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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第28回日本海西部会 

 

 

                       日時：令和元年１１月２９日（金） 

                           １０：３０～１１：３５   

                       場所：コープビル６階 第３階会議室 

 

 

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日本海西部アカガレイ 

    ②日本海西部ズワイガニ 

  （２）その他 

 

３．閉 会 
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午前１０時３０分 開会 

○事務局（山本） それでは定刻となりましたので、ただいまから、日本海・九州西広域

漁業調整委員会第28回日本海西部会を開催いたします。 

 私、日本海西部会の事務局を預からせていただいております、境港漁業調整事務所の山

本といいます。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、座って進めさせていただきます。 

 本日は大臣選任委員であります漁業者代表の金子委員、同じく小林委員、また、学識経

験者の合瀬委員が事情やむを得ずご欠席されておりますが、日本海西部会の委員定数13名

のうち、定足数を超える10名の委員のご出席を賜っておりますので、日本海西部会事務規

程第５条に基づき本部会は成立していることをご報告申し上げます。 

 また、本部会の事務局ですが、４月の人事異動により、当事務所所長が鹿田所長から田

原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。 

○田原所長 田原です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（山本） 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 おはようございます。本日は大変お忙しい中、委員の皆様におかれまして

は、日本海西部会にご出席いただき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資源管理推進室長、国立研究開発法人水産研究・教育機構、

日本海区水産研究所から、川端資源管理部長、上田グループ長ほか、多数の方が出席され

ております。 

 それでは、議題に入ります前に、配付資料の確認を事務局からよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（山本） 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。ホチキスとめの資料が２つございます。まず議事次第の方をご覧ください。議事次

第、委員名簿、配席図、最後に出席者名簿の順で計４枚となっております。 

 次にもう１つのホチキスとめの資料ですが、本日の説明資料といたしまして、資料右上

に資料番号を振っておりますが、１ページから資料１－１、こちらが６ページまで。次に

７ページの資料１－２、こちらが16ページまで。次に17ページから資料１－３、こちらは

29ページまででございます。最後に31ページから資料１－４、こちらは35ページまでとな

っております。 

 以上でございますが、不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただければと思
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います。よろしいでしょうか。 

 議事の途中でも資料に落丁等ございましたら、その都度、お手数ですが、事務局にお申

しつけいただければと思います。 

 では、田中部会長、よろしくお願いいたします。 

○田中部会長 ありがとうございました。それでは、議事を進行させていただきます。 

 議題に入る前に、後日まとめられます本日の部会の議事録署名人を選出しておく必要が

ございます。これにつきましては、日本海西部会事務規程第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をさせていただきたいと思います。１人目は

海区互選委員から眞野委員、お二人目が農林水産大臣選任委員から岩田委員、以上のお二

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。お二人の委員の方、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。議題の（１）広域魚種の資源管

理についてに入ります。 

 まず①の日本海西部アカガレイ、次に②の日本海西部ズワイガニ、この２種の資源状況

について説明をいただいて、質疑応答、その後に広域資源管理の取組状況を２種まとめて

説明いただくという順序で進めたいと思います。 

 それでは最初に日本海水産研究所の川端資源管理部長から、日本海西部アカガレイの資

源状況について、ご説明をお願いいたします。 

○川端部長 日本海水産研究所の川端です。よろしくお願いいたします。アカガレイ日本

海系群の本年度の資源評価結果について説明させていただきます。 

 資料１－１をおめくりいただきまして、２ページ目に生物学特性、書かれております。

本系群は、隠岐の東方から若狭湾、加賀の沖が主な分布域でして、青森県から島根県の沖

の日本海固有水の影響を受けます水深150から900メートルの海域に分布するものとしてお

ります。寿命はおよそ20歳と長いものと考えられております。２歳で標準体長14センチ前

後となりまして、漁獲対象となりますけれども、本格的な漁獲対象となるのは６歳前後と

いうことで、結構年齢がいってから対象となります。体長としては20センチ以上になりま

す。成熟は雌が体長25から30センチ、雄が体長17から24センチで、六、七歳程度というふ

うに、ちょっと時間がかかる種になっております。 

 主な漁業としましては底びき網になっておりまして、本種は日本海の底びき網漁業の最

重要対象種の１つになっております。底びき網による漁獲量が全体の９割以上を占めてお
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りまして、うち、沖合底びき網、沖底の１そうびきが全体の４割から６割を占めておりま

