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水産政策審議会資源管理分科会 

第２回くろまぐろ部会 

議 事 次 第 

 

 

日時：平成３０年９月２８日（金）      

１４：００～１７：３６        

              場所：コープビル６階 第３会議室      

 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 ・ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋まぐろ類委員会）「北小委員会」の結果について 

 ・沖合漁業者等からのヒアリング 

 

３ 閉会 
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午後 ２時００分 開会 

○中管理課長（司会） 皆さん、こんにちは。予定の時刻となりましたので、ただいまか

ら、第２回くろまぐろ部会を開催させていただきます。 

 私、本日の事務局を務めます管理課長の中と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の会場は、今委員の皆様の前にマイクが設置されておりませんので、ご発言の際に

は事務方の方でマイクをお持ちいたしますので、挙手いただき、それからご発言をお願い

いたします。 

 それでは、委員の出席状況についてご報告いたします。後ほど山川部会長よりご紹介が

ございますが、前回は委員３名ということであったんですが、今回の部会から２名の委員

が追加となり、合計５名となっております。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、部会の定足数は過

半数とされております。本日はくろまぐろ部会委員５名中４名の方が出席されております

ので、定足数を満たしております。よって、本日のくろまぐろ部会が成立していることを

ご報告いたします。 

 では次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の茶封筒、大きな封筒の中に

資料が入っております。全部で７点でございます。まず一番上に、議事次第。その後ろに

資料一覧。その中身として、資料１の委員名簿、資料２がＷＣＰＦＣ「北小委員会」の結

果について、資料３が参考人名簿、資料４がヒアリング時間割、そのほか参考資料が入っ

ております。 

 資料は以上となっておりますが、万が一漏れ等ございましたら後ほど事務方の方にお声

かけいただければと思います。 

 それでは、万が一報道関係の方でカメラ撮りで入ってらっしゃる方いらっしゃいました

ら、本日はここまでとさせていただきますので、ご退席をお願いいたします。 

 それでは、山川部会長、よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 本日は委員の方々、それから参考人の方々、当部会にご出席くださいまし

て、誠にありがとうございます。では、座って進行させていただきます。 

 まず、議事に入ります前に、今回のくろまぐろ部会から委員となった方々についてご紹

介したいと思います。第１回目のくろまぐろ部会において沿岸漁業、沖合漁業双方の関係

の委員も追加してはどうかとそういったご意見がございましたので、水産政策審議会令第
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６条第２項に従いまして、資源管理分科会長として、資源管理分科会の委員の中から大森

委員、それから栁内委員をくろまぐろ部会委員として指名させていただきました。したが

いまして、当くろまぐろ部会委員は５名ということになります。お二方の委員には本日の

部会から審議に加わっていただくということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、今回の追加による新たな委員名簿は資料１のとおりでございます。 

 また、くろまぐろ部会運営規則第３条において、部会長は調査審議するために必要があ

るときは、関係漁業者等を参考人として選任し、部会の出席を求めることができるという

ふうに規定されています。本日は同条に基づきまして選任しました多くの参考人の方々に

ご出席いただいております。本日の出席につきまして、改めて感謝申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。本日は水産庁からの報告事項が１件と、参考人からのヒア

リングが議題となっております。 

 まず、ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋まぐろ類委員会）「北小委員会」の結果について、事

務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○太田審議官 水産庁資源管理部審議官の太田でございます。座って説明させていただき

ます。 

 資料２をご覧ください。ＷＣＰＦＣ「北小委員会」の結果についてでございます。 

 ９月４日～７日に福岡において開催されまして、北小委員会ですけれども、太平洋くろ

まぐろは太平洋の東西にまたがって回遊しているものですから、東側のＩＡＴＴＣとの合

同作業部会というのを期間中に開催しております。実質的にくろまぐろの話はここで議論

をしておりました。 

 ２つ目の参加国・地域でございますけれども、ここに書いてあるような国が参加してお

りますが、ＩＡＴＴＣとの合同作業部会には東側のメキシコとＥＵも参加しております。 

 出席者は私が代表を務め、たくさんの業界の関係者の方にも参加していただきました。

議長は宮原農水省顧問が務めております。 

 結果概要でございますけれども、漁獲上限の増加についてあらかじめ日本が提案を出し

ていたわけですけれども、これについて多くの国・地域、具体的にはアメリカ、クック諸

島、メキシコ、ＥＵが資源がいまだに少ない中で増枠は時期尚早であり、今回の会合では

増枠には一切応じられないと主張したため、合意に至っておりません。 

 もう少し具体的に説明しますと、この資源がいまだに少ない中でというのは、いわゆる

漁業がないときに理論上どこまで増えるかという初期資源に対する割合が増えたと言いな



－4－ 

がら、いまだに3.3％しかないと。他のまぐろの魚種は大体最低20％なければならないと

いう中で、3.3％という低い状況で増枠するんですかということが１点。 

 もう一つは、去年増枠に関するルールを決めて、それに基づいて我々は提案していたわ

けですが、その増枠を可能とする一番大きな要因というのは、2016年の加入、生き残りが

非常に多かったということです。反対していた国が言っていたのは、たった１年加入がよ

くて増枠が可能だからといってこういう資源が低い状況で増枠するんですかと。やっぱり

その加入が２年、３年と連続していいということであれば考えてもいいけれども、１年い

いだけではなかなか増枠というのはやるべきではないのではないかという、そういう２つ

の大きな意見がございまして、残念ながら合意に至っておりません。 

 その後いろいろ議論をして、最終的に来年の会合においてこのＩＳＣ、つまり北太平洋

まぐろ類国際科学小委員会というくろまぐろの資源評価をやっている機関ですが、このＩ

ＳＣが資源の状況を改めて確認した上で、増枠に関する決定を行う旨の議長提案がなされ

ましたけども、我が国は立場を留保して、12月のＷＣＰＦＣ年次会合において再度議論す

ることになっております。 

 この来年の会合においてＩＳＣが資源の状況を改めて確認した上でというのは、具体的

には日本のひき縄のＣＰＵＥ、単位努力量当たりの漁獲量ですけれども、そのひき縄のＣ

ＰＵＥが加入の指標として使われているわけですけれども、日本のひき縄のＣＰＵＥと日

本のはえ縄のＣＰＵＥと台湾のはえ縄のＣＰＵＥの３つの指標を見て、それが特に問題な

ければＩＳＣが増枠の、新たなシナリオをこっちから提示したんですけれども、増枠の計

算というか、回復確率を計算して我々にまた示すということです。単純に言うと、その資

源の指標を来年もう一回確認して、問題なければ増枠に関する議論を行って、それで決定

ができるか見てみましょうと、そういうような議長提案でした。それがなされて、我が国

は立場を留保しております。 

 ２つ目が余った漁獲枠の繰越しですけれども、これについては増枠よりはまだ柔軟性が

他の国にありましたが、クック諸島が強硬に反対して、今年は一切規制措置の修正は認め

られないということで、コンセンサス方式で決めますので、合意が得られなかったという

ことでございます。 

 それで、今回うちから増枠の提案を出して、国内の漁業関係者の中にも増枠に対する期

待がとても高かったと思うのですけれども、このような結果になりまして大変残念ですし、

皆様の期待に応えられなかったことについては大変申し訳ないと思っております。 
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 この議長提案を留保した理由でございますが、非常に皆さん期待値が高かったと思いま

