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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第１８回日本海西部会 
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水産庁新潟漁業調整事務所資源課 資源管理係長 玉城　哲平

水産庁境港漁業調整事務所 所長 堀尾　保之
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４．議 題 

（１）水産資源の状況について（あかがれい・ずわいがに） 

（２）日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取組状況について 

（３）資源回復計画（府県作成）の進捗状況について 

  ・魚種別資源回復計画の実施状況について 

  ・包括的資源回復計画の実施状況について 

（４）その他 

５．議事内容 

開   会 

 

○事務局（松田） それでは、ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会の第 18

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、お忙しい中ご出席をいただきまして

誠にありがとうございます。 

 申し遅れましたが、私、事務局の境港漁業調整事務所の資源課長の松田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、委員数 15 名のところ、潮田委員がご欠席ということで 14 名のご出席を賜って

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。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 本部会の部会長を仰せつかっております吉岡でございます。本日は、大変

お忙しい中を委員の皆様方、来賓の方々におかれましては、ご出席をいただきまして、誠

に厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 まず最初に、委員の交代がございまして、ご報告をいたします。 

 大臣委員のうち濱田委員が退任をされまして、後任の委員に野村委員が選任されており

ます。野村委員から一言お願いできませんでしょうか。 

○野村委員 ただいまご紹介いただきました野村と申します。前委員の濱田さんと同じく、

長崎のほうで大中型まき網漁業を経営しております。何分不慣れでございますが、皆さん

よろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 どうもありがとうございました。 

 野村委員におかれましては、どうぞ今後ともよろしくご協力いただきますようにお願い

いたします。 

 さて、本日の部会におきましては４つの議題が用意をされておるわけでございまして、

最初に水産資源の状況について説明をいただくことになっておるわけでございます。続き

まして、日本海西部あかがれい資源回復計画の実施状況について説明をしていただきまし

て、その後、府県作成の資源回復計画の進捗状況について説明をいただくことにしておる

わけでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 

                                  配付資料確認 

 

○吉岡部会長 それでは、議題に入ります前に、まずお配りしてございます資料の確認を

事務局から行ってください。 

○事務局（松田） それでは、お配りしている資料を確認させていただきます。 

 上からでございますが、まず議事次第、それから西部会の委員名簿、その後、２枚ほど

ですが会場の出席者名簿、その後、座席ですね、配席図。その後、本題の資料で、資料１、

資料２、資料３がホチキスどめでお配りしてございます。最後に、参考資料といたしまし

て、西部会の規程の資料を配らせていただいております。 

 以上でございますけれども、不足等ございましたら事務局のほうまでお知らせいただけ



 

ればと思いますが、よろしいでしょうか。 

 説明の途中でも、もし資料に落丁等あれば、その都度、お手数ですが事務局に申しつけ

ていただければと思います。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議事録署名人の指名 

 

○吉岡部会長 それでは、議事を進める前に部会事務規程第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選出しておく必要があるわけでございまし

て、事務規程におきましては、部会長から２人以上の指名をすることになっておるわけで

ございますので、僣越ではございますけれども、私のほうから指名させていただきます。 

 今回の部会議事録の議事署名人といたしましては、府県互選委員のほうから齊藤委員、

大臣選任委員のほうから川越委員に、お二方にお願いいたします。どうぞよろしくお願い

をいたします。 

 

議   題 

            （１）水産資源の状況について（あかがれい・ずわいがに） 

 

○吉岡部会長 それでは、早速でございますが議事に入らせていただきます。 

 水産資源の状況について（あかがれい・ずわいがに）、議事に従いまして進めさせていた

だきます。 

 日水研の廣瀬主任研究員から説明をお願いいたします。 

○廣瀬委員 ご紹介にあずかりました、日本海区水産研究所主任研究員の廣瀬と申します。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、アカガレイ・ズワイガニの資源状況についてご説明いたします。 

