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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第27回日本海北部会 

 

 

                       日時：令和元年１１月２８日（木） 

                           １３：３０～１４：５０ 

                       場所：コープビル６階第３会議室 

 

 

議事次第 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）広域魚種の資源管理について 

    ①日本海北部マガレイ、ハタハタ 

    ②スケトウダラ日本海北部系群 

  （２）その他 

 

３．閉 会 
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午後１時３０分 開会 

○事務局（千葉） それでは、定刻になりましたので、日本海・九州西広域漁業調整委員

会の北部会でございます、第27回日本海北部会を開催させていただきます。 

 本日はお足元の悪い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。委員の皆様を

はじめご臨席の方々におかれましては、お忙しい中ご臨席賜りましたこと、誠にありがと

うございます。 

 私は、当部会の事務局を務めさせていただいております新潟漁業調整事務所の千葉と申

します。よろしくお願いいたします。座らせていただきまして進めさせていただきます。 

 本日は、海区互選委員の加藤委員、本間委員、大臣選任委員の合瀬委員、金子委員が事

情やむを得ずご欠席とご連絡を賜っております。 

 本日の席は、委員定数13名のうち、定足数でございます過半数を超える９名の委員のご

出席を賜ってございまして、本委員会の事務規程に基づきまして、本部会が成立している

ことをご報告いたします。 

 また、本日は水産庁から江口漁場資源課長、岩本資源管理推進室長、国立研究開発法人

水産研究・教育機構から田中理事様。北海道区水産研究所資源管理部長の森部長様。日本

海区水産研究所資源管理部の藤原グループ長様。ほか多数の方々にご出席いただいており

ます。 

 また、当事務局がございます新潟漁業調整事務所から、事務所の所長でございます池田

と私千葉が出席しております。あわせてご報告いたします。 

 それでは、議事に入る前に、皆様のお手元に配布してございます資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。クリップでとめてあるものでございますが、上から順にご説明申

し上げます。まず、表紙一番上でございますが、議事次第でございます。封筒の中に入っ

ているものでございます。続きまして、皆様の委員名簿が綴ってございます。そして、配

席図を添付させていただいております。さらに、出席者名簿が入ってございます。そして、

本部会の事務規程が参考資料として中に綴らせていただいてございます。 

 次に、具体的な魚種ごとの資料になります。資料１－１といたしまして、マガレイ日本

海系群令和元年度資源評価結果。続きまして、資料１－２といたしまして、ハタハタ日本

海北部系群令和元年度資源評価結果でございます。次に、資料２といたしまして、日本海

北部マガレイ・ハタハタの広域資源管理という魚の絵のついたもの、２枚紙でございます。

続きまして、スケトウダラの資源評価に関します資料が入ってございます。資料３でござ
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います。最後に資料４といたしまして、すけとうだら日本海北部系群広域資源管理と題し

ました資料でございます。 

 以上の資料でございます。お手元の資料で落丁、また不明瞭なものとか不備等ございま

したらお知らせいただけましたら差し替えさせていただきたいと思います。議事進行の途

中でも結構でございますので、お声かけもしくは挙手等でお知らせいただければお届けし

たいと思います。 

 以上、資料の説明でございます。 

 では、具体的な審議の内容に移らさせていただきたいと思います。それでは、田中部会

長、よろしくお願いいたします。 

○田中部会長 それでは、早速議事に入らせていただきますが、議事に入る前に、日本海

北部会事務規程第11条の規定により、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。このことにつきましては、部会長から２名以上を指名するこ

とになっておりますので、私のほうから指名させていただきます。 

 今回の日本海北部会議事録の署名人といたしましては、海区漁業調整委員会の互選委員

の中から、富山県の網谷委員、それから大臣選任の委員の方から土門委員のお二方にお願

いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議題１、広域魚種の資源管理についてに移りたいと思います。この部会

で取り上げている広域魚種は、①の日本海北部会のマガレイ、ハタハタと、②のスケトウ

ダラ日本海北部系群です。これらの３魚種は、過去の資源回復計画のもとで資源管理の取

り組みが開始されました。平成24年度に資源管理制度が資源管理指針を踏まえた資源管理

計画へ発展的に移行したことに伴いまして、新しい資源管理制度のもとで引き続き資源管

理の取り組みが進められておるところでございます。 

 そういうことで、まず最初に、①の日本海北部のマガレイ、ハタハタの資源状況と資源

管理の取り組み状況について説明いただき、その後、②のスケトウダラの資源状況と資源

管理の取り組みについて説明いただくという手順で進めたいと思います。 

 なお、質問、ご意見等につきましては、説明が終了した後にお受けいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、日本海北部のマガレイ、ハタハタの資源状況につきまして、日本海区

水産研究所の藤原グループ長から説明をよろしくお願いいたします。 

○藤原グループ長 では、日本海区水産研究所の藤原よりご説明をいたします。 
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 マガレイの日本海系群の資料をご覧ください。資料１－１になります。早速進めさせて

いただきます。 

 ２枚目開いていただきまして、本系群、青森県から新潟県の沿岸の主に水深150メート

ル以浅に分布するもので漁獲対象となっているものになっております。寿命は雄が７歳、

雌が10歳とされているところで、成熟は雄が２，３歳から14センチ以上のあたり、雌は３，

２歳の16センチ以上のものというような形になっています。 

 主な漁業は、小型底びき網でして、２種類ございまして、開口板を使う板びき網という

新潟県沖中心にあります漁業と、そのほかの小型かけまわし一艘びきが中心になっており

ます。そのほかにも沖合底びき網も漁獲しますし、刺網もありますし、定置網でも漁獲が

それなりにあります。ただ、現在どの漁業でも本系群を主体に漁業しているものは基本的

にはないというふうに言われているところで、資源量指標値が現在いいものが見当たらな

いというところになっています。 

 こちら各漁業の漁獲量の割合からいきますと、底びき網、いろんなものが含まれますけ

れども、６割程度、刺網が２割から３割というふうに、大ざっぱにはそのような形になっ

ています。各県に全長規制がございまして、出荷制限などはあるということになっていま

す。 

 次、３ページ目をご覧ください。1970年以降の年別漁獲量の推移を示しております。こ

ちら漁獲（資源）というふうに書いているかと思いますけれども、資源量指標値がその他

にいいものがありませんので、漁獲情報がそのまま資源動向をあらわすというふうに解釈

をしているところです。1970年以降、90年代前半までは400トンから1,000トンぐらいで推

移していたものが、1998年以降は2006年を除いて400トンを下回る状態になっています。

2017年は最も低い122トンで、2018年は２番目の低い値となりまして、136トンでした。こ

れ資料１のほうの３ページ目、ちょっと135トンになってますが、間違いですので訂正を

させてください。136トンです。 

 資源状態の判断に関しては、漁獲量の推移に基づきまして、資源水準は低位、動向は減

少とされています。この間、資源量指標値がないという話はしましたけれども、この沖合

底びき網漁業のデータを使って何かできないかということと、あとは調査船のほうで加入

量の年級豊度がわかりますので、今現在４年分溜まってまして、そちらのほうで加入量の

見積もりをするなど、というところは進めているところでございます。 

 次、４ページ目をご覧ください。資源量指標値はないのですけれども、この間新潟県沖
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のデータが新潟県のほうで集計されておりまして、こちらを加入動向の一部の指標として