すので、いきなりだめでしたということでご説明するのではなかなか現場で理解が進まな

いと思います。どうしてこうなったかということをまずは説明して、状況を把握していた

だきまして、その上で12月に向けて何ができるかということを考えていきたいと思ってお

ります。 

 この前の北小委員会の会議の中身、状況を見ますと、12月の会合で来年の増枠について

合意できる可能性というのは極めて困難だと思います。しかし12月の会合までにまだいろ

んな機会もございますので、関係国ともいろいろ議論しながら、なるべく早期に増枠が可

能となるような道筋をつけていきたいと思っております。 

 私のほうからは以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまのご説明に関しましてご質問等ありましたらよろしくお願いいたします。

田中委員。 

○田中委員 田中でございます。大変頑張っていただいたと思いますけれども、確かに初

期資源の数％という状態で増枠というのは恐らく国際社会の中では極めて困難ではないか

と思います。ご尽力いただいたとは思いますけれども、なかなか一国だけでこういう決定

できるものではありませんし、私はくじらをやってたんですけど、そういう経験から言っ

てもなかなか難しかったんじゃないかなと思いました。 

 キャリーオーバーの件ですが、これは理由はクック諸島が反対した理由は、科学的なエ

ビデンスがないからというそういう理由なのか、単純にルール決めたからもう一切応じな

いという別なポリティカルな理由なのか、どういった理由なんでしょうか。 

○太田審議官 ありがとうございます。 

 実はそこを聞いてもよくわからなくて、言ってるのは、とにかく今年は規則を変えると

いうマンデートを私は持っていない、だから一切だめなんだと、もうその一点張りで、

我々にしてみると東側のＩＡＴＴＣではその規則をもう合意しているので、当然西でもで

きると思っていたわけですけれども、もうその一点張りで、正直言って取りつく島もなか

ったという感じだったです。 

○田中委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 今、田中委員が仰ったことに関連して、北委員会も傍聴させていただきまし
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たけれども、大変各国厳しい意見ということではありましたが、資源状況が良化した場合

に増枠の提案ができるということを去年のＷＣＰＦＣで決めたわけですね。ですから、こ

の８カ国は初期資源の問題も含めて、そこは了解した上でこの提案を受け入れたにもかか

わらず、今年になってそういう評価がされたにもかかわらず反対すると。太田審議官はじ

め大変ご苦労されたわけですけれども、我々としてはその結果には納得できない。今後各

国への交渉前の対応も含めて、きっちりと次の交渉に向けてご努力をいただきたいという

ことをお願いをしておきます。 

○山川部会長 昨年ルールを決めたにもかかわらずこういう話になったという、それにつ

いては何かつけ加えることございますか。 

○太田審議官 まさに大森委員が仰ったとおり、そのことは議場の内外で、その資源が低

いということをわかってあなたたちルールに合意したんですよねということは何回も言っ

たんです。さっき２つ理由があると言いましたけど、１つは3.3％で低いという話と、も

う一つ、アメリカなんかはそうだったんですけれども、やはり１年だけ加入がいいという

ことでやるのはやっぱり危ないよねということで、どちらかというと会議の後半はそっち

のほうが重点的な話として。結局そういうことになったので、じゃあ2016年だけじゃなく

て、2017年の指標も見て増枠を考えましょうというふうな議長提案になったという流れで

ございますので、その3.3％というよりは、１年間加入がよかっただけではという話で最

後は収束していったということだと思っています。そこの2.6％が3.3％になって、3.3％

だから低いからだめだという話については我々も全く納得しておりませんので、そこにつ

いては引き続き主張はしていきたいと思っております。 

 あと、今回も事前にいろいろなところに行って根回しはして、そのとき皆さんだめだと

言ってればもともと話が違ってたかもしれませんけれども、そこでそんなだめだという感

じではなかったので、私もそれなりの期待を持って北委員会に行って交渉やったわけです

が、蓋を開けてみると非常に固かったということでございます。 

 今後12月に向けて、またその12月を超えて来年の北委員会に向けて改めて今年の根回し

の仕方でよかったのかどうかみたいなことも含めて反省をして、来年こそは何とか増枠で

きるように頑張っていきたいと思っています。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 
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 今太田審議官からの説明伺ったところなんですが、17年の加入がよければこの議論が進

んでいただければ我々漁業者としてはありがたいです。その何年連続での、加入が良好だ

という話以外に、先ほどから出ている2.6％が3.3％になってもまだ低いというところが、

何％ぐらいなら評価できるとか、他国が示唆してるような率があったりするもんなんでし

ょうか。 

○太田審議官 環境団体が本件に非常に大きな影響力を持っているのですが、その環境団

体が言ってるのは、いわゆる我々が今目指しているのは歴史的中間値というところを目指

してやってるわけですけども、それが大体6.7％なので、6.7％に達するまでは増やすべき

でないということです。ただ、他の国はそこまではっきりとは言っていませんが、ただ

6.7％というのは来年達するような話ではなく二、三年かかりますので、ちょっとそこま

で待てと言われてもなかなか国内の状況を見ていると無理なので、そこはルールはルール

で決めたので、なるべく早く増枠できるように頑張っていきたいというふうに思っており

ます。 

○栁内委員 ぜひともよろしくお願いします。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では、特になければ、次の事項に移りたいと思います。 

 続いて、沖合漁業者等からのヒアリングを行います。本日は沖合漁業者の方と養殖業者

の方にお越しいただいております。本日と10月４日の２回に分けてさまざまな漁業関係者

からご意見を伺いたいと考えております。 

 参考人及び進行スケジュールについて、事務局から説明をお願いいたします。また、既

に出席依頼の際の通知文において意見聴取の進め方について参考人の方々にはお知らせし

ておりましたけれども、改めて事務局から進め方について該当部分の読み上げなどをよろ

しくお願いいたします。 

○岩本推進室長 水産庁管理課資源管理推進室長、岩本でございます。 

 資料３と資料４に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、資料３でございますが、今回くろまぐろ部会参考人といたしまして、沿岸漁業関

係者からそこにお示ししております10名の方、また沖合漁業関係者につきましてお示して

いるとおり５名の方、加えまして、養殖関係の方２名の参考人の方からご説明をいただく

ことを予定しております。 

 具体的なスケジュールにつきましては、資料４の方をご覧いただければと思います。本
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日９月28日金曜日と10月４日木曜日、２回に分けてご意見を頂戴したいと考えております。 

 また、意見の聴取、進め方につきましては既に参考人の皆様方には部会長からの出席依

頼の通知においてお知らせしておりますが、改めて関係部分について説明をしたいと思い

ます。 

 本部会では、第５管理期間以降の配分ルールについて議論していきますが、まず参考人

の皆様に現在の資源管理の取組の状況、第５管理期間以降の配分方法などについてのご意

見をお伺いしたいと思います。中でも、第５管理期間以降の配分については、基準となり

得る事項について、なぜそのような基準が必要なのか、他の事項との優先順位はどうすべ

きか、こういった点について客観的な事実に基づきご説明いただければと考えております。 

 その後、ご説明に続いて、委員より質問をする形とさせていただきます。なお、本日ご

説明いただきます前半の３名の方につきましては、３名続けて説明をいただいた後に委員

より質問する形とさせていただきたいと考えております。 

 また、一人当たりの所要時間は質疑対応も含めて30分程度を予定しております。 

 本日は、プロジェクターを用いての説明の方、また会場配付の資料を提出していただい

た方もいらっしゃいますが、本日質疑で追加の資料が必要な場合、また改めて追加資料の

提出をお願いすることもございますので、よろしくお願いしたいと思います。席への誘導

につきましては事務局が行いますので、ご不明な点等ございましたら周囲にいる事務局に

声をかけていただければと思います。 

○山川部会長 それでは、資料４の順番にご発言をお願いします。まず、先ほども岩本資

源管理推進室長のほうから説明がありましたけれども、まき網の３名の方々、続けて３名

ご発言いただいて、その後に委員の方々から質問を受ける形にしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○野﨑副社長 着座にて失礼します。主に太平洋で大中型まき網経営しております、株式

