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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第32回 九州西部会 

 

 

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

                        １５：０６～１６：３３ 

                     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 九州・山口北西海域トラフグ 

    ② 有明海ガザミ 

    ③ 南西諸島海域マチ類 

  （２）その他 

 

３．閉 会 
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午後３時０６分 開会 

○松本資源管理推進官 それでは、皆様、おそろいとなられましたので、ただいまから日

本海・九州西広域漁業調整委員会第32回九州西部会を開催いたします。 

 私は九州西部会の事務局をお預かりしております九州漁業調整事務所の松本と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、着座して進めさせていただきます。 

 本日は、海区互選委員の藤田委員、大臣選任委員のうち漁業者代表の金子委員、学識経

験者の合瀬委員の３名が、事情やむを得ずご欠席されておりますけれども、九州西部会の

委員定数である14名のうち、定足数である過半数を超える委員のご出席を賜っております

ので、日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西部会事務規定第５条に基づき、本日の部

会は成立していることをご報告いたします。 

 なお、大臣選任委員であります漁業者代表の宮本委員におかれましては、諸事情により

少々遅れると連絡を受けているところでございます。 

 また、本部会の事務局ですが、９月の人事異動によりまして、当事務所の所長が佐々木

所長から加藤所長にかわっておりますので、あわせてお知らせいたします。 

○加藤所長 加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 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 本日は大変お忙しい中、委員の皆様におかれましては九州西部会にご出席

を賜りまして、ありがとうございます。また、本日は水産庁から岩本管理調整課資源管理

推進室長、また、国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所から片町主

任研究員、西海区水産研究所からは吉村資源生産部長、下瀬主任研究員ほか多数の方が出

席されております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議題に入りますが、その前に配付資料の確認を事務局のほうからよろし

くお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていた

だきます。 

 資料に関しましては、封筒の中に２種類ございまして、まず、本日の部会の議事次第、

出席者名簿、配席図、委員名簿をホチキスどめしてあるもの、そして、本日の部会でご説

明させていただく資料といたしまして、１枚目にトラフグの写真が写っている少々厚目の

もの、以上の２種類となっております。 
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 配付している資料につきましては以上となりますが、不足等ございましたら事務局のほ

うまでお申しつけいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 配付資料にしている資料につきましては以上となりますけれども、何か落丁等いろいろ

ございましたら、会議の途中でもお申し出いただければと思います。 

 田中部会長、それでは議事進行をよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 それでは、議事を進めさせていただきますが、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。当部会の事務規定第11条により、ま

ことに僭越ではございますが、部会長の私のほうから指名させていただきたいと思います。 

 本日の部会の署名人としては、海区互選委員から中島委員、農林水産大臣選任委員から

は濵田委員のお二方に、本日の部会に係る議事録署名人をお願いしたいと思います。お二

方の委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題の１、広域魚種の資源管理についてに入ります。 

 本議題では、本部会に関係します広域資源管理を実施しております日本海、東シナ海、

瀬戸内海におけるトラフグ、有明海におけるガザミ資源動向、南西諸島海域におけるマチ

類を、国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所及び西海区水産研究所

のご担当の研究者からご説明いただき、事務局からは九州・山口北西海域トラフグ広域資

源管理指針、有明海ガザミ広域資源管理指針、南西諸島海域マチ類広域資源管理指針の取

組状況について報告、説明いただくこととしております。 

 議事次第の魚種ごとに進めていきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 はじめに、九州・山口北西海域におけるトラフグについて、国立研究開発法人水産研

究・教育機構瀬戸内海区水産研究所の片町主任研究員からご説明をお願いいたします。 

○片町主任研究員 水産研究・教育機構の片町です。 

 配付されている資料の資料１－１をご覧いただきたいと思います。令和元年度のトラフ

グ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価の概要についてご説明いたします。１ペー

ジめくって、ご覧ください。 

 まず、このグラフは、この海域における人工種苗の放流尾数の推移と漁獲量の推移、そ

れぞれを示しております。青色が放流尾数でオレンジが漁獲量の推移となっております。

放流尾数は1977年からずっと増加傾向にありまして、近年はこの海域全体で毎年180万尾

程度の人工種苗が放流されております。 

 それから、漁獲量ですけれども、2002年の漁期年、４月から翌年３月までを１年とした
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まとめで集計しておりますけれども、350トン程度あったものが、ずっと今は減少傾向に

ありまして、直近2018年漁期は約半分の184トンと推定されております。 

 それから、次の資料ですね。この184トンと下がってきている漁獲量を海域別に分けた

ものがこちらの図になります。青色が瀬戸内海、それからオレンジが日本海・東シナ海、

緑色が有明海となっております。まず、有明海と日本海・東シナ海においては、変動はあ

りますけれども、比較的横ばいに推移していることがわかるかと思います。一方で、瀬戸

内海海域においては、2008年以降、減少が著しい状況にありまして、この系群全体の漁獲

量減の要因としては、瀬戸内海における漁獲量の著しい減少に起因すると考えております。 

 １ページめくっていただきたいと思います。 

 こちらは九州・山口北西海域、左上に各海域の図示をしてありますけれども、この海域

におけるはえ縄漁、浮はえ縄と底はえ縄の漁獲努力量と資源量指標値の推移を示しており

ます。この海域は、日本海・東シナ海・瀬戸内海全体の約半分の漁獲量がこの海域で占め

ておりまして、主要な資源量指標の指標として図示しております。青色が針数、これは浮

はえ縄・底はえ縄の合算値です。 

 それから1,000針当たりのキログラムとして、ＣＰＵＥを赤で示しております。努力量

の針数は2005年の集計から2009年にかけて減少して、その後横ばいで推移して、近年また

ここ５年間を見ると減少傾向にあることがわかると思います。一方で、ＣＰＵＥのほうは、

2005年当時から増加傾向にあることがわかるかと思います。 

 次のスライドに目を移していただきたいと思います。 

 これはこの系群全体の年齢別の漁獲尾数、何歳の魚がどれくらいの尾数が獲れたかとい

うものを集計したものです。全体としては漁獲量と同じように右肩下がりに減少傾向にあ

ります。内訳の年齢を見てみると、青色の０歳と赤色の１歳の未成魚、成熟前の個体の漁

獲の割合が比較的多いのが、この系群の特徴です。 

 ですけれども、近年この全体に占める未成魚の割合は減少傾向にあります。一方で、３

歳、４歳、紫と水色で示している大型魚については、2002年当時からあまり大きな変動が

なくて、大型個体は比較的変化がなく獲れているけれども、小型個体、未成魚個体の漁獲

が下がっているという状況にあります。これがこの先お話しする資源の問題点としてあり

ます。 

 １ページめくっていただきたいと思います。 

 年齢別の漁獲尾数をさらに海域ごとに分けたものがこのグラフです。これは2018年漁期
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を有明海、瀬戸内海、日本海・東シナ海として分けたものです。そうすると、有明海と瀬

