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 資 料 ５ － ２   

我が国の海洋生物資源の資源管理指針 変更新旧対照表 

改 正 案 現  行 

 

第１ 我が国の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１（略） 

 

２ 排他的経済水域等における海洋生物資源の資源管理の現状と方向性 

我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く）（以下、「排他

的経済水域等」という。）における海洋生物資源は、漁業法及び水産資源

保護法に基づく漁業許可制度を基礎として、漁獲可能量制度、漁獲努力可

能量制度、資源回復計画等を通じて、その保存及び管理が図られてきた。

一方、海洋環境の変化、沿岸域の埋立等による産卵・育成の場となる藻

場・干潟の減少及び回復力を上回る漁獲が行われたこと等によって、資源

水準が低位にある資源も多く存在している。 

我が国排他的経済水域等に生息する海洋生物資源の維持・増大を図るた

めには、漁場環境の保全はもとより、資源及び漁業の特性に応じて、資源

水準が低位の資源にあっては漁獲圧の低減、加入状況に応じた未成魚の保

護や産卵親魚の保護を行うことにより資源の積極的増大を図り、中位又は

高位の資源にあっても資源状況の維持のために漁獲圧の調整を行う等、適

切な管理措置を機動的に実施することが必要である。 

このため、魚種や系群毎の資源状況を踏まえた資源管理の内容を漁業種

類毎に定め、適切な資源管理を推進する。併せて、漁獲可能量及び漁獲努

力可能量の遵守を引き続き行うとともに、減船及び休漁等を含む漁獲努力

量の削減をはじめ、積極的な資源培養及び漁場環境の保全等を引き続き実

施し、資源回復の円滑な推進を図る。 

 

３（略） 

 

第１ 我が国の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１（略） 

 

２ 排他的経済水域等における海洋生物資源の資源管理の現状と方向性 

我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く）（以下、「排他

的経済水域等」という。）における海洋生物資源は、漁業法及び水産資源

保護法に基づく漁業許可制度を基礎として、漁獲可能量制度、漁獲努力可

能量制度、資源回復計画等を通じて、その保存及び管理が図られてきた。 

一方、海洋環境の変化、沿岸域の埋立等による産卵・育成の場となる藻

場・干潟の減少及び回復力を上回る漁獲が行われたこと等によって、資源

水準が低位にある資源も多く存在している。 

我が国排他的経済水域等に生息する海洋生物資源の維持・増大を図るた

めには、漁場環境の保全はもとより、資源及び漁業の特性に応じて、資源

水準が低位の資源にあっては漁獲圧の低減、加入状況に応じた未成魚の保

護や産卵親魚の保護を行うことにより資源の積極的増大を図り、中位又は

高位の資源にあっても資源状況の維持のために漁獲圧の調整を行う等、適

切な管理措置を機動的に実施することが必要である。 

このため、魚種や系群毎の資源状況を踏まえた資源管理の内容を漁業種

類毎に定め、適切な資源管理を推進する。併せて、漁獲可能量及び漁獲努

力可能量の遵守を引き続き行うとともに、資源回復計画に基づく減船及び

休漁等を含む漁獲努力量の削減をはじめ、積極的な資源培養及び漁場環境

の保全等を引き続き実施し、資源回復の円滑な推進を図る。 

 

３（略） 
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４ 本指針の対象とする海洋生物資源、漁業種類及び資源管理措置 

本指針は、我が国排他的経済水域等において相当の漁獲量がある主要な

海洋生物資源、高度回遊性魚類資源及び公海等における海洋生物資源につ

いて、資源管理目標を示し、それを漁獲する漁業種類毎に取り組むべき資

源管理措置を示すものである。本指針については、資源状況及び漁業実態

の変化等を踏まえ毎年少なくとも1回見直すこととし、より実情に即した

最適な資源管理を実現することとする。 

また、都道府県及び地域毎の重要な魚種及び漁業種類については、各都

道府県の資源管理指針に従うものとするが、本指針及び各都道府県の資源

管理指針は、全体として我が国周辺資源の資源管理として体系化されるも

のであることから、これら指針間での整合性を確保しつつ、国及び都道府

県は連携・協力して資源管理を推進するものとする。特に、複数の都道府

県をまたがる資源については、関係する国又は都道府県は、協議体制の構

築等により、適切な資源管理に向けた合意形成を図るよう努めることとす

る。 

なお、本指針における公的資源管理措置（以下、「公的措置」という。）

とは、漁業関係法令に基づく規制（漁業権行使規則及び広域漁業調整委員

会指示を含む）を指すものとするが、公的措置であっても従来自主的に実

施されていた資源管理のための取組であって、水産基本計画（2002年3月

閣議決定）に基づく取組の開始された2002年度以降にこれら公的措置に

移行したものについては、本指針においては自主的資源管理措置（以下、

「自主的措置」という。）とみなし、取り扱うものとする。 

 

