていきながら、最もＴＡＥの報告にふさわしいシステムを考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○吉岡部会長 

 ただいまアカガレイの資源回復計画並びにＴＡＥの設定について事務局から説明が

あったわけでございますが、御質問ございましたら受けたいと思います。いかがでご

ざいましょうか。 

○屋田委員 

 資料２－２でございますが、その２のＴＡＥ設定の考え方の（３）について御質問

したいんですが、「アカガレイのＴＡＥ設定に関しては、対象漁業種類である底びき網

漁業に対して、既にズワイガニのＴＡＣ管理がなされているため、当該期間を除外し

て設定する予定」となっておりますが、島根県の２そうびきはズワイガニは漁獲して

いないわけですが、同じような考え方の中でかかるという形で解釈してよろしゅうご

ざいましょうか。 

○阿部管理課課長補佐 

 島根県の２そうびきに対するＴＡＥの設定の考え方については、実は（３）の考え

方というのが該当しません。今ズワイガニを獲らないところがありますので、水産庁

で考えているところとしては、島根県の２そうびきについては、ほかの沖底の並びの

関係も十分あるんですが、聞くところによると、アカガレイを獲る時期がかなり期間

が限定されているので、そういう中で適切な日数、期間を決めていきたいと思ってお
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ります。 

 それから、ここの説明が不十分なところがあったかと思うんですが、ＴＡＥの設定

に関しては、基本的な考え方で一番重要なのは資源回復計画で既に漁獲努力量を削減

するので、あえてＴＡＥを使ってさらに漁獲努力量を削減させる方法は考えていませ

ん。ということは、休漁明けに今までは操業しなかったような船が操業してきて、せ

っかく資原管理してきたものを過剰にそこで獲られるのを防止するためにやっている

ので、基本的なＴＡＥのかけ方としては、普段の操業がきちんと行われるような範囲

内で設定可能なのではないかという考えでいますので、そういう中で島根県の２そう

びきが、アカガレイがかなり期間限定でしか獲られてないというところを踏まえて、

設定期間については決めていきたいと思います。ただ、これについても漁業者の理解

を得ながらやらないといけないので、今後話を詰めていく必要があると考えておりま

す。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

 そのほかにございましたら。 

○橋本委員 

 今の説明で概略としてはわかるんですが、実際に管理を運用していく場合にいろん

な問題が出てくると思うんです。私は石川なものですから石川県の場合についてのみ

お尋ねしますが、今まででも資源的に不安を感じて、５～６年前から、なるべく操業

日数を減少させるために、まず４月、５月、６月は毎週土曜日と、そのほかに１週の

うち火曜日、２回、定休日に決めてあるわけです。１週間続けて操業することはまず

ないわけです。というのは漁場も荒れますし、価格面もございます。大体１週間のう

ち５日の操業をしておるわけです。 

 そして、先の資源回復計画の中にもありましたように、保護区、魚礁も大分設置し

ました。それから、網目も今までのように８節、９節ではなくて、５節に決めてしま

ってあるわけです。そのほかに減船もある程度進めてまいりました。かなり漁獲努力

量を減らしながら現在にきているわけです。ここでＴＡＥをその上にかぶせていきま

すと、今の説明ですと、ある時期、期間、ある海域を設定して、そこでＴＡＥの報告

をしなさいということになっておるわけなんですが、そのもとになる考え方は、１週

間に土曜日だけ休んで６日間連続沖に行っているものをもとにして考える場合と、地
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区的にかなりばらつきがあると思いますが、石川県の場合は、小底は別なんですが、