参考にしています。こちらをご覧いただきますと、折れ線グラフの１歳魚の分布密度とい

うのが2006年級、2005年級が比較的高い豊度になってまして、2007年級は随分低い数字に

はなっているというところで、楽観視はできないんですけれども、若干の加入があり得る

というところになっています。 

 最後に、管理方策については、資源評価のまとめの５ページ目を見ていただきつつ、今

現状言ったところで低位、減少で、2017年級の加入が少ないという現状を打破するような

ものはないという判断の中で、６ページにまいりまして、ＡＢＣとしては管理方策は資源

の水準、動向にあわせて漁獲動向を行うこととし、ＡＢＣ生物学的許容漁獲量は過去３年

の平均漁獲量に資源水準と動向に基づく調整係数を掛けて算定しました。2020年のＡＢＣ

はリミットで90トン、ターゲットで70トンという形になっております。 

 これも１点修正で、６ページ目の表のほうに2020年ＡＢＣ（百トン）と書いてあります

が、すみません、５ページですね。５ページの下にあります表のＡＢＣの表の2020年ＡＢ

Ｃというところ、（百トン）になってますが、この百が要りません、（トン）になります。

よろしくお願いします。という形になっております。 

 様々修正がありまして申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。 

○田中部会長 先にハタハタもお願いします。 

○藤原グループ長 失礼しました。私ちょっと不慣れなもので手順を若干間違えてござい

まして、失礼しました。 

 ハタハタの説明もあわせてさせていただきます。こちらは資料１－２になります。 

 まずめくっていただきまして、分布の話をご説明いたします。本系群は津軽半島から能

登半島の海域に分布しておりまして、青森県から富山県で漁獲対象となっているものとし

ております。寿命は５歳で、雄は１歳、雌は２歳で成熟し、産卵は今まさにですけれども、

12月中心に、冬季に短期間で沿岸の藻場で行われるというふうに言われております。 

 主な漁業は、冬の産卵接岸時期の秋田県、青森県の沿岸の定置網、底建て網、刺網のも

のと、産卵期及び夏季、７月から８月の休漁期以外の時期の各県における小型底びき網、

沖合底びき網が漁獲をしております。各漁業の漁獲の割合は、沿岸漁業と底びき網がそれ

ぞれ全体の約５割ずつとなっておりまして、定置網は定置網だけでいえば３割程度、沖合

底びき網であれば１割から３割程度という形になっております。 

 次、３ページ目にまいります。年別の漁獲量の推移としましては、漁獲の動向の図のと
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おりでございまして、1970年以降では、1975年までの２万トン前後という非常に高い数字

がありますけれども、1980年代にかけて極めて極端に減少しまして、1992年には150トン

という最低値を出しています。このタイミングで秋田県の３年間の禁漁の取り組みがあり

まして、2000年代には増加をしまして、2,000トンから5,000トンという程度に回復はしま

した。ただし、2010年代になりまた減少を始めまして、2017年には2,000トンを下回って、

直近で2018年としては1,519トンという形になっております。 

 次、４ページ目になりますけれども、資源状態を判断するための指標値としまして、長

期間のデータがありますのは、シェアとしては１割から３割になりますけれども、沖合底

びき網漁業のＣＰＵＥ値に近い資源密度指数というものを使用しております。資源密度指

数の推移から、資源水準は中位、動向は増加と判断しております。資源状態の判断には沖

合底びき網のデータを使っておりますけれども、こちらのほうでさらなるブラッシュアッ

プをする解析をしているというところと、沿岸漁業のデータを秋田県さんなどの協力を得

てデータ収集をし始めております。そのほか、調査船調査のデータも重要と考えまして、

マガレイと同様に、４年間のデータを蓄積しておりまして、そちらのほうでもある程度増

加しているという判断がなされているところです。 

 最後に、この間ずっと長く見ています、５ページ目になりますけれども、資源動向②と

いうことで、山形県の調査データ、最上丸の調査データになっております。2020年の漁獲

の主体となる2018年生まれの豊度は現在のところ低いということで、2017年級それなりに

いまして、今現在割と獲れているんですけれども、過度の漁獲がないよう配慮する必要は

引き続きあるというふうに判断しております。 

 最後、６ページ目になります。管理方策としては資源の水準、動向にあわせて漁獲を行

うこととし、ＡＢＣ、生物学的許容漁獲量は過去３年の平均漁獲量に資源水準と動向に基

づく調整係数を掛けて算定しました。2020年のＡＢＣは1,700トンということになってお

ります。ターゲットとしては1,400トンです。 

 以上で説明を終わります。 

○田中部会長 それでは、引き続きまして、日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管

理についての説明をお願いします。 

○事務局（千葉） 日本海北部のマガレイ、ハタハタの広域資源管理に関しましてご説明

させていただきます。千葉でございます。 

 お手元の資料２でございます。ただいま藤原グループ長様よりご説明いただきましたと
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おり、資源評価の状況はマガレイにおきましては水準は低位、動向は減少ということでご

紹介を賜りました。資料２のほうでは、文章の一番下になりますが、動向は増加と一度さ

せていただきましたが、グループ長より５年間の推移を見るとやはり減少ということのご

紹介もいただきましたので、資料２のマガレイのところは倣いまして、減少に訂正させて

いただきたいと思います。申し訳ございません。マガレイにおきましては、2018年に138

トン、200トンを下回っております。マガレイそのものは特に専獲しているという状況に

ございません。そういった中で漁獲量の情報収集というのがなかなか困難な状態が続いて

いるところでございますが、さりとて、漁業の管理、漁業者の皆様の管理その他措置にお

きまして、富山県以北におきまして資源管理の取り組みを継続しているところにございま

す。 

 特に沖合底びき網漁業、刺網漁業、それから定置網漁業等で漁獲されます底魚資源でご

ざいます。漁獲物の体長制限並びに再放流、それから休漁日の設定等行いまして、漁業者

の皆様自ら資源管理に取り組んでいる状況でございます。これは資料２の２ページ、資源

管理の方向、４、日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管理に基づく令和元年度の取

組み状況として挙げさせていただいております。引き続き漁業者の皆様におかれまして、

資源管理に取り組んでいる状況でございます。 

 続きまして、ハタハタの資源管理状況についてご説明させていただきます。こちらも底

魚魚種で、マガレイと同じように底びき網漁業、それから定置網漁業、底建て網漁業等で

漁獲されている魚でございます。こちらに関しましては、今年秋田県さんに確認をとりま

したところ、ハタハタの卵の管理ですが、今までは卵を集めて孵化放流をしていたという

表現がございました。確認させていただいたところ、卵を集めてホタテかごに入れて海中

に沈めて、それで自然に孵化させる管理を行っているという話を紹介いただきました。い

ずれにいたしましても前向きに漁業者の皆様、各県の行政、研究者の皆様方のご協力、ご

尽力により管理を行っているという状況でございます。 

 簡単でございますが、以上、マガレイ、ハタハタの漁業管理、資源管理ということでご

報告させていただきます。以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。今年度のマガレイ、ハタハタに関する資源状況