 この部会が、日本海西部会ということですので、ともに石川県以西の資源状況について

の話となります。 

 まず、アカガレイです。まず漁獲動向からご説明いたします。 

 アカガレイの漁獲動向、めくっていただいて、ダイジェスト版２ページ目の一番上が漁

獲量の推移なんですけれども、アカガレイ、この水色の部分が主に日本海西部だと思って



 

いただければいいかと思うんですが、1990 年代の前半からデータがありまして、これをご

覧になっていただくとわかるとおり、1990 年代の前半、2,000 トン台前半と非常に漁獲量

が少なく、その後 3,000 トン台まで上昇した後、横ばいで推移しておりましたが、卓越年

級である 2001 年級が、漁獲加入をした 2004 年ぐらいから漁獲量がまた増加傾向となりま

して、最近年ですが、2009 年は 5,500 トンを超えるまでに漁獲量が回復しております。 

 続きまして、資源状況というか、資源の状態についてご説明いたします。 

 資源の状態につきましては、沖合底びき網の統計値（資源量指数）の推移及び日本海西

部海域で５月から６月に行っております、着底トロールの結果です。そこから資源量を推

定した結果が出ますので、それを用いて資源評価をしております。 

 まず、沖合底びき網の資源量指数の推移というのが、２ページ目の真ん中ぐらいに２つ

出ております。海域別のものと、最後の日本海計というものがあると思うんですけれども、

これを見ていただきますと、1980 年代前半は、非常にどこの海域でも資源量指数が高い状

態がありまして、その後、1990 年代前半にかけて減少しております。 

 その後の推移が海域によって異なっておりまして、2001 年級群が多く存在します若狭沖、

但馬沖、隠岐周辺で、2001 年級が漁獲され始めた 2004 年以降の数値の増加が顕著であり

ます。 

 この結果を見ますと、資源動向は増加傾向ではないかというふうに考えられなくもない

んですが、2010 年、今年の５月から６月に行いましたトロール調査の結果を見ますと、こ

れ最後の産卵親魚量というか最後の図なんですけれども、ここでは産卵親魚量しか示して

はおりませんが、産卵親魚量を含めて資源量、資源尾数が横ばい、ないしは減少傾向にあ

りましたことから、動向は横ばいというふうにしてあります。 

 資源水準なんですが、これまた真ん中のグラフの右側のほうに戻っていただきまして、

日本海計という水色の丸を結んだグラフなんですけれども、これを見ていただきまして、

1980 年代に記録されました２万以上という資源量指数を高位というふうにして、1990 年代

前半に認められた 9,000 というのを低位の基準として考えますと、2009 年は１万 7,550 と

いうことで中位。中位なんですけれども、比較的高い数値となっているということです。 

 まとめますと、資源水準は中位で動向は横ばいというふうになっております。 

 ただ、2001 年級群が、もう完全に成熟をしたと思われますので、今後、2001 年級群の成

長による資源量の増加というのは、あまり大きくは見込めないというふうに考えておりま

す。 



 