戸内海については、緑、紫、青、水色ということで、産卵のために来遊している親魚と、

それから、そこから生まれる０歳魚、それを中心に獲られていることがわかるかと思いま

す。 

 一方で、日本海・東シナ海では、予想が大きく異なっておりまして、２歳、３歳、４歳

と大型個体が漁獲されていると。ですので、漁獲対象になっている魚の年齢が、海域によ

って大きく異なっていることもわかるかと思います。 

 次のスライドに移ります。 

 これは資源量と漁獲割合。この漁獲割合というのは資源量分の漁獲量という意味です。

資源量は赤色の線グラフですけれども、漁獲量と同じように減少傾向にありまして、

1,000トン程度あったものが直近2018年は562トンと約半減している状態です。漁獲割合に

ついては横ばいで推移しておりまして、大体資源量の３割程度が漁獲されていると、そう

いう推定となっております。資源量の動向はこれが示すように、減少というふうに評価を

しております。 

 １ページめくっていただきたいと思います。 

 この資源の内訳をより細かく見ていったものですけれども、こちらは親魚量ですね。こ

れは３歳以上の資源量、雌が３歳から成熟するという情報に基づいて、３歳以上の資源量

は親魚量としております。親魚量が青色の線グラフでして、これは親魚量は比較的横ばい

で推移していることがわかると思います。 

 赤色の線グラフは、再生産成功率と書いておりますけれども、１キロ当たりの親から何

匹の天然０歳魚が資源に加入してきたかというものを示しておりますけれども、こちらは

2005年をピークにして著しく減少傾向にありまして、親の量は比較的変わらないんですけ

れども、再生産成功率が下がり続けている状態というのが、この系群の問題点としてあり

ます。 

 それから次のスライドです。 

 こちらは再生産関係と書いていますけれども、横軸に先ほどの親魚量、縦軸に天然の０

歳資源尾数を点でプロットしたものです。それぞれの関係を見ていくわけですけれども、

緩やかな正の相関、つまり親が増えれば子が増える要素が見えますけれども、親魚量が同

程度であっても、加入量が大きく変動しているということもあります。加えて資源量が多

かったころの情報についてはわかっていませんので、この系群についてはこれ以上親魚量
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を下げてはいけないライン、Ｂlimitというものは設定していないと、そういう評価にな

っております。 

 次のスライドをめくっていただきたいと思います。 

 これは年齢別のＦの推移と書いていますけれども、資源計算に基づいて試算される漁獲

の強度の指標というふうに認識していただきたいと思います。それぞれ色別で年齢別の推

移を書いていますけれども、説明すると、青色で示している０歳、それから赤色で示して

いる１歳、それから緑色で示している２歳については、近年、５年から10年の範囲で見る

と、漁獲圧の指標なりＦについては、減少傾向、今下がってきています。 

 一方で、紫色、大型魚、３歳以上の漁獲の強度Ｆについては高まってきておることがわ

かっておりまして、大型魚にかかる漁獲圧が高まっているだろうと、そういう評価になっ

ております。 

 次のスライドですけれども、今度は資源の水準を評価することについてご説明いたしま

す。この系群は2002年からの情報に基づいて資源計算を行っていまして、それ以前の情報

は十分な情報がないという問題点があります。長期的な情報がないという問題点がありま

す。そこで、このグラフの真ん中の左に示しておりますように、下関の唐戸魚市場の取扱

量を長期の資源量指標の代替値として用いようと考えました。 

 ただ、1999年以前については、右下に示しておりますように、今の海域外で獲られたも

のも下関に水揚げされておりましたので、単純にこの下関の取扱量に基づいて資源量の水

準を推定するのは難しいという状況でした。 

 １ページめくっていただいて、そこで過去の情報を探して、1989年から93年漁期につい

て大臣許可時代に得られた情報がありましたので調べたところ、いわゆる外海産と言われ

ているトラフグ漁獲量のうち、暫定水域も含めますけれども、我が国のＥＥＺ内での漁獲

は、この期間中は63％から78％ということがわかりました。ただ、やはり1988年以前につ

いては今のところ情報が得られておりませんので、少し苦肉の策ではありますけれども、

内海産、つまり瀬戸内海を中心とした取扱量を資源量の指標値として用いました。 

 方法としては、漁獲努力の情報がありませんので、最も取扱量の多かった２年間は除外

して、白丸で示している一番高かった取扱量と０の間を三等分にして、高位、中位、低位

として評価をして、2018年漁期の取扱量から資源水準は低位と、そういう評価を行いまし

た。 

 次のスライドの説明に移ります。少しまた話題が変わりますけれども、これは今度は０
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歳の資源尾数に特化したものです。これは天然魚と、この系群は一番最初に放流の話もし

ましたけれども、180万尾の人工種苗が放流されておりまして、標識の有無で天然魚と識

別されて情報が集められています。その情報に基づいて、放流由来のものと天然由来のも

のの資源量がわかっている。赤が放流魚で青が天然魚です。 

 混入割合は2002年当時から2010年ほどまで上昇傾向にありましたけれども、近年は混入

率は下がってきておりまして、直近の2018年は29％、それから全体もそうですし、及び放

流由来のそれぞれの加入量も減少傾向にあるという状態で、天然についても放流について

も加入はよくないと、そういう状況にあることがわかるかと思います。 

 １ページめくっていただきまして、添加効率の推移と書いております。これは放流した

人工種苗が漁獲対象になるまでの生き残りの割合、生存率を示しているものです。2002年

当時から情報がありまして、2002年から2012年まで添加効率については上昇傾向で、大体

７％程度がピークでありましたけれども、それ以降添加効率は低下傾向にありまして、

2018年は0.019、パーセント表示で大体今は２％、放流した魚の２％程度が資源に加入し

ていると、そういう評価になっています。 

 それから、続いてのスライドで、色の薄い図で申し訳ありませんけれども、放流の効果

について評価を行っております。これは10年後、2027年に漁期の資源量を等量線図として

あらわしておりまして、横軸に漁獲係数のＦ、漁獲の強度、縦軸に放流尾数を示しており

ます。現状の漁獲の係数と放流については黒丸で示しております。薄い青色のゾーンから

赤とか緑、それから紫のほうに移ると資源量は回復していくという理解になります。放流

の尾数を増減させたり漁獲係数を下げていくと、そういうことになります。 

 この系群をこれからお話ししますけれども、行政的に2027年に840トンに資源量を回復

させるという目標を立てております。その目標を達成するために、現状の漁獲はそのまま

で、放流尾数だけでこの目標を達成する場合を試算すると、現状、今は130万尾放流され

ておりますけれども、さらにプラスで425万尾を毎年放流し続けるのであれば可能、現実

的にちょっと放流だけでは資源の回復目標を達成することは難しいと、そういう評価にな

っております。 

 １枚めくっていただきまして、2020年の漁期のＡＢＣについてです。こちらは繰り返し

ですけれども、科学的だけというわけではなくて、行政的に回復目標を設定しています。

10年をめどに840トンという資源量に回復させるということを、資源量としてのＢlimitの

代替として位置づけております。その目標達成するために、現状の放流が継続されて、そ
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れから放流魚の生き残り、それから天然魚の加入が過去５年間の平均値で推移したと、そ

