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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第33回 九州西部会 
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（ｗｅｂ開催） 

 

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）九州西部会事務規程の一部改正について 

  （３）その他 

     新たな資源管理の推進に向けたロードマップについて 

 

３．閉 会 
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午前10時30分 開会 

○松本資源管理推進官 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33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します。 

 このたびは、九州西部会としては初めてのウェブでの開催となります。御協力をよろし

くお願いします。 

 それでは、進めさせていただきます。 

 本日は、海区互選委員の杠委員、大臣選任委員のうち漁業者代表の金子委員が、事情や

むを得ず御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御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御報告い

たします。 

 また、本部会の事務局ですが、４月の人事異動によりまして、当事務所所長が加藤から

中里所長に替わっておりますので、併せてお知らせいたします。 

 それでは、田中部会長、よろしくお願いします。 

○田中部会長 皆さん、おはようございます。本日は大変お忙しい中、皆様におかれまし

ては九州西部会にウェブという形で御出席いただきまして、ありがとうございます。また、

本日は水産庁から魚谷資源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・教育機構水産資源研究所から養松副部長、平井主任研究員、水産技術研究所から樽谷

副部長ほか多数の方が御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、早速議題に入りたいと思います。 

 その前に、まず資料の確認を事務局の方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、配付資料の確認をさせていただきます。 

 事前にメールにてお配りしている資料ですが、まず本日の部会の議事次第、出席者名簿、

委員名簿、そして、本日の部会で御説明させていただく資料が資料１から５となります。 

 配付している資料につきましては以上となりますが、過不足等ございましたら、事務局

の方までチャットにてお申し付けいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、田中部会長、議事進行をよろしくお願いします。 

○田中部会長 それでは、議事を進めさせていただきますが、まず、後日まとめられます
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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。当部会の事務規程第11条によ

り、誠に僭越ではございますが、私、部会長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、海区互選委員からは本田委員、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。 

○濵田委員 承知しました。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

○本田委員 福岡県の本田です。承知しました。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 こうやって返事していただくと、ウェブでも会議をしているという感じが出るので、皆

さん、積極的に御発言よろしくお願いいたします。 

 今回は、九州西部会として初めてのウェブ会議となります。５月の本委員会や昨日行わ

れた他の部会に出席されて、既に承知の方もいらっしゃると思いますが、委員の皆様にお

かれましては、マイクをミュート、消音していただき、発言する際、まず音声またはチャ

ット機能により発言の意思を示していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 その際にですが、まず最初に、どなたが発言するかウェブではなかなか分かりにくいの

で、最初にお名前を一言入れていただくと、大変助かります。 

 それから、手続につきましては、事前に事務局よりお送りいたしましたウェブ会議の進

め方を御参照いただき、円滑な議事進行に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、議題の方に移りたいと思います。 

 まず、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ところの日本海、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の水産資源調査、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・教育機構水産資源研究所及び水産技術

研究所の担当から御説明いただき、事務局からは、九州・山口北西海域トラフグ広域資源

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

状況について、報告と説明を頂くこととしております。議事次第の魚種ごとに進めてまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、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
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究・教育機構水産資源研究所の平井主任研究員から御説明をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○平井主任研究員 資源研の平井です。お世話になります。本年度からトラフグ日本海・

東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価を担当しております。よろしくお願いいたします。 

 こちらの系群ですが、①のスライドに記しておりますように、今年度、22府県１機関か

ら構成しております。それに加えて、資源研の方で担当しております。22府県のうち、今

年度から山形県さんに参画いただいております。ですので、今年度の資源評価結果につい

ては、山形県さんを除く21府県のデータから構成しております。 

 次に、②のスライドをお願いします。 

 21府県さんの資料を、漁獲量情報を集めまして集計した結果が②のスライドになります。

こちらを集計しました結果、2019年度漁期の漁獲量は161トンとなっております。またあ

わせて、人工種苗の放流結果についても集計をしておりまして、こちらについては164万

7,000尾の放流がされております。 

 それから、続きまして、資料の中ではスライドの③番になります。 

 これを海域別に集計したのが③のスライドになります。こちらの方では、瀬戸内海、実

線のところですが、これはずっと減少が続いております。それから、日本海・東シナ海に

つきましては、ほぼ横ばいなのですが、2017年以降、減少に転じておりまして、2019年の

前年比では16％減となっております。それから、僅かに微増なんですけれども、破線のと

ころですが、有明海については９％増となっております。この内訳としましては、親魚が

16％増加しているんですが、当歳魚については46％の減少となっております。 

 続きまして、スライドの④になります。 

 漁獲努力量と資源量指標値の推移になります。こちらについては、代表としまして、九

州・山口北西海域のはえ縄漁業の図を示しております。 

 よろしいでしょうか、進めますが。 

○松本資源管理推進官 少しお待ちください。画面共有がうまくいってないようなので、

少々お待ちください。 

 いかがでしょうか、画面映っておりますでしょうか。 

○平井主任研究員 平井の方、映りました。 

○松本資源管理推進官 映ってない方、いらっしゃいますでしょうか。 

 では、平井さん、このまま発表の続き、よろしくお願いします。 
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○平井主任研究員 では、先ほどから続けまして、スライド４の説明をさせていただきま

す。 

 九州・山口北西海域のはえ縄漁業の例を、漁獲努力量の推移としてお示ししております。

はえ縄のこの針数については、2014年以降は減少が続いているんですけれども、ＣＰＵＥ

の方は、昨年度までも増加傾向というのは御報告させていただいていたんですが、2017年

をピークに、18年、19年は減少に転じております。 

 次、お願いします。 

 このように各海域の漁獲量を集計しまして、こちらに示しているような資源評価方法で

解析を行っております。手法としては昨年度と大きな変化はないんですけれども、赤枠で

示したところ、全長階級値別雌雄割合なんですけれども、これについては、2016年以降に

水産資源研究所で収集したデータが大分蓄積してきておりますので、これを追加して、新

しく組み直して計算をしております。 

 次、お願いします。 

 具体的な結果にいきます。こちらでは年齢別の漁獲尾数の推移を示しております。昨年

度までと同様、この３歳以上の群ですが、こちらについては、漁獲尾数については大きな

変化はありません。このままでちょっと見ていると分かりづらいので、下の段に割合に変

換したものをお示ししております。こちらで見ますと、大体グレーの濃いところ、ゼロ歳

魚、その年に生まれたものですとか、あとは白で抜いている１歳のところ、こちらについ

ては割合が減少しているということで、３歳以上については漁獲尾数、変わっていないん

ですけれども、ゼロ歳、１歳の尾数が変わったので、割合としては増えているという結果

になっております。 

 次、お願いします。 

 先ほどの⑥の結果を海域別にお示ししたのがこちらのグラフになります。有明海ではゼ

ロ歳魚とそれから産卵海域へ来た親魚が中心になっております。それから、瀬戸内海につ

いてはゼロ歳魚が中心なんですけれども、１歳魚の割合がちょっと多くなっているという

結果になっております。それから、日本海・東シナ海については、こちらは２歳以上が中

心ということで、この傾向はこれまでと変わりはありません。 

 次、お願いします。 

 年齢別漁獲尾数を用いまして、コホート解析によって算出した資源量ですが、こちらに

ついては2019年度漁期は、このお示ししているように534トンということで、本系群、評
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価を始めてから最低値となっております。 