 また、新規加入量を見ますと、2001 年級並みの豊度のある年級群というのは、その後出

現が認められておりませんので、今後 2001 年級並みに資源量、資源尾数を増加させるとい

うような要因は見込めないというふうに考えております。 

 以上、簡単ですがアカガレイの資源状況です。 

 続きまして、ズワイガニのＡ海域の資源状況についてご説明いたします。 

 まず、漁獲動向です。 

 漁獲動向ですが、次の２ページ目の上の青い部分がＡ海域の漁獲量となっております。

ズワイガニも 1960 年代から 70 年代にかけて１万トンを超えるような漁獲が記録されてい

たわけですが、その後減少しまして、1990 年代前半には 2,000 トンを割り込むようになり

まして、その後、漁獲量は増加しておりまして、2003 年以降は 4,000 トン台で推移してお

りましたが、2009 年は若干減りまして 3,900 トンというふうになっております。 

 次に、資源状況のほうですが、まず資源評価の方法としましては、Ａ海域のほうでは沖

合底びき網の漁獲統計から求めました資源密度指数、これは長期的な数値がございますの

で、これの推移から資源水準を判断しております。 

 それから、Ａ海域では先ほどもアカガレイのところで少し説明いたしましたが、５月か

ら６月に海域全体でトロール調査を行っておりまして、そこから推定される資源量をもと

に資源動向を判断しております。 

 Ａ海域では、長期的に見ますと資源密度指数は 1993 年以降、漁獲量が増え始めたころと

同じなんですけれども、それ以降増加傾向にありまして、2002 年以降というのは複数の豊

度の高い年級群が加入したことによって、資源水準が中位まで回復しております。 

 しかし、2007 年から加入量が若干減少したことによりまして、2008 年、2009 年と若干

低い値になっているということです。 

 それから、資源量のほうも同じような動向で、グラフでいきますと資源動向の下から２

つ目の左側、これが資源量の推移なんですけれども、これも同じようになっておりまして、

2003 年ごろから上昇しまして、2005 年ぐらいからは割と比較的高い値で横ばいとなってい

て、2008 年、2009 年落ち込んだんですが、2010 年は比較的高い資源量が推定されたこと

から、動向は横ばいというふうに考えました。 

 このことから、Ａ海域の資源水準は中位、動向は横ばいというふうに考えております。 

 以上です。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 



 

 ただいまのアカガレイ、そしてズワイガニの資源の状況について説明があったわけでご

ざいますが、ご質問等ございましたら承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。

よろしゅうございますか。 

 それでは、ないようでございますので次の議題に入らせていただきます。 

 

    （２）日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取組状況について 

 

○吉岡部会長 日本海西部のアカガレイ、そしてズワイガニの資源回復計画の取り組み状

況についてご説明をお願いいたします。 

○事務局（三上） 境港漁業調整事務所資源管理計画官の三上と申します。よろしくお願

いいたします。 

 この計画は、平成 14 年９月に策定、公表をしておりまして、資源の回復を図るべき対象

魚種を特定して作成した回復計画でございます。 

 平成 23 年度までのおおむね 10 年間の計画期間としまして、その参加者は、大臣許可の

沖合底びき網漁業、それから知事許可の小型底びき網漁業の各漁業者により取り組みがな

されております。 

 具体的な計画の取り組み状況といたしまして、資料２の「１」をご覧いただきたいと思

います。 

 本年３月以降、10 月末日現在までの漁業者協議会等の開催実績といたしまして、最初の

ページはご覧のように、石川県、福井県、京都府、次のページについては兵庫県、鳥取県、

そして石川県から島根県にかけての実績を記載しております。 

 石川県におきましては、21 漁期ズワイガニ漁獲状況等について、いろいろな内容の協議

会の開催が、開かれております。 

 福井県につきましては、資源管理型漁業推進のための操業自粛について、ズワイガニの

資源保護のための自主規制などなど開催されております。 

 また、福井県と京都府で水ガニの保護及び協定遵守等についての検討会が開催されてお

ります。 

 京都府については、今のお話のほかに水ガニの保護、協定遵守等について検討会がなさ

れております。 

 次ページの兵庫県でございますけれども、鳥取県と開催する因但底曳協議会というもの



 