と資源管理の取り組みについて報告していただきましたが、本件につきましてご意見ご質

問等はございませんでしょうか。濱野委員。 

○濱野委員 これどの辺からどの辺までこれは調査されてるんでしょうかね。それと、調



－8－ 

査方法はどういう形ですか、市場調査ですか、それとも全体を網羅した形での何らかの形

をとっての調査なんですか。 

○藤原グループ長 両系群とも各地先でいろいろ情報が変わるということがありまして、

漁獲情報というよりも調査船主体で今動いております。調査船のほうは秋田県沖から佐渡

の南側の新潟県の一番南までやっておりますけれども、その調査を４年間やっております。 

○濱野委員 少なくとも北海道のほうの調査、市場調査ですね、どうなんでしょう。 

○藤原グループ長 市場調査はやっていないですね。市場調査はやっていないというのが

正しいところになります。 

○濱野委員 じゃあ、どういう手法で北海道方面は調査してるんですか。これ広域にわた

ってる話ですよね。 

○森部長 代わって、北海道区水産研究所の森がお答えいたします。 

 マガレイにつきましては系群が分かれておりまして、今ご説明いただいたのは青森県ま

でに分布するマガレイについての状況をご説明いたしました。北海道の、特に日本海側に

分布するマガレイについては、北海道区水産研究所のほうで報告書をまとめさせていただ

いておりまして、それはもう既に公表済みになっておりまして、本日の議題の対象となる

系群にはなっておりません。 

 今お話にありました調査に関しては、北海道の道総研さんが沿岸で調査も行っておりま

して、あと市場等で魚を買い付けてデータを集めています。北水研のほうは沖底さんから

漁獲成績報告書を提供いただきまして、それに基づいた解析を行っております。 

○濱野委員 ただですね、少なくとも北海道のほうでは体長制限やってるんです。マガレ

イしかり、あるいはソウハチ、ヒラメにしかりですね、そういう中での体長制限しながら

管理はしてるということなんですけども。ここ３年ぐらい前から相当量が増えてるんです

よね。それが果たして系群が違うといえばそれまでのことかもしれませんけれども、これ

は大体１カ月ぐらい、１日の漁は一艘の船で１トンぐらいずつ水揚げしてる、刺網ですよ、

そういう状況の中、非常に魚体も大きい、そういうものが非常に厚い群れで沿岸帯に寄せ

てるというんですか、そういう状態で漁獲をしてるんですけれども。金額でいったら大体

一艘船600万から700万、わずか１カ月そこそこですよ、そういう状況にあるもんですから、

そういった今までの体長制限が功を奏したのかどうかわかりませんけれどもね、そういう

環境下にあるということ、これらをやはり系統群違いといえども、このままの状態で漁獲

していいのかどうか、あるいはもっともっと獲ってもいいのかどうかですね、相当な量が
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揚がってるもんですから。 

 これは私いつも言うんですけれども、どうも資源管理そのものは一方では完全にざる法、

そして一方ではきつく締めるものは締める、そういう状況でしているのは、これは全ての

魚種に言えることなんですよね。したがって、計数のきちっと獲れてるものだけは早々に

ＴＡＣなり、あるいは制限の範疇に入ってるというそういう、言ってみれば漁業者にとっ

ては何やってるんだというような状況の中で資源管理されているというのが現状なんです。

これは全てですよ。これは多分北海道によらず、日本海域全体が、太平洋であろうと、あ

るいは日本海であろうと、オホーツクであろうと関係なく、そういう形で一方では資源管

理、一方では野放しに獲ってるという現状なんです。これは田中さん北海道にいたらよく

わかるでしょう、その辺は、どうなんです。少なくともその辺の一貫性を持った形での資

源管理、これが非常に大事なことなんで、有意にいろいろと会議の中ではこの資源管理に

対しての議論はあります。しかしながら、その資源管理を進めようとする水産庁そのもの

の方向性が一貫した考え方じゃない、アバウトな感じでの資源管理、資源管理言ってます

けれども、計数の上がった揃ったものだけを資源管理の対象にしてるような、私ら漁師か

ら見ればそういう思いよりないんですよ、正直言って。ただ、現状を全く認識しないまま

にこれらの資源管理に着手してるというのが現状です。したがって、この辺、資源の動向

がどういうふうな形になってるのかということをよく、北海道区さんは北海道区さんなり

に把握してほしいなというふうに思います。マガレイに関しては、今発表された方と相反

するそういう資源状況であるということを私今報告しておきます。以上です。 

○田中部会長 今後は日本海の、北海道のものをどうするかについてもご検討いただくと

いうご意見を賜ったということで、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 他に。角田委員、どうぞ。 

○角田委員 青森委員の角田でございます。これを青森県、秋田県、新潟県と表に出てる

んですけれども、青森県の網目の制限、３枚網の禁止、これ非常に昔の話であって、今で

もこれを、３枚網の禁止とあれば今でもどこかで利用してるんですか。簡単でいいですか

らご説明願います。 

○田中部会長 ありがとうございました。何かありますか、藤原さん。 

○藤原グループ長 私の知る限りではありますけれども、３枚網は使用されてないと思い

ます。 

○角田委員 そうすると、現在は使用されていないということですか。 
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○藤原グループ長 そうです。 

○角田委員 そう仰ると、ここに３枚網の禁止とあるから、それじゃ以前に何回か利用し

たんじゃないかと思いますが、どういうことなんでしょうね。 

○藤原グループ長 すごく古い年代だと思いますけども、以前は使用していた可能性はあ

る。 

○角田委員 これ珍しい言葉であって、今の時代に３枚網なんてちょっと、私には理解で

きない。今でもと思って聞いたんです。多分今はないでしょうね。 

○藤原グループ長 ないと思います。 

○角田委員 今わかりました。以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。確認したということで。 

 他によろしいでしょうか。 

 秋田県さんもよろしいですか。ありがとうございました。 

 多分漁業者の方々から知りたいのは、こういう規制でどんな効果があったのかというこ

とに対する回答だと思います。もし無いならばこんなに資源減っているものの、規制があ

ったから減り方が抑えられたとか、何かそういう試算でもしていただけるとありがたいん

じゃないかなと思いますけれども。これはコメントです。いつか宿題としてできればこの

場でご披露いただけたらと思います。 

 他よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続いて、スケトウダラ日本北部系群につきまして、北海道区水産研究所の森