ういう仮定をおいて評価を行った結果です。 

 そうすると、ＡＢＣlimitを達成するには、今の現状のＦcurrent、漁獲の強度を大体６

割に下げないと難しい、実際の漁獲量としては184トンですので、現状が漁獲量184トンで

すので、大体半分、かなり厳しい評価に漁獲を下げて、なおかつ放流を繰り返していかな

いと達成は難しいと、そういう評価になっております。 

 次のスライドがそれぞれの資源量、それから親魚量、漁獲量の推移の将来の予測を示し

ているものですけれども、青色が現状のまま、Ｆcurrrentです。赤が６割程度に漁獲を抑

えた場合、それから、さらにそれを５割程度に落とした場合が緑色の線になりますけれど

も、現状のままの将来予測だと、資源量、親魚量、漁獲量はいずれも減少傾向にまず下が

っていく、漁獲の圧は引き下げると回復が期待できると、そういう評価になっています。 

 １枚めくっていただきまして、これが最後ですけれども、これらの今ＡＢＣと書きまし

たけれども、漁獲の管理以外の管理方策の提言として、３つ挙げております。この系群は

範囲が広いということもありまして、複数の産卵場と成育場が日本海側、九州、瀬戸内海

に点在しています。それらを由来とする個体が主に日本海西部と東シナ海で混合して、そ

れぞれの産卵場に産卵回帰している可能性が高いということがわかっておりますので、そ

れぞれの産卵場と成育場の保護が必要だと提言として挙げています。 

 ２番として、あり方検討会以降、未成魚の漁獲抑制と種苗放流の高度化を図りなさいと

挙げられておりましたけれども、現状の資源評価ですと、天然及び放流由来の加入量は、

ともに減少傾向ということがありますので、現在進められている未成魚の漁獲抑制と種苗

放流の高度化については、さらなる強化が求められると提言をしております。 

 それから、３つ目ですけれども、３歳以上、大型魚にかかる漁獲圧が上昇傾向にあると

評価されておりますので、資源管理の効率化のためには大型魚、未成魚だけではなくて、

成魚の漁獲抑制にも着手するべきだろうと、そういう提言を挙げております。 

 資源評価の概要については以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問等あれば承ります。 

 中島委員、どうぞ。 

○中島委員 ３点ほど。第１点として、この系群は日本海の北部から東シナ海、瀬戸内海

も含めて同一というお話でしたけれども、漁獲について、例えば黄海なり東シナ海、東シ
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ナ海といいましても北部のほう、あの辺で外国漁船が採捕しているというような実態はあ

るんでしょうか。 

○片町主任研究員 現状で私は外国漁船がその海域で漁獲している実態は、韓国の船の操

業についてはありますけれども、まだ実態はよく捉えられておりません。中国については、

現状では漁獲が禁じられている状態ですので、そういう実態はないと思います。 

○田中部会長 どうぞ。 

○中島委員 仮にあるのであれば、資源評価のほうにやっぱり反映させるべきだろうと思

うんですね。その辺についてはいかがですか。 

○片町主任研究員 今、昨年ですか、韓国の漁獲については、情報が得られるかどうか検

討しているところでして、それがそのまま資源評価に盛り込めるかどうかはちょっとまだ

即答できない、検討させていただきたいという状態だと思います。 

○田中部会長 はい、どうぞ。２つ目です。 

○中島委員 ２つ目です。８ページのスライドですか、再生産成功率、それから放流の添

加率、ともに減少していますよね。この原因といいますか、もう環境が悪いのか、その辺

についての見識というのはどういうふうに考えておられますか。 

○片町主任研究員 まず、再生産の天然魚の親からの発生量、これは下がってきているん

ですけれども、原因についてよくわからない状態です。ただ不思議な、評価してちょっと

矛盾している結果が出ているわけですね。この８ページの資料だと、親の量は変わってい

ないわけです。一方で、そこから生まれてくる子供の数は著しく減っている。すみません、

逆ですね。子供の数が著しく減っているのに、親の数は変わらないと、普通であれば減っ

てくるはずなんですけれども、これは漁獲の実態がそのまま反映されておりまして、要は

日本海西部と東シナ海では、親に当たる３歳、４歳、大型魚がたくさん獲れているわけで

すね。実際、漁獲量は横ばいから、もしくは右肩に上がっています。 

 一方で、瀬戸内海とか有明海、日本海沿岸部から生まれてくる０歳、要は俗に子フグと

呼ばれているものの発生量は減っているわけですね。そういう実態が反映されて、今こう

いう状態になっていると。加えて放流魚の、これが天然だけではなくて、さっきも言われ

ましたように、放流された魚の放流由来の加入量も下がっているので、なかなか日本沿岸

で生まれてくる、もしくは人によって添加される資源量、加入量というんですね。それが

なかなか上がっていかないというのが資源回復しない大きな要因かなと。原因については

よくわからないというのが実態です。 
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○中島委員 ちょっと関連いたしまして、再生産成功率、産卵場は幾つかあると思うんで

すよね、有明海なり瀬戸内海。その産卵場ごとの０歳魚の調査というか、その辺はやられ

ているんですかね。 

○片町主任研究員 個別、この再生産成功率の低下原因を調べるという目的で、初期生態、

本当に漁場に加入する前の魚の調査については、主に瀬戸内海を中心に進めておるところ

です。 

 それから、かなりたくさんの産卵場が点在しているんですけれども、個別海域における

親の来遊量と加入量、それについては、主に瀬戸内海については漁獲努力量がわかってい

ることもあって、それぞれＣＰＵＥについてはここでは示しておりませんけれども、資源

評価表の中で詳細版では示しております。他の海域でも情報が集まれば、それぞれの海域

についてもまとめるべきかと、調査、情報を集めているところだというところです。 

○中島委員 ご案内のとおり、瀬戸内海は今めちゃくちゃなんですよね、フグについて獲

れない。だから仮に親魚量が多いのであれば、他の海域で産卵したやつが加入していると

いうことも考えられるのかなというような気もいたします。その辺もまた調査をよろしく

お願いしたいと思います。 

○片町主任研究員 はい、漁獲実態に限らず情報を集めていきたいと考えております。 

○田中部会長 じゃ、３番目。 

○中島委員 すみません、私ばかりで申し訳ありません。 

 13ページなり14ページですか、いわゆる放流魚の０歳、資源尾数にしても添加率にして

も、かなり落ちてきていると。ご案内のとおり2012年からですか、大型の種苗、それから

尾ひれの欠損していない種苗を放流しようということで数を減らしてきています。一つの

研究成果として、たしか有明の研究成果だったと思いますけれども、それを拡大していっ

たんだと記憶していますが、それが他の例えば瀬戸内海なんか、その辺にも同じ普遍的に

通じるのかなと。どれを見ても数字が落ちているんですよね。その辺が若干気になるとこ

ろです。 

 それと、もう一つ、０歳魚だけじゃなくて、１歳魚、２歳魚、この辺の放流の混獲率、

混入率、こういったものをまた調べると、若干見えてくるのかなというような気もします

けれども、その辺はいかがですか。 

○片町主任研究員 そうですね、皮肉な結果になっているわけですね。高度化が図られて

以降落ちてきていると。ただ、これもなぜそうなのかというのがよくわからないわけです
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けれども、天然も放流もそれぞれ落ちてきているので、放流した魚のその後の環境、天然

魚にとっても放流魚にとっても恐らくよくないんじゃないかなというのは類推されますけ

れども、それが何が起因しているかということについては、よくわからないと。 

 それから、２番目の資源評価表の中では、主に０歳のときだけの放流の情報に特化して

おりますけれども、ご指摘のとおり、各年齢ごとの混入率を把握すれば、０歳のときの混

入率とそのまま変わらず推移するのか、それとも減っていくのか、増えていくのかについ

ては情報を集める必要があると今、私も思いました。ありがとうございました。 

○田中部会長 はい、どうぞ。 

○中島委員 すみません、何度も。昨年漁業法も改正されまして、資源管理を重点的にや

っていこうと。その中で栽培漁業をいかにやっていくのかと、これはトラフグというのは

栽培漁業の一つの試金石になるのかなと我々も思っています。栽培漁業という手法は、そ

うはいいましても必要なアイテムだと思っておりますので、今後ともその辺の調査、よろ

しくお願いいたします。 

○片町主任研究員 調査を進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 他に何かございますでしょうか。 