で、底びき網漁業に係る資源保護対策の検討について会議等の開催がなされております。 

 鳥取県につきましても同様な内容で協議会が開催されております。 

 その次の、石川県から島根県までの６府県の関係者で、ズワイガニ特別委員会、それか

ら漁業者団体、府県行政、研究機関、水研センター、それから漁調で、資源回復の取り組

み状況、資源の状況、それから、その取り組みの評価等に関する調査事業の進捗状況とい

うことを題材にしまして会議を開催しております。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。 

 ２番の漁獲努力量の削減措置及び漁場環境保全措置の実施状況です。これも同じく 10

月末日現在までの状況となります。 

 石川県につきましては、保護区の拡大、保護礁の設置、分離漁獲型底びき網の導入、そ

して減船をご覧のように実施しております。 

 福井県におきましては、分離網を措置済みでございます。 

 京都府におきましては、保護礁の設置、分離網の導入、操業回数の削減、休漁・休漁漁

船の活用を実施しております。 

 兵庫県におきましては、保護区の設定及び保護礁の設置を実施中でございます。 

 次のページをご覧いただきまして、鳥取県におきましては、関係漁業はいずれも沖底漁

業となりますけれども、小型魚の保護、休漁及び保護礁、保護区の設置を実施中でござい

ます。 

 同様に、島根県におきましても沖底漁業となりまして、目合いの拡大、採捕の自粛及び

休漁について実施中又は実施済みとなっております。減船については２カ年度で措置済み

でございます。 

 次の（２）の下の表につきましてでございますが、これまで福井県においては 14 年度か

ら、京都府においては 15 年度から、島根県においても 15 年度からということで、沖底又

は小底漁船により実施をしております。 

 次のページでございます。３番です。 

 平成 14 年から 22 年まで、８年間にかけて続けてまいりました本計画でございますけれ

ども、取り組みについては、先にご説明のとおり関係者の努力により着実に実施されてい

るというふうに考えております。 

 これまでの漁獲量の推移は、下記の記載の２つの表のとおりでございますけれども、年

変動はあるものの漁獲量の増加傾向が認められる状況というふうに考えております。 



 

 中程の表でございますが、これはこの計画の目標と現在の状況ということで記載してお

ります。 

 先程、お話しいただきましたけれども、2001 年卓越年級群による加入が、漁獲量増加の

大きな要因というふうに指摘されておりまして、この計画期間終期である 23 年度まで漁獲

努力量の削減措置並びに漁場環境の保全措置を確実に実施することが重要であるというふ

うに認識しております。 

 漁獲量増減の観点としましては、開始した 14 年の漁獲量 2,935 トンというのが 23 年度

までに 3,229 トンというのが一定の目標量だったわけですけれども、暫定値ながら 21 年で

5,000 トンを超過しているというような状況でございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、当該数値のみならず、その内容についても評価、

検討しながら取り組みを進めていくことが必要というふうに考えております。 

 このアカガレイ（ズワイガニ）計画については以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○吉岡部会長 ただいま日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）の資源回復計画の取り組み

状況について説明があったわけでございますが、ご質問ございましたら承りたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

○川越委員 私のほうからは、このズワイガニの資源回復計画、我々漁業者は非常に資源

保護ということで管理計画を立てているんですが、ここに水産庁の沿岸沖合課の長谷課長

が同席されている中で、非常に漁場、特にＡ海域の中での隠岐北方の漁場についての、我々

漁業者が何ぼ資源管理、資源保護をやっても、今問題になっている、この日韓の中での違

法操業が非常に絶えなくて、漁場の暫定水域からどんどん南下して、ほとんどズワイガニ

の生息海域が見られないような状況になっている。 

 ここは我々がやっても、幾ら資源保護、資源管理をやっても、その辺追いつかないよう

な違法操業が見られる、ここはやはり国策として何らかの手を打っていただきたいという

ことを、またこの場で要請をしたいと思いますので。我々幾ら資源管理、資源保護をやっ

ても、もう無駄な抵抗、もう違法操業が絶えない、年々どんどんＥＥＺ海区に入ってきて

やっているということが、切れ間がない。ここらを何とか国策ととらえて取り締まりのほ

うをやっていただきたいということを、まずは水産庁にお願いしたいのでよろしくお願い

します。 

○吉岡部会長 一応要望としてはお聞きをいたしまして、水産庁のほうから一言、何かた



 