第２ 海洋生物資源毎の動向及び資源管理の方向 

【魚種別資源管理】 

１～２（略） 

 

４ 本指針の対象とする海洋生物資源、漁業種類及び資源管理措置 

本指針は、我が国排他的経済水域等において相当の漁獲量がある主要な

海洋生物資源、高度回遊性魚類資源及び公海等における海洋生物資源につ

いて、資源管理目標を示し、それを漁獲する漁業種類毎に取り組むべき資

源管理措置を示すものである。本指針については、資源状況及び漁業実態

の変化等を踏まえ毎年少なくとも1回見直すこととし、より実情に即した

最適な資源管理を実現することとする。また、都道府県及び地域毎の重要

な魚種及び漁業種類については、各都道府県の資源管理指針に従うものと

するが、本指針及び各都道府県の資源管理指針は、全体として我が国周辺

資源の資源管理として体系化されるものであることから、これら指針間で

の整合性を確保しつつ、国及び都道府県は連携・協力して資源管理を推進

するものとする。 

なお、本指針における公的資源管理措置（以下、「公的措置」という。）

とは、漁業関係法令に基づく規制（漁業権行使規則及び広域漁業調整委員

会指示を含む）を指すものとするが、公的措置であっても従来自主的に実

施されていた資源管理のための取組であって、水産基本計画（2002年3月

閣議決定）に基づく取組の開始された2002年度以降にこれら公的措置に

移行したものについては、本指針においては自主的資源管理措置（以下、

「自主的措置」という。）とみなし、取り扱うものとする。 

 

 

 

 

第２ 海洋生物資源毎の動向及び資源管理の方向 

【魚種別資源管理】 

１～２（略） 
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３ まあじ 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

太平洋系群については、資源水準の維持を基本方向として、管理を行

う。 

対馬暖流系群については、大韓民国及び中華人民共和国等と我が国の

水域にまたがって分布し、大韓民国等においても採捕が行われているこ

とから、関係国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の維持又

は増大することを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しなが

ら、管理を行う。 

 

（３）（略） 

 

４ まいわし 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

太平洋系群については、資源水準の維持又は増大を基本方向として、

漁獲動向に注意しつつ、管理を行う。 

対馬暖流系群については、大韓民国等と我が国の水域にまたがって分

布し、大韓民国等においても採捕が行われていることから、関係国との

協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の維持又は増大することを基

本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、管理を行う。 

 

（３）（略） 

 

 

 

３ まあじ 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

太平洋系群については、資源水準の維持を基本方向として、管理を行

う。 

対馬暖流系群については、大韓民国及び中華人民共和国等と我が国の

水域にまたがって分布し、大韓民国等においても採捕が行われているこ

とから、関係国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の維持又

は増大することを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しなが

ら、引き続き資源回復計画に基づく措置にも取り組むことにより、管理

を行う。 

（３）（略） 

 

４ まいわし 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

太平洋系群については、資源水準の維持又は増大を基本方向として、

漁獲動向に注意しつつ、管理を行う。 

対馬暖流系群については、大韓民国等と我が国の水域にまたがって分

布し、大韓民国等においても採捕が行われていることから、関係国との

協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の維持又は増大することを基

本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、引き続き資源回

復計画に基づく措置にも取り組むことにより、管理を行う。 

（３）（略） 
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５ さば類（まさば及びごまさば） 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