県の底びきに加入している 14.9 トン級も入っているわけです。これは一斉に行動をと

もにしているわけです。ある港によって火曜日に出るということは絶対ないわけです。

小型の場合はいろいろありまして、そこまで私は把握しておりませんが、その中で海

域を決めまして、そして期間を決めまして、１割になるか２割になるか知りませんが

減少していくことになりますと、経営的にそれでいいんだろうかという感じもするわ

けです。 

 ですから、アカガレイの漁獲努力を減らすには、このままでいいとは言っておりま

せんが、いろいろな方法はあると思います。それには、わかりやすい支援措置を決め

ていただければ。例えば２隻ずつ６月休みなさいとか、交代で休むとか、こういう方

法がとれるわけです。だから、資源管理措置が決まらないと実効ある方法が難しいん

じゃないかと思うんです。具体的にどういうふうになるかはこれからなんですけれど

も、そういうような実態なんです。 

○佐藤資源管理推進室長 

 今のお話を聞きますと、そういうのが決まっていれば、その日を引いた残りの日を

ＴＡＥで管理していただければ結構です、ということです。つまり、これだけは間違

わないでいただきたいんですが、よくあるのは、資源回復計画で規制された上にＴＡ

Ｅで二重規制がかかる。踏んだりけったりだ。そうではないんです。もしＴＡＥで下

げようとするんだったら、資源回復計画は要らないんです。資源を回復するんだった

ら、ＴＡＣとＴＡＥさえあれば、それをグーッと低くすれば、資源回復計画など関係

なく、皆さんが動くのをとめることができるわけです。しかしそれでは痛みをどうす

るかということになりますし、大きいのを獲ったり小さいのを獲ったり、きめ細かく

決めることができません。そこをきめ細かく管理するのが資源回復計画です。 

 だから、痛みを皆様方に求めるのは、あくまで資源回復計画なんです。ところが皆

さんのようにフル活動していて、あれだけ高額な船をじっと遊ばせることは普通あり

ません。乗組員も雇用しているから、天気さえよければまず出て行くというのが普通

なんです。ところが、これは全体のシステムですので、皆さんのような場合はいいん

ですが、そうでないところがあります。 

 例えば瀬戸内海の事例を出したわけですが、過去6,000トン獲れていた漁獲量が600

トンに落ちたわけです。でも、県が出している許可数は基本的にほとんど同じなんで
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す。ということはどういうことかというと、膨大な潜在的な漁獲能力が浜に眠ってい

るわけです。資源がよくなったらそれが出てくる。そうしたら、せっかく苦労した人、

また苦労しているのに、それを負かす漁獲能力が出てくる。これを抑えないと結局だ

めになります。 

 つまり、私らは従来以上に沖に出たいんだ、資源回復期間中でも従来以上にもっと

獲りたいんだという人は、ちょっと遠慮してください。そういう面でこのシステムを

つくりました。逆にこの公的管理があるから支援措置が組めるんです。回復計画で確

実に努力量を下げたところの効果をＴＡＥによって管理します。そのために従来程度

ぐらいの操業に抑えてください。それが実質上皆さんに二重の規制になることはしま

せん。ただ、資源が増えてきたから、去年までは土曜日を休みにしていたけど、今年

から土曜日は出てもいいようにしようというのはやめていただきたい。それだけです。 

 いずれにしても、浜で具体的にとまる日が決まっていたら、それ以外は全部出漁日

で出していただいて結構です。ただ、その日に沖に出るかどうかは、当然時化たら出

ないわけですから。 

○吉岡部会長 

 それでは、他にもいろいろと問題もあろうと思いますが、次の関係に行きたいと思

いますが、私は今の橋本さんのことにちょっと引っかかるのは、６月も操業だと、我々

はあくまで９月から５月の９カ月間ということになっているんですが、石川は 10 カ月

操業するんですか。 

○橋本委員 

 それは石川だけではないです。福井県もそうです。 

○吉岡部会長 

 不思議なこともあるもんですね。 

○橋本委員 

 不思議か不思議でないか知らないけど、今に始まったことではないんです。 

○吉岡部会長 

 そうしたことが資源回復計画などに大いに関連するんじゃないのかなという気がし

ましたから。それを敢えて私は問うという気持ちはありませんが、水産庁の方々も、

こうした問題がある中で、同じ日本海で 10 カ月操業するところと９カ月しか操業しな

いところ、それを整理することが一番基本じゃないですか。いやいや、それがいいと
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か悪いとか言いませんけれども、それを統一することが私は大事なことではないかと