だいまの意見についてありましたら。 

○内海課長 管理課長の内海です。 

 山陰のズワイガニをめぐります違法操業については、かねてから問題ということで取り

締まりのほうもしっかりやっていきたいと思っております。 

 11 月以降集中取り締まりということで、今日、事務局を務めていただいている境港のほ

うでも、しっかりそれに対応していくということで対応しておりますので、今のご発言を

胸に一生懸命やっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○吉岡部会長 川越委員、一応は、要望は強く受けとめて上に上げたいと思いますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 そのほかにございましたら。 

 それでは、ないようでございますので、次に進ませていただきたいと思います。 

 

                （３）資源回復計画（府県作成）の進捗状況について 

                 ・魚種別資源回復計画の実施状況について 

                 ・包括的資源回復計画の実施状況について 

 

○吉岡部会長 議題３でございますけれども、資源回復計画（府県作成）でございますが、

進捗状況についてご説明をお願いいたします。 

○事務局（三上） 資料３をご覧いただきたいと思います。 

 魚種別資源回復計画の実施状況（県単）という紙と、その次のページの包括的資源回復

計画の実施状況（県単）というもので、３ページについてご説明します。 

 本部会の関係６府県のうち、府県により策定された回復計画としましては、魚種別の回

復計画としまして石川県のヒラメ・沿岸性カレイ類の計画が、19 年の４月に公表実施中で

ございます。 

 また、包括的計画としまして、京都府海域の底びき網漁業の包括的資源回復計画、同じ

く京都府の定置網漁業包括的資源回復計画の２つが、平成 20 年３月に公表実施中でござい

ます。 

 また、島根県小型底びき網漁業（機船手繰網漁業）としまして、包括的資源回復計画が

20 年の１月に公表実施中でございます。 

 紙面でございますけれども、石川県の回復計画ですが、協議会の開催実績は 22 年 10 月



 

末現在ではございません。ただ、これは関係漁業種類を総合する協議会がないという意味

でございまして、沖底、小底の底びき網やごち網等の各漁業ごとで同業者による会議がご

ざいまして、その中での意見交換等は行っておりまして、その中で取り組みはなされてい

るというふうにご理解いただきたいと思います。 

 ２番でございますが、（１）の努力量削減措置としまして、一つは、ヒラメの全長 25 セ

ンチ未満を再放流するということを実施中でございますし、沿岸性カレイ類につきまして

は７月８月の改良型ごち網の使用禁止という効率漁具の使用を禁止するということを実施

中でございます。 

 （２）では、資源の積極的培養措置としまして、ヒラメの種苗放流をご覧の年次で、ご

覧の放流尾数で実施されております。 

 次のページでございます。 

 京都府の２つの計画でございますが、協議会の開催実績につきまして、底びき網では漁

業者検討会により、水ガニの保護や改良網の導入効果について、また定置網漁業では網目

の拡大、並びに急潮対策について議論されております。 

 （２）でございますが、底びき網につきましては改良網の導入、目合いの拡大、休漁日

の設定を、それぞれ右のような内容で行っております。また、定置網につきまして、改良

網の導入、小型魚の再放流を右の内容で行っております。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。島根県の小底の計画でございます。 

 協議会の開催実績ですが、回復計画の変更案について協議を行っております。 

 この変更の計画でございますけれども、本年９月１日に新たな取り組みとして減船を取

り組みに追加するなど、一部変更、公表を行っているものでございます。 

 （２）ですが、資源回復のために講じる措置ということで、小底手繰１種におきまして、

新たに減船に取り組みをすることで、全体の漁獲圧力の低減を計画的に推進することとし

ております。また、小型魚等の水揚げ制限等について、それぞれご覧のような内容で実施

中でございます。 

 府県作成の計画の進捗状況につきまして、以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○吉岡部会長 ただいま詳しく説明があったわけでございますが、ご質問ございましたら

承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 



 

（４）その他 

 