す。刺し網でもわずかに漁獲されております。 

 次の３ページ目のところに、年別の漁獲量の推移を示しております。1990年代以降で見

ますと、2000年代にかけて増加しておりまして、2011年に最多の6,158トンになりました。

その後は減少しておりまして、直近での2018年は4,185トンでした。この最近の漁獲量の

減少というのは、漁場の制限や休漁設定など、資源管理の取り組みによる漁獲努力量の減

少と、それから加入量が─新しく資源に入ってくる子供の量ですけれども─それが

2013年以降、少なくなっているということが要因として考えられます。 

 次、めくっていただきまして、資源の動向についてです。この資源の状態を判断するた

めの指標値としまして、沖底の１そうびきの、主要漁業の沖底１そうびきの月別、漁区別

の獲れぐあいですね。ＣＰＵＥといいますけれども、それから算出した資源密度指数とい

うのを用いております。 

 図に示しましたこの資源密度指数の、1970年代から推移から、３つに区分いたしまして、

資源の現状では、高位に近いところですが、資源水準は中位で、動向としては、５年間の

変動の傾向で減少というふうに判断しております。 

 次の５ページ目ですけれども、資源の動向の②というところですけれども、この資源評

価の精度を上げるために、調査船による加入動向の見積もりや、調査船データに基づく資

源量の推定の試算について検討を進めているんですけれども、ここでは石川県、京都府、

兵庫県の調査船の底びき網や桁網を使った加入量調査結果というのを示しております。こ

の結果から見ますと、2013年以降、折れ線で示している、そういった指標が非常に低迷し

て、加入量が低迷していたんですけれども、最近はやや、徐々に増加しているというふう

に推察しているところです。 

 ６ページ目に資源評価のまとめを書いております。６ページ目の上のところは、これま

で説明しました資源の状況をまとめたものになります。この本種ははじめに申しましたと

おり寿命が長く、成熟や本格的な加入までに年数がかかることから、本種の漁獲圧を下げ

る低減に有効な改良底びき網の使用を促進するなどして、小型魚の保護に努めるというこ

とが重要というふうに考えられます。 

 ６ページ目の下の表が2020年のＡＢＣですね。生物学的に許容される漁獲量の表になっ

ております。管理方策としましては、資源の水準、動向にあわせて漁獲を行うこととして

おりまして、ＡＢＣは直近年の漁獲量に資源水準と動向に基づく係数、調整係数を掛けて
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算定しております。2020年のＡＢＣは3,700トン、Limitのほうですけれども、3,700トン

というふうに算定しております。不確実性を考慮しまして、予防的措置をとって、漁獲の

強さを軽減させているTargetというほうでは、3,000というふうに算定しているところで

す。 

 以上で説明を終わります。 

○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、ご意見等ございましたら承ります。 

 よろしいですか。では私のほうから。改良網の使用というのが提案されているんですが、

改良網って金額的にどれぐらいかかるんですか。 

○川端部長 金額ですか。それは各県によって違うので。 

○田中部会長 普通の漁具よりやはりちょっと高いか。 

○上田グループ長 すいません、日水研の上田と申します。各府県によって網の仕様も違

いまして、従来の網に少し改造して使うような場合もありますので、網を１つ新しくつく

るものよりはお金がかからない場合が多いのではないかと思います。 

○田中部会長 何かこう、セレクトするための装置を取りつける、そういうイメージです

か。 

○上田グループ長 そのとおりですね。その部分も各府県によって仕様が異なっています。 

○田中部会長 わかりました。よろしいでしょうか。 

 他に。 

 岩田委員、どうぞ。 

○岩田委員 単純な質問を１件だけ。５ページの資源の動向②のところで、2018年の京都

府の新規加入個体採集数がポンと上がっていますよね。この辺のことについて何か特徴的

な理由だとか、そういうのがわかっていれば、教えていただきたいのですが。 

○川端部長 この2018年のところですよね。 

○岩田委員 2018年です。突出していますよね、何か。これはどのような要因が考えられ

ますか。 

○川端部長 兵庫県でも少し上がっているとかで、やはり子供の生き残りがよかったとい

うことは、これから考えられるわけなんですけれども、ちょっとその要因についてはなか

なかちょっとまだ。 

○岩田委員 分析中ということですか。 
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○川端部長 調査しているというところであります。まずはどのくらいの量がちゃんと加

入してくるかというのを把握して、それで資源の今後の状況というのを把握して、資源評

価管理の精度を上げていこうというところで。本当はそれがなぜそうなっているかという

のを明らかにできればいいんですけれども、そういう取り組みはしているんですけれども、

なかなかまだわかっていないというような状況になります。 

○田中部会長 よろしいでしょうか。 

○岩田委員 わかりました。まあ分析中ということですね。 

○田中部会長 じゃ、今後の分析を進めていただくということで、よろしくお願いいたし

ます。 

 他にご質問、よろしいでしょうか。 

 それでは特にないようですので、続きまして上田グループ長から、日本海西部ズワイガ

ニの資源状況についてのご説明をお願いいたします。 

○上田グループ長 じゃ、説明いたします。資料１－２、７ページからとなります。ズワ

イガニ日本海系群Ａ海域の今年度の資源評価結果を説明いたします。 

 次のページ、まず生物学特性となります。左側の図がズワイガニ日本海系群Ａ海域の分

布域を示しておりまして、こちらのピンクの色で囲まれた部分です。おおむね水深が200

メートルから500メートルの海系に分布しております。そして右側のグラフが、ズワイガ

ニの成長を示しております。横軸が年齢で、縦軸が甲羅の幅、甲幅を示しております。グ

ラフの中に６から13まで数字を振ってあるのが、これがズワイガニ特有の脱皮齢期を示し

ております。雄では最大で13齢期まで成長して、この紫色の雌では最大で11齢期まで成長

します。水揚げされるサイズとなりますと、雌では11齢期になって１年後、雄では12齢期

になってミズガニとなって初めて獲られ始めますので、横軸の年齢で見ると早くても８年

以上、８歳以上になってから水揚げされるというような、非常に遅い成長をしております。 

 では、次のページで漁獲量の推移について説明いたします。漁獲量は、1950年代から非

常に長い間情報がありまして、60年代から70年代初めにかけては１万トンを超えるような

非常に多い漁獲があったのですけれども、その後1990年頃まで減少が続いておりました。

その後は2007年ごろまで増加傾向が続いておりましたが、再び2008年以降は減少傾向が続

いているという状況であります。2018年の漁獲量は2,804トンでした。Ａ海域と日本海で

繋がっている韓国も、ズワイガニ漁獲しておりまして、雄のみの漁獲となりますけれども、

このグラフ赤線ですね、このＡ海域の漁獲量と似たような傾向を示しておりまして、やは
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り最近は減少傾向で、2018年は、韓国は2,184トンとなりました。 