部長から説明をよろしくお願いします。 

○森部長 北海道区水産研究所の森でございます。 

 それでは、お手元の資料３をご覧ください。１ページ１枚に２枚ずつ載っております。 

 まず、生物学的特性でございますが、このスケトウダラ日本海北部系群、北海道を含め

て日本では４つの集団に分かれております。今回はそのうちサハリンから北海道、本州北

部の日本海に分布する日本海北部系群を説明させていただきます。 

 寿命につきましては10歳以上、成熟はおおむね３歳ぐらいから成熟開始いたしまして、

５歳でほぼ成熟いたします。産卵期はちょうど冬から春にかけて、食性、捕食者は書いて

あるとおりであります。 

 １枚めくっていただきまして、それぞれ右下に３、４とページ数ありますけれども、３
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枚目をごらんください。漁獲量の推移でございます。1980年から、直近では2018年までの

漁獲量の推移を地域別、国別にあらわしております。まず左側の図のほうにオレンジ色で

出ているのが、韓国による漁獲でございまして、現在は韓国による漁獲はありません。以

前は本州日本海もそれなりの漁獲があったんですが、近年は非常に漁獲が少なくなってお

ります。2018年漁期の漁獲量は全体で5.6千トン、前年が5.3千トンですので若干上回って

おります。沖合底びき網漁業が3.1千トン、沿岸が2.5千トンということでほぼ昨年と変わ

りありません。しかし、これは近年非常に厳しいＴＡＣによる制約がかかっておりまして、

漁業者様はかなり厳しい管理の上でこの漁獲で抑えていただいているというのが実情でご

ざいます。 

 年齢別漁獲尾数になります。上は総漁獲量ということで、下にありますのはどれぐらい

の年齢をどれぐらいの尾数、今度は重量ではなくて数ですね、で獲ったかというのを示し

たものになっております。2010年から18年までの図が左側、この2018年漁期について細か

く見たのが右側の棒グラフになります。長期的に見ていただきますと、もう2010年以降は

３歳、オレンジ系の色である２歳、３歳の漁獲というものは2013から15年にかけて少し多

くはなるんですけれども、非常に少なくなっております。特に2018年、昨年は６歳魚、非

常に大きい魚を中心に獲っておりまして、まだ８歳とか10歳以上の魚も含まれているとい

うことになります。昨年の６歳魚というのは下にありますように、2012年に生まれたもの

になっております。特に近年は２歳魚以下の漁獲がほとんどないというのが漁獲の状況で

ございます。 

 １枚めくっていただいて、ページとしては３、図としては５と６、２つございます。上

が主な漁獲努力量についての推移を示しております。左側が沖合底びき網、100トン以上

のかけまわし船でございますけれども、それの漁獲努力量として、総曳網回数とスケトウ

ダラ狙いの曳網回数、このスケトウダラ狙いというのは漁獲の半分以上がスケトウダラで

あったときの網数というのを示しております。総曳網回数見ていただきますとわかります

ように、2000年当初に比べて2018年というのは段階的な減少の結果、非常に少ない水準に

低下しております。それと同じように、スケトウダラねらいの曳網回数も下の文章にあり

ますが、昨年は366網ということで、前年の481網から大きく減少しております。 

 右側の図は、檜山管内４地区におけるはえ縄漁業でございますけれども、それの漁獲努

力量になります。函館水試さんの情報を提供いただいておりますが、のべ操業隻数という

ことで示しておりますが。かつては5,000隻を上回る数でしたが、近年は大きな減少、要



－12－ 

は漁獲の制限というのをしていただいておりまして、昨年は96隻、前年は34隻ですから、

少し多くはなっておりますが、それでも非常に少ない水準で漁獲努力量というのは抑えら

れております。 

 このような漁獲状況のデータをもとに、資源解析をした結果が下になります。下が資源

尾数の推移、これは資源を尾数単位であらわしたものになります。スケトウダラ日本海北

部系群の場合は、２歳から上を資源として計算しておりまして、０歳と１歳というのはほ

とんど漁獲されておりませんので、資源量としてはあらわしてはおりません。そのため、

他の魚と異なりまして、2015年に加入とかにしても、その２年前に生まれたものというこ

とになりますので、少しそこが他の魚とはちょっと紛らわしい部分がございます。 

 長期的に見ていただきますと、左の図になりますけれども、大体1985年から1995年ぐら

いまでは比較的高い資源尾数を示しておりましたが、このときは色で見ていただきますと、

オレンジ色とか赤系統の斜線ですね、２歳、３歳魚というのが非常に多く組成としては入

っておりました。近年ちょっと小さいので少し右上に大きく2010年から拡大したものが近

年の状況になります。一番右端が2018年、直近になりますが、ここで青矢印で示しており

ます2016年級、これが2016年に生まれた魚でございまして、これが非常にいい加入になっ

ております。また一方、2015年、その前に生まれた加入も、もともといい加入と想定され

ておりまして、この２つ、連続していい加入が発生いたしましたので、2018年の資源尾数

というのは、見ていただきますとわかりますように、2016年に比べて一気に倍以上、この

２年で倍以上に増えたということになっております。 

 １枚めくっていただきまして、これがなぜこういうふうになっているかということでご

ざいます。これについては、今度この加入量、要は２歳の資源尾数というものを抜き出し

てあります。そして、この２歳がどうしてこううまく多かったのかを示す１つの指標とし

て、ここでは再生産成功率、これは卵が産まれてから２歳として漁場に加入するまでの生

き残りですね、それをあらわした指標になります。アルファベットではＲＰＳというふう

に書かせていただいております。先ほどもご説明いたしましたように、実際この再生産の

成功率というのは1984年から1988年非常に高い水準であって、その後低いＲＰＳ、要は子

どもの生き残りが悪くなったということがございました。その結果、加入量もそれに応じ

て少なくなっていっております。特に2006年以降、非常に低い再生産成功率の推移があり

ましたので、加入量が非常に低かった時代がございます。近年ですとこの2006年というの

にいい加入が発生しまして、一番最初の資源回復計画でこの系群を守ろうとして計画が立
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てられたことも覚えておられる方もいらっしゃるかと思います。その後は、2010年と12年