 次、お願いします。 

 親魚量と再生産成功率の整理ですが、先ほど資源量としては減少しているんですけれど

も、親魚量については、こちらはちょっと横ばいの傾向となっております。一時期、これ

はちょっと増加傾向というような評価をした年もあるんですけれども、この年度変化と比

べて具体的な増加の相関はありませんでしたので、本年度評価では横ばいというふうに判

断をしております。ただ、昨年度に比べますと今年度は減少しまして、274トンという結

果になりました。 

 これに対しまして、再生産成功率なんですけれども、2015年以降ずっと減少が続いてお

りまして、2019年は0.3尾・パー・キログラムということで、過去最低値となっておりま

す。 

 次、お願いします。 

 再生産関係なんでけれども、こちらは横軸に親魚の量、縦に天然ゼロ歳の資源尾数を取

っているんですが、緩やかに正の相関があるように見えるんですけれども、同じ親魚量で

見ますと、かなり当歳魚の資源尾数、変動がありますので、これではちょっと明瞭に再生

産関係があるか認められませんので、そのように判断をしております。それから、資源量

が多かった頃の情報がないということで、Blimitは設定しておりません。 

 次、お願いします。 

 年齢別のＦなんですけれども、漁獲の強さということですが、これは２歳よりも下の年

齢、これはＦがずっと低下傾向にあります。これに対しまして、３歳以上ですが、３歳以

上についても、これはＦは増加しているという御報告した年もこれまであるんですが、こ

ちらも年変化と比べて相関ありませんので、本年度評価ではこれは横ばいというふうに判

断をしております。 

 次、お願いします。 

 資源水準の評価に移りますが、ここの系群なんですけれども、かなり広範囲な海域を扱

っているということと、海域ごとの資源量指標値が十分情報がないということもありまし

て、まとまった形のこの長期の資源量指標値がありません。ですので、その代替としまし

て、集積市場にもなっている下関唐戸魚市場さんの取扱量、こちらを参考にさせていただ

いております。ただ、1999年以上のデータ、外海産の方では、これはＥＥＺ、それから領

海以外の漁獲物が含まれているということが、ちょっと扱いにくい点があります。そうい
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った背景から、これは内海産の方の情報を資源水準の方で使っております。 

 次、お願いします。 

 こちらが内海産の取扱量の推移になります。御覧のように、高位が大体472トン以上、

それから中位が236トン以上ということで、あと、それより下が低位というふうに判断を

しております。直近10年間なんですけれども、この低位の水準の236トンを大きく下回っ

ておりますし、近年、この少ない範囲ですけれども、現に消耗しているということで、資

源水準は低位で、資源動向は減少というふうに判断をしました。 

 次、お願いします。 

 次、こちらがゼロ歳の資源尾数のうちの天然魚と放流魚の内訳になります。計算結果か

ら、ゼロ歳の資源尾数は、天然魚と放流魚と合わせて10万2,000尾という結果になってお

ります。 

○松本資源管理推進官 平井研究員、聞こえますでしょうか。 

○平井主任研究員 落ちました。今、つながっていますかね。 

○松本資源管理推進官 はい、つながっております。次、15ページからでよろしいですか。 

○平井主任研究員 はい、お願いします。 

○松本資源管理推進官 お願いします。 

○平井主任研究員 先ほどの14ページを割合で示したものがこちらになります。この割合

で示したうちの放流魚の割合が混入率になります。こちらでは混入率が25％という結果に

なりました。 

 次、お願いします。 

 混入率から放流魚の資源尾数が出ますので、それを用いまして算出した放流魚の添加効

率ですが、こちらを計算しましたところ、0.015ということで、これも低下傾向という結

果になっております。 

 次、お願いします。 

 この結果を基に放流魚の割合と漁獲係数を取りまして、行政的な管理目標である資源量

840トンを、現状のＦのまま種苗放流のみで達成できるかというのを検討したのが、この

等量線図になるんですけれども、これを計算しますと、現状で165万尾弱、放流されてい

るんですけれども、それに加えて600万３千尾まで増加させないと、この840トンが達成で

きないという計算結果になりまして、種苗放流のみでの目標達成は困難であろうと、そう

いう判断になりました。 
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 次、お願いします。 

 ＡＢＣの算定結果です。2021年漁期のＡＢＣ算定結果になりますが、こちらについては、

管理基準は0.58Fcurrentとなります。2021年のＡＢＣtargetが63トン、limitが77トンと

いうことになります。 

 これは昨年の結果と比較します。次のスライドになります。 

 昨年の結果の方では0.59Fcurrentでしたので、昨年に比べると大きな変化はないんです

けれども、いずれにしても、昨年も今年も厳しいＡＢＣの結果ということになります。 

 次、お願いします。 

 再評価の結果ですけれども、2019年漁期の2020年の再々評価の結果では534トン、それ

から2020年の漁期、2020年の再評価は443トンとなりまして、いずれもこの前年の再評価、

2019年の再評価の455トンですとか2020年漁期当初の426トンの再評価に比べると、上方修

正されております。 

 要因としましては、ゼロ歳魚の加入量把握が従来どおり余り精度がよくないというのは

あるんですけれども、同時に２歳以上の資源量が上方修正されております。再々評価の結

果、２歳以上の資源量はある程度維持されているという結果が出ておりますので、上方修

正されたという結果になります。 

 次、お願いします。 

 将来予測の方ですが、これについては従来から報告しているとおり、大きな傾向として

は変化はありませんでした。資源量は現状のＦからいうと、継続すると、2027年漁期の資

源量は394トンということで、目標には届かないという結果になります。 

 次、お願いします。 

 最後に、ＡＢＣ以外の管理方策の提言ですが、昨年度までも各産卵場及び成育場の保護

ですとか、それから従来から進められているような未成魚の漁獲抑制、こちらと種苗放流

の高度化ということについては、引き続き取り組んでいく必要があるということで提示さ

せていただきました。 

 これに加えまして、未成魚の漁獲抑制だけではなくて、実際の未成魚の管理量に貢献す

る成魚の方も含めて、特定の年齢に偏らない資源管理を取り組んでいただくことが、資源

の維持にはいいだろうということで、こちらについては今年度、追加で提示させていただ

いております。 

 私の方からは以上になります。 
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○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問等あれば承ります。 

 なかなかこれは専門的な内容で、理解するのは難しいのかもしれませんが。 

 私の方から、じゃ最初にちょっと質問させていただきますが、これは４枚目のスライド

を見ると、ＣＰＵＥが増えている状況で、一方で、資源管理評価の方は逆の傾向ですよね。

これはやっぱりどっちかが正しくて、どっちかが間違っているということなんだと思うん

ですけれども。もう一つの問題としては、漁獲量の推移を見ると、瀬戸内だけが多分、大

幅に減っていて、ほかはそう極端には減っていないんじゃないかという。矛盾がいっぱい

というか、いろいろあると思うんです。その辺、少し、将来的に本格的な管理を始める、

漁獲量規制、もしやるんだとすればですよ、ちゃんと解消した方がいいのではないかとい

うふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○平井主任研究員 現状の評価の方では、実はこの系群、まだチューニングができており

ませんので、ちょっとＣＰＵＥの変動の方との計算結果が合わないという点も、そういっ

た点もあるのかなというのは思ってはおります。ただ、それぞれの海域でどういった値を、

ＣＰＵＥの標準化等も含めて、検討していくのがいいのかという点については、現在、検

討をしているところです。 

 なかなかそこを今すぐ解消をできるかどうかという点については、ちょっと何とも、ど

れぐらいのスケジュール感でできるかというのは、見通しは立っていないんですが、その

点については今後も改善できるように検討はしていくつもりです。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 委員の皆様から何か御質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○中島委員 すみません、中島ですが。 

○田中部会長 はいどうぞ。中島委員、どうぞ。 

○中島委員 よろしいですか。 

 今、ちょっとお話のありました瀬戸内海の関係も出てくるんでしょうけれども、再生産

成功率が低下しているって、この原因なり、昨年のこの会議でも言ったと思うんですけれ

ども、その辺、何か原因について新しい知見なりが出ているでしょうか。 

○平井主任研究員 水研の平井です。 

 生態調査の事業を別に組んでおりまして、そちらの調査の方では、個別の産卵場での情
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報になりますが、産卵来遊が減っている海域というのも実際にはあります。現状の資源評