 続きまして10ページ目、資源密度指数と資源水準について説明いたします。資源密度指

数は、沖底の漁獲成績報告書から分析しまして、資源量を反映するような指標として、

1970年以降の指標を計算しております。最近は比較的安定しておりまして、このグラフを

見ても2006年以降、若干の変動を伴いながらもおおむね横ばいで、2018年の資源密度指数

は数字で見ると52キロでありまして、資源水準は今年も中位というように判断しておりま

す。 

 では、次のページの資源評価の流れです。11ページ目となります。図は非常に細かく書

いてあるんですけれども、まず雄と雌、別々に計算します。そしてズワイガニは調査船に

よってトロール調査を行いまして、そこから推定した資源量をもとに、資源計算を行いま

す。ズワイガニは脱皮を行いますので、雄雌別に脱皮成長を考慮して、資源計算を行って

おります。 

 では次のページにいきます。次、12ページ目は資源量と漁獲割合の推移であります。調

査船によるトロール調査を1999年以降行っておりまして、資源量も1990年以降推定してお

ります。このグラフのこの青色が資源量の推移であります。おおむね漁獲量の動向と近い

んですけれども、2007年までこのように増加しておりましたが、その後は緩やかに減少傾

向にありまして、2015年まで減少しておりましたが、その後2016、17、18年とやや増加し

ておりました。2019年は、前年より若干少ないですけれども、おおむね前年並みとなって

おります。2019年の資源量は２万900トンとなっております。この資源量の推移から、資

源動向を判断しておりまして、2015年から19年の５年間の資源動向は増加と判断しており

ます。このグラフの赤い線が漁獲割合、これは資源量のうちの漁獲した割合をパーセント

で示しているんですけれども、おおむねこの間は安定していると言えます。 

 では、次のページにいきます。13ページは、親魚量の推移を示しおります。親魚量は、

ズワイガニでは雌ガニの量を示しております。今、漁期中ですけれども、漁期が終わった

後の雌ガニの量を親魚量とズワイガニでは呼んでおります。こちらも1999年以降の情報が

ありまして、やはり2007年まで増加傾向にありましたが、その後2015年までは減少傾向、

その後やや増加しましたが、2019年は、2019年漁期まだ終わっておりませんで、予測値と

なりますが、前年よりも若干減少するというように考えております。2019年の親魚量は

3,700トンとなる見込みであります。グラフの黒い横の点線がＢlimitというものでありま

して、この黒い点線をもし親魚量が下回ったら、またＢlimitまで回復するような措置を
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講ずるというような閾値ですけれども、2019年におきましても、このＢlimit、資源回復

の閾値よりは十分に上回っているというように見込んでおります。 

 では、次のページです。次のページは加入量の推移を示しております。ここで言う加入

量というのは、雌ガニの加入量で、齢期でいうと10齢期と、水揚げサイズになる１年前で

すね。間もなく水揚げサイズになる雌ガニの量というように見ていただければよいかと思

います。やはり加入量も、2006年ごろまで増加しておりましたが、その後減少、2014年ま

で減少傾向にありまして、その後やや増えておりましたが、2017、18年と減少してきまし

た。2019年もかなり少ない加入量となっております。そして2020年は予測値なんですけれ

ども、やはり少ない状況、まだ続いております。2021年は現状で小さいカニが比較的多い

場所もありますので、幾分は加入量が増えると、そういうような見込みをしております。 

 では、次のページにいきます。ここまで資源評価のポイントとしてまとめます。ズワイ

ガニでは雌雄別に脱皮成長を考慮した資源計算を行いまして、資源評価をしております。

資源水準ですけれども、資源密度指数の最高値とゼロの間を三等分しまして、2018年の資

源密度指数は52キロでありまして、中位というように資源水準を判断しております。資源

動向は2015年から2019年の資源量の傾向から増加と判断しております。今後のことですけ

れども、加入量の推移から、資源量は2021年まで減少する見込みでありますけれども、

2022年はやや増加の見込みをしております。 

 では次のページです。最後に、2020年漁期のＡＢＣについて説明いたします。ＡＢＣは

生物学的許容漁獲量となるわけですけれども、ズワイガニはＴＡＣ魚種でありまして、３

種類の漁獲シナリオ、３種類の獲り方を想定してＡＢＣを算定しております。左側の列、

現状の親魚量の維持という獲り方。そして真ん中が現状の漁獲圧の維持という獲り方。現

状の漁獲圧の維持というのは、これまでの３年間の獲り方と同じ獲り方を2020年にも行う

というような獲り方です。そして一番下が、近年の平均親魚量の維持。近年の平均親魚量

というのを2015年前後の親魚量というように設定をしておりまして、当時の2015年、当時

の親魚量を今後５年間維持できるというような獲り方を想定した場合です。 

 ＡＢＣとしましては、現状の親魚量の維持の場合、Limit値で2,700トン。これまで３年

間と同じ獲り方をする現状の漁獲圧の維持では2,800トン。そして近年の平均親魚量の維

持の場合だと、3,400トンというようなＡＢＣとなりました。 

 以上で資源評価結果の説明を終わります。 

○田中部会長 ありがとうございました。 
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 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら承ります。 