○吉岡部会長 それでは、ないようでございますので、議題４のその他でございますが、

せっかくの機会でございますので、委員の皆様方から何かご意見なりご要望ございました

ら承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○清野委員 先ほど、本当海外のいろいろ違法操業の話がありまして、それをどういうふ

うに国際的に合意をとるかということでございます。 

 これは、多分ここ２年間は非常に大きいチャンスがあります。それは、生物多様性条約

の締約国会議を、日本で今年 10 月に開催して、その中で、日本政府が水産庁さんも含めて

ですけれども提案した目標の中に、海洋の生物資源を守るために、生物多様性ということ

は水産資源も含めてですけれども、それを守るために 2020 年までの 10 年間に、違法操業

であるとか無責任な漁業を本当にできるだけやめるようにする努力を行いましょうという

のを日本から提案しています。 

 この国際会議で提案するという、せっかくの機会を活用していただいて、一つは日本の

漁業者はこれだけ努力されてきたということをもっと国内外にアピールするということと、

それからこの２年間というのは、会議をやった議長国ということで、一つのリーダーシッ

プをとるというチャンスがあります。それで、ほかの国に普段呼びかけると「何であなた

に言われなきゃいけないの」と言われることもあるかもしれないんですけれども、そうい

う立場を２年間確保しておりますので、「日本もこれだけ努力しているので、ほかの国の皆

さんもご協力をお願いします」という立場ができたと思います。 

 そして、もう一つは、2012 年に、２年後に韓国の麗水というところで国際博覧会、エキ

スポをやります。これは、上海万博に次ぐ博覧会で、海洋博覧会です。これは、テーマが

海洋環境ということになっています。ですから、いろいろなそういったごみの問題とか、

さまざまな海への影響というのを、やはり影響を出すようなものをやめようということを、

その開催される国としては取り組まれる予定でございますので、そういうときに、やはり

漁業者の方が日本海これだけ海底清掃もされてきた、それから海岸の清掃もされている。

その中に日本のごみもありますけれども海外のものもあって、そういう中でいろいろ取り

組まれてきた話というのを丁寧に出しながら、うまくこの２年間に交渉するチャンスとい

うのを使っていただければなと思います。 

 ですから、そんなにやはり物事の潮どきってやはりありまして、国際的に話せるチャン



 

スで、日本が言えるチャンスをどういうふうに使うかというのは非常に重要なところでご

ざいますので、ぜひ国際条約を活用していただいて、生物多様性というだけではなくて、

漁業のさまざまな国際機関がありますけれども、そこも含めて、特に日韓、それからアジ

アということでの進め方を頑張っていただければなと思います。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

 そのほかにございましたら。 

 それでは、ほかにないようでございます……はい、どうぞ。 

○齊藤委員 今年は、大型クラゲが、漂着があまり見られなかったんですが、その原因に

ついてどれだけ研究されているかということと、もう一つは、これは大きな問題として昨

今話題を持っています尖閣の問題は、なるほど今、この間大きな問題になりましたけれど

も、今、先ほど、川越委員から言われました違反操業、恐らくこれは韓国船かどこかだと

思うんですが、将来的に竹島はどうなっているのかということをちょっとお聞かせ願えま

せんか。 

 今は、私どもが認識しているのは、日本の固有の領土であると認識しておりますけれど

も、テレビ、あるいは新聞、その他で見ますと韓国の人たちがあそこに乗り込んで、もう

既に何かつくっていると、しかも韓国があそこで観光的なツアーもやっている状況の中で、

今、日本政府としては、竹島はどのようにお考えになっているか、この２点、ちょっとお

聞かせください。 

 まず１点はクラゲ、なぜ来なかったのか。将来どのようになっていくか。 

○廣瀬主任研究員 日本海区水産研究所の廣瀬です。 

 私も大型クラゲは専門ではないのであまり詳しいご説明はできないんですが、今年、ご

承知かもしれませんが、とにかく日本海に入ってくるクラゲがなかったということが、ま

ず大きなクラゲが来なかった原因というか、原因ではないんですけれども、そういうこと

なので。それが、ただ発生源としては多分中国海域だろうというふうには思われておりま

すので、向こうで発生したのが南下してこなかったのか、向こうでも発生してこなかった

のかという情報はちょっと私のほうではつかんでいないので、戻ってもし何か情報があり

ましたら、皆様のほうに提供したいというふうに思います。 

○齊藤委員 ちょっと待ってください。これだけ日本じゅうがクラゲで騒がれている中で、

発生したのがどこであるかが全然わからないとかというのはちょっとおかしいのではない

ですか。 



 