価では、親魚が毎年、全数、産卵場に帰っているという前提で、生態情報が限られており

ますので、産卵場に帰っているという前提で評価しておりますので、そうしますと、成熟

する年齢以上の親魚については、全部親魚として判断をしております。実際にはそれがち

ゃんと産卵場に帰れていないのではないのかなというのは、 生態情報としては、経験的

なものなんですけれども、ちょっと感じる部分はありまして、その点も含めて今後、検討

はしなければいけないというふうには思っております。 

○中島委員 要は、資源の添加がないと前の方には進まないと思いますので、その辺の原

因究明なり、また改善方法について、今後の研究、よろしくお願いいたします。 

○平井主任研究員 引き続きよろしくお願いします。 

○田中部会長 中島委員、よろしいでしょうか。 

○中島委員 はい。 

○田中部会長 今の点も、チューニングして資源量が増加傾向になったとすると、加入量

もこんなに減ってなくて、ＲＰＳもこんなに下がってないという結果になることも予想さ

れますので、その点も含めまして、御検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 ほかの委員の方々から御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 なかなか雰囲気が上がらないので、５秒待ってなかったら、次の議題に進めさせていた

だくという段取りで進めさせていただきたいと思いますが。 

 それでは、特に御意見がなかったということで、それでは次の九州・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、事務局から御説明、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、九州漁業調整事務所で資源管理を担当しております松

本から、御説明させていただきます。 

 まずは、お手元の資料１の23ページを御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令和２年度の取組状況です。 

 まず、１．広域資源管理方針の実施につきましては、左の欄に措置の項目を、右の欄に

実施状況を記載しております。 

 まず、（１）の漁獲努力量の削減措置ですが、①休漁期間の設定、②全長制限、③操業

の承認及び届出を実施しています。なお、漁獲努力量削減措置の①から③の取組につきま

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。 
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 次に、（２）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。 

 25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140万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な御努力を頂いておりまして、更に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。 

 また、23ページに戻りまして、（３）漁場環境の保全措置の取組としまして、山口県、

福岡県、佐賀県及び長崎県の４県において、投棄漁具等を回収する海底清掃を実施してお

ります。 

 ２．その他の取組といたしまして、①トラフグ親魚の標識放流ですが、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上げ、標識再放流を実施しており、これまで

に793尾、令和２年度は71尾を放流し、これまでに50尾が再捕されており、そのうち27尾

については、産卵済みであることが確認されています。 

 また、昨年から福岡県と水産資源研究所の試みとして、関門海峡で採捕された親魚の買

取り再放流を、これまで96尾、令和２年度は雌親魚13尾、雄親魚37尾実施しており、その

放流個体に標識タグを、また、一部個体には水深が記録されるロガーを装着し、昨年は１

個体が関門海峡東側で採捕され、水深の記録から、この周辺海域が産卵場である可能性が

高いと判断されました。令和２年度は、現在までに採捕報告はされていませんが、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、②令和元年度漁期の漁模様といたしまして、水産資

源研究所作成のトラフグの外海産漁獲量を載せております。令和元年度の漁獲量は計、約

76.5トン、対前年比81％となっております。 

 27ページにつきましては、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はじめ、関係漁業者と資源の回復に向けた取組を検

討していくこととしております。 

 続きまして、資料１－３は、令和元年度漁期のトラフグはえ縄漁業の操業実績報告を取

りまとめたものです。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。 

 28ページは、承認・届出隻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
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たものです。令和元年度漁期の承認・届出隻数が合計227隻、操業実績隻数が合計121隻と

なっております。 

 続きまして、29ページは、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

のです。下の方に、小さくて申し訳ございませんが、全体の合計で３万6,405尾というふ

うになっております。 

 次の30ページは、29ページの数値を県別、月別にした表となっております。 

 続きまして、31ページ目は、平成21年度から漁獲尾数を月別に出したものを棒グラフで

示しております。棒グラフの合計を見ていただいてお分かりだと思いますが、令和元年度

は漁獲量が残念ながら低くなっております。その中でも、１月のところが特に低い数字と

なっております。 

 そこで、昨年より、漁獲量が大幅に下がっている山口県と福岡県のそのときの状況を関

係者に聞いてみましたところ、山口県からは、１月の水温が高く推移し、トラフグが南下

するのが遅かったこと、それと、トラフグを狙って縄を下ろしても、その前にサバフグ、

シマフグ類が大量に掛かり、処理に時間を要したことが、捕れなかった要因と聞いていま

す。福岡県からは、やはり水温が高く、トラフグの南下・来遊が少なかったと聞いていま

す。漁獲量が少なかった原因はこれだけでないと思いますが、関係者から聞き取った情報

は以上となります。 

 関係県の漁業者の皆様におかれましては、非常に御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。今後ともよろしくお願いします。 

 最後に、トラフグ広域資源管理方針に関してです。資料１－４で説明させていただきま

す。 

 なお、方針（案）本文の現時点での新旧対照表を、33ページから参考までに添付してお

ります。 

 現行の九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針の実施期間が、令和３年４月末で

終了することに伴い、関係者が集まる広域資源管理検討会等において検討を進め、その結

果、資源管理の取組を今後も継続していくこととなりました。これまでの協議結果を反映

した方針の新旧対照について概要がこの資料１－４となっております。左側が現行、右側

が改正案となります。内容について改正部分を簡単に御説明させていただきます。 

 改正部分の３ですが、目標については、平成29年に開催されたトラフグ資源管理検討会

で示されたものに改正しております。４、資源水準の現状に関しましては、平成元年度の
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資源評価結果に合わせた改正となっております。５（１）広域資源管理のために講じる措

置についてですが、現段階では今行っている措置を継続することになりました。今後資源

評価の進捗等を踏まえ、関係者で検討を行ってよりよい措置にしていきたいと考えている

ところでございます。５（２）の資源培養措置についてですが、各種標識再捕調査及び資

源評価の結果から、現在種苗放流は資源への添加効率が残念ながら低い傾向にあります。

このため、現在行っている未成魚の漁獲抑制とともに、効果のある放流ということで、種

苗放流の高度化の更なる強化を行うとしております。 

 これらの方針の見直しと広調委指示につきましては、今後特段の問題等がなければ、細

かい文言等の修正後に関係者で最終的に合意したものにより、春に開催予定の広域漁業調

整委員会の本委員会で報告し、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。 

 トラフグの資源管理の取組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。 

 ただいまの御説明につきまして御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。ど

うぞ、中島委員。 

○中島委員 資料32ページ、広域資源管理方針についてちょっとお伺いしたいと思います。

５（２）の資源培養措置の中で、未成魚の漁獲抑制ということで今までやられてきたんで

すけれども、瀬戸内海等での進捗状況はいかがかということが１点と。 

 今後の種苗放流の高度化の取組の更なる強化という記載がございますけれども、具体的

にはどのようなことを想定されているのか、その辺を教示願いたいと思います。 

○平井主任研究員 御質問ありがとうございます。 

 まず１点目にありました瀬戸内海の方に関しましては、すみません、ちょっと今瀬戸内

海の方の資料が手元にございませんので、こちらから返答いたしかねるというところでご

ざいます。 

 ２つ目にございました資源の培養措置の高度化に関しましてですが、現在具体的なこと

がまだこれというものが今はございませんが、関係県、九州栽培漁業推進協議会、また水

産資源研究所と検討して、よりよい高度化の更なる強化をしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○田中部会長 中島委員、続けてどうぞ。 
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○中島委員 種苗放流の高度化の取組につきましてはまたできるものできないものもいろ

いろあると思いますが、検討の上、また各県とも協議の上進めていただければと思います。 

 それと、未成魚の漁獲抑制につきまして、先ほど親魚といいますか、大型魚の方の抑制

も今後考える必要があるという知見も出ておりました。漁業者の皆さんの激変緩和を防ぐ

ためにも、また平等化といいますか管理を平等にするためにも未成魚の抑制についても併

せて検討願うように、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○松本資源管理推進官 今のことに関しましてしっかり検討していきたいと思います。ま

た、系群全体の話でもございますので、トラフグの資源管理検討会、皆様の間では全国会

議と呼ばれているものですが、そちらでも検討していって、平等化なり進めていって、よ

りよい資源管理措置を組みたいと思っているところでございます。ありがとうございます。 

○中島委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 ほかにコメント。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。瀬戸内海の取組について補足の