 中東委員、どうぞ。 

○中東委員 すいません。ズワイガニの資源調査の関係で、昨年の報告では、資源的には

まあまあだけど、稚ガニの量が非常に少ないということでした。これは、着底の時に何ら

かの原因で生残率が低下したことによるのではないかというような報告でしたが、この説

明を見るとちょっと将来的に希望が持てるような書き方になっていますけれども、その辺

りのコメントが何かありましたらお願いします。 

○上田グループ長 まず、稚ガニが少ない状況というのは、確かに去年、一昨年ぐらいか

らずっと観測されておりまして、その要因を特定するには至っていないんですけれども、

幼生が雌ガニから孵化して、それで三、四ヶ月の間浮遊期といって、浮遊している期間の

生残がやはり大きいのではないかと考えております。なぜなら稚ガニとして調査船調査で

観測された以後は、やはり稚ガニが少ないとその後何年か後に水揚げも少なくなる。逆に

以前に水揚げが増えていたころは、やはりその前に稚ガニが多いということがありました。

やはり稚ガニが多ければ水揚げが多い、稚ガニが少ないと、その後水揚げが少ないという

ことは、それ以前のやはり幼生の期間の海洋環境の影響による生き残りの影響というのが

大きいと考えております。 

 そして、少し明るい話も見えているというようなお話でしたけれども、確かに加入量と

しては少し予測の一番先の2022年には増えるんですけれども、そこから資源量を試算する

と、確かに少し増えるんですけれども、それでも2019年よりは少ないぐらいな増え方であ

りまして、まだまだ増えるというようなことを強く言えるような状況ではないというふう

に思っております。 

○田中部会長 よろしいですか。 

○中東委員 その減少した稚ガニが新たに漁獲に加わるのは何年後、つまり、影響が出て

くるのは何年後ぐらいのことになるんですかね。 

○上田グループ長 我々の調査船調査で観測できる一番小さい稚ガニが大体３歳ぐらいな

んですね。そして水揚げサイズになるのが大体８歳以上になりますので、大体調査船で数

が見え始めてから、やはり四、五年はかかるようなことであります。 

○田中部会長 よろしいですか。そうすると今、昨年獲れていないということは、四、五

年後、獲れなくなる可能性があると、そういう理解でよろしいですか。 

○上田グループ長 四、五年先の対象になるようなすごく小さいカニというのは、実は少
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し多いというような情報もあるんですね。それにつきましては、実はＡ海域の中でも場所

によって多いところと少ないところが分かれていたりして、それについては来年以降、デ

ータを溜めてもうちょっと分析して、今後どうなるのかということをもうちょっとクリア

に説明できるようにしていきたいと思っております。 

○田中部会長 この資源はこの海域の１つのドル箱ですからね。ちなみに、雌ガニ１匹か

ら子供何匹ぐらい生き残るんですか、加入時点で。 

○上田グループ長 あ、加入時点ですか。 

○田中部会長 稚ガニでも結構ですけれども。 

○上田グループ長 まず、卵の数だとわかりやすいんですけれども、最初の産卵のときは

大体五、六万個の卵を抱えておりまして、２回目のときは少し成長していますので、卵の

数も10万個ぐらいなものもいます。そして幼生の時点もまあそれぐらいの数が孵化してい

るわけでありまして、ただし、そこで着底時点でどれぐらい減っているのかというところ

が、調査船調査でもまだ数が把握できるより前の時点ですので、ちょっとそこでの生残率

というものを出せるにはまだ至っておりません。 

○田中部会長 わかりました。ざっくり親の量からすると加入がわかるんで、大ざっぱに

言うと、カニ１匹500グラムぐらいだと１匹の雌から３匹のカニが得られるみたいな、そ

んな計算になるんだけれども。 

○上田グループ長 あ、まあそういう計算もできるとは思います。 

○田中部会長 そうすると、漁業者にこの１匹保護すると何匹返ってくるって説明がしや

すくなるんじゃないかと思います。 

○上田グループ長 そうですね、今後そういった説明の仕方も考えていきたいと思います。 

○田中部会長 よろしくお願いします。 

 よろしいですか、他に。 

 波積委員、どうぞ。 

○波積委員 まだ予断は許さないというようなお話だったんですけれども、加入量が2020

年において、漁獲量も伸びるという予想とお聞きしました。その伸びの要因というのが、

おわかりであれば教えてください。 

○上田グループ長 それは今後、資源量が増えて、もし漁獲量が増えるとした場合という

ことですか。 

○波積委員 で、加入量が増えた要因がもしわかりましたら。 
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○上田グループ長 増えた要因というのも特定には至っておりませんが、これは小さいカ