思いますので、それは水産庁の方で検討していただいたら結構だと思っております。 

 

議題３ 第２期資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 

○吉岡部会長 

 それでは、一番問題だと思いますが、３番目の第２期資源回復計画対象魚種の候補・

優先順位についてを議題とさせていただきます。皆さんの方からいろいろと御意見を

お聞きしたいと思いますが、皆さんの方から３時半には終わってほしいという御希望

がございますので、３時半には終わりたいと思いますので、できるだけ簡略に御発言

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。特に、次の魚種

については、私を含めて各委員においてはさまざまな御意見があろうと思うわけでご

ざいますので、まず事務局の御説明を受けた後に各委員から御発言をいただきたいと

思います。 

 それでは、事務局の方から説明してください。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、部会長の方から早目に説明してくれということですので、説明時間を短

くやらせていただきたいと思います。 

 次期の魚種でございます。水産庁の方で部会に提案させていただきたい魚種として、

資料３－２に魚種の一覧表をつけております。こういう魚種が今後、資源回復計画の

日本海西部会の魚種として考えていく魚種ではないかということで整理したものであ

ります。 

 ハタハタからベニズワイガニまでありますが、ハタハタからサヨリの部分について

は、各県を通じた次期魚種のアンケート、並びに業界団体を通じたアンケートから、

希望が上がってきている魚種を並べているだけでございますので、それ以外の魚種は

基本的にありません。 

 そういう中で二重丸をつけているのは、ハタハタとヤナギムシガレイというのがあ

ります。この魚種については、資料の中の２段目にあるんですが、当該ブロックの西

側の県から幾つか要望が上がってきております。ハタハタについては産卵場所が朝鮮

半島側にあることもあり、資源が著しく悪化しているわけではありませんが、我々が
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次期魚種として聞いているところによると、かなり西の方の県の漁業者からそういう

ふうな話がきているということもありますので、まず資源回復計画は漁業者の漁獲努

力量削減措置ありきということから考えると、漁業者の声の大きいものがいいのでは

ないかということで、優先順位として二重丸をつけさせていただいております。 

 続きまして、ヤナギムシガレイでございますが、これについては、ここ数年漁獲量

が急激に伸びている魚種であるという話があって、伸びているときこそ大事にしなく

ちゃいけないという話が、実はこのブロックの東側の県から上がってきております。

そういうふうなことがありまして、これも二重丸にしております。資源状況としては、

昔のデータがありませんので、昔から比べてどうなのか。資源回復計画は、悪化した

ものを増やすということになっておりますが、とりあえず漁業者の要望が強いという

ことで、二重丸にさせていただいております。 

 ソウハチでありますが、ソウハチは水研の南部長から説明もありましたとおり、資

源水準は非常にいいということで、資源回復計画にふさわしいかどうかというところ

もありますが、これについても各県を通じた要望の中で上がってきているということ

で、入れさせていただいております。 

 カレイ類、メバル、サヨリについては、県や業界団体を通じた要望の中で、やりた

いということで上がってきている魚種であります。三角にしているのは、地域で対応

したい。地域というのは、具体的な単県レベルで対応したいという話がありますので、

そこは、そういう要望があるところの様子を見ながら、適宜、広域魚種として取り上

げなければいけない状況になれば、こちらの部会の審議対象として対応させていただ

きたいということで三角にしております。 

 ベニズワイガニでございますが、資源水準は中位横ばいと書いてありますが、これ

は誤記でございまして、先ほどの水研の資源評価にもありましたとおり、日本海系群

は低位減少で、非常によくないということであります。広域種というのであれば、こ

の海域にふさわしいのではないかということで入れさせていただいておりますが、実

際のところは日韓の暫定水域内にかなりいるということで、実際の資源管理において

は難しい部分があるのではないかと考えております。 

 以上のようなことでございまして、水産庁側としては、ハタハタをこのブロックの

西側の県、具体的には京都から西側の県で、ヤナギムシガレイをこのブロックの東側

の県、具体的には京都から東ということで、今後、アカガレイの次の候補魚種として

 - 21 -  



検討していくことを考えてはどうかという提案をさせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○吉岡部会長 