会社酢屋商店の野﨑です。本日はよろしくお願いいたします。 

 私からは、まず、大中型まき網漁業全体のくろまぐろの漁獲量管理の推移と太平洋海域

の状況について説明し、その後、日本海、東海黄海・九州西部海区のそれぞれの代表から

各海区の状況についてご説明いたします。 

 まず、お配りしております資料１ページ、図１をご覧ください。これは水産庁資料によ

る各漁業がくろまぐろの資源に与える影響です。西部太平洋まき網漁業、沿岸漁業など、

それぞれの漁業が資源への影響を与えており、それぞれの漁業が責任を持って資源を管理
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する必要があることをまず申し上げたいと思います。その上で、大中型まき網のくろまぐ

ろの漁獲量管理の取組についてご説明申し上げます。 

 続きまして、資料の２ページ、表１をご覧ください。小型魚の漁獲量管理の推移を示し

ています。くろまぐろは０歳、１歳魚の小型魚の漁獲が漁獲尾数の９割以上を占め、小型

魚の漁獲量の削減が資源の回復に最も効果があるとされています。このため、まき網漁業

は、他の漁業で漁獲量管理が導入される４年前、平成23年漁期から小型魚の漁獲量管理を

開始しています。平成23年から26年の４年間は、まき網のみがくろまぐろの漁獲量管理を

行っていたわけです。その後、平成27年に他の漁業でも漁獲量の管理が開始されました。

資料４ページ図２にその際の漁獲枠について説明いたします。国全体では基準年である平

成14年～16年の50％減の漁獲枠とされています。図にお示ししたとおり、まき網の基準年

の漁獲量は4,545ｔですが、まき網の漁獲枠はこの実質の50％よりも272ｔが削減された

2,000ｔとなっております。この272ｔが他の漁業に配分された形となっております。 

 さらに、小型魚の漁獲削減が資源回復に最も効果的との科学的評価に基づき、第３管理

期間の途中で、小型魚から大型魚への枠への振り替えを行いました。ＷＣＰＦＣ条約では

小型魚削減量のすべて500ｔを大型へ振り替えることは可能ですが、水産庁により、大型

魚への振替えは250ｔに抑えられ、250ｔは水産庁の留保枠とされました。 

 くろまぐろの資源評価を行っているＩＳＣによると、まき網漁業で小型魚の枠から大型

魚の枠に250ｔ振り替えた場合、資源の回復目標の達成率が62％から73％へ上昇すると考

えられています。大中型まき網の振替えは、小型魚から大型魚への250ｔの振替えに加え、

さらに小型魚の漁獲枠を250ｔ削減するものであり、大きな資源回復効果があるものと考

えています。 

 なお、第３管理期間では大中型まき網以外のすべての漁業種類で漁獲枠を超過していま

したが、大中型まき網だけは漁獲枠を超過してりおません。 

 続きまして、資料６ページ、表３をご覧ください。大型魚の漁獲量管理の推移を示して

います。大型魚につきましてもまき網は平成23年から日本海で、平成27年からは全海区で

漁獲量の管理を行っております。小型魚と同様に、平成23年～29年の７年間はまき網のみ

が漁獲量の管理を行っていたわけです。平成30年に大型魚についても全ての漁業で漁獲枠

が設定されました。 

 ８ページ、図３をご覧ください。ここでは漁獲枠について説明しております。国全体で

は基準年である平成14年～16年と同量の漁獲枠とされています。これを各漁業へ配分する
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際には、近年の平成27年～28年の漁獲比率で按分とされていましたが、大中型まき網では

この按分値よりさらに295ｔが削減された量がベースとされています。さらに、全ての漁

業で１割相当が留保され、まき網も１割相当の285ｔが留保されました。その際には水産

政策審議会の場で１割の留保は不確実な漁獲量の拡大に備え、国全体としての管理目標を

確実に達成するとともに、より早期の資源回復のために行うものであり、漁獲枠が超過し

そうな漁業に配分するための枠ではなく、それぞれの漁業が枠を超過しないことが基本と

の説明を受けておりました。その後、本年８月の水政審で決定された大型魚の配分が変更

されました。９ページに変更について説明していますが、まき網の漁業には１割留保が解

除され、近年３年の最大値までの追加配分、微小割当県への一律５ｔの追加配分がなされ

ました。 

 表４では、第４管理期間の各漁業への大型魚の漁獲枠の配分方法についてまとめてみた

ものです。まず、基本的な配分は、基準年の国全体の漁獲量を最近年の漁獲実績で按分し

ていますが、まき網だけはこの按分値から295ｔ削減した量が基本とされております。１

割留保については、まき網は１割相当を留保されたまま、他の漁業には留保を解除して留

保分を配分しております。さらに、まき網以外には、直近３年の最大値まで漁獲量を追加

するとともに、割り当ての少ない県の沿岸漁業には一律５ｔの追加配分を行っています。

過去３年の最大実績までの配分も、沿岸漁業の一律配分も何らかの財源がなければ不可能

です。この財源にまき網の按分値からの削減295ｔや、１割留保285ｔ、計580ｔが使用さ

れている形となっております。 

 続いて10ページをご覧ください。今後の配分についての考えをまとめております。これ

までご説明したとおり、まき網は小型魚、大型魚ともに他の魚種が漁獲量管理を行う以前

から率先して漁獲量管理に取り組んでまいりました。その後、他漁業でも漁獲枠が設定さ

れる際には実績ベースより漁獲枠を削減され、明らかに不利な扱いを受けております。さ

らに、科学的評価に基づいて資源回復のための小型漁獲枠の削減についても取り組んでい

ますが、これまで枠を一度も超過したことはございません。 

 加えて、まき網漁業は漁法上混獲は避けては通れない問題ではありますが、我々独自に

自分の留保枠を設ける形でこの課題を解決に努めております。枠の議論に当たりましては、

混獲枠に配慮いただくようお願い申し上げます。 

 漁業者の現場感覚といたしましては、くろまぐろの資源は大幅に回復しており、資源評

価でも回復傾向は明らかになっていますが、まき網のこれまでの資源管理の取組資源の回
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復に結び付いていると我々は自負しております。 