 本田委員、どうぞ。 

○本田委員 福岡県の本田です。 

 今、言いたいことの大部分を中島さんが言われましたから、重複するところを避けて簡

単にしますけれども、８ページとか12ページとか13ページ、その辺もいろいろ思っておっ

たんですけれども、既に言われていますから、18ページについてちょっとお尋ねしたいと

思うんです。18ページの一番上に日本海、東シナ海と混合産卵回帰という可能性と書かれ

ていますよね。これは１ページ目のを見ると、東シナ海に産卵場は書かれていないんです

よね。ここのところの可能性というのは、どの程度の可能性を考えられているんですかね。 

○片町主任研究員 こちらで示しているのは、この日本海、東シナ海の混合というのは、

具体的には九州・山口北西海域を捉えていまして、仰るように産卵場については、日本沿

岸については瀬戸内海、それから九州の有明海、日本海沿岸にありますけれども、沖合部

分についてはよくわからない。それから韓国と中国大陸については、過去の知見で産卵場

があることはわかっておりますけれども、現状今どうなっているかというような情報を持

ち合わせていない状態です。 
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○本田委員 わかりました。 

 それと、その次の部分ですけれども、未成魚の漁獲抑制と種苗放流の高度化を取り組む、

さらなる強化、これは当然さっきの話を聞くと、なるほどなと思うんですけれどもね。そ

の次に絡んでくるんですけれども、成魚の漁獲抑制にも着手するべきという、放流するだ

けではだめで、親もちょっと捕らえるのを控えようというような意味だと解釈したんです。

けれども、福岡の鐘崎の場合は35センチ以下は放流しておるんですね。普通は放流サイズ

30センチであるのを35センチにしておるんですね。それをさらなる今みたいな35センチに

上げるのか、それとも総量規制みたいにして、１船何トンまでとかいう規制をするような

ことのような考え方をされるのか、その辺をちょっとお聞きしたいんですけれどもね。 

○片町主任研究員 漁獲量で調整するのか漁獲努力でやるのかというのは、ちょっと私と

してはあれですけれども、少し具体的ではない考え方かもしれません。漁獲圧が大型魚に

ついて上がっているという評価になっているので、再放流に加えて大型魚にかかる漁獲努

力、もしくは漁獲量は下げる必要があると思います。 

 どういうふうにするかについては、ちょっと私のほうでその具体的なものを持ち合わせ

ていませんけれども、何かしらの努力とか量で下げなければいけないだろうとの評価にし

ているところです。 

○本田委員 今言われていることはすごく揉めると思うんですね。漁業者にとって、大き

いのを獲ったらいかんとか、量を獲ったらいかんとかという話が出てくる話になると思う

んですね。だから、やっぱりきちっとその辺はルールをつくって、示してやらないかんと

思うんですね。 

 例えば今、魚市場なんかで何キロ以上のものに表彰をやるとか、そういうことは、何ぼ

以上はもうダメ、例えば10キロ以上とか８キロ以上は逃がすとか、そうするのか、それと

も下を今、鐘崎がしているように放流サイズの35cmをもう少し40cmまで上げるとか、そこ

のところをきちっと国なり何なりの学者の人たちが、きちっと数字を示してやらんと、こ

れはせないかんですよと投げても、漁業者は食べていきたい。それから、もう一つは、そ

の品も薄くなったときに市場で価値が上がるような努力を水産庁をはじめ、してもらわん

と、漁業者はきついと思うんですね。その辺のところもあわせて是非お願いしたいと思い

ます。 

○田中部会長 どうですか。 

○片町主任研究員 はい。 
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○田中部会長 研究所のほうで、どういうふうな規制をすればどんな効果があるかという

ことを試算していただくということで、お願いしたいと思います。 

 他によろしいでしょうか。 

 ちょっと私のほうから。先ほども８ページの親魚量と再生産成功率で、こうやって加入

量が減っているのに親が全然減らないのは何か不思議だと感じています。それから、戻っ

てもらって４ページのはえ縄のデータを見ると、漁獲の圧が増えているという感じはなく

て、むしろこれだけでは減っているわけだし、ＣＰＵＥは２倍ぐらい上がっているわけで

すね。ここの辺が何かストンと我々の理解に苦しむところなんですが、これは理由はわか

りますでしょうか。特にＣＰＵＥが上がっている、２倍ぐらいですか。 

○片町主任研究員 ご指摘のとおりでして、要はこの九州・山口北西海域については、多

分今、魚が減っているという、少なくともデータからは出てこないわけですね。むしろ増

えていて、特にこれは詳細にこの銘柄別で分けても、特に大銘柄と言われる大型の銘柄の

ＣＰＵＥの上昇が高いわけですね。一方で、小銘柄と言われている小さなものは、この九

州・山口北西海域についても私どもの試算どおり下がってきているんですね。 

 ですので、現象としては、九州・山口北西海域では確かに大型魚は増えていて、だけれ

ども、それが親魚量が横ばいからあまり変わらない要因だと。一方で、日本沿岸で生まれ

ている魚、子フグについてはやはり下がってきていて、下がってきているのにどうして大

型魚が増え続けているかということについては、ちょっと今説明がつかない状態です。 

 加えて、この親魚量と呼んでいますけれども、先ほど一番最初にご指摘いただいたよう

に、個別海域に本当に来遊している、卵を産むために来遊している親の漁獲量だけではな

くて、ＣＰＵＥ、それをもう少し今、瀬戸内海については情報が集まりつつありますけれ

ども、他海域についても調べると、本当の意味での親魚量の推移はどうなっていて、外海

域でふえているものが、推測になれば、なぜ日本の、具体的に言えば瀬戸内海とかに入っ

てこないんだということがある程度理解できるような状態になるんじゃないかなと、情報

を集めているところです。 

○田中部会長 今後とも調査のほう、よろしくお願いいたします。 

 他、よろしいでしょうか。 

 じゃ、なければ、それでは九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理の取組状況につい

て、事務局のほうより説明をお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 それでは、九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理の取組状況
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について、ご説明いたします。お手元の資料、右上１－２となっておりますが、19ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく平成31年度（令和元年度）の取

組状況でございます。まず、広域資源管理方針の実施措置につきましては、左の欄に措置

の項目を、右の欄に項目ごとの実施状況を記載しております。 

 まず、漁獲努力量の削減措置につきましてですが、まず①休漁期間の設定といたしまし

て、休漁期間を海域ごとに漁業種類別に実施しております。なお、このＡ海域からＥ海域

につきましては、22ページに別表をつけておりますので、そちらを参照していただければ

と思います。 

 戻りまして、②全長制限につきましてですが、小型魚保護のために全長30センチ未満の

小型魚を再放流しております。さらに先ほど福岡県の本田委員からの発言でもございまし

たが、福岡県につきましては、１月から３月の間は全長35センチ以下の小型魚を再放流と

いう、より強い自主規制を行っているところでございます。 

 ③操業の承認及び届出といたしまして、総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船につ

きましては、県ごとの承認隻数の上限を設定いたしまして、広域漁業調整委員会の承認、

また５トン未満のトラフグはえ縄漁船につきましては、広域漁業調整委員会の届出を実施

しております。 

 次のページの参考１、下のほうですけれども、10月末時点のトラフグはえ縄漁業の承認

及び届出数をまとめております。承認隻数が164隻、届出数が52隻で、合計で216隻になっ

ております。 

 なお、19ページに戻っていただきまして、この漁獲努力量削減措置の①から③、休漁期

間の設定、全長制限、操業の承認及び届出制につきましては、その実効性を担保するため

に、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示を発出しております。 

 続いて、（２）の資源の積極的培養措置といたしまして、関係県によりトラフグの種苗

放流を実施しております。 

 21ページ目の参考２に、令和元年度の種苗放流状況を記載しております。関係県の合計

で約142万尾の種苗放流を実施しております。なお、種苗放流につきましては、関係漁業

者、関係県の方々に大変ご努力をいただいて、適地への放流、適正サイズの放流、健全な

種苗での放流を目指しておりまして、種苗放流の効率化に取り組んでいるところでござい

ます。 
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 続きまして、また19ページに戻っていただきまして、漁場環境の保全措置の取り組みと