○廣瀬主任研究員 これも外国の話になってしまうんですけれども、韓国のほうでは少し

情報は得られるんですが、なかなか中国のほうの情報が集められないというようなことは

聞いたことがありまして、私のほう、本当に申しわけないんですが専門ではないというこ

とがありまして、あまり詳しい説明というのはできないという、この程度の応対しかでき

ません。すみません。 

○齊藤委員 ちょっと反発するようですけれども、私どもこういう会に出させてもらって

いて、しかも大型クラゲというのは我々の死活問題にまで発展しているんです、ずっとこ

の何十年来。 

 たまたま中国のオリンピックがあったときは海が割ときれいだったからクラゲ発生しな

いと。今度発生しないのは、今度上海万博があったから発生しないと。これはだれかが言

っているのが聞こえてくるだけで、本当にそうであるかどうかという原因究明ぐらいやは

りやってもらわないと。 

 それで、おっしゃるように、あの大型クラゲが発生したときは、恐らく当然中国とも協

議しながらクラゲの発生に関する水とかいうのを研究するように聞いたことがあるんです

が、今の話と全然。ただ発生してこなかったから来なかったんでしょうと、そんなの原因

の理由になりませんので、やはりそこら辺はもっと、日本の水産業としては、水産庁とし

てやはりもっと本腰を入れて、やはり我々の死活問題でもあるので、やはりお願いできま

せんか、そこの研究は。 

○内海課長 すみません、クラゲの問題で齊藤委員が言われた話。 

 今、ここにいるスタッフがその担当ではないので、ちょっと要を得た回答ができないと

いうのが真実でして、クラゲの問題は、やはりこれまで沿岸の方々随分苦労されましたか

ら、それは水産庁もしっかり原因究明だとか、状況の把握だとかというところについては

力を注いでいます。 

 残念ながら、ちょっとこの会場にはそのスタッフがいないので、委員からそういうご発

言があって、そういう懸念があるということは、しっかり担当のほうに伝えていきたいと

いうふうに思います。 

 それから、もう１点、竹島の話がございました。最近、日本の 200 海里の縁辺部では、

いろいろきな臭い話がたくさんございまして、日本の領土、領海をめぐるような話が随分

あるんですが、なかなかその領土、領海の問題というのは、我々政府のスタッフとしては

そこでコメントができるような話ではないので、そういった問題については多分いろいろ



 