ニが多いとそこから予測される加入量も多くなるという構造で、加入量が増えるという予

測になります。その要因につきましてもやはり特定できなくて、やはり幼生の期間、浮遊

期の海洋環境の影響による生残によります。生残というのは水温とかそういうものだけじ

ゃなくて、海の流れも影響していると考えておりまして、ズワイガニは水深200メートル

から500メートルの場所にいまして、それ以外の場所に幼生は浮遊するんですけれども、

その200メートルから500メートルにちゃんとたどり着くかどうかということも影響すると

考えておりまして、辿り着きぐあいというのが例えば良かったりすると、稚ガニが増える

というようなこともあると考えております。 

○田中部会長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 他に。 

 よろしいでしょうか。それでは他に質問がなければ、次の話題にいって、引き続きまし

て、日本海西部アカガレイ及びズワイガニの広域資源管理の取組状況について、事務局か

ら２種まとめてご説明をお願いいたします。 

○事務局（山本） それでは、日本海西部アカガレイ、ズワイガニの資源管理の取組みに

つきまして、資源管理の方向性を踏まえて、現在石川県から島根県までの６府県でどのよ

うな取組みが行われているのかについて説明いたします。 

 お手元の資料の17ページ、資料１－３をご覧ください。まず１の資源の現状でございま

す。こちらは先ほどの日本海区水産研究所の説明と重複しますので、省略させていただき

ます。 

 ２の関係漁業種類でございますが、大臣管理漁業では沖合底びき網漁業と、かごを使用

するずわいがに漁業の２種類がございます。また、知事管理漁業では、兵庫県と鳥取県を

除く府県で、小型機船底びき網漁業がございます。 

 ３の資源管理の方向性ですが、国の資源管理指針に基づき、資源の回復又は維持による

安定的な漁獲量の維持のため、アカガレイは漁獲努力量の上限設定、ＴＡＥですが、ズワ

イガニは漁獲可能量の設定、こちらはＴＡＣでございますが、これに制限又は条件などの

公的管理に加え、休漁、県別漁獲量上限の設定、漁獲物の規制、保護区の設定、操業区域

の制限、水深帯規制などの自主的管理に取り組んでいるところでございます。 

 次に、18ページをご覧ください。４の関係者による連携を図るための体制ですが、資源

管理を推進するために必要な事項を検討する場としまして、６府県、漁業者団体、試験研
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究機関、国で構成される、日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会を

設置しているところでございます。 

 次に５の日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理の取組状況でございますが、

まず（１）のアの広域資源管理に係る会議、こちらですが、先ほどの日本海西部あかがれ

い・ずわいがに広域資源管理検討協議会を10月８日に開催しております。また、イの関係

会議といたしまして、全国底曳網漁業連合会主催の令和元年度日本海ズワイガニ特別委員

会が10月７日に開催されております。この特別委員会におきまして、石川県以西の日本海

ズワイガニの資源保護の取組みなどに関する協定が締結されております。 

 次に、19ページをご覧ください。（２）の資源管理措置の概要でございます。まずアの

公的管理措置ですが、こちら、22ページまでございますので、19ページの主として、底び

き網漁業について説明いたします。 

 ６府県共通の、また沖底、かにかご、小底共通のものといたしまして、公的管理措置の

①の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律におきまして、右側の内容のものでござい

ますが、ズワイガニでは漁獲可能量、ＴＡＣ、またアカガレイでは漁獲努力可能量、ＴＡ

Ｅが設定されております。また②の特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令におきまし

て、未成熟ガニの採捕禁止や、成熟ガニの採捕禁止期間が措置されております。 

 次に、６府県の沖底共通のものでは、①の「沖合底びき網漁業につき、その許可又は起

業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申

請すべき期間」、こちら漁業法第58条第１項に基づく公示でございますけれども、こちら

におきまして操業区域の指定、トン数及び隻数の制限が措置されております。また戻りま

して②の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令におきまして、操業禁止ライン、操業

禁止期間や網口開口板の使用禁止が措置されております。 

 このように、操業隻数の制限や、操業期間の制限など、入り口のところで漁獲圧力を制

限する投入量規制や、漁具の制限、漁獲物の制限や操業の制限など、漁獲の効率性を制限

する技術的規制、また、ＴＡＣなど出口のところで漁獲圧力を制限する産出量規制が措置

されているところでございます。 

 次に、23ページをご覧ください。国と６府県がそれぞれ策定した資源管理指針に基づき、

漁業者が策定した資源管理計画に取りまとめられ、取り組まれている自主的管理措置を整

理したものでございます。自主的管理措置には、これら以外にも、ズワイガニについては

保護区の設定、甲幅制限、操業区域の制限など、業種内や業種間の協定などにより、操業
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の実態に合った自主的な規制にも取り組まれているところでございます。本年11月からの

漁期に対応し強化された取組みにつきましては、アンダーラインをしておりますが、時間

の関係もございますので、この部分について説明いたします。 

 石川県の沖底・小底では、操業区域の制限、水深帯規制のところですが、ズワイガニ漁

期外におきまして、昨年までは250メートルから350メートルの水深帯を操業禁止としてお

りましたが、こちらを230メートルから350メートルに変更し、制限区域を拡大して、ズワ

イガニ漁期外の混獲死亡の低減や、小型個体の保護の取組みが強化されたところでござい

ます。 

 次に25ページをご覧ください。兵庫県の沖底では、漁獲物の規制のところでございます

が、ミズガニの採捕期間について、昨年は１月20日から２月末日であったものを、２月１

日から２月末日に変更し、採捕期間が短縮されたところでございます。 

 次に26ページをご覧ください。採捕制限のところですが、カタガニの甲幅制限につきま

して、9.5センチ未満から10.5センチ未満に変更し、小型カタガニの採捕の制限が強化さ

れたところでございます。ちなみにカタガニですが、これは雄ガニのうち、最終脱皮後１

年以上経過した商品価値の高いカニのことをいいます。次に、雌ガニとミズガニにつきま

して、航海区分ごとの採捕尾数が削減されております。 

 最後に公休日ですが、ズワイガニ漁期中の11月におきまして、昨年は72時間以上であっ

たものを96時間以上に変更して、漁獲努力量の削減の取組みが強化されたところでござい

ます。 

 次に、26ページから27ページにかけまして鳥取県の沖底ですが、こちらは兵庫県と同じ

内容でございますので、省略させていただきたいと思います。 

 以上で資料１－３の説明を終わらせていただきます。 

○事務局（山本） 続きまして、資料の31ページ、資料１－４をご覧ください。底びき網

漁業におけるアカガレイ・ズワイガニの資源管理について説明いたします。 

 １の資源管理措置の概略でございますが、まず左側の公的管理措置をご覧ください。こ

ちらに列記しております数量規制、許可隻数、操業期間、操業区域、甲幅・採捕制限、漁

具制限など、先ほどの説明の繰り返しになりますが、入り口のところで漁獲圧力を制限す

る投入量規制や、漁獲の効率性を制限する技術的規制、また、出口のところで漁獲圧力を

制限する産出量規制が措置されているところでございます。 

 左下の黄色の枠内には語句の説明を付しておりますが、カタガニは先ほど説明いたしま
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したので省略しまして、ミズガニですが、雄ガニのうち、最終脱皮をした後１年を経過し