説明をさせていただきたいと思います。 

 本年11月19日に先ほど松本の方から紹介のありましたトラフグの全国会議がありまして、

その中で瀬戸内海なかなか取組の進捗が難しい側面もあるんですけれども、行政として各

地をこれから訪問しまして、新たな資源管理もこの後御紹介しますが、始まってくるとい

うこともございますので、各地を行政がきちんと訪問して、こちらの考え等を御説明する

とともに、様々な漁業実態があると承知していますので、その漁業実態についての聞き取

り等を重ねて方策を考えていきたいと考えているところでございます。 

 補足の説明は以上です。 

○中島委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 補足説明ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○波積委員 すみません、質問よろしいでしょうか。 

○田中部会長 どうぞ。 

○波積委員 熊本学園大学の波積と申します。 

 28ページの届出隻数と操業の実績隻数が半分くらいの違いがあるんですが、この点につ

いて教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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○松本資源管理推進官 御質問ありがとうございます。 

 その実績隻数と承認及び届出隻数の差でございますが、やはり群れが来てる来てない、

そういったところが多く加味されて、多く獲れるときにはやはり皆さん操業に出るので実

績というのは上がってくるんですが、余り来遊が少ないとどうしても実績が上がってこな

いという結果になっているところでございます。 

 以上でございます。 

○波積委員 ありがとうございます。 

○田中部会長 ほかにございますでしょうか。 

○合瀬委員 すみません、合瀬ですが、大丈夫でしょうか。 

○田中部会長 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 基本的なことを教えてほしいんですが。32ページの放流魚の由来漁獲物が

５％から17％で「低い」と紹介されましたけれども、目標としては放流魚由来のものがど

のくらいあれば放流が機能していると判断されるものなのかというのが１つ。 

 それから22ページでＡＢＣ管理によらない管理方法のところの最後。特定の年齢に偏ら

ない資源管理の取組というのがあります。これは何を示しているのか、そのあたりを教え

ていただければと思います。 

○松本資源管理推進官 すみません、ここは専門的なところになりますので、水産資源研

究所の平井主任研究員からお答え願えませんでしょうか。 

○平井主任研究員 水研の平井です。 

 まず最初の放流の必要数ですね、先ほど私の方で、まず九州・山口北西海域に出てから

の部分については私どもの方では評価の計算対象とは今しておりませんので、具体的には

どこまで増えればいいという数字はちょっと持ち合わせておりません。 

○合瀬委員 先ほどコメントで、放流魚由来漁獲物が５％から17％しかないと、極めて低

いというふうに評価されましたけれども、ということは、どのぐらいあれば要するに放流

魚が回収される率がどのぐらいあれば機能しているというふうに見るべきなのかというと

ころをちょっと教えていただきたくて質問しました。 

○平井主任研究員 当歳魚の加入時点の放流種苗の寄与については評価結果のスライドの

17ですね、こちらの方で放流のみで管理目標を達成する場合の数字については600万３千

尾ということで計算結果は示しております。これ実際に既に165万尾弱放流を各県で取り

組んでいただいていますので、それについて放流のみで達成していくというのは現実的で



－16－ 

はないという判断をしております。 

○合瀬委員 尾数とパーセントがごちゃごちゃになってるので、32ページの５の（２）の

資源培養措置のところで、たしか５％から17％が放流魚由来漁獲物、これが極めて低いと

いうふうに御紹介されました。これが十分機能しているというふうに評価できる数字とい

うのは大体何％というのが聞きたかったところです。 

○平井主任研究員 この外海銘柄については私ども水研の方ではこの評価書での計算では

用いておりませんので、具体的にどこまで引き上げればというのを今お示しすることはち

ょっと難しいです。 

○合瀬委員 この32ページ御紹介していただいた方ってどなたでしたっけ。 

○松本資源管理推進官 事務局の松本でございます。 

○合瀬委員 ５の（２）の資源培養措置のところで、５から17％が放流魚由来漁獲物であ

る。そして一番最後に、種苗放流の高度化の取組の更なる強化を行うとまとめてあります。

それでは、放流魚由来漁獲物というのは何％ぐらいになれば機能していると評価されてい

るのかということをちょっと知りたくて。いや、あまり関係がなければ結構です。 

○松本資源管理推進官 機能と言われますと、ちょっとそこは私の方から答えるの難しい

ところではあるんですが。以前と比べて…… 

○田中部会長 松本さん、私の方から簡単に。 

○松本資源管理推進官 お願いします。 

○田中部会長 ここに書いてある５から17％という割合が期待されている割合より低いと

いう意味だと思うんですね。本当だったらもっと生き残ってたくさん回収されるはずなの

に、添加効率が悪いと、それを引き上げたいと。そのためにもっと生き残りが高くなるよ

うな種苗放流方法、あるいは生残率を高めるためにもうちょっと大きい種苗で放流すると

か、そういう強化の取組をした方がいいんじゃないかという御提案ではないかと思うんで

すけれども。こういう説明でよろしいでしょうか。 

○合瀬委員 期待されている数字よりは低い、つまり以前より低いというふうに解釈すべ

きですか。 

○田中部会長 最近下がっていることが多分懸念されていて、もっと高い回収率があって

しかるべきだと思っているんだと思います。 

○合瀬委員 分かりました。そういう表現なんですね。 

○田中部会長 よろしいでしょうか。 
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○合瀬委員 はい。 

○田中部会長 ほかにございませんでしょうか、 

○西田課長補佐 あと１点、合瀬委員からの御質問でありました、特定の年齢に偏らない

資源管理の取組ということでございますが、現行例えば主流で行われている規制の１つに

サイズ規制というのがありまして、サイズ規制は正に特定の年齢以下のものを保護する方

策ということになろうかと思います。大型魚の方も保護が必要であった場合に、今打つ手

として考えられる施策の手段の１つとしては、例えば数量管理の導入が考えられるかと思

います。 

 以上です。 

○合瀬委員 サイズとともに数量の管理をするということをここは書かれているというこ

とですか。 

○西田課長補佐 はい、大型魚も保護するとなった場合はそういった手段も考えられるの

ではないかということです。 

○合瀬委員 分かりました。ありがとうございました。 

○田中部会長 ほかにございませんでしょうか。大分議論盛り上がりましたけれども。ウ

ェブでこれだけ盛り上がることなかなかないので。ありがとうございます。 

 それでは、このトラフグ資源管理につきましては、先ほど来説明のありました令和３年

度からの新しい広域資源管理方針と来年度の委員会指示、これらにつきましては来春開催

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して提案して審議していた

だくという形にしたいと思いますのですが、それで皆さんよろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 何かご異議のある方はチャットもしくは音声で言っていただけますと有り難いんですけ

れども。よろしいですか。こちらの方から手を挙げてる方はいらっしゃらない。皆さんに

は見えないかもしれませんけれども。では、５秒待ってなかったら御賛同いただいたとい

うことにさせていただきます。 

 ありがとうございます。それでは、異議がなかったということで処理させていただきま

す。ありがとうございました。 

 ということで、来春、広域管理方針と委員会指示等につきましては、春の広域漁業調整

委員会の本委員会に報告、提案するということにしたいと思います。ありがとうございま

した。 
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 それでは、大分時間も押してしまいましたので、次に、有明海のガザミにつきまして、