 ただいま水産庁側としては、西側でハタハタを、東側でヤナギムシガレイの検討を

進めてほしいという希望があるわけでございます。アカガレイの次の魚種については、

前回の部会でも取り上げましたが、アカガレイの次にすぐとりかかるという認識は、

私個人も全く持ってなかったわけでございますし、恐らく皆さんもそういうお気持ち

があるんじゃないかと思っておるわけでございます。特にハタハタ、ヤナギムシガレ

イについては底びきの魚種でございますので、石川県の橋本委員の方から順次、簡略

に御発言をお願いしたいと思います。 

○橋本委員 

 今部会長がおっしゃったように、アカガレイでどうすればいいかと思っているとこ

ろへ、またすぐと言われましても、すぐに乗れないという気持ちと、もう一つは、石

川県の場合はハタハタにしてもヤナギムシガレイにしても、この統計表にあらわれて

いるとおり、ここ近年は重要資源になっていないわけです。ヤナギムシガレイという

のは細いやつですよね。これはほとんど沖底の対象魚種に入っておりません。ほとん

ど沿岸の小型底びきとごち網というのがあります。これで水揚げされております。橋

立、福浦あたりは皆沖合操業ですから、ほとんど。輪島の小型になると若干水揚げさ

れております。これを取り上げていただいても、直接沖底には余り関係ないみたいな

感じがします。 

○吉岡部会長 

 わかりました。 

○平野委員 

 福井県でございますが、第１期魚種のアカガレイについては、現在、改良網を小型

底びき船が 50 隻、この９月１日から操業に入ったということで、沖合底びき船は 15

年度から入るということでございまして、まだアカガレイが軌道に乗らないうちから、

第２期魚種のヤナギムシガレイをもってくる。ヤナギムシガレイは小型底びき船で、

若狭海区でワカサガレイとして売り買いしているわけでございまして、非常に珍重が

られておるわけです。そこで、もう少しアカガレイの状況を見てからでも遅くはない
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んじゃないかと思うわけでございます。 