まさば太平洋系群については、資源の高水準での持続的利用を可能と

するためには、安定的な再生産（新規加入）の維持に必要な産卵親魚量

45万トン以上の確保が必要とされているが、現在の資源水準及び漁業経

営に及ぼす影響等も考慮した場合に、短期間で産卵親魚量45万トン以上

を達成することは困難であり、複数回の卓越年級群の発生を利用した段

階的な資源回復を図っていくことが適当である。このため、引き続き優

先的に資源の回復を図るよう、管理を行う。 

ごまさばの太平洋系群については、資源を中位水準以上に維持するこ

とを基本方向として、管理を行う。 

まさば及びごまさばのその他の系群については、大韓民国及び中華人

民共和国等と我が国の水域にまたがって分布し、外国漁船によっても採

捕が行われていて我が国のみの管理では限界があることから、関係国と

の協調した管理に向けて取り組みつつ、当面は資源を減少させないよう

にすることを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、

管理を行う。 

 

 

（３）（略） 

 

６～７（略） 

 

 

 

 

５ さば類（まさば及びごまさば） 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

まさば太平洋系群については、資源の高水準での持続的利用を可能と

するためには、安定的な再生産（新規加入）の維持に必要な産卵親魚量

45万トン以上の確保が必要とされているが、現在の資源水準及び漁業経

営に及ぼす影響等も考慮した場合に、短期間で産卵親魚量45万トン以上

を達成することは困難である。このため、複数回の卓越年級群の発生を

利用した段階的な資源回復を図っていくことが適当である。このため、

引き続き資源回復計画に基づく措置にも取り組むことにより、優先的に

資源の回復を図るよう、管理を行う。 

ごまさばの太平洋系群については、資源を中位水準以上に維持するこ

とを基本方向として、管理を行う。 

まさば及びごまさばのその他の系群については、大韓民国及び中華人

民共和国等と我が国の水域にまたがって分布し、外国漁船によっても採

捕が行われていて我が国のみの管理では限界があることから、関係国と

の協調した管理に向けて取り組みつつ、当面は資源を減少させないよう

にすることを基本に、我が国水域への来遊量の年変動も配慮しながら、

また、まさばについては、引き続き資源回復計画に基づく措置にも取り

組むことにより、管理を行う。 

（３）（略） 

 

６～７（略） 
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８ べにずわいがに 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

べにずわいがに資源については、その主たる生息域に日韓北部暫定水

域が含まれており、同水域で韓国漁船によっても採捕が行われているこ

とから、同国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の回復を基

本方向として、管理を行う。 

 

（３）（略） 

 

９ くろまぐろ（太平洋くろまぐろ） 

（１）～（２）（略） 

（３）資源管理措置 

   太平洋くろまぐろについては、その漁獲のほとんどが未成魚によって

占められており、資源の持続的かつ合理的利用を図るためには、これら

未成魚の漁獲をできるだけ抑制する必要がある。このため、同資源を漁

獲対象としている大中型まき網漁業について、中西部太平洋まぐろ類委

員会（WCPFC）の保存管理措置（2011及び2012年）に基づき、未成魚に

ついて、2002～2004年の漁獲量水準未満となるよう、漁獲量上限の設定

を実施するとともに、特に、太平洋くろまぐろの主漁場であり産卵場と

なっている九州西海域及び日本海においては、漁獲量の削減（強度資源

管理）を実施する必要がある。また、成魚についても、近年の漁獲水準

から増大することがないよう、産卵場である日本海の海域において漁獲

量上限の設定を実施する必要がある。なお、具体的な資源管理措置につ

いては後述の漁業種類別資源管理の内容に従うものとする。 

（４）その他資源管理のために取り組む事項 

動力漁船を使用して太平洋くろまぐろを獲ることを目的とする曳き縄

８ べにずわいがに 

（１）（略） 

（２）資源管理目標 

べにずわいがに資源については、その主たる生息域に日韓北部暫定水

域が含まれており、同水域で韓国漁船によっても採捕が行われているこ

とから、同国との協調した管理に向けて取り組みつつ、資源の回復を基

本方向として、引き続き資源回復計画に基づく措置にも取り組むことに

より、管理を行う。 

（３）（略） 

 