 第４管理期間の大型魚の配分につきましては、まき網が実績ベース以上の枠の削減を受

け入れ、決められた枠を守り、その成果で資源量が回復すると、資源回復で枠を超えそう

になった他漁業の枠が増やされるものです。真面目に資源回復に取り組んできた我々がば

かを見ているように思えて非常に納得できるものではありません。 

 ＴＡＣ制度は、公平に漁獲枠が配分され、全ての漁業がまずは決められた枠の中で操業

を行うことが基本と考えています。枠を守れないことを理由に、枠を守っている漁業から

守れない漁業に安易に枠を配分するということは、ＴＡＣ制度自体の崩壊につながるとも

考えられます。 

 大中型まき網漁業は、まいわし、まあじ、さば類、するめいかなど漁業の大部分がＴＡ

Ｃ魚種であり、ＴＡＣ制度が不公平な運用をされることは見過ごすことができない大問題

です。 

 政府の水産政策の改革では、主要資源についてアウトプットコントロールを基本に資源

管理をするＴＡＣ対象魚種を順次拡大するとされていますが、このためにはまずＴＡＣ制

度の公平な運用を行っていただきたいと思います。 

 この後、各海区の状況をご説明いたしますが、くろまぐろ漁獲はまき網漁業経営にとっ

て重要であるだけでなく、一般消費者が生鮮でくろまぐろを食べる重要な機会を提供する

とともに、養殖用の天然種苗の半分以上を提供するなど、多くの役割を持っています。ま

た、境港、塩釜など地域経済にとっても欠かすことのできない存在です。このような漁業、

一般消費者、養殖業、地域経済への重要性を評価するとともに、漁法上の混獲への配慮、

さらにこれまでの資源回復への取組等も評価の上で、漁獲実績に基づく公平、公正な割り

当てがされることを期待いたしたします。 

 最後にもう一点つけ加えさせていただきます。東シナ海及び西部日本海は中国と韓国の

漁業海域が重複しております。とりわけ東シナ海におきましては枠のまき網漁業と中国漁

船が競合関係にあります。そのような海域におきまして我が国のまき網漁業が健全な操業

を続けているからこそ中国漁船に対する牽制機能が多く働くとともに、日中漁業協定に基

づく漁業協議が緊張感を持って実施されているものと考えます。 

 くろまぐろ枠のさらなる削減により、まき網漁業が立ち行かなくなった場合には、まき

網漁業による牽制機能が失われて、一般的な漁業協議となってしまうおそれがあります。

つきましては、枠の議論に当たりましては、この点についても十分ご配慮いただきたいと
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申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、私から太平洋における大中型まき網漁業におけるくろまぐろの状況に

ついて発言いたします。 

 太平洋におけるまき網漁業にはくろまぐろの水揚げの多くは塩釜港で行われております。

その理由といたしましては、くろまぐろは割裁やサクヘの加工、ロンやサクへの凍結など

多岐にわたるため、加工業者や量販店、回転ずし等への流通業者も揃っている必要があり

ます。塩釜港にはこれらを使う仲買加工業者が多いという理由が挙げられます。その結果、

一般の漁業者の皆さんにくろまぐろを賞味していただける機会をまき網漁業により提供で

きていることと自負しております。このことは、時期や数量を予定できない他の漁業種類

においては到底真似のできないことであり、加工流通業者を含めた地域への貢献度に加え、

まき網漁業では重要な役割を担っていると考えております。 

 塩釜魚市場に聞いたところ、６月から７月の塩釜港における２カ月間の水揚げ金額のう

ち、くろまぐろを主体としたまき網漁業の水揚げは、最近３カ年で７割～８割を占めてお

ります。また、水揚げされたくろまぐろのうち、築地をはじめとする消費地市場に送られ

るものはわずか一、二割程度と聞いております。大半が塩釜周辺で処理されているものを

考えれば、地域経済におけるまき網漁業への貢献度の高さを考慮すべきではないかと考え

ております。 

 なお、私たちまき網漁業者は、くろまぐろの付加価値を向上させるため、冷海水と製氷

の使い方を工夫する高鮮度の保持に努めていることを加えて申し上げます。 

 続きまして、太平洋くろまぐろの管理状況について説明申し上げます。資料12ページの

図４をごらんください。まず、１のリアルタイムの漁獲報告体制として、数量を迅速かつ

正確に把握するため、操業船から24時間の通報体制をとるとともに、操業に当たってはま

き網は操業開始前と操業終了後の２回の専用電話連絡により報告を行うこととしておりま

す。報告内容につきましては、操業位置、漁獲量、サイズ、水揚予定港としております。 

 次に、この情報に基づき、実際の水揚げ立会検査として、主要水揚げ港に立会人を派遣

し、個々の水揚げをチェックし、決められた漁獲枠を超過することのないよう厳格に管理

しております。 

 なお、太平洋海域ではおおむね100kg以上の大型魚が大半であり、30kg未満の小型魚に

つきましては専獲を自粛する措置としております。 

 例年であれば、９月いっぱいはくろまぐろ操業を行っておりましたが、数量管理を厳格
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に実施する平成28年からは、管理目標を消化した８月半ばで操業を終了しております。さ

らに、かつお漁期におきましても、ようやくかつおの群れを発見したにもかかわらず、く

ろまぐろの小型魚の混じりが確認されたため、その漁場を放棄せざるを得なくなった事例

が多発しております。 

 このように、まき網漁業は操業に大きな支障が出ているにもかかわらず、くろまぐろの

枠を厳守に努めていることをご理解いただきたいと考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○石井参事 それでは、続けて輪島漁業生産組合の石井です。今回はくろまぐろ部会で発

言する機会を与えられましたことに感謝申し上げます。それでは、早速始めたいと思いま

す。 

 今日はまず、１、まぐろ漁の状況、２、管理の状況、最後に３として第５管理期間以降

の配分ルールについて意見を述べさせていただきます。 

 まず、まぐろ漁の状況ですが、日本海では９船団がまぐろ漁に従事しています。輪島漁

業西生産組合の巻き網船団は、管理開始前は５月下旬から８月上旬にかけて、出漁日数で

すけれども、平均55日間の出漁をしていました。管理が始まり、特にここ４年間では、平

成27年が25日間、28年が19日間、29年が16日間、そして今年30年はたった３日間の出漁で

まぐろ漁を終了しています。今年の３日間というのは日本海の中で配分された枠で、漁獲

金額をできるだけ多く確保するため、他の船団と出漁日をずらして、最初の漁獲後は２週

間休漁し、その後出漁、また漁獲、そしてまた１週間休漁して、出漁、漁獲という３日間

で終わり。これは出漁すればすぐにまぐろの魚群が見つかるほど資源が増えているという

ことであります。 

 まぐろの脂ののりも非常によく、平均1,400円を上回る単価で取引されました。また、

他の船団では、笞刑をすることにより付加価値を上げている船団もいます。配分枠が少な

いため、漁獲金額をできるだけ減らさないような努力をしているところです。 

 まぐろの資源管理を開始して８年、ここ４、５年沖でまぐろが急激に増えたということ

は確実だと思います。よく産卵親魚、漁獲の影響を言われますが、先ほどの野﨑さんの資

料の図１の各漁業の親魚量に与えるインパクトにもありますとおり、西部太平洋まき網漁

業の中の大型魚対象、この中に我々の漁業も含まれると思いますが、このインパクトは全

体の5.6％にすぎず、産卵前でも産卵後でもいつ大型魚を漁獲するかということより、小

型魚の漁獲を抑えるという資源へのインパクトのほうが大きく、現在の科学的根拠に基づ
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く管理方法が正しく効果が着実に現れてきていることだと思います。 