○佐々木委員 

 京都府でございますが、対象魚種のハタハタについては異存がないところでござい

ますが、先ほど福井県の御意見にもございましたように、アカガレイの資源回復状況

を見て、ある程度の期間を置いて対応していただければなというのが意見でございま

す。 

○吉岡部会長 

 鳥取県の生越さん。 

○生越委員 

 鳥取の生越です。次の対象魚種に挙がっているハタハタの件ですが、鳥取県におい

ても魚体の小さいハタハタを主に４月から５月にかけて多く漁獲していますが、魚価

も安く網目を制限し、魚体の小さいものは網目から抜けるようにして混獲を避けるよ

うにしてはどうか、と言う意見も出ています。 

そこで、県水産試験場において、実効力のある網目として最適な節目が何節である

かを検討していますが、昨年県水産試験場で、７節網で実験してみたところ、良好な

成果が得られたので、実用化に向けて実際に操業中の沖合底びき網漁船で試験操業を

行ってみました。 

しかしながら、思うような成果が得られませんでした。原因は、試験場の試験はト

ロール漁法で行った結果であり、実際に使用しようとするかけ廻し漁船とは、漁法の

違いによりその成果は当てはまらないということです。 

そこで、再度実際のかけ廻しで試験を繰り返し、資源保護に最適な網目を模索して

いく予定ですので、規制を実行するのには、まだ時間が必要かと思われます。 

 また、ハタハタはご承知のとおり回遊魚であり、特に日本海西区のハタハタは、朝

鮮半島を主たる産卵場にしている回遊系群と聞いております。となれば日本国内関係

府県のみならず、関係諸国にも協調してもらう必要があるのではないでしょうか。 

等々の要因により、今会議でハタハタを次期対象魚種に挙げるのは、鳥取県として

は難しいと考えます。 

○屋田委員 

 ハタハタについてですが、先ほど西側の方からそういう要望が強いと聞いたんです

けれども、うちの県の漁業者からはそういった話は聞いてないんです。先ほど言われ
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たように、アカガレイがこれからというときにまた次の魚種をということになると、

漁業者からの理解も得にくいのではないかという感じがしております。 

○吉岡部会長 

 それでは、沖底の関係者、三門さん。 

○三門委員 

 三門です。実のところ驚いております。カレイが始まって、ようやく納得してくれ

て、それにハタハタ、ソウハチ、ヤナギムシガレイもそうですが、出てくるとは思い

もしませんでした。私自体も資源保護、管理ということは人後に落ちません。カニの

保護、管理について、私は 53 年から図ってまいりました。沈船魚礁から始めて。失礼

な言い方になりますが、当時、沈船魚礁をやろうとしたときに反対されました。そん

な 240ｍ、300ｍのところに沈船を入れても、カキも生えないし藻も生えないから意味

がないだろうということで、なかなか海上保安庁から許可がおりませんでした。 

 そのとき、私はこんなことを言ったんです。北前船の沈船が格好の漁場になってお

ります。しかし、上がってきたものについては、カキも生えておりません。藻も生え

ておりません。しかし、カニが集まるということは、それだけの餌があり、すむ環境

が整うから集まるのであって、それならば人工的にそういうところをつくってやれば

保護になるんじゃないかということで、ようやく海上保安庁に認めていただきました。 

 本当に当時からずっとそれらについては進めてまいって、１府６県のズワイガニの

特別委員会のときもそうですが、省令改正で 10 日間縮めようというときに、３月末ま

でであったのを３月 20 日に縮めました。メスガニもそうですが、縮めております。そ

のときに私は、それを縮めるんであれば国費でブロック魚礁を入れてほしいというこ

とで、大水深のブロック魚礁がそのときにできました。ようやくそういう実績を認め

ていただいて、水産庁もしていただきました。 

 残念ながら、第１回のときは島根県沖に入れて、その結果を見てからということで

したが、その結果がはっきりとあらわれて、しんかい 2000 で潜ぐられたそうですが、

カニの格好の魚礁になりました。そういうことでずっとやってきたんですが、そうい

う努力は私たちも続けてきているつもりです。したがって、カレイ類についてもそれ

なりの対策はとってきております。水産資源保護協会の方で、海洋関係の実態調査検

討委員会というところで委員に出ておりますが、いずれその中でもいろいろと解析結

果も出てくると思っております。したがって、そのような努力をしている中で、第１

 - 24 -  



回のアカガレイがまだ舌の根も乾かない間にこんなものが出てくるとは予想もしませ

んでした。これでは漁業者を納得させることは私はできません。 

○吉岡部会長 

 今、水産庁が提案されている意見が全く通らないような状況下でございまして、後

で私の御意見も述べさせていただきたいと思いますが、せっかくの機会でございます

ので、学識経験者なりほかの委員さんもいらっしゃるわけでございますので、御意見

がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○畔田委員 

 ハタハタに関しては、鳥取県の委員さんの御意見のように、韓国の方に産卵場があ

るということで、日本側で漁獲努力を減らしてもそれが資源の増大につながるかどう

かという疑問もありますし、ヤナギムシガレイに関しては、過去のデータが余りない

というところがありますよね。その辺、研究所の方と、こういう魚種を取り上げて、

どういうことをやればどういう効果が出てきそうかというところをもう少し詰めてい

ただく必要があるんじゃないかと思います。 

○吉岡部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、私もちょっと御意見を述べさせていただきたいと思いますが、実は石川