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所の樽谷副部長から御説明をお願いい

たします。 

○樽谷副部長 水産研究・教育機構水産技術研究所の樽谷でございます。聞こえてますで

しょうか。 

○田中部会長 はい、聞こえております。ちょっと時間も押してしまったので、申し訳あ

りませんが、要点を中心によろしくお願いします。 

○樽谷副部長 分かりました。 

 それでは、有明海ガザミの資源調査の概要につきまして、各県機関の皆様に取りまとめ

ていただいた資料に基づいて説明させていただきます。 

 まず、調査の概要につきましては、ほぼ例年どおりの調査が行われています。これにつ

きましては後ほど御覧いただければと思います。 

 続きまして、有明４県におけます漁業の概要ですが、主な漁法は、かご、固定式さし網、

たもすくい網、小型底びき網の４種類となっております。 

 続きまして、近年の漁獲動向につきまして、次のページをお願いします。上にお示しし

ています図１が平成21年以降の有明海４県の推定漁獲量の推移を示しています。平成30年、

令和元年度の推定漁獲量は130から140トン程度で、微増傾向にはございますが、依然資源

レベルは低位で推移しております。 

 その下の図２－１と図２－２に福岡県、佐賀県、熊本県におけますＣＰＵＥの推移を示

しています。令和元年のＣＰＵＥにつきましては、福岡県海域、熊本県海域では平年を上

回っていましたが、佐賀県海域につきましては下回っていました。 

 続きまして、有明海におけますガザミの生物学的特性の概要につきまして簡単に御説明

いたします。産卵期はおおむね５月から10月で、産卵場所は有明海の中央部から湾奥部と

考えられています。 

 抱卵雌の比率につきましては次のページをお願いします。こちらの図３に示しています

とおり、５月がピークとなっております。 

 成熟年齢につきましては、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

れておりますが、図４に示しましたとおり、近年は13センチ大の抱卵雌が各県海域で見つ

かるようになっています。 

 次のページをお願いします。性比につきましては図５に示しましたとおり、季節変化は
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見られますが、雄の方が多いというこれまでの傾向と同様のトレンドが見られています。 

 続きまして、移動につきましては、有明海で放流された個体は主に有明海内で再捕され

ますが、有明海の西南部に位置しています橘湾などでも再捕されますことから、有明海の

湾奥部から橘湾まで広範囲に移動しているということが確認されています。 

 寿命につきましては、一般的に二、三年程度と考えられています。 

 次のページをお願いします。９の成長についてですけれども、平成28年から実施されて

おりますＤＮＡ標識を用いた放流種苗の追跡調査の結果から、成長の早い個体では放流後

90日程度で全甲幅長が15センチメートルを超えるということ。また、越冬後には15から20

センチ程度にまで成長していたということが確認されています。 

 また、漁獲の中心につきましては、その下の図７に示しますとおり、甲幅長が15から18

センチメートルの個体が中心となっておりまして、有明海ガザミ広域資源管理方針により

まして、甲羅の幅が12センチ以下の小型個体につきましては再放流することとなっており

ます。 

 次のページをお願いします。最後に、資源の状態ですが、有明４県におけますガザミの

漁獲量の推移を図８－１に示しています。有明海におけますガザミの漁獲量は、昭和60年

に1,800トン程度でピークを記録した後、減少の一途をたどっております。平成28年には

60トンとこれまでで最低の漁獲量を記録しました。平成30年、令和元年度は、冒頭でも御

説明しましたように、130から140トン程度とやや増加傾向にはございますが、依然低位で

推移しております。 

 次のページをお願いします。こちらの図９に県別の漁獲量を示しています。まず、福岡

県海域につきましては、平成３年の75トンをピークに減少傾向、平成12年以降は20トン程

度で推移しています。令和元年度は19トンで、資源水準は低位で、増加傾向にあると判断

されています。 

 佐賀県海域につきましては、昭和50年代に100トン前後で推移していましたが、昭和60

年に700トン台に急増した後減少し、平成12年には23トンにまで減少しました。平成14年

以降につきましてはおおむね10から66トンの範囲で推移していますことから、漁獲量は低

水準で、近年は横ばい傾向で推移していると判断されています。 

 長崎県海域につきましては、昭和60年に最高762トンを記録しましたが、その後減少し、

平成22年には18トンにまで減少しました。その後は増減を繰り返して、令和元年の漁獲量

は36トンということで、やはり資源レベルは低位で、横ばい傾向にあると判断されていま
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す。 

 最後に、熊本県海域ですが、昭和60年の284トンをピークにこちらも減少傾向にあり、

近年はおおむね30トン前後で推移しています。ということで、資源水準はやはり低位で、

若干ではありますが増加傾向にあると判断されています。 

 以上のことを踏まえまして、各県から資源回復に関するコメントが提出されています。

現在有明海ガザミ広域資源管理方針に基づきまして、抱卵個体の保護でありますとか、全

甲幅長が12センチ以下の小型個体の再放流、さらには休漁期間の設定や種苗放流による積

極的な培養措置、漁場環境の改善措置などにも取り組まれています。これらにつきまして

は引き続き取り組んでいく必要があると考えています。 

 また、有明海４県によります共同調査の結果、有明海のガザミに関する生物学的な知見

も徐々にではありますが集積されつつありますことから、今後も調査を継続し、更に拡充

を図ることでより効果的な資源管理や種苗放流技術の開発にもつなげていきたいと考えて

います。 

 以上、少し速足で説明をしてしまいましたが、以上で私からの御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。 

 ただいまの御説明につきまして御質問等ございましたら承ります。 

 これ13センチで成熟する個体が毎年見つかってきたというそういう理解でよろしいです

か。もしそうなら、そういった１回卵を産ませてから獲る方がよろしいんじゃないかとい

うふうに考えられますけれども。 

○樽谷副部長 近年そういう個体が毎年のように確認されるようになってきているようで

す。それを含めてどういうサイズをどういう時期に獲っていくのが効率的なのかというと

ころも含めて更に基礎的な知見を集積して今後検討していきたいというふうに考えていま

す。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ほかに委員の皆様から御質問等ございますでしょうか。 

○福田委員 熊本県の福田と申します。 

○田中部会長 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 今の図の佐賀県のところがグッと下がっておりますけれども、これは泥質化

が関係していませんでしょうか。 
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 それから２番目に、全体的に下がってますけれども、仙台とか東北の方でガザミが多く

獲れているということを聞いてるんですけれども、その辺の海水温度との関係ですね、地

球温暖化の関係も関係あるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○樽谷副部長 御質問ありがとうございました。 

 まず１番目の佐賀県海域におけます減少の要因ですけれども、具体的に残念ながらこれ

が原因ですということを現時点でお示しすることはできません。ただ、１つの要因として

泥質化とか底泥の環境についても要因の１つとして挙げられるかもしれません。 

 それと、２点目の地球温暖化も含めた気候変動の影響につきましては、現在水温等環境

要因との関係につきましても解析に取り掛かっているところです。残念ながら現時点で具

体的な結果をお示しすることはできませんが、今後解析を進めて、そちらの方からも検討

を進めていきたいと考えています。 

○福田委員 ありがとうございました。 

○田中部会長 ほかに御質問ございますでしょうか。 

 それでは、特段ないということで。 

 それでは、次に、有明海ガザミ広域資源管理の取組状況について、事務局から御説明よ

ろしくお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 それでは、有明海ガザミ広域資源管理の取組状況につきまして、

事務局松本から御説明いたします。よろしくお願いします。 

 お手元の55ページ、資料２－２を御覧いただきたいと思います。有明海ガザミ広域資源

管理方針に基づく令和２年度の取組状況です。左の欄に措置の項目を、右の欄の項目ごと

に実施状況を記載しております。 

 まず、（１）の漁獲努力量の削減措置ですが、①から④、右の欄にある措置を実施して

います。なお、④の採捕禁止期間の設定につきましては、その実効性を担保するために、

広域漁業調整委員会指示を発出しているところでございます。 

 次に、（２）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、令和２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577万尾の種苗放流を実施いたしました。 

 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、覆砂

を実施しております。 

 （４）その他でございますが、ただいま御説明させていただきました措置よりも厳しい
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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。各県の措置につきまして

は57ページ記載のとおりとなっております。今後も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しております。 