 ちなみに、当船団の今年のまぐろの水揚げは、管理前のよい年と比べると、漁獲量、金

額ともに３割から４割、三、四十％程度になっています。 

 また、日本海で操業する大中型まき網のくろまぐろへの依存度は高く、特に日本海中西

部を中心に操業する大中型まき網では６月の水揚げ金額の90％以上を占める重要な魚種で

あり、くろまぐろがなければ経営は成り立ちません。 

 境港漁港では６、７月は魚の夏枯れ時期であり、平成30年、今年ですけれども、６月の

まぐろの水揚げは境港漁港全体の４割強となっております。荷受け、仲買はもとより、製

氷、運送、飲食、小売等への経済的波及効果等与える恩恵は幅広く、雇用、加工等社会的

にも大きな役割を果たしています。 

 また、観光面でも、境港ではくろまぐろの漁期に合わせて、６月にまぐろ感謝祭を実施、

今年で８回目となり、毎年約5,000人の人で賑わい、今では夏の風物詩となっています。 

 次に、管理の状況についてですが、ＷＣＰＦＣの国際合意により、平成23年より他の漁

業に先立って小型魚の漁獲量管理が始まりました。また、日本海では大型魚についても平

成23年から自主管理ということで、６月から８月で2,000ｔ、これは直近５年の実績の約

13％削減した数量で管理が始まり、平成27年には８月の操業自粛、200ｔ削減の1,800ｔで

の管理となり、さらにＴＡＣ法に基づく数量管理となった今年からは、枠全体を最近年の

漁獲比率で按分、さらに不確実な漁獲量の拡大に備え、国全体の管理目標の確実な達成の

ためということで留保枠285ｔが削減されました。 

 今年の配分は最近年、これは平成27年、28年の漁獲比率ということでありましたが、27

年、28年のまき網の実績は、枠の上限を守るため、まぐろ操業を終了した、要するに我慢

した実績であります。漁獲しようと思えば幾らでも漁獲できたにもかかわらず、沖でまぐ

ろを発見しても漁獲しなかった実績であり、また実際の按分値である3,393ｔも02-04年の

3,098ｔを超えるため調整されたことで295ｔ削減されています。まき網以外のほとんどの

漁業の直近の実績は、管理をせずともよく、自由に漁獲した実績です。 

 平成23年から大中型まき網で水産庁の指導により自主管理を含め、まぐろの管理をして

いますが、今まで一度も管理数量を超過したことがなく、大中型まき網は管理目標の確実

な達成のための留保枠は必要ないと思います。各漁業種で数量管理が徹底されれば、留保

枠は必要ないと思います。しっかりと管理できない漁業の分を管理できている漁業で穴埋

めするような管理方法は間違っているのではないでしょうか。 



－15－ 

 それでは、最後に３番、第５管理期間以降の配分ルールについてですが。まず、１つ目

として、配分の基準となり得る事項については、直近の実績が最も重要であると思います。

ことしからＴＡＣ法に基づく数量管理となり、ＷＣＰＦＣの国際合意により02-04実績の

小型魚は半減、大型魚は維持とされました。いわしやさばと違って管理数量が小さく、魚

価の高い魚種のため枠の配分とともに、枠の有効利用することも大事であり、消化率をで

きるだけ上げながら枠をしっかり守ることが必要となってきます。 

 資源が回復してきた今、将来を想定し、配分を行うことも大事であると思いますが、過

去、要するに直近の実績以上の配分は消化率を下げる可能性があるということも考慮すべ

きと思います。 

 次に２番、管理上漁獲を我慢した漁業とそうでない漁業があることを考慮すべきだと思

います。まぐろはその年によりどの海域でどれだけ漁獲されるか予想が難しい魚種です。

配分を獲れるだろう、獲れるかもしれないというような予測や想定で配分するには枠が少

なすぎると思います。現在管理上獲り控えている漁業とそうでない漁業を考慮すべきであ

ると思います。 

 次ですけれども、３番、大中型まき網漁業の今年の配分について、大型魚の3,063ｔと

なっていますが、これは小型魚500ｔを大型魚に振替えした250ｔが含まれています。02-

04ベースでは2,813ｔであり、留保する必要のない枠285ｔを含め、3,098ｔとなり、あく

までも3,098ｔプラス250ｔの3,348ｔが実績と考えるべきです。 

 ４番、管理全体を考えると、配分枠を各漁業が公平に我慢することが最も重要であると

思います。現在のように資源が増加してきた場合、管理している枠と現場の状況にギャッ

プが生じ、枠が不足すると考えられ、第４管理期間のまき網漁業のように非常に不公平に

配分されることとなり、それに対しての経営安定対策がありませんでした。第５管理期間

以降では、このようなことのないよう、さらなる経営安定対策等の充実が図られるべきで

あると思います。 

 以上です。 

○谷代表取締役 長崎県五島にありますのぞみ漁業株式会社の谷と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 東シナ海、九州西で操業する大中型まき網漁業者を代表して発言いたします。 

 まず、私どもの漁業内容についてご説明します。 

 先ほど野﨑さんより説明のありましたとおり、大中型まき網がくろまぐろ操業を行う海
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域は太平洋、日本海、九州沖合の３つに分かれます。私どもが操業する九州沖合海域は、

主に小型のくろまぐろが来遊する経路に当たることから、主たる漁獲対象は小型魚であり、

これはこの海域で操業する沿岸漁業も沖合漁業も大体同じでございます。 

 このことから、大中型まき網漁業による小型魚漁獲量の大半が九州沖合海域で漁獲され

ています。漁期は加入量の増減に大きく影響を受けますので、加入量が多い年は周年にわ

たり来遊がある場合もございますが、主たる漁期は５月から７月の春漁期と11月から12月

の秋漁期となります。漁獲対象は０～１歳魚で、サイズ組成は春漁期が１尾２kg～３kg主

体、秋漁期は６kg～10kgの割合も増加いたします。春漁期の漁獲物の仕向け先が主に養殖

向けの種苗となります。平成24年度以降、漁獲量の大幅削減を進める上で、国の指導によ

り徐々に養殖種苗に向ける割合を増やし、近年は大方20～25万尾が養殖種苗向けとなって

おります。養殖漁業者の参考人の方から詳しいご説明があるかと思いますが、当面この水

準が増えることはないと思っております。 

 中国漁船の進出拡大により、近年東シナ海の資源と操業環境は厳しい状況にあります。

我々が健全な経営を維持し、東シナ海で操業することで、韓国、中国とは漁業交渉が行わ

れることになっておると思っておりますが、我々が衰退し、漁業交渉自体が行われない状

況となれば、東シナ海は中国、韓国が自由に操業できる海となってしまいます。このよう

なことがないためにも、この春漁期のくろまぐろ漁の重要性は高く、ここで最低限現状の

収益を確保できる計算が立たなければ、東シナ海に出漁し続ける体力を養えません。 

 また、春と秋の漁期のほかにスポット的な漁獲として、２月～３月ごろに九州西方沖に

おいて大型魚も含む魚群が来遊する場合があります。漁獲量制限から近年私どもはこの時

期にくろまぐろを積極的に操業することはありませんが、ちょうど日韓境界線付近に漁場

が形成されることから、韓国のまき網漁業による漁獲が活発となり、その漁獲量の多くが

福岡市場を中心に日本へ輸出されることになります。 

 次に、私どもの海域での漁獲量の管理方法についてご説明申し上げます。私どもの海域

では、日本遠洋まき網漁業協働組合が中心となって漁獲量の管理を行っています。具体的

には、養殖向けの種苗操業は個々の漁業者が養殖会社との間における供給尾数契約に基づ

く計画生産となります。したがって、オリンピック方式では計画生産できませんので、船

団ごとに漁獲枠を定めた管理を行っております。種苗用として小型魚枠の多くを計画的に

消化いたしますので、残りは主に混獲で消化することになります。小型のくろまぐろは他

の魚種との混獲も多いので、決して船ごとに十分な混獲用の枠を確保しているわけではな
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く、混獲が多いような場合には漁場移動や網の開放を行うことに取り組んでおります。 