県から島根県に至る海域においては、先ほどからいろいろ御意見が出ておりますが、

ズワイの資源管理を随分やってきた。そして今回、アカガレイだという格好になって

いるわけでございます。その中で、追加しなくてもズワイとアカガレイで２魚種やっ

ているんじゃないかという漁業者の意見が圧倒的に強いわけでございます。 

 また、各府県において水産庁としていろんな御意見、アンケートをとられた時には、

漁業者の方も、失礼な言い方かもしれませんが、資源回復計画という問題についてそ

れだけの理解をしてないというのが実態ではなかったか。特にハタハタ等においては、

小さいものを獲っておるからという管理手法の問題を、資源管理と全く同じような感

覚で物を言っているという実態もあるわけでございます。現にハタハタの小さいもの

については、値段がするときには獲ってきておりますが、値段の低くなったときは獲

って帰らないという、漁業者自らそうした資源管理を行っているわけです。 

 特に重要魚種だとかいろいろ言われますけれども、資源管理という意味は、従来そ

の漁場で獲れていたものが最近特に減っている。先ほど資源部長が言っておられまし
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たように、マイワシのように本年度の場合は６％しか獲れてないということを先日も

お聞きしたわけですが、従来獲れていたものが全く獲れなくなった、管理しなければ

ならないものを対象魚種として挙げるべきであって、今重要魚種として指定している

一番重要な魚種を資源回復計画の魚種に挙げるということは、非常に無理だという感

覚を持っております。 

 しかしながら、水産庁は財務省との交渉の中で、予算折衝しなければならない辛い

立場にありますから、今挙がっている石川県のようにヤナギムシガレイは、別に我々

が管理しないでも小型のものじゃないかという意見もございます。そういう問題もあ

ったりするので、ハタハタとか、ヤナギムシカレイについては一旦白紙に返して、少

なくとも 10 月、遅くとも早急に次の魚種が決まるように、各府県で十分な話し合い、

魚種を決めていただきまして、そうしたものを水産庁に出していただいて、そして検

討を加えて、最終的にこの委員会に再度諮るということで、私はできますれば、11 月

の終わりか 12 月の初めには次の魚種が各府県から挙げられ、あるいは留保県において

もいろんな調整をしていただきまして、皆さんが、この魚種なら次の資源回復計画の

魚種で挙げてもいいんじゃないかというものがあるとするならば、私はそれが一番い

いんじゃないかと思います。水産庁としても予算折衝に一生懸命になっておられるわ

けですから、むげにすべて 100％、アカガレイの状況を見てというわけにはいかない

ようにお聞きしますので、今日のところは、今まで挙がっている魚種については一旦

白紙に返して、改めて各府県で相談していただいて、それを水産庁に出していただく

ということにしてはどうか、このように私は御発言させていただくわけでございます

が、これについて皆様方の御意見なり御批判を受けたいと思うわけでございます。 

○石川委員 

 先ほどから議論を聞いておりますと、底びき業界、特に沖底の業界からは、また新

たに回復措置の対象魚種が増えるのは、漁民も納得できないという話がございます。

それも当然かなという感じがいたします。この資源回復計画といいますか、資源が落

ち込んでいる魚種は、このほかにもたくさんあろうかと思うんです。私はやり方とし

ては、広く沖合漁業、沿岸漁業、すべての人が参加できるような形にした方がいいの

ではないかという感じがします。 

 具体的に申し上げれば、沖底、小底の大きい方はアカガレイでやられるわけですね。

ですから、その人たちを除いた、今回対象にならなかったような人たちの漁獲してい
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るものの中で非常に問題があるというものがあれば、むしろそちらを主体的に考えて