に少しいいものが出たんですけれども、それほど大きい加入ではなかったので、本格的な

資源回復にはなかなかつながっていかなかったと。そして、2015、16というのは非常に高

い再生産成功率がありまして、非常にいい加入が出てきたというのが近年の状況でござい

ます。 

 １つ下に、今度は全体の資源量と親の量ですね、これが管理で非常に重要な意味を持ち

ます親の量、それと漁獲の割合、漁獲の割合というのは、漁獲量を資源量で割ったもの、

大体どれぐらいの割合の魚を利用したかということになります。資源量が青、漁獲割合が

赤、親の量が緑でそれぞれ示しております。 

 資源量の最大値は、1990年に86万8千トン、ここでは868千トンと書いてあります。その

ときの親魚量が342千トンということで、この時代が非常に多かったことになります。そ

の後1997年あたりから親魚量は減少傾向になって、加入量はその前から減少していってお

ります。しかし、近年非常に厳しいＴＡＣ管理というものをやっていただいてることもあ

りまして、漁獲の割合というのは、特に2014年あたりから大きく10％以下になっておりま

して、特に2017年、18年は５％未満という非常に低い水準で漁獲割合は維持されておりま

す。 

 先ほど資源量は大きく増えてきているというお話をしたんですけれども、親魚量につい

ては、まだこの2015年と16年の加入というのがまだ親になっておりませんので、これから

増えていくというふうに想定しております。 

 ここまでが今回９月に行いました資源評価会議で作成いたしました報告書の中身になり

ます。以後、４枚にわたってある図に関しては、本年６月に公表させていただきましたこ

れから会議を行って皆さんでご議論いただく、要は獲り方について議論する会議がござい

ますけれども、そこに提出させていただいた資料についても最新の情報が得られましたの

で、一部図表を改定いたしました。それを簡単に参考としてご説明いたします。 

 今後新しい管理ということで、最大持続生産量、ＭＳＹというものが新しい漁業法の中

で謳われております。このＭＳＹというものがどういうものかというと、ここの図にあり

ますように、要は一番長期的に想定されるような環境の中で、一番漁獲量を多く確保でき

る平均的に確保できる親の量というものを考えると。長期的に確保できる最大の、だから、

瞬間的というよりは平均して非常に高い値ということになるんですけれども、それをＭＳ

Ｙ、そのときの親の量というのをＭＳＹ水準の親魚量とかそういうふうな形になります。 
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 図で簡単に示すと下のほうにあるんですけれども、資源というのが少ないと、もとより

漁獲できる魚も少ない。ただ、資源があまりにも多いと餌やスペースが足りなくなってな

かなか子どもが生まれない。子どもが育たないということは、なかなか漁獲につながらな

い。適度な密度のところに一番いい状況があるのではないかという概念がございまして、

それに基づいたものになります。 

 その下の図、スケトウダラ日本海北部系群のＭＳＹということでご紹介させていただい

ております。今のところ我々のほうで科学者会議を開きまして、皆さんとご議論した結果、

これは科学者のみの議論になっておりますけれども、ＭＳＹを達成する親というのは382

千トンぐらいであろうと。そのときに平均して漁獲できる漁獲量というのは、ここでいう

と43千トンぐらいが平均して獲れる最大の量ではないかということで、会議としての結論

として出させていただいているところでございます。 

 最後のページになりますが、このＭＳＹというものを考えるときに、基本となりますの

は、これはスケトウダラに限りません。全ての魚種でそうなんですけれども、親の量と子

どもの量の関係性というものが非常に重要になります。ここにありますのは、スケトウダ

ラ日本海北部系群の再生産性関係ということです。下の軸が親の量、こちらは重量になり

ます。縦の軸というのは加入尾数、これは尾数になります。なぜ下は重量かというと、親

といっても若い親から年取った親までいろいろあって、基本的に重量が大きいものほど卵

の量が大きくなるという関係性もありますので、基本的には下は重量、加入というのは尾

数という形であらわします。 

 ここで、要は親が増えたときに子どもがやはり同じように増えていく、要は親と子ども

の関係というのが正の関係ですね、そういうときというのはどんどん親を増やしたほうが

子どもが多いので漁獲できる量も多くなるというふうな関係になります。このスケトウダ

ラの場合は、過去に観察された親魚量というのがここの右に1990というところに342とい

う値があります。どうもここの年までは親が増えれば子どもが増えるという関係性がある

というふうな解析結果になりまして、結果的にもし効率的に資源を利用するのであれば、

この過去最大の値というのをとりあえず維持しなければいけないということになります。

ただし、この上の図にありますように、加入というものはこのように大きくばらついてお

ります。すごく少ないときもあれば、非常に多いときもあります。なので、ここの点で管

理するというのは非常に難しい。要はこういうのを不確実性への対応ということになりま

すけれども、そのために安定して高い水準を維持するためにどれぐらいの量、要は安全を
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見込むかということにもなるんですけれども、それで計算すると、この382千トンという

値になるということになります。 

 なかなかこの382千トンというのは過去に経験したものよりも多いというご意見という

のは当然科学者会議の議論の中でもありました。ただ、ここにある再生産関係とかという

のはデータが入ってくれば随時再検討していくものでありますし、今回提案させていただ

きましたものについても基本的には５年に１回すべて見直していくということを前提に今

回は提案させていただいた資料になります。 

 そして一番最後、神戸プロットというのが最近あまり見慣れない新しいものになります。

これはどういうものかというと、現在の資源状況を親の量と漁獲の強さという観点から表

すものになります。下の軸が親の魚の量の比と書いてますけれども、現在の親が提案いた

しましたこのＭＳＹ水準の親の量に対してどのぐらいにあるか。要はここの1.0というと

ころにあれば親の量とＭＳＹ水準の親の量が同じ、左側にいけば少ない、右側にいけば多

いということになります。縦軸は、ここが難しいんですけれども、このＦmsy割るＦ、漁

獲圧の比と書いてあります。ここについてはこのＦmsyというのは、この漁獲圧で獲って

いけばいずれＭＳＹになりますという適切な漁獲圧を示すものになります。ですから、こ

のＦの値よりも上側ですね、１よりも上ということは適切な漁獲よりも高いですよ、逆に

１よりも下側にあるときは、この適切な漁獲圧よりも低い漁獲圧ですということを示すこ

とになります。 

 この図の見方は、長期的に資源とか漁業の状況がどういうふうになっていたかというの

を見るのが正しいです。特に左のほうに2017、2018と直近のデータがありますけれども、

この値というのは非常に不確実性が高いので、資源解析をすれば少々動くことがあります。

非常に重要なのは、長期的にどのように動いているかというのが正しいという見方になり

ます。 

 現在の神戸プロットを見ますと、長期的傾向としては、親魚量、漁獲圧ともに減少傾向

です。これは非常に厳しい管理をしていただいているという結果がちゃんとあらわれてい

ると。近年の傾向としては、線が右側に動いておりますので親魚量も増加傾向になってき

ているということになります。 

 以上で説明は終わらせていただきます。 

○田中部会長 では引き続きまして、すけとうだら日本海北部系群の広域資源管理につい

ての説明をお願いします。 
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○事務局（中川） 北海道漁業調整事務所の中川と申します。よろしくお願いします。 