 そして、戻っていただきましてその他の②につきましては、関係漁業者だけではなく、

一般の遊漁者等に対しても採捕禁止期間の設定など広域資源管理の取組について周知する

ため、釣具店やマリーナ等へのリーフレットの配布や釣り雑誌への掲載を行っております。

その他日本釣振興会にも協力いただいて、関係各所へリーフレットを配布してもらうこと

や、一般誌や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おります。 

 58ページ目には、今年度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

実績を整理しております。 

 続きまして、59ページ、資料２－３からは令和３年度以降の取組に関するものです。現

行の有明海ガザミ広域資源管理方針の実施期間が今年度末で終了することに伴い、昨年度

から関係者間で検討を進めてまいりました。結果、引き続き広域での資源管理の取組を継

続していくことで合意し、これまでの協議の結果を反映した有明海ガザミ広域資源管理方

針概要新旧対照表（案）を作成しました。対照表の左側が現行、右側が改正案となってお

ります。内容といたしましては、資源調査の説明でもありましたが、現在は漁獲量が増加

傾向にありますので、現状の取組を引き続き継続するということになりました。また、今

広域で統一した取組ができなくても、資源保護のため各県が漁業経営の影響に考慮しつつ、

導入可能なものから随時自主的な措置について取り組んでいくこととなっております。 

 その他には各県の措置について記載をしております。 

 実施期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までとしております。 

 これらの内容で現在細かい文言の修正等を事務方で調整しているところです。この方針

に基づく委員会指示につきましては、これまでと同様に予定しております漁獲量削減措置、

④にありますたも網その他すくい網によるガザミの採捕禁止期間の設定を規定したもので

す。 

 これらの方針の見直しと広調委指示につきましては、今後大きな変更がなければ細かい

文言等の修正後に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

で御報告し、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。 
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 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。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等あれば承ります。 

 松本さん、変更箇所は福岡県のところでしょうか。 

○松本資源管理推進官 そうでございます。福岡県が13センチが再放流ということになり

まして更新しております。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 産卵が13センチなら、このぐらいにした方がやっぱりいいですよね。そうなるように御

尽力いただければ幸いです。 

 ほかにございますでしょうか。 

○岩田委員 岩田ですけれどもよろしいでしょうか。 

 59ページの現行の小型魚の再放流の全甲幅長12センチ以下は放流ということで、現行に

なっていて、改正案も現行どおりという記載と各県の放流の規制の、福岡県は今回13セン

チになったことで、実質各県とも13センチよりも小さいのは全部放流するということにな

っているという理解をしていいんでしょうか。そうすると、12センチの規定があまり意味

がないなというふうに読み取ったんですがいかがでしょうか。 

○松本資源管理推進官 御質問、ありがとうございます。 

 13センチと見るところでございますが、残念ながら、一部地域で13センチがまだできて

ないというか、まだ漁業者さんのところでできるとなっていない地域が一部ございまして、

全体で全甲幅長13センチ以下の小型の再放流はまだ全体では出きていないという状況でご

ざいます。 

○岩田委員 はい、分かりました。理解しました。 

○田中部会長 熊本県のところに一部できてないというのが記載されています。 

○岩田委員 はい、分かりました。 

○田中部会長 統一できればなおよいというところなんですけれども。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 特段なければ新しい有明海ガザミ広域資源管理指針及び委員会指示につきましても先ほ

どと同様、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、

審議していただくということにしたいと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

 どなたか御発言、賛成なり、反対なり言っていただけると。 
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（「賛成です」の声） 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 特にないということで、賛成ということで異議がなかったということで、このまま先に

進めさせていただくことにしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、広域資源管理指針、委員会指示につきましても春の広域漁業調整委員会の本

委員会に報告、提案することといたします。 

 それでは、ちょっと時間が押してしまいましたが、最後に、南西諸島におけるマチ類に

ついて、国立研究開発法人水産研究・教育機構、水産資源研究所の養松副部長から御説明

をよろしくお願いいたします。 

○養松底魚資源副部長 御紹介いただきました養松です。声は聞こえていますでしょうか。 

○田中部会長 はい、聞こえております。 

○養松底魚資源副部長 では、説明を始めさせていただきます。 

 私の方からは、令和２年度のマチ類の資源評価結果について説明をいたします。 

 マチというのは沖縄県の方言で、深海のフエダイ類のことを指しています。このうち、

資源評価の対象となっているのはアオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４種です。

ヒメダイとオオヒメは非常によく似た形態をしているという特徴があります。 

 次のスライドをお願いします。 

 マチ類の分布域は図のとおりですが、奄美、沖縄、先島諸島海域が漁場となっています

ので、資源評価もこの海域を対象として行っているところです。 

 生物学特性のうち、寿命と成熟開始年齢に関しましては、最近新しい知見が報告された

ため、昨年度までの報告から少し、いくらか更新はされているところですが、いずれにし

ても非常に寿命が長く、アオダイは59歳、ハマダイは55歳、ヒメダイは38歳、オオヒメは

35歳と推定されています。 

 成熟開始年齢については、アオダイは２歳で一部、７歳で半数が成熟します。ハマダイ

は９歳で一部成熟、12歳でようやく半数が成熟します。また、ヒメダイは２歳、オオヒメ

は３歳で半数が成熟することが知られております。 

 食性、捕食者についてはこのとおりですので、説明を省略させていただきます。 

 漁獲についてはほぼ周年行われていて、漁法としては水深100メートル以深で操業され
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る深海一本釣漁業や底立てはえ縄によって漁獲されております。 

 次のスライドをお願いします。 

 続きまして、種ごとの漁獲の動向を示しています。上段に示したアオダイとハマダイに

ついては、鹿児島県と沖縄県で整備された漁獲量データが1999年より得られております。

アオダイについては、99年以降徐々に減少する傾向にあって、2019年は前年より少し回復

しておりますが、漁獲量は331トンでした。 

 ハマダイは99年以降一旦減少した後、2000年代半ばから増加に転じ、大体200から250ト

ンぐらいの水準にありますが、2019年の漁獲量は248トンとなっております。 

 下段に示しましたヒメダイとオオヒメについては、先にお話ししましたとおり、形態が

似ているということで、区別されずに集計されていた時期が長かったため、種別の漁獲量

の値が得られているのは2008年からとなっております。 

 ヒメダイについては2008以降徐々に減少し、2019年の漁獲量は前年よりやや増加したも

のの、109トンとなっております。オオヒメは2013年まで減少しましたが、その後いくら

か増加して、80トンをやや切るくらいの水準で推移しており、2019年の漁獲量は79トンと

なっております。 

 次のスライドをお願いします。 

 続きまして、資源状態について説明を行います。 

 先のスライドでお示しした漁獲量は鹿児島県と沖縄県で整備された値ではあるのですが、

参照できる年数が短いことから、資源状態の判断としては、60年間の長期的なデータが得

られる鹿児島市中央卸売市場における漁獲量により行っております。 

 魚種ごとに漁獲量の最大値と最小値の間を３等分することで、高位、中位、低位の判断

をしておりますが、ヒメダイとオヒメにつきましては、1990年以前は種が区別されていな

かったため、２種を合わせた混合種群として扱っています。これらのグラフを見ていただ

いて分かるとおり、アオダイとハマダイについては90年頃から継続して低位となっていま

す。また、ヒメダイ、オオヒメの混合種群についても1997年以降は低位となっております

ので、今年度の資源評価においても全種とも低位というふうに判断をされているところで

す。 

 次のスライドをお願いします。 

 次に、資源の動向について示します。 

 こちらは八重山漁協の一本釣り漁船１隻が１航海当たりに漁獲した漁獲量で判断してい
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ます。こちらを見ますと、アオダイは長期的には減少傾向ですが、2016年以降やや上向い