いたしまして、山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の４県におきまして、投棄漁具等を回

収する海底清掃を実施しているところでございます。 

 下の２のその他の取り組みといたしまして、①トラフグ親魚の標識放流につきましてで

すが、まず山口県では平成19年度から定置網に入った雌の産卵親魚の買い上げ、そして標

識再放流を実施しており、これまでに718尾、令和元年度は54尾を放流し、これまでに46

尾が採捕されております。そのうち28尾については、産卵済みであることが確認されてい

るところです。 

 その下につきまして、これは新しい取り組みでございますが、今春から福岡県と瀬戸内

海区水産研究所で、関門海峡で採捕された雌親魚の買い取り再放流を行いました。その放

流個体につきましては、標識タグ、また、一部個体には水深が記録されるロガーを装着し

ております。平成31年度は46尾を再放流し、１個体が関門海峡東側で採捕され、その水深

の記録から、その周辺が産卵場である可能性が高いと判断されているところでございます。

今後も引き続き、数を増やして行う予定となっております。 

 ページをめくっていただきまして、平成30年度漁期の漁模様といたしまして、瀬戸内海

水産研究所作成のトラフグの外海産漁獲量を掲載しております。 

 そして、ページをさらに２枚めくっていただきまして、24ページですけれども、今年度

の現時点までの広域資源管理検討会議及び漁業者協議会の開催実績を整理しております。

引き続き、本庁、関係漁業調整事務所、関係県と連携・協力しながら、トラフグはえ縄漁

業を初め、関係漁業者と資源の回復に向けた取り組みを検討していくこととしております。 

 そして、続きまして、資料１－３でございます。これは25ページからですけれども、こ

れは平成30年度漁期のトラフグはえ縄漁業の操業実績報告を取りまとめたものとなってお

ります。この操業実績の報告につきましては、資源状況を把握するために広域漁業調整委

員会指示により報告書の提出を義務づけているものです。 

 25ページにつきましては、承認・届出数と実際に操業に出た漁船の隻数を県別、トン数

別に集計したものとなっております。平成30年度漁期の承認・届出隻数の合計が226隻、

そのうち操業実績隻数が合計115隻となっております。 

 26ページにつきましては、県別、漁獲サイズ別、トン数階層別の漁獲尾数を表にしたも

のとなっております。毎度字が小さくて申し訳ありませんが、全体の合計で5万2千983尾

の漁獲となっております。 
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 そして次のページ、27ページは、今の26ページの数値を県別、月別にした表となってお

ります。 

 そして次のページの28ページ目は、平成21年度からの漁獲尾数を棒グラフで示したもの

となっております。関係県の漁業者の皆様におかれましては、非常にご苦労いただきまし

て、委員会指示に基づく漁獲成績報告書を提出していただいております。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 最後に、委員会指示に関してでございます。最初のこの資料１－２の説明のときに少し

触れさせていただきましたが、委員会指示につきましては、これまでは１つが承認隻数の

上限や漁獲成績報告書の提出等について規定したもの、そして、もう一つが、小型魚の再

放流と操業期間の制限等を定めたものの計２本をお諮りいただいておりました。そしてそ

の中の両方の委員会指示の中に定義されている規制海域やトラフグはえ縄漁業、要は浮縄

とか底縄というものの説明に関しては、同じことが記載されることもございまして、委員

会指示の内容に変更はございませんが、その２本あったものを１本にまとめる方向で、現

在、関係者間で検討しているところでございます。 

 今後、特段の問題等なければ、その関係者で最終的に合意したものにより、春に開催予

定の広調委の本委員会でご報告させていただきまして、方針に基づく委員会指示をお諮り

いただくことで進めていきたいと考えております。 

 ちょっと長くなりましたが、トラフグの資源管理の取り組みに関する説明については、

以上となります。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうから令和元年度の取組状況と平成30年度漁期の操業実績、また、

加えて広域漁業調整委員会指示についても説明がありましたが、ただいまの説明につきま

して、ご質問等あれば承ります。 

 よろしいですか。 

 それでは、一応確認しておきたいと思うんですが、委員会指示につきまして、今まで２

点あったものを、中身は変わらないんだけれども、１つにまとめたいということで、１つ

にまとめた委員会指示の提案がありましたが、これを春に開催されます日本海・九州西広

域漁業調整委員会の本委員会に報告、提案するということでありましたと思いますが、こ

れについても、その場で春にご審議いただくということで、委員の皆様、よろしいでしょ

うか。特にトラフグ関係県の方々。 
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○田中部会長 よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 それでは、異議なしということで、春の委員会のほうでまとめたものをご審議していた

だくということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは次の、トラフグから移りまして、有明海におけるガザミについて、国立研究開

発法人水産研究・教育機構西海区水産研究所の吉村資源生産部長からご説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○吉村資源生産部長 吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料、29ページをお開きください。ここにございます資料２－１に沿ってご説

明いたします。有明海ガザミにつきましては、対象水域が有明海と書かれておりますけれ

ども、この他有明海から外海に繋がる場所にございます熊本県と長崎県に挟まれた橘湾海

域も含まれております。担当県である福岡、佐賀、長崎、熊本各県の水産試験研究機関の

皆様がいろいろ調査をされている結果が、ここに取りまとめられております。 

 まず漁業の概要調査としましては、市場調査、標本船調査、聞き取り等が行われており、

漁獲物に基づく生物学的な調査によるさまざまなデータが蓄積されております。本種の場

合、先ほどのトラフグと違いまして、生態的、生物学的にまだ未解明な点が多いというこ

とが１つ、それから遊漁の存在も大きくて、漁業を細かく検討するための基礎資料がなか

なか入手しづらいという問題がございまして、高度な資源評価ができるレベルには達して

おりません。 

 したがいまして、今からご紹介します資源状況につきましても、主に漁獲量に基づく推

定となっておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 ４県が行っております漁業でございますが、かご、刺し網、たもすくい網、小型底引き

網の４種類が主ですが、特に長崎県、熊本県では、すくい網漁業が比較的存在感が大きい

ものとなっております。漁獲動向につきましては、後ほど詳しくお話しいたしますので、

ここでは飛ばしまして、30ページをお開きください。 

 標本船調査から一部の漁業についてのＣＰＵＥ、１日１隻当たりの漁獲量が評価されて

おり、図２－１あるいは２－２に示されております。福岡、佐賀、熊本の３県でＣＰＵＥ

が検討されており、多くの漁業で昨年に比べてほぼ同程度か、やや上回っており、唯一熊
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本県の刺し網のみ、昨年よりやや下回ったという結果になっております。 