 資料は４番ですね、お手元の資料４番をご覧ください。本資料は、スケトウダラ日本海

北部系群について、資源回復計画時代、平成でいうと19年から23年、またはそれ以前から

継続的に取り組まれてきた資源管理措置を含め、資源管理指針、資源管理計画体制移行後、

現在の状況を整理しております。なお、本系群の資源回復計画では、北海道に加えて、本

州の日本海北部の関係漁業者が参加していましたが、本州側の漁業につきましては回復計

画において、現状の操業を維持し、漁獲努力量が高まるような操業を行わないよう努める

とされ、現在でもその状況は継続されております。 

 また、本系群の利用の大半は北海道の漁業によるものですので、この資料は北海道にお

ける状況ということで毎年整理してご報告をさせていただいております。 

 それでは、資料の中身に入っていきますけれども、１番の資源及び漁獲の状況ですが、

一番最後の部分ですね、2018年漁期年の漁獲量は約6,000トンとしておりましたが、水研

さんの資料に合わせて、ここは5,600トンということでさせていただきたいと思います。 

 １番目、２番目につきましては北水研の森部長からご説明がございましたので割愛させ

ていただきますが、３番目の本系群の資源管理目標についてですが、本系群につきまして

は、親魚量がこれまでの最低水準を下回らないよう注意しつつ、着実な資源の回復を基本

方向として管理を行うことが国の資源管理指針で示されているというところでございます。 

 次に、４番目の関係者による連携を図るための体制でございます。北海道の漁業におき

ましては、資源回復計画終了時に、すけとうだら日本海北部系群資源管理漁業者協議会を

設置して、資源管理の取り組み状況や資源状況の報告等々を共有することで資源管理の円

滑かつ確実な実施を図る体制ということをとっております。 

 次のページですが、裏側ですね、５番目の資源管理措置の状況についてですが。現在取

り組まれている措置内容と実施状況を整理したものでございます。表の左の欄に資源管理

の措置の内容を、真ん中の欄に実施している漁業種類を、右の欄に平成30年度の取り組み

実績を記載しております。まず、①漁獲努力量の削減ですが、沖合底びき網漁業、檜山地

区のスケトウダラはえ縄漁業、島牧地区のスケトウダラ固定式刺し網漁業において、漁獲

努力量の削減措置として、操業隻日数または操業日数の削減に取り組んでいただいており

ます。平成30年度の取り組み実績は右の欄にそれぞれの日数等を記載しておりますとおり、

どの漁業種類においてもそれぞれの削減目標を遵守したというようなことを行っていただ

いております。 
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 次に、②の小型魚の保護として、北海道においては資源管理計画を策定する前から、ス

ケトウダラの小型魚保護に関する資源管理協定を取り決めており、沖合底びき網漁業、ス

ケトウダラ固定式刺し網漁業、スケトウダラはえ縄漁業において小型魚が一定量を超えた

場合の対応として、漁場移動などを行うこととしております。また、沖合底びき網漁業に

おいてはこれに加えて資源回復計画時に総水揚げ量の制限にも取り組んでいただいており

ます。平成30年度の取り組み実績は右の欄のとおりで、沿岸漁業、沖合底びき網漁業、双

方ともに小型魚保護の取り組みを実施するような状況は発生しませんでした。 

 次に、③産卵親魚の保護でございます。これは沿岸の主要地区である檜山地区のスケト

ウダラはえ縄漁業の方が実施している取り組みでございます。これは、産卵親魚の保護の

ため、操業期間の短縮、プール制の導入など、また未成魚が混獲された場合の漁場移動等

の取り組みを昔から取り組んでいただいております。これにつきましては、30年度も右の

とおり各措置に取り組んでいただいて、産卵親魚の保護を行っていただきました。 

 最後に、その他の取り組みでございます。これは沿岸の底建網等のその他の漁業におい

て、先ほどご説明した資源管理協定に準じた小型魚保護の取り組みの指導や、北海道庁が

量的な面で若干量を提示して漁業を管理しておりまして、スケトウダラ固定式刺し網漁業

にあっては、操業期間の短縮、平成30年度においても右の欄のとおり、各漁業種類におい

て決められた取り組みが行われている状況でございます。 

 スケトウダラ北部日本海系群の資源管理措置の取り組み状況の説明は以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。今年度のスケトウダラに関する資源状況と資源

管理の取り組みについて報告がありましたが、本件についてご意見ご質問等はございませ

んでしょうか。土門委員、どうぞ。 

○土門委員 稚内で沖合底びき網漁業をやっております土門と申します。今回のこの資料

で大変私としましては実績のデータが非常にきちんと解析されているのかなと思って非常

に興味深く思っているところがあります。というのは、年齢別漁獲尾数の推移というとこ

ろで、３歳、２歳というのが非常に減っていると、これ最後のほうの資源管理措置で出て

ましたけれども、やはり皆さん小型魚保護ということを努力していると、その結果、資源

尾数の推移というほうではそこら辺の資源は割と多くなっていますよというのが出ている

というのは、これは大変今までの努力がちょっと実ってきているのかなと。その中で今度

ＭＳＹというのが出まして、皆さんの今の努力が出ているのがちょっとまた管理の仕方が

変わってきているというのには若干戸惑いを感じているところが私の意見でございます。 
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 それと、最初のほうに出ていましたけれども、こういうふうにきちんと数字が出ている

ところから新しい手法やいろいろな資源管理の仕方を早急に入れられるというのは、真面

目にやってて褒められるのかなと思ってたら、別の方法が出てくるというので、ちょっと

何だろうという気もしないでもないところでございます。意見としてちょっと言わせてい

ただきました。 

○田中部会長 今の点について、コメントということでよろしいですか。せっかく努力し

てきたのに標的が動いているとのことで。 

○土門委員 いえいえ、そこまでは言ってない。 

○田中部会長 網谷委員、どうぞ。 

○網谷委員 富山湾のスケトウダラの資源について、先生方にちょっとお尋ねしたいと思

います。 

 私は小型底びきをずっとやってきたんですが、そこでやっぱり1990年代ぐらいまでは結

構富山湾でもはえ縄とか小型底びき、また刺網でスケトウダラが年間に数百トン獲られて

いたということがあったんですが、そのころからスケトウダラの資源がだんだん少なくな

ってきて、現在ではほとんど富山湾にスケトウダラが１匹もいない状態になっています。

大体2010年ごろに小型魚が大量に発生したと。スケトウダラの本当に小型魚が大量に発生

した。それ以来、中にはやっぱり全く根拠ない発言で、これだけ小型魚が発生すると、将

来的に大型のものが１匹もいなくなるという方もおられました。私はそのときにそんなこ

とないやろうと、小さい魚がいるんだから、将来的にもっと大きい魚が増えてくるんじゃ

ないかなという期待をしておりましたが、今現在富山湾にスケトウダラが全く１匹もいな

くなりました。 

 また、将来の展望として、やっぱりこの今の状態を先生方はどう見ておられるのかとい

うことで、将来的にずっと富山湾からスケトウダラが消えたままになるのかどうかという

ことをちょっとお聞きしたいなと思います。 

○田中部会長 それは森部長、お願いします。 

○森部長 森からお答えさせていただきます。 

 お答えといっても予測については非常に難しい点がございます。環境の予測というのは

非常に難しくて、例えば1990年代の富山湾に比べると、近年ですとやはり大分魚種も変わ

ってきている、サワラがいっぱい来るようになり、逆にブリは北海道に入るとか、やはり

明らかに夏から秋にかけて非常に高い水温というのは大きな影響を及ぼします。特にスケ
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トウダラ、実は太平洋側も同じような現象が起こっておりまして、かつては金華山も含め