政治家の方々だとか、国を挙げての見解ということになろうかと思います。 

 我々は、そういう現実のそういう国際秩序がある中で、それぞれの水域で資源管理をい

かにしていくか、現在漁業者の方が漁業をやって、しかも日本の資源ということで、その

資源をどう管理していくかということで、この場はそういう議論をしていただいていると

いうことですので、なかなかそういう難しい課題についてはここですぱっと答えるのが難

しいんですけれども、それも委員のほうからご発言があったということで記録に載せて、

上のほうに報告していきたいというふうに思います。 

○吉岡部会長 齊藤委員、その程度でよろしゅうございますか。非常に難しい問題だと思

いますので。 

 では、そのほかにございましたら。 

○川越委員 日水研の委員さんにちょっとお願いしたいというのは、この二、三年、海の

温暖化によるものかどうか。先ほどの日本海北部会で話すべきかどうかなと、私ちょっと

迷ったんですけれども。というのは、ハタハタのちょっと資源のことで、この二、三年、

日本海中央部にある大和堆漁場で、７月後半から８月にかけて非常に大型のハタハタがア

マエビの中で混獲されて、非常にこれから我々、特に西側の沖底の業者としては魅力を感

じている。確かに技法的にも装備でとるということはちょっと難しいところもあるんです

けれども、漁業的に。そこらの、そしてこの沿岸部に割合大型の産卵親魚が少なくなって、

そして北方の大和堆漁場に大型の産卵親魚になるのかな、そういうものが７月半ばから後

半、８月半ばぐらいにかけて非常に多く漁獲を見るようになっている、ここらの資源動向

のことで今の状況で何か判断されていますか。あればお教えしていただきたい。 

○廣瀬主任研究員 大和堆のハタハタについてなんですが、現状調査等で得られた情報は

ないんですが、以前、私どものほうで研究した結果、このハタハタ、秋田のほうから来て

いたということがわかっておりまして、どうも索餌回遊というかえさを食べにかなり広い

範囲を泳いでいるだろうということで、大和堆にもハタハタが行ったと。 

 それが、ハタハタも 2001 年にかなり大きな年級群が入りまして、でも大きな年級群が入

ったときには沖のほうのああいう大和堆のような礁にも行くようだというようなことが言

われております。 

 恐らく、今年見られたということですが、何年級になるのかちょっとわからないですけ

れども、比較的大きな年級がそちらのほうまで広がったのではないかなというふうに考え

ております。 



 

 だから、毎年の現象になりますと、これはまた少し考えなければならないんですけれど

も、少し様子を見ていけば、またさらに情報が増えるというふうに思います。 

 沿岸に産卵親魚が少ないというのも、やはり年級群の豊度によって、魚の広がりという

んですか、それが大分変わってくるのがこの魚ではないというふうなことが、今私どもの

ほうの研究で何となく見えてきているところでありますので、もう少しその辺が、研究が

進めば皆さんのほうにも情報提供ができるというふうに考えています。 

○吉岡部会長 いずれにしましても、どの部会でもそうでございますけれども、資源の状

況だとか、こうして回復の状況、そしてまず先ほど出ておりましたようにクラゲの問題。

そうしたものは委員会があるから言うんだ、言わないんだというのではなしに、事前に各

府県を通じてでも結構でございますので、予報といいますか、特別変わったような、そう

したような情報がありますれば、私はやはりこういう時代でございますから公表していた

だいて、それが即資源管理することはできるわけでございますので、資源管理をやはり進

めるためには、そういう状況報告は非常に私は相関関係があろうと思っておりますので、

できるだけ素早く、私はそういう情報は流していただけますように、特にお願いをいたし

ておきたいと思います。 

 それでは、ほかにございましたら。 

 それでは、ないようでございますので、最後に事務局から次回の部会の開催の予定につ

いて、予定がわかりますればお願いをいたしたいと思います。 

○事務局（松田） 次回の部会につきましては、来年３月ごろに開催したいと考えており

ますが、今後、部会長を初め委員の皆様方のご都合をお聞きしまして、また本委員会との

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。 

○吉岡部会長 ただいま、事務局から来年の３月というふうな予定で考えておられるよう

でございまして、開催につきましては日程調整の上で改めて委員各位にご連絡をいたしま

すので、よろしくお願いをいたしたいと思うわけでございます。 

 それでは、これをもちまして、第 18 回の日本海西部会を閉会させていただきます。委員

各位、そしてまたご臨席の皆様方におきましては、議事進行上ご協力、そしてまたいろい

ろな貴重なご意見をいただきましたことをお礼申し上げます。 

 なお、また議事録署名人の齊藤委員と川越委員におきましては、後日また事務局から議

事録が送付されますので、ご署名のほうをよろしくお願いいたしたいと思うわけでござい



 

ます。 

 委員の皆様方、本日は本当にご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 

                                閉     会 

 