 次に３番の生物学的特性ですけれども、これは毎年いろんな調査が行われておりますが、

特に近年大きく変わったとか異変といったものがないという話でございますので、詳しい

ご説明は省略させていただきます。主に産卵期は５月から10月で、有明海の中央部から湾

の奥のほうで産卵が行われていると考えられておりまして、主に５月ごろにその産卵のピ

ークがあるということでございます。 

 31ページに移りまして、成熟年齢です。一般的にガザミは甲羅の幅が15センチ以上で成

熟すると言われておりますけれども、近年小型化しているのか、13センチ台で卵を抱いて

いる雌が各県で見つかるようになっているということでございます。この点が近年の変化

に該当するかと思われます。 

 続きまして、32ページをお開きください。性比につきましては、大体雄のほうがやや多

いという毎年の傾向と同様でございます。 

 移動につきまして、これまでいろんな標識放流が行われておりますけれども、大体有明

海の中で放流したものは有明海の中で採補されるか、あるいはその南側の橘湾で採捕され

る。一方、橘湾側で放流されたものは有明海に北上することはなく、橘湾の中で採捕され

るという特徴があるようです。いろんな放流の結果、最大では80キロを超える移動が知ら

れております。 

 寿命につきましては、一般的に二、三年とされておりまして、有明海も同様でございま

す。 

 次に、33ページをお開きください。下の方に、甲長・甲幅組成が示されおりますけれど

も、後ほど触れます有明海ガザミ広域資源管理方針により、４県共通の基準としまして、

甲羅の幅が12センチ以下のカニは放流することになっております。加えて、佐賀県では15

センチ、長崎県では13センチと、より厳しい基準が設定されております。 

 続きまして、34ページをお開きください。資源の状態です。有明海４県におけるガザミ

の総漁獲量を示している図が、中ほどの８－１です。ご覧のとおり、昭和60年に1,800ト

ン近くのピークを記録した後、減少の一途を辿っておりまして、平成28年に60トンという

最低の漁獲量を記録しております。その後29年、30年とわずかながら増えている傾向にあ

りまして、とりあえずは２年連続して増加したということでございます。 

 県別の漁獲量です。まず福岡県、35ページの図９－１をご覧ください。福岡県では平成

３年、75トンがピークでございましたけれども、その後減少しまして、平成12年以降は20
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トン前後で推移しております。平成30年は22トンということで、３年連続の増加傾向では

ありますが、たくさん獲れた時代に比べますと、資源はやはり低位、ただし最近の傾向と

して、増加傾向にあると判断されております。 

 続きまして、佐賀県ですが、佐賀県の場合は昭和50年代に100トン前後で推移しており

ましたけれども、昭和60年に急増して700トン台に達した後、徐々に減って、平成12年に

は23トンまで下がっております。平成30年度は前年よりもやや増加しまして、52トンとな

っております。ただし、過去20年間において漁獲量は低水準であり、近年もまだ２年連続

の増加で留まっておりますので、５年の傾向で判断する資源動向につきましては、減少と

判断されております。 

 続きまして、長崎県です。長崎県も昭和60年に最高762トンを記録しておりますけれど

も、その後徐々に減少しまして、平成22年には最低の18トンまで下がっております。その

後、若干上昇したり減少したりを繰り返しておりますけれども、平成30年は前年度よりも

ややふえて31トンとなっております。ただし、資源レベルとしては低位で、かつ５年間の

漁獲の変化に基づき、減少傾向にあると判断されております。 

 続きまして、熊本県です。熊本県は昭和62年の284トンをピークにやはり減少を続けて

おりまして、平成30年には27トンで過去20年平均51トン、あるいは５年平均36トンに比べ

ますとまだ低いということで、やはり低位、減少傾向にあると判断されております。 

 以上を踏まえまして、各県から資源回復に関するコメントというものが出されておりま

す。現在、有明海ガザミ広域資源管理方針に基づきまして、４県共通の規制としまして、

抱卵個体を保護する、小型個体、甲羅の幅12センチ以下は再放流する、それから、すくい

網については６月の15日間、禁漁を行うといった規制措置、それから種苗放流による積極

的な培養措置、海底耕うんを中心とする漁場環境の保全措置に取り組まれております。 

 これらについては引き続き取り組む必要があるとともに、生物学的な情報収集、あるい

は漁業に関する情報収集も、より一層充実が必要と判断されております。 

 福岡県につきましては、資源管理方針が漁業者の皆さんに定着しているということでご

ざいますけれども、近年４月から７月期の漁獲量が低位に推移しており、その資源の源に

なります、前年秋の脱皮直後の軟甲ガニ、甲羅のやわらかいカニ、これの再放流といった

保護の取り組み強化が必要と判断されております。 

 佐賀県につきましては、４県の中では最も厳しい甲幅長15センチ以下の放流に取り組ん

でいらっしゃいますけれども、資源が低水準であるということで、引き続きこういった管
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理措置を続けていく必要があると判断されております。 

 長崎県につきましては、こういった規制に加えて、放流効果の解明に取り組んでおられ

まして、より効果的な放流事業の実施を推進したいと考えていらっしゃいます。幸いＤＮ

Ａに基づく放流結果の分析によりまして、有明海の湾奥で放流した個体が、湾の入り口あ

たりまでに出ていくといった流れが見えてきたということで、初の試みとしまして、長崎

県で生産された種苗を福岡県の海域に放流するという計画で動いている、これが近年の大

きな前進かと思われますけれども、資源の底上げにつながるんではないかと期待が高まっ

ているところでございます。 

 最後に熊本県ですが、熊本県では種苗放流、抱卵ガザミ及び小型ガザミの保護が有効と

お考えですけれども、今後それらの効果を定量的に比較・検討することで、どれかに絞り

込んでいくといった措置が必要とお考えでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、報告とさせていただきます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等あれば承ります。 

 波積委員、どうぞ。 

○波積委員 漁業者の方の非常に資源管理に取り組む真摯な対応というのを、すごくよく

わかりました。 

 先ほど鐘崎漁協でも自主規制のより強い取り組み、放流に関する基準がより厳しいこと

があったりするということをちょっと教えていただいたんですけれども、ガザミに関して

も県によって、長崎県は13センチで佐賀県は15センチ、基準は12センチということでした

か、県によって異なったり漁協によってより厳しいことをされていらっしゃったりすると

いう状況について、やっぱり傾向としては、より厳しいところに皆さん、見習っていこう

というふうになっているのか、あるいはその事情事情によってそういうふうになっている

のかということをちょっとお尋ねしたいんですが。 

○吉村資源生産部長 ガザミの場合、湾の奥のほうの干潟に着底しまして、そこから成長

するにつれて南下していくと基本的に考えられております。つまり佐賀県ですとか福岡県

でとれるサイズの組成と、それから熊本や長崎で獲れる組成が微妙に違っていまして、特

に福岡県の場合は小型が多い、長崎、熊本に行くと、やや大きいのが多いという特徴があ

ります。 

 したがって、全県一斉に15センチという規制をかけてしまいますと福岡で獲れるカニが
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ぐっと減ってしまうということで、やはり統一的な基準としては12センチが精いっぱいと

いう状況にあり、その中でも県あるいは漁協さん独自で、より厳しくできるところはされ

ているということでございます。 

○田中部会長 よろしいでしょうか。 

 他に質問等あれば承りますが。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして、次に有明海ガザミ広域資源管理の取組状況について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 それでは、有明海ガザミにつきましてご説明いたします。 