 なお、２船団～４船団によるグループでの漁獲量管理を行うようにすることで、仮に１

船団が自分の漁獲枠を超過しても、グループ内で融通できる仕組みとして行います。 

 以上の漁業状況と管理方法を踏まえて、今後のくろまぐろ漁獲枠の配分のあり方につい

てですが、私は基準が二転三転いたしますと漁業現場は混乱しますので、ＷＣＰＦＣによ

る基準年をベースとする現状の配分方式は対外的にも明確であり、今後も前提として維持

するべきだと考えます。 

 なお、その上で勘案していただきたい事項として、これまでの資源管理措置の実績があ

ります。野﨑さんのご説明のとおり、大中型まき網では平成23年以降既に８年間にわたる

漁獲量削減措置に取り組んできましたが、私ども九州の大中型まき網漁業ではさらに３年

間さかのぼり、平成20年から２kg未満の小型魚の漁獲抑制に取り組んでいます。資料とし

て平成19年12月に我が国周辺くろまぐろ資源の利用に関する検討会での中間とりまとめを

提出しておりますので、どうぞご一覧ください。 

 この検討会は、水産庁の主導により進められた会議です。自主的取組とはされています

が、この内容のとおり、そのとき既に大中型まき網漁業では国の指導による漁獲抑制がス

タートしています。これから３年後に漁獲量削減が導入されましたら、私どもでは当初か

らそれまでの取組の効果を検証してほしいと求めてまいりました。残念ながらこれまでそ

の検証がされたことはありません。しかし、昨年から我が国周辺海域ではくろまぐろが急

速に増加したのは平成27年からの漁獲量半減の効果としては早すぎますので、それ以前の

私ども大中型まき網漁業だけが制限されてきた平成20年からの取組の効果と、一昨年から

高い水準の加入量の発生が重なったことが要因だと私は思っております。しっかりとした

漁獲量の管理体制が構築される前に、資源量が余りにも早く回復してきたため、漁業現場

に混乱が生じ、それに伴う沿岸漁業者の方々の厳しい、難しい実情もわかります。しかし

ながら、野﨑さん、石井さんの説明にもありましたとおり、私ども大中型まき網漁業者は

国の指導に基づく漁獲抑制と漁獲量削減とを履行する努力を続けてまいりました。大中型

まき網漁業は船の数が少ないから管理が楽だという意見もございますが、九州沖合海域で

操業する大中型まき網漁業だけでも乗組員数は1,000人を超え、これら多くの乗組員の理

解のもとに大中型まき網漁業の取組が成立し、結果としてくろまぐろ資源が回復基調にな

っている事実もぜひ考慮していただきたいと思います。 

 もちろん、今の50％削減という余りにも過大な削減措置が継続している間は配分基準と
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は別に我が国全体の漁獲枠を超過させないための漁業者間の協力は沿岸、沖合に限らず、

すべての漁業が努力する必要があると思います。例えば、前年同期の小型量は沿岸漁業の

一部で枠の大幅超過が発生したことで我が国全体枠の超過が危惧されましたが、大中型ま

き網漁業による留保枠と漁業抑制の結果による残量によって沿岸漁業のオーバー分を穴埋

めし、我が国全体での超過を防ぐことができました。 

 また、大中型まき網漁業の中でも、単に実績割合だけではなく、依存度を考慮し、大型

魚枠は太平洋と日本海で、小型魚枠は九州海域でできるだけ多く利用するよう相互協力を

行っております。具体的には、小型魚が主体の九州海域では大型魚は専獲しないようにし

ております。 

 以上で、私の発言を終わります。どうもありがとうございました。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 これで３名のまき網の方々のご発言をいただいたわけですけれども、委員の方々から質

問等ありましたらよろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。田中です。 

 まず最初、幾つか質問したいことがあるのですが、枠の達成の仕方について、どうやっ

て守っているかということについての質問が最初です。今最後谷さんのほうからは、計画

生産、養殖場の出荷量が決まっているので、それを一応ＩＱのような形で分けて出してい

ると。その残りについてはグループ間で調整する、混獲については調整するというそうい

う方式だという話を伺ったんですが、一応それは毎年の話し合いというかそういう合意が

あってやっているという理解でよろしいでしょうか。 

○谷代表取締役 毎年大体同じような時期にくろまぐろについての検討を日本遠洋まき網

漁業協働組合の中で行いますので、そこで例えば前年と同じ枠ということであればそれを

皆さんに了解をその場でしていただいて、それを履行していくという形をとっております。 

○田中委員 ありがとうございました。 

 あと、他の水域ではどういうふうにして守っているのか、勝手にいわゆるオリンピック

方式で毎日観測をして、ここまで来たら終わりという形になっているのか、それともある

程度個別に割り当てる形をとっているのかという点についてはどうでしょうか。 

○石井参事 日本海の方ですけれども、日本海の方では当初オリンピック方式でやってい

たんですけども、やっぱり資源が増えてきて、オリンピック方式というのは競争というこ
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となんで、競争するとどうしても止めるに止めるれない状況になったということで、毎年

毎年やり方変えるんですけど、今現状ではオリンピック方式から大きく言うと実績半分、

オリンピック方式半分というやり方。そのオリンピックにしても、オリンピックという言

い方はおかしい、共有枠という形の中で、６月は何ｔまで、過去の実績に応じて６月は何

ｔまでで共有枠終わりですよ、７月分の共有枠という形をとって。あとはその実績で各船

団にいわゆるＩＱですよね、分けるんですよね。そういうものを経て、今現状は競争がで

きるだけ起きないように、枠が段々絞られてくる中に金額を多くするためには競争がある

とやっぱり供給のほうはいっぱい重なってしまうので、そういうときは値段が安くなるの

で、競争の起きないようにということで、今は実績割を大分少なくしていって、来年、再

来年にはなくします。均等割というのを多くして。あと、共有枠の均等割というちょっと

ややこしいんですけど、出漁する船団が決まった時点で皆さんの合意を得た上で競争せず

に均等に分けようという。要するにほぼ均等になっています。均等に割ることによって競

争が起きない、他の船団がとっても慌てて出る必要もないし、出漁時期をずらすこともで

きるって、そういうところのやり方を。 

 さっきの質問のどうやってというのは、そういうやり方の中で今言ったやり方の中で全

部先に50ｔぐらい留保枠をとるんです。そして、まぐろですから、きっちり獲れないんで、

少なかったり多かったり、その状況の中で、その50ｔを超えたら、50ｔというか、自分の

枠を超えたらそれについては没収をする。だから自分のものにならない。その50ｔを留保

枠としてやったり、他船団が例えば数ｔか残した場合にはそれは融通できるような形にし

ていると。そうしていくと、だんだん９船団いるけども、そのうちに１船団か２船団にな

って、その最後に残った船団の人にはその留保枠は獲っちゃだめな枠じゃなしにみんなの

枠ですから、自分のものにならないだけでみんなの枠ですから、有効に使ってもらう。要

するにぎりぎりまでとってもらうけれども、それは自分のものにはならない、全部没収し

て、協議会の運営費用として使用しています。そういうやり方です。 

○野﨑副社長 北部太平洋海域におきましては、まず大きくスタートの際は共有枠という

形で漁獲皆さん一斉にスタートするという形で始まりまして、ある程度の数量になりまし

たら、共有枠から変更しまして、各船登録した分のところに個別配分という形となってお

ります。個別配分につきましては、やはりオーバーした分は没収という形になっておりま

す。先ほど資料でもご説明したとおりですね。まず網をやる前に、連合会への報告義務等

ありますので、この網を打っていいのか悪いのか、数量ちゃんと確認しながら、そこら辺
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の了承を得ながらの操業となっております。 