ており、直近５年間では横ばいと判断しました。 

 ハマダイについては、2003年を境におおむね増加に転じており、直近５年でも増加と判

断しております。 

 ヒメダイ、オオヒメについては、いくらか増減がありますけれども、直近の５年間では

ほぼ横ばいということで判断をしています。 

 次のスライドをお願いします。 

 これまでの資源評価のまとめとなります。繰り返しになるのですが、４種とも資源水準

は低位、動向はハマダイが増加ですが、ほかの３種は横ばいという結果となっております。 

 次のスライドをお願いします。 

 最後にこれまでの資源評価結果から算出したＡＢＣの一覧を示しています。 

 求め方としては、例年と変わっておりませんが、直近３年間の平均漁獲量を基に水準と

動向による係数を掛けて算出を行っています。 

 まず、水準がいずれも低位であることから、資源回復のためにいくらか漁獲を控えまし

ょうという意味合いがあって、0.7という数字が全ての魚種に掛かっております。さらに、

直近３年間の動向から求めた係数を種別に掛けております。これは直近３年間が減少傾向

にあると１より小さい値、増加にあると１より大きな値というものになるのですが、種ご

とそれぞれに0.88、0.95、1.08、1.01という数字が求められておりまして、これが掛けら

れています。 

 結果として、求められたＡＢＣですが、targetとlimitの２つがこの表に記載されてい

ます。 

 limitというのは先ほどの説明のとおり管理基準に沿って平均の漁獲量に水準と動向の

係数を掛けて得られた値です。targetに関してはこれに更に0.8を掛けた値として求めら

れております。結果としまして、limit、targetの順にアオダイは186トン、149トン、ハ

マダイは166トン、133トン、ヒメダイは72トン、58トン、オオヒメは56トン、45トンと計

算されています。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等あれば承ります。 

 ちょっと、私の方から。年齢が変わったというのは、どういったことでしょうか。 
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○養松底魚資源副部長 年齢を調べた論文が１つ新しく発表になっておりまして、そこの

値を引用させていただいたことで少し値が変わっておりますが、従来の知見からそれほど

大きな数字の変更にはなっておりませんので、ということです。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問等はございますでしょうか。 

 やっぱり深海の魚は長生きですね。 

○養松底魚資源副部長 そうですね。非常に長生きなので、なかなか資源もすぐに回復と

いうわけにはいかないのかなというふうに考えております。 

○田中部会長 これはFAOのVulnerable stockに分類されるんですかね。 

○養松底魚資源副部長 すみません、ちょっとそこのところは私の方では情報は持ち合わ

せておりません。申し訳ありません。 

○田中部会長 ほかに御質問ございますでしょうか。 

 では、特段なかったということで、次へ進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に、南西諸島海域マチ類広域資源管理の取組状況について、事務局から御

説明をよろしくお願いいたします。 

○平岡資源管理係長 九州漁業調整事務所で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の取組状況について御説明いたします。 

 76ページの資料３－２を御覧いただきたいと思います。 

 南西諸島海域マチ類広域資源管理方針に基づく令和２年度の取組状況でございますが、

76ページの１．広域資源管理方針の実施措置でございますが、表の左側が措置で、右側が

実施状況となっております。措置の漁獲努力量の削減措置でございますが、（１）に鹿児

島県、（２）沖縄県と分けて書いてありますが、鹿児島県、沖縄県共に保護区の設定をし

ております。両県とも小型魚の保護はやっておりまして、沖縄県、鹿児島県共にちょっと

ルールは違うものの、小型魚の保護を例年どおり行っておるところでございます。 

 その他の部分として、鹿児島県はハマダイの専獲を抑制しているところでございます。

また、沖縄県については、法的担保措置として沖縄県の海区指示で公的規制を行っておる

ところでございます。 

 沖縄県については、78ページ、79ページに記載させていただいております。 

 80ページでございますが、今年度漁業者協議会を開催した実績を書いておりますが、11
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月までに開催した実績がちょっと少ないのは、コロナウイルス感染症の関係で集まること

が困難なこともありまして、資源検討会議についてもメール開催となっております。 

 ちょっと足早でございましたが、マチ類の取組状況について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。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等あれば承ります。 

 これは、鹿児島県さん、沖縄県さん。 

 甲山委員、何かございますでしょうか。 

○甲山委員 私どもこういうふうにして、削減措置の上に、こういうふうな状況で実施を

いたしております。今後もこういうふうにして取り組んでいきたいと思っております。こ

のようなことでいいのではないでしょうか。よろしくお願いします。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 それでは、ほかには特段ないということで、この議題は閉じさせていただきます。 

 やっと（１）が終わったところです。 

 次は、（２）九州西部会事務規程の一部改正について、に入ります。 

 事務局より御説明を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、事務局より九州西部会事務規程の一部改正について、

御説明いたします。 

 お手元の資料４－１を御覧いただきたいと思います。 

 九州西部会事務規程の改正利用といたしまして、情報通信機器の発展により、会議の開

催場所とは別の場所にいる委員同士が議事の審議に参加し、合議体としての意思決定を行

うと共に、当該会議の公開を行うことが可能となっていることを踏まえ、部会長が認める

情報通信機器を活用した会議の出席が可能であることを明示するため、改正を行うもので

す。 

 具体的には、事務規程第４条第４項に、「委員は、部会長が適当と認める情報通信機器

を活用して会議に出席することができる。」という規定を新たに追加するもので、新旧対

照表を資料４－２、溶け込み版を４－３として添付しておりますので内容を御確認の上、

審議いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 
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 趣旨は現在やっていることを文書化して規程に設けるということでございます。本委員

会の方では、既に前回のときに御審議いただいて、御承認を頂いたという内容になってい

るかと思いますが、何か御意見、御異議等がございますでしょうか。 

 もし、御異議があるということになりますと、今の会議が成立しなくなってしまうんで

すけれども。 

 それでは、特段御異議がなかったということで、お認めいただいたということで、今後

この形で処理させていただきたいと思います。 

 本部会として改正するということでお願いいたします。 

 それでは、次に、議題３のその他についてですが、まずは資料５の新たな資源管理の推

進に向けたロードマップについて、水産庁管理調整課西田課長補佐から御説明をよろしく

お願いいたします。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課西田でございます。 

 資料５－１を御覧いただければと思います。こちらは本年９月30日に水産庁として公表

いたしました新たな資源管理の推進に向けたロードマップでございます。これは今後12月

１日に改正漁業法が施行されたんですけれども、今後数年間どのような取組をして、どう

いった姿を目指すのかというものをお示ししたものになります。 

 一番右の欄を御覧いただければと思います。 

 そこに目標が掲げられておりまして、令和12年度までに、新たな資源管理の推進によっ

て、10年前と同程度まで漁獲量を回復させる、具体的には海面漁業生産量を444万トンま

で引き上げるということを目標とするということで掲げております。 

 一番左の欄を御覧いただければと思います。 

 これを取り組んでいくに当たって、４つの柱を掲げております。 

 １つは一番上の資源調査・評価の充実・精度の向上でございます。２番目といたしまし

て、ＭＳＹベースの資源評価に基づくＴＡＣ管理の推進。３番目といたしまして、ＩＱ管

理の導入、４番目といたしまして資源管理協定ということで掲げております。 

 一番下の点線の中を御覧いただければと思うんですけれども、この新たな資源管理の推

進に当たっては、関係する漁業者の方の理解と協力を得た上で進めるということでござい

ます。 

 また、関係都道府県、関係機関との協力連携の下に、スマート水産業と関係施策の進捗

を図りながら効率的に進めることとするとしてございます。 
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 一番上の資源調査・評価の充実・精度の向上のところを簡単に御紹介させていただきた