 それでは、手元の37ページ、資料２－２をご覧いただきたいと思います。有明海ガザミ

広域資源管理方針に基づく平成31年度（令和元年度）の取組状況でございます。広域資源

管理方針の実施措置については、こちらも左の欄に措置の項目を、右の欄に項目ごとの実

施状況を記載しております。 

 まず、漁獲努力量の削減措置についてですけれども、まず①抱卵ガザミの保護といたし

まして、産卵機会の確保のため、黒デコと言われる抱卵ガザミの再放流、一時蓄養を実施

しております。 

 ②小型ガザミの再放流といたしまして、小型のガザミを保護するため、採捕されたガザ

ミのうち、先ほどもお話がありましたけれども、全甲幅長12センチ以下のものを再放流し

ております。 

 ③軟甲ガザミの再放流といたしまして、資源保護、また漁獲物の価値向上を図るために、

軟甲ガザミの再放流に努めているところでございます。 

 ④採捕禁止期間の設定といたしまして、広域漁業調整委員会指示第58号に基づきまして、

本年の６月１日から６月15日の間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止し

ておりまして、抱卵ガザミの保護を実施いたしました。また、それにあわせて関係県の協

力をいただきながら、指導等を実施しております。この広域漁業調整委員会指示の内容の

遵守状況につきましては、関係県にも確認したところ、おおむね広調委指示内容は遵守さ

れているとの報告を受けております。 

 次に、資源の積極的培養措置といたしまして、関係県によるガザミの種苗放流を実施い

たしました。次のページに参考といたしまして、平成31年度（令和元年度）の種苗放流状

況を記載しております。関係県で合計約573万尾の種苗放流を実施いたしました。種苗放
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流につきましては、関係県において適正サイズ、放流場所の精度を高めるために、大きさ

の違うサイズの種苗を放流したことにより、昨年度より多い放流実績となっております。 

 前のページに戻っていただきまして、（３）漁場環境の保全措置といたしまして、福岡

県におかれましては覆砂、また佐賀県におかれては、漁場環境改善のためにモガイ殻やカ

キ殻の散布耕うんを実施しております。 

 （４）その他でございますが、ただいまご説明させていただきました措置よりも厳しい

基準で各県それぞれ自主規制に取り組んでいただいております。先ほど波積委員の質問に

もありましたけれども、そのことにつきましては、39ページに各県ごとの自主規制の取組

内容を記載しております。今後も資源管理のために、随時導入可能なものから自主的措置

に取り組んでいくこととなっております。 

 ②の広域資源管理方針の取り組みの周知・協力要請についてですけれども、これは関係

漁業者だけでなく、一般の遊漁者等に対しても採捕禁止期間の設定と広域資源管理の取り

組みについて周知するために、釣具店やマリーナ等へのリーフレットの配付、釣り雑誌へ

の掲載を行っているところでございます。 

 その他、日本釣振興会にも協力いただきまして、関係各所へリーフレットの配布をして

いただくことや、昨年は西日本新聞に掲載していただきましたけれども、ことしは新たに

スポーツ新聞の釣り欄にも掲載していただきました。また、採捕禁止期間についてプレス

リリースを実施しているところでございます。 

 そして40ページ目には、今年度の現時点までの広域資源管理検討会議及び漁業者協議会

等の開催実績を整理させていただいております。 

 最後に、委員会指示に関してでございます。資料２－２の採捕禁止期間の設定のときに

少し触れましたけれども、今後特段の問題等がなければ、関係者で最終的に合意したもの

により、これも春に開催予定の広調委の本委員会でご報告させていただきまして、方針に

基づく委員会指示をお諮りいただくことで進めていきたいと考えております。この６月１

日から６月15日というのも、来年度もお願いしたいと考えているところでございます。 

 有明海ガザミの取組状況については以上となります。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問等あれば承りますが。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、委員会指示についても説明がございましたが、有明海ガザミ広域資源管理方
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針の見直し及び委員会指示につきましても、このとおり、今年度と同様の内容を春に開催

される日本海・九州西広域漁業調整委員会の本委員会で報告、提案するということでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○田中部会長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 春の本委員会で報告、提案することといたします。 

 ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

○松本資源管理推進官 すみません、資料２－２の今の④採捕禁止期間の設定のところで

ございますが、私の口からはこれは委員会指示第58号と申したんですけれども、資料のほ

うは54号となっております。申し訳ございません。54号は間違いで、これは58号でござい

ますので、訂正させていただきます。 

○田中部会長 では、そのように修正させていただきたいと思います。 

 それでは、最後に南西諸島海域のマチ類について、国立研究開発法人水産研究・教育機

構西海区水産研究所資源海洋部の下瀬主任研究員から説明をお願いいたします。 

○下瀬主任研究員 下瀬です。 

 41ページの資料から資料に沿って説明させていただきます。 

 マチ類というのは沖縄での呼び名でして、深いところにいるフエダイ科の魚を総称して

呼んでおります。この資源評価の対象になっているのは４種類おりまして、写真左上から

アオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４種類になります。アオダイとハマダイはよ

く、色もかなり形も違うので見分けやすいんですが、ヒメダイとオオヒメは非常によく似

た色、模様をしております。 

 ページをめくっていただいて、まず生物学的特性についてです。寿命ですが、いずれの

種類も非常に高寿命でして、アオダイは58歳、ハマダイは55歳、ヒメダイは38歳、オオヒ

メは25歳以上というふうに推定されております。 

 それから成熟開始年齢ですが、アオダイは２歳で一部が成熟、４歳で半数が成熟、ハマ

ダイは６歳で一部が成熟、８歳で約半数が成熟、ヒメダイは１歳で半数が成熟、オオヒメ

は２歳で半数が成熟となっています。 

 それから産卵期ですけれども、若干種によってずれがあるんですが、大体春から夏、秋

にかけて半年近く、もしくは半年以上の産卵期間を持っているというのも特徴になってい
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ます。 

 ちょっと食性と捕食者は飛ばします。 

 漁獲はほぼ周年、季節を問わず漁獲をされておりまして、水深100メートル以深で操業

する深海一本釣り漁業や底立はえ縄漁業で漁獲されております。 

 次のページ、43ページ。続いて漁獲の動向ですけれども、左上がアオダイ、右上がハマ

ダイ、これら２種は1999年から鹿児島県と沖縄県で整備された漁獲量というのがございま

す。まずアオダイですけれども、1999年から徐々に減少していて、2018年は両県合わせて

253トンでした。ハマダイは1999年から少し減少するんですけれども、2003年から徐々に

増加をしておりまして、2018年は234トンになっています。 

 それから下の左、ヒメダイと下右のオオヒメ、これら２種については、一部の地域で２

種を、非常によく似ていますので、分けて記録されていなかったところがございまして、

これらが分けられて各種の正確な総漁獲量が出てきたのが2008年以降になります。左側の

ヒメダイを見てみますと、2008年から徐々に減少しておりまして、2018年は112トン、そ

れから右側のオオヒメは2013年まで減少しているんですが、その後少し増加しまして、

2018年は114トンの水揚げがありました。 

 続いて、ページをめくっていただいて、資源状態①です。資源水準についてですけれど

も、資源が多いか少ないかという資源水準については、1960年から59年間の漁獲統計、か

なり長い期間の漁獲統計があるのが鹿児島市中央卸売市場ですので、ここでの漁獲量をも

とに資源水準というのを判断しています。まず左上がアオダイですけれども、水準の判断

方法なんですけれども、この期間で一番漁獲量が多かった年と一番少なかった年の漁獲量

を三等分しまして、高位、中位、低位の区切りとしています。アオダイは1970年代、80年

代にかなり漁獲があったんですけれども、その後減少しまして、91年以降は低位水準にな

っております。 

 それから、右側のハマダイについても、1960年代にかなりたくさん獲れたんですけれど

も、その後減少しまして、1989年以降はずっと低位ということで推移しております。 

 それから、左下がヒメダイとオオヒメですけれども、1990年以前が２種が分けられてお

りませんでしたので、ヒメダイ・オオヒメの混合種群として資源水準を判断しております。

こちらも1970年代、80年代にかなりたくさん獲れたものが減少していまして、1997年以降

は低位ということで推移しております。 

 続いて45ページの資源状態②ですけれども、こちらは資源動向の判断になります。資源
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動向は過去５年間、直近の５年間の資源量指標値の推移から判断しております。資源量指