 ですので、今年につきましてもやはり今から操業したいんだと声を上げた船団があった

んですけども、もう共有枠終わりですのでとか、個別枠につきましてももうオーバーしま

すので、操業しないでくださいといった丘からのストップ等々はかかっております。 

 以上です。 

○田中委員 ありがとうございました。ということは、大体一応その枠を守るような集団

的な操業体制というのがもう各地域ともでき上がっているということで、そういう理解で

すね。 

○山川部会長 今の話に関連するのですが、野﨑さんのお話の中で、独自にまき網枠の中

から留保枠を設けて、それで最後、混獲が起きたとしても全体の枠を超えないようにとい

うようなお話が確かあったかと思うんですけれども、その留保枠というのは国として設定

している留保枠ではなくて、自分たちの枠の運用の中でそういった工夫をされているとい

うことですか。 

○野﨑副社長 はい、そうです。国の留保枠とはまた別に北部まき網の中での留保枠をと

っているということです。 

○山川部会長 それは、北部まき網の中ということで、他のところではいかがなんでしょ

うか。 

○石井参事 先ほども話したように、日本海でも毎年50ｔ前後を留保枠として、日本海に

割り当てられた中で別にとってます。国の留保枠とは違います。 

○谷代表取締役 九州西部でも同様で、独自で留保枠を持っておりまして。各船団で決め

られた数値をもし万が一超えた場合にはその留保枠を充てて、その海域としての枠は超え

ないようにということでやっております。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 他に委員の方々からよろしくお願いします。栁内委員。 

○栁内委員 九州海区の小型魚の説明、資料もございまして、種苗向けのお話もあったん

で、ちょっとその辺掘り下げて教えていただきたいです。種苗向けに大体尾数で20万尾ぐ

らいということ、あとこの紙の資料では２kgより大きいものしかと獲らないということで、

そうしますと種苗向けには五、六百ｔかそれ以上から設けられているのかなという気はす

るんですが。その辺のおおよその数字と、あと計画的な操業管理ですか、そのあたりをも

う一度詳しくご説明いただきたいと思います。 
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○末武 すみません、東シナ海のほうで事務局をしております日本遠洋まき網漁業協同組

合の末武と申します。 

 種苗の管理につきましてはこの後養殖業者の方もご報告あるかと思うんですが、おおむ

ね九州のまき網で20万～25万尾の活け入れを毎年行っております。平均魚体としては大体

２kg以上2.5kgぐらいが平均というところでございますので、大体年間500ｔか600ｔは養

殖種苗に向けております。 

 管理につきましても、活け入れするときにステレオビデオカメラを用いまして、１尾重

量をＱ１システムというシステムで確認して、その１尾重量×尾数という形でご報告を業

者さんのほうからいただいておりますので、それで数量管理を行っております。そこのや

り方については今のところすべてステレオビデオカメラのデータ等も含めましてご提出を

いただいている状況でございます。 

 以上です。 

○栁内委員 確認なんですけど、九州海域での小型魚の漁獲対象は２kgより小さいものは

獲らないという管理を徹底されてるということなんですか。 

○末武 はい、基本的にはまき網では２kg未満は獲らないということは種苗においても行

っております。ただ、魚種によっては多少２kgきれるときもありますけれども、その場合

でも漁場を変えたりとか魚群を変えたりということで２kg以上を主体に漁獲しているとい

う状況でございます。 

○栁内委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 他にいかがでしょうか。田中委員。 

○田中委員 単刀直入にお伺いしますけれども、漁獲量の配分についてこれだけはどうし

ても聞いてほしいというのは、まき網のグループの中でありますでしょうか。 

○谷代表取締役 まず、今の小型魚については混獲用としてということでしかもうやって

いけないほどのわずかな量しか各船団には割り当てられません。そんな中で、これがさら

に削減ということになると、操業できない時期が発生してきてしまうんですね。実際に平

成28年の年末に漁獲枠かなりもう消化してしまった時点で何の魚種を狙ってやってもヨコ

ワが入ってきてしまうという状況になってしまいまして、私どもは一番稼げる対馬の当時

の漁場なんですけれども、それを捨てまして、魚がおるかどうかもわからん五島西沖の方

に移動したんですね、これ全船です。これはやっぱり漁業者として一番悔しくて情けない

思いになるんですね。それは乗組員もそうだと思います。稼ぎどきのときに稼げないとい
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う状況になるような漁獲枠だけにはしていただきたくないなと。せめて現状はやっぱり維

持していただきたいなと、これは他魚に関してもですね。そこはお願いしたいところです。 

○石井参事 今小型魚の話なんで、大型魚のほうで。本当言うと、私の発言にあったよう

に、3,348ｔがいいんですけども、それでだめだという話じゃなしに、今この資源が回復

して増えてきた状況の中で、まだ他の漁業はオーバーはしてないんですが、これから増え

てくると思うんですよね。そのときに自分たちの実績だからというそれを維持するために

という話じゃないんですが、みんなで枠の取り合いじゃないですけど、するには枠がちょ

っとやっぱり少なすぎるんですよね。現場の資源回復しているものと、皆さんの欲しい希

望の枠とにやっぱりちょっと差があるということなんで、そこのところは来年以降増枠を

早くしてほしいという話も１つあります。 

 まき網としてはやっぱり非常に依存度が高いんで、現状維持ではないですけど、せめて

3,348ｔをもとにどうやってというその実績のもととなる数字は3,063と3,098とちょっと

似てる数字なんでみんな勘違いするんですけど、250ｔはあくまでも小型魚から振り替え

た枠なので、それをちょっと横へ置いておいて、2,818ｔしかないという今のこの現状の

第４管理期間の配分の仕方についてはちょっとどうなのかなと思っています。そういう気

持ちでいます。 

○野﨑副社長 私の方から、余り詳しい専門的なことじゃないんですが、やはり現場が混

乱というか、やはり北部太平洋でも特に９月頭からキハダ等々の漁は見えてはいたんです

が、それ以上にくろまぐろの群れが多数見つけられているという現状はあります。ただ、

漁獲枠の超過等々もあって、早めに北部太平洋では操業禁止の状態がなった、今年はです

ね、ありまして、魚を見ても網をやれないという現場のフラストレーションは非常に高い

ものとなっております。やはり魚がいるのに網はやれないというモチベーションはなかな

か現場の人間たちにとっては厳しいものがあると思っております。やはりそういった我々

よりも現場の乗組員のことも考えますと、もうちょっと枠の増加に関してはやはり一番訴

えたいところと思っております。 

 以上です。 

○山川部会長 田中委員。 

○田中委員 大体現状以上の枠が欲しいという意見ではなかったかと思うんですけども、

例えば今まで水産庁から一方的に言われてきた一部留保枠ってありますよね。このやり方

については特段意見はありませんか。つまり私が言いたいのは、本来沿岸とまき網とかあ
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るんであれば、協議会でもつくり、そこで合意をしてから留保するというやり方もあると

思うのですが、今のやり方だと水産庁から一方的に言われてけしからんではないかという

ところではないかと。何となくそのように思ったのですが、それについてはどうですか。 

○石井参事 去年の12月、11月の水政審かな、全漁業が１割を留保すると。これについて

は説明はあったんですが、私個人的に考えたのは、ああ、これ小型魚で失敗したから大型

魚で留保とるんだなというふうに思ったんです。それについて全漁業でとるというから、

これまき網だけ反対というわけにはいかないなという思いでいたんです。それが、今年に

入っていろいろなもので８月このような配分になったということに対しては私はちょっと

不満を持っています。だから、まき網というのは本当言うとここの意見でも言いましたけ

ど、自分たちで留保枠とるんで、国の留保枠なんていらないんですよね。そういう気持ち

は今でもあります。だから、去年の12月に決められたそのときもあったんですけど、あの

ときは全漁業で１割とるんだからというそういう、それは再配分に使わないということを

言われたから仕方なく納得したというところです。 

○田中委員 もしそういう協議の場が設けられたら、どなたか代表が出てきて話し合うこ

とは可能ですか。 

○石井参事 可能じゃないですか。 

○田中委員 わかりました。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 お三方のお話を聞いてましても、小型魚も大型魚も含めて資源状況が良化し