て東北側にも産卵場というのはあったということになるんですが、それが近年では非常に

縮小しておりまして、また北海道においてもかつては渡島側、要は噴火湾の西側ですね、

に非常にいい資源がきたんですが、近年はなかなか魚が回らないということで、どうも産

卵回遊についてかなり近年の高い夏とか秋の水温というのは影響しているようでございま

す。 

 これから先、気象庁さんとかがやっているような長期の地球環境というのは温暖化とい

う予測は出ておりますが、短期的には温かくなったり寒くなったりということがあります

ので、これからも偶発的に富山湾とかに例えばスケトウダラが入るということはあろうか

と思います。ただ、安定して魚群が形成されるかとなると、やはり近年の暑い夏、こうい

う状況が改善されない限りは少し難しいのではないかというのが私のこれまでの経験から

言えることです。申し訳ございません。 

○田中部会長 ありがとうございました。よろしいですか。 

○網谷委員 はい。 

○田中部会長 私の情報というか、韓国のほうは同じように獲れなくなって、今絶滅危惧

種に設定されて。温暖化の影響じゃないかと言われていますけれども、今のところ韓国の

ほうではもう獲れない状態になっていると。たくさん食べてるにもかかわらずですね。だ

から、ほとんど輸入に頼ってる状態ですね。 

 他に、濱野委員。 

○濱野委員 今、森さんのほうから長々と説明あったわけでございますけれども、これで

すね、過去の経過、経緯あるいは漁船の勢力、これらの勘案は私は果たしてされているの

かどうかというふうに疑問を受けたんです。というのは、少なくとも数字的には私、定か

でないですけれども、小樽市の機船さんですか、こちらのほうには確か私の知る限りでは

１５，６艘の、今から20年ぐらい前は、そのぐらいの漁船勢力があったはずです。それが

現在４つですか、総体で、そこまで減ってる。そういった中で、当然14あったものから約

10隻ぐらいも減ってるんですから、これ漁獲量はどんどん下がって、これは当たり前の話

です。 

 そういったことと、それと檜山のもうかる漁業、これに転化した、これらの年が３年前

ですよね、それ以前に既に積立ぷらすと共済、これらが導入されまして、要するに出ない

ほうが単年度で見たら儲かるよということで漁業者がどんどん共済と積立ぷらす、これに
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入っていって、操業をまともにしなかったというそういう背景があります。そういったも