ていない、殻の柔らかいカニのことをいいます。その下からは雌ガニのことですが、アカ

コというのは産卵してお腹に抱いた卵がオレンジ色、この状態のものをアカコといいます

が、孵化に近づき卵が茶黒色に変化したものを、これをクロコといいます。またマンジュ

ウガニは、最終脱皮に至っていない未成体の雌ガニのことでございます。 

 次に、右側の自主的管理措置をご覧ください。上段の日本海西部地域共通の取組みと、

下段の府県単位の取組みに分かれております。管理措置の内容ですが、上段の日本海西部

地域共通の取組みにつきましては、先ほどの日本海ズワイガニ特別委員会で締結された日

本海ズワイガニ採捕に関する協定の取組みの内容となっており、左側の公的管理措置を強

化した内容となっております。ミズガニは１月20日から２月末日まで、又は２月９日から

３月20日までのいずれかと。また雌ガニは公的管理措置より漁期を短くして、12月31日ま

でとされております。 

 次に、採捕制限ですが、雌ガニのうち、アカコ、マンジュウガニは採捕禁止とし、また

雌ガニ、ミズガニの採捕尾数を航海区分ごとに制限する取決めが行われるなど、雌ガニと

ミズガニについて厳しい管理措置が講じられているところでございます。 

 それでは次に下段の府県単位の取組み例でございますが、府県ごとに各地域の実情に応

じて、日本海西部地域共通の措置に追加して、あるいは内容を強化して取り組まれている

措置でございます。 

 採捕期間の短縮ですが、ミズガニと雌ガニについて、更なる採捕期間の短縮の取組みが

なされております。なお、アンダーラインのところ、繰り返しになりますが、こちらは本

年11月からの漁期に対応し、強化された取組みでございます。 

 採捕制限でございますが、先ほどの雌ガニとミズガニの航海区分ごとの採捕尾数制限を

さらに強化する取組みでございます。 

 甲幅制限の拡大ですが、公的管理措置では、雄ガニは甲幅９センチ未満のものは採捕禁

止ですが、カタガニでは10.5センチ未満に、ミズガニでは10センチ未満や10.5センチ未満

を採捕禁止とし、また、雌ガニでは公的管理措置で甲幅制限はございませんが、７センチ

未満を採捕禁止とする取組みでございます。 

 保護区の設定ですが、関係府県などが設置した保護礁内や保護礁周辺などで保護区を設

定し、周年又は一定期間の操業を制限するという内容の取組みが行われているところでご

ざいます。 
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 水深帯規制ですが、一定の水深帯での操業を制限することで、漁獲対象外のズワイガニ