９ くろまぐろ（太平洋くろまぐろ） 

（１）～（２）（略） 

（３）資源管理措置 

   太平洋くろまぐろについては、その漁獲のほとんどが未成魚によって

占められており、資源の持続的かつ合理的利用を図るためには、これら

未成魚の漁獲をできるだけ抑制する必要がある。このため、太平洋くろ

まぐろの主漁場であり産卵場となっている九州西海域及び日本海におい

て同資源を漁獲対象としている大中型まき網漁業について、中西部太平

洋まぐろ類委員会（WCPFC）の保存管理措置（2011及び2012年）に基づ

き、未成魚について、2002～2004年の漁獲量水準未満となるよう、漁獲

量上限の設定（強度資源管理）を実施する必要がある。また、成魚につ

いても、2002～2004年の漁獲努力量水準未満となるよう、日本海の海域

において漁獲量上限の設定を実施する必要がある。なお、具体的な資源

管理措置については後述の漁業種類別資源管理の内容に従うものとす

る。 

（４）その他資源管理のために取り組む事項 

動力漁船を使用して日本海・九州西海域で太平洋くろまぐろを獲るこ
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等の漁業（ただし、既に大臣又は知事等の管理下にある漁業を除く）に

ついては、将来の隻数制限も視野に入れ、漁業法に基づく広域漁業調整

委員会指示により、届出制を導入するとともに、漁獲実績報告書の提出

を義務づける。また、くろまぐろを主たる漁獲物とする定置漁業につい

ては免許数の抑制を引き続き行う。 

さらに、くろまぐろ養殖業については養殖場の登録制及び養殖実績報

告の提出の義務づけ、輸入くろまぐろについては漁獲情報の収集等を引

き続き行うことにより、くろまぐろ漁業・養殖業の実態の把握に努める。

 

１０～１２（略） 

 

１３ めかじき 

（１）資源及び漁獲の状況 

    北太平洋では、太平洋まぐろ類国際科学委員会（ISC）において、資

源の状況は健全であり、また、過剰漁獲の状況にはないと評価されてい

る。資源の水準は高位、動向は安定と判断される。インド洋では、IOTC

において、資源は乱獲状態になく、漁獲は過剰でないと評価されている。

資源の水準は中位、動向は横ばいと判断される。北大西洋では、ICCAT

において、資源は乱獲状態になく、漁獲は過剰でないと評価されている。

資源の水準は中位、動向は増加と判断される。南大西洋では同じくICCAT

の評価において、資源は乱獲状態になく、漁獲は過剰でない可能性が高

いとされている。資源の水準は中位、動向は増加と判断される。 

なお、我が国では、主に遠洋まぐろはえ縄漁業及び近海まぐろはえ縄

漁業により当該資源を漁獲しており、2009年の漁獲量は1.2万トンであ

る。 

 

（２）～（３）（略） 

とを目的とする曳き縄等の漁業（ただし、既に大臣又は知事等の管理下

にある漁業を除く）については、将来の隻数制限も視野に入れ、漁業法

に基づく広域漁業調整委員会指示により、届出制を導入するとともに、

漁獲実績報告書の提出を義務づける。また、くろまぐろを主たる漁獲物

とする定置漁業については免許数の抑制を引き続き行う。 

さらに、くろまぐろ養殖業については養殖場の登録制及び養殖実績報

告の提出の義務づけ、輸入くろまぐろについては漁獲情報の収集等を引

き続き行うことにより、くろまぐろ漁業・養殖業の実態の把握に努める。 

 

１０～１２（略） 

 

１３ めかじき 

（１）資源及び漁獲の状況 

    北太平洋では、WCPFCにおいて、資源の状況は健全であり、また、過

剰漁獲の状況にはないと評価されている。資源の水準は高位、動向は安

定と判断される。インド洋では、IOTCにおいて、資源は乱獲状態になく、

漁獲は過剰でないと評価されている。資源の水準は中位、動向は横ばい

と判断される。北大西洋では、ICCATにおいて、資源は乱獲状態になく、

漁獲は過剰でないと評価されている。資源の水準は中位、動向は増加と

判断される。南大西洋では同じくICCATの評価において、資源は乱獲状

態になく、漁獲は過剰でない可能性が高いとされている。資源の水準は

中位、動向は増加と判断される。 

なお、我が国では、主に遠洋まぐろはえ縄漁業及び近海まぐろはえ縄

漁業により当該資源を漁獲しており、2009年の漁獲量は1.2万トンであ

る。 

 