のも漁獲の減につながってるというようなこと、これ確かです。 

 しかも、これ私の組合では平成11年ですか、といいますと20年前に合併しまして、当時

漁業者の数が210名、これが現在では半分ですよ。100名です。しかも檜山さんもこの当時

２年前に合併ありました。７単協合併し、大規模な漁協になったんですけれども、それが

今現在は漁業者の数が３分の１、そこまで減ってるんですよね。それはなぜかといいます

と、これは漁があるなしの話じゃなくして、高齢化に伴って撤退したというのがほとんど

です。私もそうですけれども。少なくともそういう状況のものが謙虚にこの水揚げの推移

に映ってるなというふうに私見てるんです。その部分、イコールそれが資源の減少という

ようなとらえ方が多分にされてる部分があると思うんです。 

 したがって、この辺どうなんでしょう、そういったものは多分加味はされていると思う

んですけれども、年次によって下がってる、組合員が少なくなってる、これらの部分とい

うのは謙虚に反映されているのかどうか、この辺ちょっと聞きたいなと思うんですけれど

も。 

○田中部会長 では、森部長、どうぞ。 

○森部長 ありがとうございます。仰るとおりで、やはり沿岸漁業が、沖合漁業も含めて、

そもそも漁業者が減っているというのは我々も把握しております。この資源解析につきま

しては、純粋に単純に漁獲量のみではなくて、その中、細かいものですね、例えばどうい

う魚を獲ってるか、それに対してどれぐらいの努力量、要は漁獲、要はどれぐらいの努力

がかかっていたか。あと、漁業によらない情報、これは北海道さんも含めて、実は北海道

の日本海側というのは非常に濃密な調査体制を組まれております。ですから、複数の情報

をもとに、そのような影響をなるべく排除するような形で現在の資源計算というのは行わ

れております。 

 当然獲らなければ、獲る人がいなければ獲るものは減るというのはそのとおりなんです

が、その場合、獲り残したものが翌年生き残っておりますので、やはりサイズ、要は年齢

とかというのに把握されるわけなんですね。ですから、例えば今回資料がなくてお示しす

るのは難しいんですが、同じスケトウダラの太平洋側のほうがそれが発生しておりまして、

あちらのほうは近年ものすごく漁場が漁師さんがいるところにいないという現象が起こっ

て漁獲が下がってるという現象が起こります。ですけれども、その場合は獲られなかった

ので、ちゃんと翌年親になってまた獲られるんですね。すると、資源計算上は獲ってなか



－21－ 

った。資源はもっといたんだというふうな計算がちゃんとできるようになっております。

ですから、日本海についてもその漁船及び漁業者様が減ってる状況というのはあるんです

けれども、資源計算についてはそういう影響を極力排除する形でなるべく実態に近いもの

を示すような形で計算させていただいております。 

○田中部会長 ちょっとよろしいですか。今の濱野委員の質問に関係するのが、資源評価

結果の４ページ目の下の図に漁獲割合というのがあります。これを見ると、減り始めたの

が2010年ぐらいからで漁獲の割合が、つまり獲らなくなってきてるというわけですね。10

分の１ぐらいまで今減ってるんですが、減り始めたのが何年だろう、2005年かそこらです

けど、その間で10分の１ぐらい今までの間に減ってるんですが、それと減り始めた年代が

あってるかどうかということを確認していただければと思うんですけれども。 

 どうぞ、よろしいですか。 

○濱野委員 多分森さんにしても田中さんにしてもね、海潜っての調査でもないし、どれ

だけのものがいるかというのは全くもう想像の範囲なんでね、これは私はあえて突っ込む

つもりはありません。ただ、少なくともこの資料は私25日にもう手に入れてます。という

のは、これに先立って勉強会も開きました、北海道で。その中で一番問題なのは、要する

に太平洋は過去のデータがないということで、10年前の。それで12万トンなんですよね。

そして、日本海は過去のデータの蓄積があまりにも多過ぎるために、そのために要するに

6,300トン、そして今年発表、来年発表されれば若干400トンぐらいは増えるだろうという

情報も得てます。ただ、その中で問題なのは、ＭＳＹの導入、これは大きな問題ですよ。

要するに親魚を382千トンまで、これまで日本海の海域に何で、しかもこの38万2,000トン

というのは生息可能なんですか。全くこれは北海道としては受け入れられん。しかもです

よ、そうやって最終的に持続生産量、これが43千トンでしょう、こんなもんで漁業者が生

活できると思ってるんですか。あんた方、10年、20年、30年後、それらの資源はこうなる

だろう、そのことによって30年後にはこうだよ、あるいはものを長期的に見る人によった

ら50年でどうだ、そんなもの50年たったら漁師誰もいませんわ。何を心配してるの、あん

た方。５年後も10年後も、10年たったら、今日本海の漁業者の平均年齢わかりますか、あ

んた。幾つだと思います。わかってます、知らないでしょう。もう既に公務員だったら定

年ですよ。60歳超えてますんでしょう。それから10年後の議論をせえということ自体無理

な話なんです。 

 だから、資源管理はこれは大事なこと、これは重々承知してます。ただね、あまりにも
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ずさん過ぎる、この計算方法が。何でＭＳＹなんですか。少なくとも去年まで引っ張って

きたＴＡＣイコールＡＢＣ、ＡＢＣイコールＴＡＣ、そういうことできたものがこの水産

基本法改革のこれをもってＭＳＹなんて、これ漁業者は絶対受けいれません。北海道はこ

れ確認してますんで、これ言ってみれば無駄な時間を費やすのやめてください。少なくと

もこれ私今から言っておきます。これは北海道としては絶対受けるわけにはいきません。

しかも、ＭＳＹを導入するということは、浜の理解を得なきゃ進んでいかない話でしょう。

これは北海道としては絶対受けませんので、この辺だけは私はっきり言っておきますんで。

あくまでもＴＡＣに返してください、管理するとするんであれば。あまりにも桁の外れた

ことを言ってるんで、あんた方。 

 じゃあ何で太平洋が12万トン、13万トンという数字が出てくるんです。根拠を示しなさ

いよ、あんた方。絶対答えられないはずなんだ。このペーパー出てるときの説明はそうな

んだから。 

○田中部会長 おそらく平行線になると思います。確かに濱野委員が言われることもよく

わかります。私、サバの会議でも同じことを言ったのですが、50年後資源量が増えるから

といっても、ここの会場にいる人は全員漁業をしていないでしょう。経済のサイクルでい

ったらせいぜい３年です。だから、その間をどう保障するかという計算結果なり政策なり

がしっかりと示されないと、漁業者としては飛び込めないということだと思うんですね。

そこのところを何度も言ってるんだけれども、ちゃんと説明する責任もあるし、そうなら

なかった場合のセーフティネットもちゃんと漁業者のために用意しているということを言

わない限りは先へは進みません。部会長としての勝手な意見を申しましたけど、ご容赦い

ただきたいと思います。 

 他に、よろしいですか。ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

○森部長 スケトウダラの太平洋の話が出ましたので、調査データというかデータ期間自

体は一緒でございます。日本海は1980年から、太平洋については1981年からの資源計算に

なっておりますので、データセット自体はそう変わらない状況です。おそらくＡＢＣを計

算するとかＭＳＹを計算するとかそういう細かい科学的な話になろうかと思いますけれど

も、基本的には使っているデータセットとデータ区間というのはほとんど変わりません。

太平洋についてどうしてそうなるかというのは、今説明するとややこしいことになります

ので、機会をいただけましたらば、なぜそうなるかというのはご説明差し上げたいと思い
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ます。 

○田中部会長 その点については別の部会のほうで説明いただくということで、よろしく

お願いいたします。 

 もう大分時間も経過しましたので、この辺で議論は申し訳ありませんが、打ち切らせて

いただきまして、次の議題２、その他に移りたいと思います。 

 次に議題２、その他に移ります。その他の部分でございますが、マガレイ、ハタハタ、

スケトウダラのほかに、当部会で扱う広域資源の魚種について検討を行っているとのこと

ですので、事務局より概略ご説明、手短によろしくお願いします。 

○事務局（千葉） 手短にさせていただきたいと思います。新潟漁調の事務局、千葉でご

ざいます。 

 ただいまご討議いただきましたマガレイ、ハタハタ、スケトウダラのほかに、これから

どういう魚が対象にできるのであろうかということで、10月29日に富山県から北海道の行

政の担当者の皆様、それから研究者の皆様、水研センターの皆様もそうでございますが、

そして水産庁本庁の関係者が新潟市内に集まっていただきまして、今後の対象魚種につい

て話し合いを行いました。これはかねてより行っているものでございまして、現在、サワ

ラ、ウスメバル、サクラマスについて今後、対象魚種としての可能性があるのではないか

と意見を交わしたところでございますが、漁獲の量の変動を見てまいりますと、ばらつい

ているところもございましたし、またサクラマスにつきましては河川で生まれてから海に

出ましてまた戻ってくるという溯河性魚類という生態もございまして、河川も台風とか低

気圧の影響でサクラマスの産卵床が壊れてしまって降河する稚魚の数が見えないというよ

うな年もあるということで、すぐさまこの魚をというところには現在いたっていないとこ

ろでございます。今後とも引き続き各県、北海道から富山県の関係者の皆様の意見を踏ま

えつつ、提案させていただくときが来るまで検討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。ただいま広域資源管理の検討状況について説明

がありましたが、ご意見ご質問ございますでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、最後にその他として何か皆様からご意見等ございま

すでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事務局から事務連絡等について何かございますでしょうか。 

○事務局（千葉） 本部会に関しまして、また来年度もこの席を持ちたいと考えてござい
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ます。同じこの時期に開催したいと思っておりますので、委員の皆様並びに関係者の皆様、

その節にはご案内差し上げたいと思いますので、ご臨席賜りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田中部会長 それでは、本当に最後なんですが、この場で特に申し上げておきたいとい

う方いらっしゃいますでしょうか。 

 ないようですので、本日の部会はこれにて閉会したいと思います。 

 委員各位及びご臨席の皆さんにおかれましては、長時間にわたりまして貴重なご意見な

どいただきまして、ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人として指名させていたました網谷委員、土門委員のお二方におかれ

ましては、後日事務局から議事録が送付されますので、署名のほうをどうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、これをもちまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会第27回日本海北部会

を閉会いたします。ありがとうございました。 

午後２時５０分 閉会 

 

 

 

 