や小型個体の混獲を回避する内容の取組みでございます。 

 ミズガニの採捕自粛ですが、関係府県の漁業や地域の実情や実態に即して、採捕制限の

取組みが行われているところでございます。 

 網目規制ですが、アカガレイの小型魚保護のための網目拡大や、漁期外のズワイガニの

混獲回避のための改良網の使用の取組みでございます。 

 次に、休漁日の設定ですが、漁期中に休漁日を設けて、漁獲努力量を削減するための取

組みでございます。 

 最後に、アカガレイ未成魚の採捕制限ですが、採捕された18センチ未満や20センチ未満

のアカガレイの再放流の取組みでございます。 

 次に32ページの、２の生物特性に応じた自主的な資源管理の取組みをご覧ください。ア

カガレイもズワイガニも一定の定着性があるという特性に応じまして、操業区域の中の特

定の区域に保護区や禁漁区を設定し、また成長段階で分布水深が異なるという特性に応じ

まして、小型個体の混獲回避のために特定海域における一定の水深帯での操業を規制する

水深帯規制に取り組んでいるところでございます。 

 次にその下の生活史と分布水深のイメージをご覧ください。まずアカガレイですが、ア

カガレイは成魚雌を大型個体、未成魚と成魚雄を小型個体といっております。小型個体は

水深200メートルから250メートルといった浅場に周年分布しておりますが、大型個体は産

卵後、水深300メートルより深いところに移動していくという特徴があるようでして、２

月ごろになりますと、深いところから戻ってきて、水深200メートル前後の浅場で産卵が

行われているということでございます。 

 次にズワイガニですが、こちらは雄ガニのカタガニのほうが浅場から350メートルより

深いところまで広く分布・移動しているようでございます。未成熟の雄ガニや雌ガニは比

較的水深の浅い200メートルから300メートルのところに分布しているようです。雌ガニは

秋と春先に水深200メートル前後で交尾と産卵を行うということですが、秋は最終脱皮し

た直後の初めての交尾による初産卵のみで、春先は経産卵のみのようです。初産卵は１年

半後、経産卵は１年後の、いずれも春先に孵化するということでございます。先ほどの説

明で、アカコの採捕禁止の取組みがございましたが、アカコというのは産卵後間もなく、

オレンジ色の卵を抱いた雌ガニのことです。このズワイガニ漁解禁の11月ごろのアカコは

初産卵を抱いた雌ガニのことですので、まだ一度も卵を孵化させていないアカコは採捕し



－16－ 

ないという取組みでございます。春先に卵が孵化しますと、その後交尾し、またお腹に卵

を抱えることになります。孵化した幼生は、海中を浮遊して、その後着底して稚ガニとな

って、成長とともに浅場に移動するということでございます。 

 両種とも主としておおむね200メートルから300メートルぐらいの水深帯において多く分

布しているということでございます。 

 次に33ページの２－１、保護区の設定等をご覧ください。保護区は漁業者みずからが設

定したものと、関係府県が設定した保護礁の設置によるものがございます。その効果です

が、保護礁では網を曳けませんので、透明性・実効性の高い資源保護が可能となります。

また、増殖効果や、これら保護礁・保護区からしみ出す資源の持続的利用が期待されると

いうことでございます。 

 中段からの図をご覧いただきたいのですが、黒色、青色に塗りつぶした小さな四角形が

点在しておりますけれども、こちらが府県や国が保護礁を設置し、保護区が設定されてい

るところでございます。赤色の塗りつぶしは、水深帯規制が設定されている範囲でござい

ます。石川県沖の、ちょっと見づらいんですけれども、「令和元年漁期拡大」というふう

に書いておりますけれども、こちらの黒丸のところですが、先ほど説明いたしました水深

帯規制の制限区域が拡大されたところでございます。黄色の四角ですが、ミズガニが多く

分布しているということから、周年操業を自粛する保護区が設定されたところでございま

す。また、隠岐諸島北方の黒色の枠内に、「令和元年漁期新設」としておりますが、こち

らはズワイガニ漁期前の取り組みになりますが、ミズガニ保護を目的に操業禁止区域が設

定されたところでございます。 

 次に34ページの２－２、水深帯規制をご覧ください。ズワイガニの漁期外の３月21日か

ら11月５日までの操業におきまして、ズワイガニや小型のアカガレイが混獲されますが、

これを回避することを目的として、ズワイガニやアカガレイの未成魚・成魚雄が多く分布

する水深帯での操業を自粛するという水深帯規制に取り組んでいるところでございます。 

 次にその下の底びき網漁業の漁場と水深帯規制のイメージをご覧ください。こちらでは

京都府沖合の例を紹介いたします。中段左側の図は京都府沖合の漁場の概念図でございま

すが、陸側から赤色で囲んでありますのがニギス、ヤナギガレイ、タイ類の漁場で、次に

緑色で囲んでありますのがハタハタ、ソウハチ、ヒレグロ、アカガレイの漁場で、ここの

水深帯が大体200から250メートルぐらいの海域でございます。最後の青色で囲んでありま

すのがズワイガニ、アカガレイの漁場でして、ここの水深帯が250から350メートルぐらい
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の海域でございます。 

 次に、下段の図ですが、こちらはズワイガニ漁期外の220メートルから350メートル水深

帯規制の例でございます。左側の図はズワイガニ漁期前の規制の状況です。緑色の枠内で

すが、先ほどの中段のズワイガニとアカガレイの漁場を覆うような形となっておりますが、

この緑色の枠内は９月１日から11月５日までを、昼と夜操業禁止と、また、右側の図はズ

ワイガニ漁期後の規制の状況ですが、こちら、ハタハタ漁などへの影響も考慮しながら、

白色の枠内では３月21日から４月30日までを夜間のみ操業禁止として、ただし赤色の枠内

では同じ期間を昼と夜操業禁止として、最終的には緑色の枠内を５月31日まで昼と夜操業

禁止とする取組みが行われているところでございます。 

 最後、35ページでございます。自主規制遵守に向けた取り組み事例をご覧ください。こ

ちら、漁期中に実施されております業界内での取組内容でございます。兵庫、鳥取の底曳

網漁業協会で取決めた甲幅規制、雌ガニ７センチ未満、カタガニとミズガニいずれも10.5

センチ未満は漁獲しないという規制内容につきまして、ズワイガニを取り扱う卸売業者、

仲買加工業者などの市場関係者に周知することで、漁業者の遵守意識も高まり、規制遵守

の徹底にもつながるということから、このようなポスターを作成し、両県内の市場内に提

示しているところでございます。 

 以上、長くなりましたが、資源管理の取組みについて説明させていただきました。 

○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、ご意見等ございましたら承ります。よろしい

でしょうか。 

 では、私のほうから。鳥取、兵庫がカタガニの制限を9.5から10.5に、１センチ引き上

げるって、大分大胆な制限を導入していまして、資源学的にも効果があるだろうと思うの

で、単価も大分上がっているんじゃないかと考えるのですが、いかがでしょうか。 

○事務局（山本） すいません。価格面では今、データがございませんので、板倉委員に

お願いできたらと思います。 

○田中部会長 では板倉委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○板倉委員 すみません、鳥取の板倉です。今年は、はじめはあまりそんなに、10.5セン

チからちょっと上の辺のカニはそんなに高くはなかったですけれども、まあだんだん需要

が増えるに従って、多くなるに従って、相場というのはどういうふうに、原因が色々ある

でしょうけれども、ちょっと最近相場が上がってきております。昨年は10.5センチくらい
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のところのカニが結構相場が良かったです。今年はちょっと春が安かったですけれども、

だんだん昨年並みくらいにはなってきております。大体カニの相場って、11月や12月、11

月下旬ごろからだんだん上がってくるのが通念の状況です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 他に。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。特に質問がないということで、議題の１はここで閉じさせて