いと思います。 

 まず、この取組の１つとして、資源評価対象の拡大がございます。現行50数種実施して

いるんですけれども、これを令和５年度までに資源評価対象魚種を200種程度までに拡大

するということを掲げております。 

 続きまして、漁獲等情報の収集ということで、この資源管理を実施するに当たっては迅

速に正確な水揚げ情報を把握するということがとても大切になってくるんですけれども、

ただこういったことをするに当たっては報告していただく漁業者の方、あるいはその集計

等をしていただく漁協職員や市場職員の方の負担がどうしても生じてしまうということで、

その負担を少しでも少なく進めるということで、漁協や産地市場から水揚げ情報を電子的

に収集する体制を構築するということで、令和５年度までに400市場以上を目途に産地水

揚げ情報を収集できる体制を構築したいということを掲げております。 

 これに関連しまして、漁獲等報告義務化の開始ということで、現行は大臣許可漁業にお

きましては、漁獲成績報告書という形で、漁獲情報その他位置情報等の詳細の御報告を頂

いておりますが、これに加えまして、知事許可漁業における漁獲報告と漁業権漁業におけ

る漁場の活用状況の報告が併せて義務化されるということでございます。 

 続きまして、その下を御覧いただければと思いますが、電子的漁獲報告体制の構築とい

うことで、これはまず大臣許可漁業からシステム開発等を始めまして、令和５年度までに

大臣許可漁業の電子的報告の実装を目指すということでございます。併せて知事許可漁業

へもこれを順次拡大していきたいということでございます。 

 続きまして、青い欄のＭＳＹベースの資源評価に基づくＴＡＣ管理の推進というところ

を御覧いただければと思います。 

 現行、ＴＡＣ魚種、マサバ、ゴマサバ等の８魚種がＴＡＣ管理が実施されているんです

が、これは海面漁業生産量の全体の６割を今カバーしているという状況でございます。こ

れを順次検討を加えて拡大することによって、おおむね８割ぐらいをカバーする体制に持

っていきたいということでございます。 

 その拡大対象魚種はその下を御覧いただければと思いますけれども、漁獲量の多いもの

を中心にその資源評価の進捗状況等を踏まえ、ＴＡＣ管理を順次検討を実施する資源を公

表とございまして、その右の点線の中に第１陣、第２陣という形で魚種が掲げられており

ます。 
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 これは漁獲量がある程度多くてかつ資源評価に関するデータの蓄積があるもの、これが

第１陣ということで掲げられております。第２陣はある程度漁獲量があるんですが、まだ

これから先、資源評価に関するデータの蓄積が必要なものということで、これが第２陣と

いうことで掲げられております。 

 ちょっと上に戻っていただければと思います。上の水色の欄の一番上、濃いブルーの囲

みをちょっと御覧いただければと思います。 

 これらは候補魚種として挙げられている魚種が、いきなり来年度からＴＡＣということ

ではなくて、まずはこれらの魚種について新たな方式による資源評価、ＭＳＹベースの資

源評価結果というのが今後順次公表されていく予定でございます。 

 この評価結果を受けまして、行政として、どれぐらいの資源量を目指すのかという管理

目標とそれからそれを目指すに当たって、どういった獲り方をしていくのかという漁獲シ

ナリオ、こちらの２つを提案させていただきます。 

 これを提案させていただいた後に、漁業者の方、あるいは加工流通業者の方等を交えた

ステークホルダー会合で議論を重ねていただきまして、この管理目標と漁獲シナリオを決

定していただくということでございます。この決定した時点でＭＳＹベースの数量管理の

開始がなされるという流れでございます。 

 これは一回定められたら終わりということではなくて、その後、おおむね５年ごとに管

理目標と漁獲シナリオの定期的な見直しを図っていくということを考えております。 

 次は、水色の欄の一番下のところを御覧いただければと思います。国際資源でございま

す。 

 現在、ミナミマグロと大西洋クロマグロは国際条約に基づく数量管理の対象魚種という

ことになっていますが、こちらは国際約束を遵守する観点からも、国内法に基づいたＴＡ

Ｃ管理の対象として進めていくということで掲げております。ミナミマグロと大西洋クロ

マグロは令和３年漁期からＴＡＣ魚種とするということでございます。 

 続きまして、その下の黄緑の欄を御覧いただければと思います。ＩＱ管理の導入でござ

います。 

 これは個別船舶ごとに漁獲可能量を割り当てて管理をするという方式のものでございま

すが、こちらはまず大臣許可漁業でＴＡＣ管理を行っているものから、順次導入を検討し

ていくということを考えております。 

 その下は、白い四角の囲みを御覧いただければと思いますが、沿岸漁業においてもこの
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ＩＱ的な数量管理が行われているものにつきましては、この後に御紹介します資源管理協

定の管理措置に位置づけて実施するということを考えております。 

 最後は、一番下の資源管理協定でございます。 

 現行は、地域ごと、あるいは漁業種類ごとに資源管理計画を作成していただいて、その

計画に沿って自主的管理措置を実施していただいているところですが、今後、改正漁業法

に基づく資源管理協定に順次移行していただくということを考えております。令和５年度

までにこの資源管理計画から資源管理協定への移行を完了したいということでございます。 

 この資源管理協定においては、同じように科学的知見に基づく管理目標を定めて、その

達成を目指していくという内容のものを策定していただくということを考えております。 

 以上、簡単ではございますが、新たな資源管理の推進に向けたロードマップの御説明で

ございました。 

 以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして御質問等ございましたら承ります。 

 これはこの海域で関係する魚種ではブリとかサワラとかマダイ、トラフグ、ムロアジ、

こんなものが関係するんですか。 

○西田課長補佐 まず広域資源管理魚種としては、この部会に関連する魚種としてはトラ

フグが挙げられます。それから、関係県の生産金額上位のものとしてはカタクチイワシ、

ブリ、ウルメイワシ、サワラ、マダイ、こういったところが挙がってくるかと思います。 

○田中部会長 ウルメは入らないの。 

○西田課長補佐 ウルメイワシも入ります。 

○田中部会長 クロマグロでやったようなことが起こるということになるわけですが、ブ

リは大変だろうね。定置網どうするんだろう。 

 皆さん、よろしいですか。 

 計画的、ロードマップということで御説明していただきましたけれども、何か御質問は

ございますでしょうか。 

○髙平委員 長崎県の髙平です。 

 資源評価魚種の拡大、ＴＡＣの拡大に当たっては、電子的漁獲報告の体制の整備、スマ

ート水産業の推進が不可欠と思っております。報告体制については、漁業者、漁協関係は

非常に不安に思っております。 
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 水産庁には今後の進め方について、漁業者、漁協などによく説明をしてもらいたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。 

 今後、各地域を私ども水産庁の職員が訪問いたしまして、このロードマップの説明と合

わせまして、今、おっしゃられた評価の充実ですとか報告体制の構築について担当者が訪

問して御説明の上、御意見を頂くということを取り組んでまいりたいと思いますので、今、

各都道府県と日程調整の御相談等もさせていただいているところですので、またよろしく

お願いできればと思います。 

○田中部会長 髙平委員、よろしいでしょうか。 

○髙平委員 このカタクチイワシのことで、多分、年に３回くらい産卵する魚と思ってお

ります。長崎県としては、ニボシ、長崎県でいうイリコ、出汁に使う、これが漁業者、ま

たは漁連としても非常に重要な魚であるために、確かに保護とかそういう観点では分かり

ますが、余り何もかもしてしまって、結局、マグロなんてあんまり保護ばっかりしておっ

たら、イカとか何とか食い過ぎて、何かを増やせば何か減っていくという当たり前の理屈

になるもので、私たちも資源保護とかそういう観点はよく分かるんですよね。何もかもそ

ういうふうにしていくのはどうかなと、今は漁業者はどんどん高齢化して辞めていく中で、

いくら将来的にとは言っても、後継者がどんどんいなくなって、いつまで待てば魚が増え

るものかと心配しております。 

 以上です。 

○西田課長補佐 今、実情の一端を御紹介していただいたと受け止めさせていただきます

が、そういったお話各地にいろいろな御事情があろうかと思います。そういったお話を伺

って、どういった管理がよいのかということを組み上げていきたいと考えているところで

す。 

○田中部会長 髙平委員、よろしいでしょうか。 

○髙平委員 分かりました。よろしくお願いします。 

○田中部会長 やっぱり懇切丁寧な説明というのは必要だと思いますので、その点、水産

庁の方には丁寧な説明をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないということで事務局から今後の予定について説明をよろしくお願い
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いたします。 

○松本資源管理推進官 事務局、松本でございます。 

 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12月頃に開催したいと考えているところでございます。 

 詳細な開催方法、日程等につきましては、改めて事務局より部会長及び委員の皆様の御

都合をお聞きしながら、連絡を取らせていただくことになりますので、どうぞよろしくお

願いします。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 私の不手際でちょっと時間を延長してしまいまして、申し訳ありません。 

 九州西部会はこれにて閉会したいと思います。 

 委員各位、御臨席の皆様におかれましては、議事進行への御協力並びに貴重な御意見を

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本田委員、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、署名の方をよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会第33回九州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。 

午後０時15分 閉会 

 

 