標値は、ここでは八重山漁協一本釣り漁船１隻１航海当たりの漁獲量、つまり１回で水揚

げした量の平均値をＣＰＵＥとして資源量指標値に用いております。 

 まず左上のアオダイですが、八重山漁船のＣＰＵＥは1989年から情報がありますが、若

干減少傾向がありますけれども、直近の５年間で見ると、資源動向は横ばいと判断をして

おります。 

 それから右上のハマダイですが、ハマダイは先ほどの漁獲量とよく似た増減を示してい

まして、2003年ぐらいまでちょっと減少した後に、徐々に増加してきています。ただ、直

近５年間で判断しますと、ハマダイも資源動向は横ばいというふうな判断になっています。 

 それから次、左下のヒメダイですが、これは増えたり減ったりというのを繰り返してい

ますけれども、直近５年間で判断しますと、2018年は少しＣＰＵＥが上がったんですけれ

ども、直近５年間では横ばいという判断になっております。 

 それから右下のオオヒメですが、こちらも少し増えたり減ったりというのを繰り返して

おりまして、直近３年間を見ると、昨年、一昨年と減っているんですけれども、５年間で

見るとオオヒメも横ばいという判断になっています。 

 ページをめくっていただいて、資源評価のまとめです。資源水準はいずれの種・種群も

低位で、動向はいずれの種でも横ばいという判断になっています。そこの下に書いてある

のは先ほど説明したので省略します。 

 次、47ページですが、最後になりますが、ＡＢＣを算定した表があります。これは上か

らアオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４種類それぞれを推定しまして、管理基準

と書いてあるところに計算式が載っています。左側の0.7というのは資源水準が低位であ

るので、少し少な目にということで0.7を掛けてある、４種類共通です。それから真ん中

のキャッチアベレージのスリーイヤーズ（Ｃave3-Yr）というのが2016年から18年、最近

３年間の平均漁獲量になります。 

 それから、一番右側のアオダイで1.10となっているのが、直近３年間の増減傾向からも

とにした数字になっていまして、アオダイはわずかに増えているので1.10を掛けてあると、

ハマダイはちょっと減っているので0.95を掛けているというような数値になっています。 

 これでＡＢＣを計算しておりますが、アオダイではＡＢＣlimitが232トン、2020年のＡ

ＢＣが232トンで、これに0.8を掛けたものがＡＢＣtargetとして186トンになっています。

ハマダイはＡＢＣlimitが170トン、Targetが136トン、ヒメダイがLimitが70トン、Target
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が56トン、オオヒメはLimit45トン、Target36トンという計算結果になっております。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問等あれば承ります。 

 よろしいですか、質問。 

 では、私のほうから。アオダイは先ほどＣＰＵＥの動向からだと減少傾向。 

○下瀬主任研究員 すみません、ＣＰＵＥの傾向からは、５年間で資源動向を判断すると

横ばいになるんですけれども、ＡＢＣの計算では直近の３年間の、これは単純な傾きで、

判断ではないんですけれども、ちょっと増えているので1.10という数字になっているとい

うことです。 

○田中部会長 増加しているからと。はい、わかりました。 

 それでは、特にないということで、引き続きまして、南西諸島海域マチ類広域資源管理

の取組状況について、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○平岡資源管理係長 九州漁業調整事務所の資源管理担当をしております平岡と申します。

よろしくお願いします。 

 それでは、南西諸島海域マチ類広域資源管理方針に基づく平成31年度（令和元年度）の

取組状況についてご説明させていただきます。ページで48ページ、右肩に書いている資料

番号で３－２をお開きください。 

 ここでは１、広域資源管理方針の実施措置を記載しております。左側に措置の内容、右

側に実施状況を記載しております。まず、漁獲努力量の削減措置でございますが、（１）

に鹿児島県、ページ中央下あたりに（２）沖縄県とあります。両県共通のものとして、ま

ず①保護区の設定でございます。 

 これはページをめくって49ページをご覧ください。ここに図示したもので、まず鹿児島

県でございますが、①から⑲まで書かれた場所で、３カ所が周年で保護しておりまして、

16カ所で期間保護区を実施しております。 

 続きまして、沖縄県でございますが、⑳から㉔まで５カ所で、そのうち１カ所が周年保

護区、４カ所で期間保護区を実施しておりまして、両県合わせまして24カ所の保護区を設

定しておるところでございます。 

 また48ページに戻りまして、②の小型魚の保護でございます。鹿児島県の小型魚の保護

でございますが、小型のハマダイ、それが釣れた場合は漁場を移動するという措置を実施



－27－ 

しているところでございます。沖縄県に関しましては、ハマダイに関して、尾叉長が30セ

ンチ未満のものが釣れた場合、また、ほかの３種、アオダイ、ヒメダイ、オオヒメに関し

ては20センチ未満が釣れた場合、漁場の移動もしくは釣り針の水深帯、それを変更するよ

うな措置で小型魚を釣らないようにやっているところでございます。 

 続きまして、③、鹿児島県のその他のところでございますが、鹿児島県海域ですが、期

間保護区内ですね。禁止の時期もあれば釣ってもいい時期もある場所において、漁獲可能

な時期においても、ハマダイの専獲はできるだけやめましょうという措置を実施しており

ます。 

 沖縄県は、③で公的担保措置としまして、保護区を実効性があるものとするために、沖

縄海区漁業調整委員会指示を発出しております。これにつきましては、ページをめくって

いただきまして、50ページ、51ページに海区指示の内容を記載させていただいております。

これにつきましては、平成30年４月１日から平成35年（令和５年）３月31日までの５年間

の措置になっております。 

 最後に、最後のページで52ページをお開きください。ここに記載しておりますのは、４

月から10月までの間に、マチ類に関して資源管理について話し合った会議等を記載してお

るところでございます。 

 以上、簡単でありますが、マチ類の取組状況について、以上でご説明を終わらせてもら

います。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございますれば承ります。 

 特にないでしょうか。 

 ちなみに、沖縄県では海区調整委員会で公的に担保しているとのことですが、鹿児島県

は何かそこまでしなくてもいい、ちゃんとみんな守るよと、そういうことなんでしょうか。 

○平岡資源管理係長 そうですね、鹿児島県によって小型魚が、ちょっと地域によって小

型魚の認識が違うというのもありまして、一応資源回復計画の時代から、それで皆さん意

識はかなり高まっている魚種でございますので、それで今のところ自主的管理で、意識向

上もございますので、それで問題なくやれているというところでございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 他、ご質問ございますでしょうか。 

 それでは、ないということで、この議題は閉じさせていただきたいと思います。 
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 それでは、次の議題３、その他についてですが、委員の皆様から何かご発言等ございま

すでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 次回の部会につきましては、今後、緊急の開催の予定もしくは変

更がなければ、来年も同時期の11月ころに開催したいと考えているところでございます。 

 詳細な開催日時、場所等につきましては、改めて事務局より部会長及び委員の皆様のご

都合をお聞きしながら、連絡をとらせていただくことになると思いますので、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 ありがとうございました。 

 それでは、長時間ありがとうございました。 

 九州西部会はこれにて閉会したいと思います。 

 委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力及び貴重なご意見を賜

りまして、大変ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました中島委員、濵田委員のお二方には、後

日事務局から本日の議事録が送付されますので、署名のほうを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32回九州西部会を

閉会させていただきます。 

 ご協力どうもありがとうございました。 

午後４時３３分 閉会 