いただきます。 

 それでは議題の２、その他でございますけれども、事務局からは特にないようですが、

委員の方から、皆様から何かございませんでしょうか。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 ありがとうございます。（１）広域魚種の資源管理の、①日本海西部アカガ

レイ、②日本海西部ズワイガニの問題、全てわかりました。私はもう漁師としては終わろ

うとしている年でありますが、息子は底びきをやっておりまして、これから漁業をやろう

という方々のためにも、この資源管理型漁業というものは特に必要だと思って私は聞いて

おりました。 

 私は、あまり学歴もないので、皆さんみたいにうまくこのデータを見られませんけれど

も、このデータ見て思ったことがあります。私は、2006年は底びきをやっておりました。

あの頃はすごくカニもたくさん獲れましたが、急激にいなくなってしまいました。でも水

産庁の方々が資源管理型をこうやって推進してくださり資源評価も安定しています。石川

県では、この資源管理型は漁業調整委員会でもすごく皆さん理解していただいております

し、定置や漁船漁業の現場においても若い漁業者が推進しています。また、日本の中で働

き方改革が叫ばれている中、漁民にもその流れが押し寄せてきております。そういうこと

に順応していくためにも、これからの生活を支えていくためにも、資源管理型漁業を推進

していくのは必要不可欠と思っています。私は、石川県の漁業調整委員会の中でまとめて

決議したことを１つ、皆さんにご理解していただきたいと思っておりますので聞いてくだ

さい。 

 私は常にこの場で、また、午後からの本委員会の時もいつも言っている外国船問題、北

朝鮮の問題、それから中国船の問題、漁場利用の問題も言っておりますけれども、あ、時

間、時間ありますか。時間なかったらこの辺でやめますが。 

○田中部会長 いや、おそらく本委員会で仰られるほうがよいかと思いますが。 
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○志幸委員 本委員会で話そうかとも思ったのですが、私も今日は時間がないので最後ま

でいられるのかわからないものですから。それで今回、先に話そうかなと思って。皆さん、

５名の方でも10名の方でも理解していただければ嬉しいのです。会長は頭のいい方ですの

でご理解いただけると思いますし、また水産庁にも提言していただければ助かります。５

分ばかり時間を拝借したいと思います。 

○田中部会長 どうぞ。 

○志幸委員 皆さん、マスコミの報道でご存じだと思うのですが、イカ、それからサバ、

サンマ、いろいろと減少しております。イカなんか特にそうですね。この原因は、テレビ

なんかでも報道してますけれども、環境要因によるものかもわかりません。それと同時に、

やっぱり乱獲があると思うんです。昔、私たちが日本海で自由に漁をしていた時には、日

本海では、日本の漁船が大体80％、日本の漁船だけだったんですよ。それが今、６カ国で

すか、５カ国ですか、外国船がこうやって出てきている。その中でああいうような漁法で

乱獲すると、すぐいなくなります。今カニのデータを見たとおり、2006年、カニが獲れた

時ですが、漁業者は、獲るだけ獲れという考えでした。それが今、資源管理型になって、

カニなんかでも安定して推移しているんですよね。 

 これまでいろんな時代の流れがありましたけれども、この日本海の沖合で６カ国で獲り

尽くすと、恐らく沿岸の定置でも全然魚がいなくなると思います。太平洋と違って、湖の

ような日本海の中の魚、１匹残らず獲り尽くしてしまうと、日本海で魚なんか再び獲れる

でしょうか。私たち日本海で漁業をしている者は、漁業で飯が食えなくなってしまいます。 

 そういうことで、ひとつ田中部会長さん並びに委員の皆さん方、行政の方も、外国船に

この資源管理型漁業へ賛同していただくようひとつお願いしたいと思うんですよ。 

 そうでなくちゃ、私の息子も、今底びきをやっていますけれども、子供がやっと小学生

ですよ。この息子があと何年後に漁師やめるかなと思っているんですよ。所得もだんだん

少なくなってきましたし。これが現実ですよ、あなた方。漁師をいつやめようかなと言っ

ているんですよ。このままじゃ生活できないと言っているんですよ。他の同級生の所得が

だんだんと上になっていく、これは大学出てサラリーマンしている人のことですが。うち

の子供は35歳か36歳ですが、自分と一緒で中学しか出ていないんですよ。でも今時の子供

にしては珍しく漁師になって、これまでは、まあ結構豊かに生活していたんですが、この

頃だんだん所得も低くなって厳しくなってきたとういことです。 

昔、イカがいなくなった時は、休漁日設定とか箱数制限、漁獲制限をやりました。そ
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うしたら値段が暴落したこともありましたが、漁獲はずっと上がりました。一方、八戸沖

でまき網船が乱獲したときは、イカの漁獲は一気に減少しました。 

やはりこれからは、資源管理型漁業を漁業者の皆さんに推進していただけるよう指導

をお願いします。石川県では若い人たちはしっかりやっています。定置でも他の漁業でも、

すごいです。またよろしく、部会長、お願いします。終わります。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

他にございませんでしょうか。 

 なければ、それでは事務局から次回の部会の開催予定について、ご説明をよろしくお願

いいたします。 

○事務局（山本） 次回の日本海西部会の開催時期につきましては、来年の同時期に開催

したいと考えております。今後、本委員会の開催日程や部会長始め、委員の皆様方のご都

合をお聞きしながらご連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 それでは長時間にわたり、活発なご議論、ありがとうございました。本日の日本海西部

会はこれで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

のご協力、貴重なご意見、ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人の眞野委員、岩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、署名の方、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これをもちまして第28回日本海西部会を閉会させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時３５分 閉会 