（２）～（３）（略） 



- 7 - 

【漁業種類別資源管理】 

１ 大中型まき網漁業（海外まき網漁業を除く） 

（１）（略） 

（２）資源管理措置 

まあじ、まいわし、さば類、するめいか、太平洋くろまぐろ又はかつ

お等の資源を管理目標に従って回復、維持又は増大させるため、漁獲可

能量、制限又は条件等の公的措置を遵守するほか、自主的措置として、

下記の措置に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

上記の措置のほか、まあじ、まいわし、さば類及びするめいかについ

て、年間の漁獲可能量以下の漁獲量上限の設定を行う。また、資源状況

及び来遊状況を踏まえて、まあじ、まいわし及びするめいかについては

四半期別漁獲目標量を設定し、さば類については漁業者団体別に四半期

別漁獲目標量を設定する必要がある。 

また、太平洋くろまぐろについて、下記の措置に重点的に取り組む必

要がある。 

○九州西海域及び日本海における太平洋くろまぐろの未成魚の漁獲量

上限の設定＜強度資源管理＞ 

上記の措置のほか、太平洋における未成魚及び日本海における成魚の

漁獲量上限を設定する必要がある。 

さらに、これまで、「マサバ太平洋系群資源回復計画」（2003年10月

23日公表）で取り組んできた操業時間の制限等の措置、「日本海西部・

九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画」（2009年3月31

日公表）で取り組んできた措置についても引き続き取り組む必要がある。

加えて、漁獲対象とする魚種の資源状況等を踏まえて、減船の実施に

ついても検討する。 

 

【漁業種類別資源管理】 

１ 大中型まき網漁業（海外まき網漁業を除く） 

（１）（略） 

（２）資源管理措置 

まあじ、まいわし、さば類、するめいか、太平洋くろまぐろ又はかつ

お等の資源を管理目標に従って回復、維持又は増大させるため、漁獲可

能量、制限又は条件等の公的措置を遵守するほか、自主的措置として、

下記の措置に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

上記の措置のほか、まあじ、まいわし、さば類及びするめいかについ

て、年間の漁獲可能量以下の漁獲量上限の設定を行う。また、資源状況

及び来遊状況を踏まえて、まあじ、まいわし及びするめいかについては

四半期別漁獲目標量を設定し、さば類については漁業者団体別に四半期

別漁獲目標量を設定する必要がある。 

また、太平洋くろまぐろについて、下記の措置に重点的に取り組む必

要がある。 

○九州西海域及び日本海における太平洋くろまぐろの未成魚の漁獲量

上限の設定＜強度資源管理＞ 

上記の措置のほか、日本海において太平洋くろまぐろの成魚の漁獲量

上限を設定する必要がある。 

さらに、これまで、「マサバ太平洋系群資源回復計画」（2003年10月

23日公表）で取り組んできた操業時間の制限等の措置、「日本海西部・

九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画」（2009年3月31

日公表）で取り組んできた措置についても引き続き取り組む必要がある。 

加えて、漁獲対象とする魚種の資源状況等を踏まえて、減船の実施に

ついても検討する。 
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２（略） 

 

３ 以西底びき網漁業 

（１）（略） 

（２）資源管理措置 

東シナ海海域の底魚資源についてはその資源水準が低位にあることか

ら、これら資源の回復を図るため、「日本海西部・九州西海域底びき網漁

業（２そうびき）包括資源回復計画」（2006年10月13日公表）に基づ

き、休漁等の措置に取り組んできた。その結果、資源の減少傾向に概ね

歯止めをかけることができたと考えられるが、引き続き資源の回復を図

るため、下記の措置に重点的に取り組む必要がある。 

   ○漁具の制限 

   ○種苗放流 

また、上記の措置のほか、資源状況等を踏まえて、減船の実施につい

ても検討する。 

 

４～９（略） 

 

第３（略） 

 

別紙（略） 

２（略） 

 

３ 以西底びき網漁業 

（１）（略） 

（２）資源管理措置 

東シナ海海域の底魚資源についてはその資源水準が低位にあることか

ら、これら資源の回復を図るため、「日本海西部・九州西海域底びき網漁

業（２そうびき）包括資源回復計画」（2006年10月13日公表）に基づ

き、下記の措置に重点的に取り組む必要がある。 

  ○休漁 

 

 

 

 

 

 

４～９（略） 

 

第３（略） 

 

別紙（略） 

 