みるという工夫が必要なのかなという感じがいたします。先ほど白紙にしてというよ

うな話もございましたが、そういうやり方も一つの方法だろうという気がします。 

 以上です。 

○吉岡部会長 

 三木委員どうぞ。 

○三木委員 

 このような次の候補種選びというのは、資源回復計画が決まったところからどんど

ん直面する問題だと思いますけれども、太平洋南、瀬戸内海の方は、次の魚種選びで

はどのようなお話が出ているんでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 今のところ第１期の魚種をつくった関係の方で、２期を直ちに取り組むところは、

若干関係があるのは、これは来週の委員会ですけど、私どもが提案するのは、仙台湾

の沿岸性カレイにおいて、一部小型底びき網漁業の方がダブルになってくる可能性は

あります。それ以外においては、今のところ１期魚種、２期魚種で同じ漁業がダブっ

てくるのは、我々が提案しようとする中にはありません。細かく見た場合、例えばサ

ワラ流し網をやっている方でも、底びきもやっている人がサワラ流し網をしていると

いう人は、２期目の魚種で底びきが関係してくる場合は重なってくるかもしれません

けれども、ちょっとそこまで細かく調べておりませんが、基本的には、いきなり二重

の魚種で直ちに議論を始めるというところは、確かにここではないかと思います。 

○吉岡部会長 

 そういうふうな実態でございます。 

 石川委員の方からございました、ここは大型の底びきの方々だけの問題というふう

に言われているわけでございますので、きょうは県のいろんな方々も御出席なさって

いると思いますので、できれば県の方で小型底びきも大型との調整を十二分に図って

いただいて、その調整の上で水産庁の方に出していただいた方が一番スムーズにいく

んじゃないかと思うわけでございます。私ども先ほど申し上げますように、水産庁と

してはハタハタとヤナギムシガレイを押したいという考え方でございますが、皆さん

のいろいろな御意見では、もってのほかだ、まだアカガレイが発足してないじゃない

か、こういうような話でございます。 
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 それもよくわかる話でございますが、一方、予算上の問題も考慮したいという考え

方もあるわけでございまして、そうした点を十二分に御理解いただきながら、とりあ

えずハタハタとヤナギムシガレイは一旦白紙に返す。白紙に返して、改めて次の魚種

を。魚種もたくさんあるわけですから、どういう魚種を選考するのが今後のためにな

るかということを各府県で十二分に議論していただきまして、それを少なくとも 10

月、11 月中に提出していただいて、それで次の魚種を決めていく、こういう方法で進

めたらどうかということでございます。水産庁の方、そういう考え方でよろしゅうご

ざいますか。だめだということなら、はっきりと申し上げてください。 

○佐藤資源管理推進室長 

 これは皆さんの資源回復計画ですから、皆さんがだめだというのを押しつけるもの

ではありません。基本的にこういうことなんですが、最初になぜ私どもが次から次に

出してくるかというと、１回マラソンして帰ってきた、はい、もう一回回ってきなさ

いみたいなことになっているんですが、実は資源回復計画は、ほぼ 10 年間で資源を悪

化させている主要な原因が人の獲り過ぎだというところにあれば、その原因のところ

を、10 年間で我が国周辺の全体を解消していきましょうというものです。そうしたら、

平成 23 年までだったら極端な話 22 年に計画をつくってもいいじゃないかという意見

も出てくるかもしれませんが、しかし、22 年まで何もしないで、議論もしないでいい

状態、我が国周辺の資源はそういう状態ではないわけです。 

 そこで、少なくとも 16 年までの、今年から見ると３年、去年からで３年半ですが、

この間に我が国周辺の主要な資源について、資源管理の戦略というか基本的組み立て

をやっておくべきじゃないか。その３年半の中にやっておいて、その実行は昨日も言

いましたように若干遅れてもいい。そうしないと、アカガレイで大変だった。はっと

気がついたら、16 年度で議論する時間が終わっていたということになってしまいます。 

 それからもう一つは、この初年度は、逆に言うと比較的短期間に意識の合意形成が

楽であろうと見込んでいました。楽と言ったら悪いですが、沖合のものも、瀬戸内海

のものも、ずっと前からやってきたものを対象にしました。だから、この約１年以内

でできたんですが、それ以外のところは、もっと沿岸寄りになると、もっと時間がか

かるんです。だから、できるだけ早く議論を開始したいということで、いろんなとこ

ろに次々と提案しているわけでございます。 

 しかし今言ったように、アカガレイがまだ終わってないというか、まだ始まってい
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ないのに次だという感覚が、漁業者における感覚として、むしろやらされている、資

源回復計画が常に上から押しつけられている、そういうふうになったら我々の本来の

意図と違いますから、そういう面からすると私どもとしては、すぐにということでは

なく、今年入れてこの３年の中で全体のデザインを書く。確かにアカガレイでお疲れ

でしょうが、アカガレイは地域によってはウエイトが違います。場合によっては、部

会長ところのデータを見せてもらったら、アカガレイは１％しか獲ってない。部会長

にとっては、アカガレイの資源回復というのはほとんどうちの船には関係ない、そう

いうのが初めてわかったのです。 

 私らから見ればそうじゃない。ところが地域によっては、いや実は自分はこういう

のが関心ある。それはアカガレイをベースにして地域ごとの魚種に関心があれば、そ

れを乗せて議論していただくということはできるのではなかろうかと思ったわけです。 

 そういうことですので、もう一度１ラウンド走ってみて、この資源回復計画が、い

ずれにしてもこんなものかと。今回いいなり悪いなりいろいろあると思います。そう

いう面からして、直ちにやれということではありませんけれども、早目にこの議論を

始めておかないと、１年、２年、下手をすると３年かかって、16 年までにやっとまと

まるかどうかというものもあるのではないか。そういう趣旨でございますので、いず

れにしてもそういう考え方で、きょう私どもとしては二重丸をつけて出させていただ

いたんですが、もう一度慎重に議論すべきだということであると、そういう形で引き

続き現場に出るなりして、議論を続けさせていただきたいということであります。 

○吉岡部会長 

 ただいま水産庁の方からそういうふうな考え方も御披露されたわけでございますが、

水産庁から提示されました二重丸のハタハタ、あるいはヤナギムシガレイについては

一旦白紙に返す格好で、今後そうした次の魚種についても、小型底びき等、あるいは

沿岸等の方々とも、県が中に入っていただいて十二分に審議、調整していただいて、

また出していただく。できますれば、12 月上旬でも、また次の魚種の決定についてこ

うした委員会ができればありがたいなと思っておるわけでございますが、そういう方

法で進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、お諮りさせていただ

きます。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○吉岡部会長 

 それでは、別段異議もないようでございますので、水産庁におかれましては、自分

たちが出した資料が蹴られてしまったという頭もあるのかもしれませんが、資源回復

計画というものは、お互いが納得してこそ本当の実現性があるものだと、私も強く感

じておるわけでございます。抵抗がある中で推し進めても、机上と現実とは大きくか

け離れた問題もあろうと思いますので、漁業者を助ける意味からしても、話し合いを

十二分に持って推し進めるのが今の時代ではないかと思っておるわけでございますの

で、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、以上で終わりにしたいと思いますが、せっかくの機会でございますので、

皆様方の方から御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

 それでは、時間を急がせてしまって大変恐縮だったわけでございます。昨日から今

日にかけまして大変貴重な御意見をお聞かせ願い、また、今後の方向性についても御

了解いただきましてお礼を申し上げる次第でございます。今後とも、各府県にお持ち

帰りいただきまして十二分なる調整していただきますように特にお願い申し上げまし

て、閉会とさせていただきます。 

 本当にどうもありがとうございました。 

 

閉        会 
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