ていることは肌で感じられている。沿岸の方々が仰ることも含めて、これが事実だと思う

んです。ですから、先ほど太田審議官が報告されましたけれども、今回のＷＣＰＦＣで増

枠がかなわなかったというところは本当にものすごいジレンマになるわけですね。これが

何年続くのか、続く間はこの全体の総枠を守り抜いていかなければいけないわけですので。 

 そういった面で国の留保枠なんかなくても自ら留保枠を設定してちゃんと管理をしてい

けると、これはやはりまき網の経営力の高さもあると思うのですけれども、やはり狙って

獲れる、そういった１つ大きな特性があると思います。そういう中で、平成23年から自主

的に取り組んでこられているわけですけれども、積立プラスはそこから少し後から発動さ

れていると思いますが、平成23年以降、それぞれの方々の積立プラスができ上がるまでの

間の期間の経営というか、その辺のところで特に大きな問題が生じていた期間というのは

あったかどうかというのを教えていただけますでしょうか。これはくろまぐろということ
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だけではなくて、まき網のそれぞれの経営体としてのあり方という意味合いで教えていた

だければありがたいです。 

○石井参事 ここにいる３名は一応漁業者ということなんで、３名の組織はわかると思い

ます。けど、全部の組織はちょっとわからないのではないかと思います。 

 まず、私どものところですけれども、積立プラスの発動がそれまでできてから２回あり

ました。経営的にどうこうというのはちょっとあれですけど、２回あったという事実があ

ります。 

○野﨑副社長 経営的にというところで言いますと、弊社にいたしましては非常にいろん

なところで時期的にも獲ってるものは変わりますので、ハモノ、つまりかつお、まぐろ漁

に関して申し上げますと、やはりまぐろが獲れてない時期はございました。その代わりと

いっては何ですけれども、かつおが好漁だった、幸い好漁だったという年はございます。

ただ、本年に対しましてはかつおも非常に不漁である、並びにかつおの単価も非常に悪い、

そういった中でのさらにまぐろの管理のＴＡＣ数量の管理ということで、ごく限られたも

のしか獲れていないということで、弊社、本年、昨年に至りましては非常に数字としては

悪いものとなっております。 

○谷代表取締役 私のところの会社は、平成26年３月からの操業開始ということで、まだ

ちょっと年も浅いんですけれども。変わったころの当初というのは積立プラスの発動とい

うのは確か無かったと思っています。ところが、ここ二、三年毎年お世話になってしまっ

ているという状況ではございます。そこら辺は東シナ海の方で私どもは主力としてやって

るんですけれども、中国漁船による乱獲ということもあります。もう一つちょっと悪い条

件が重なってまして、恐らくこれ海水温の上昇によるものだと思うんですが、潮流の複雑

化と言いますか、とにかく潮流が悪くて、網をつけれない日が１週間～10日続いてしまう

というようなことが近年出てきているんですね。そのためにどうしても操業日数稼げずに、

その分水揚げも下がるというようなところで、かなり経営的に苦しいという部分をやはり

積立プラスのおかげで資金繰りが回っているというようなことも実際にございます。 

○山川部会長 他にいかがでしょうか。 

 先ほどの枠の配分方法の話に戻るんですけれども、お三方とも現状を少なくとも下回ら

ないように、それなりの量をやはり確保できればというお話だったわけですけれども。先

ほど石井さんの方からは、そもそもの配分ルールに関して、例えばこれまで資源管理に協

力して漁獲を抑えてきた分、枠を削減してきた分、そういったものをきちんと評価してほ
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しいと。それの数字をこういうふうに積み上げるとこういう数字になって、それがベース

として勘案されるべきだというご意見ですとか。それから、そもそも団体の中で留保枠を

設けて超えないようにしているので、国のほうでとってる留保枠は実は不要ではないかと

いう、そういうご提言がありましたけれども、野﨑さんや谷さんも同様のお考えなのか。

できるだけ量が確保できればというのは沿岸の方も沖合の方も同じ思いだろうと思うんで

すけれども、配分ルールとしてじゃあどうあるべきかというところ、そこがやはり非常に

重要な論点かなと思いますので、そもそもどういうルールにしていけばいいというふうに

考えておられるかということに関して、野﨑さん、谷さんのほうからもし何かお考えあり

ましたらよろしくお願いします。 

○野﨑副社長 我々北部海区といたしましても、日本海と同じように、やはり留保枠しっ

かりとって、今まで管理されている中でも超えたということは北部海区でのＴＡＣ数量超

えたということは今までないので、しっかり管理はできているのかなというふうに自負し

ておりますので。国の留保をとるということは、まああっても、やはりそれをとったらし

っかりこっちに戻していただければなとは感じております。 

 留保の説明を各社いたしておりますと、留保をなぜ二重にとるんだいというような疑問

点、国の留保があって、北まきでの留保があるというと、ちょっと過剰じゃないのかなと

いうような感じもやはり受けている人もいると聞いております。ので、北部海区は北まき

での留保枠があれば管理は今のところはしっかりできているのかなと思ってます。 

○谷代表取締役 私も少なくともまき網の業界から留保枠をとりあえずとるということは

もう必要ないのじゃないのかなというふうには本当に一漁業者としても思ってます。我々

は我々で管理ができる自信というのはこの数年来でしっかりとできましたし。あとは枠そ

のものを決めていくときでもやっぱり実績というところを一番の根拠にして割り振ってい

ただければなというのはあるんですね。 

 私まき網の中のことしかわかりませんが、例えば沿岸の皆さんでもそんなに依存度高く

ない方もいれば、依存度高くやってる方っていらっしゃると思うので、そこを依存度によ

って、あるいは実績によって分けるというのが一番公平なやり方なのかなと思っておりま

す。 

○石井参事 留保枠ですけれども、まき網のほうに留保枠を今年第４管理期間は引かれて、

2,813ｔかな18ｔかな、プラス250ｔの3,063ｔというのはたしか資源回復計画か何かに乗

せるんですよね。それに乗せて、いわばそれを守って初めて積立プラスの発動というかそ
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ういうものができるんで、それを超えてしまうと、超えたからちょっと超えたからいいと

いう話じゃないんです。まき網に設定されたらそれを絶対に超えてはいけないという思い

で管理してますんで、自分たちでも留保枠をとる。だから、国の留保枠、本当に言うと本

当に必要ない。自分たちでしっかり守るということができる漁業種類なんじゃないかと思

ってます。 

○山川部会長 他にご質問ありますでしょうか。栁内委員。 

○栁内委員 もう一度操業の実情について教えていただきたいんですが。九州のほうでの

ヨコワの混獲であったり、混獲ぐあいというのは実情どういったところなのか、海域ごと

いろいろ状況違うと思うんですけど、もうちょっと教えていただけますか。 

○末武 すみません、事務局からで申しわけございません。 

 特に冬場の秋漁期につきましては、多いときでは10ｔ単位の混獲が見られる場合もござ

います。通常であれば、西の九州のほうは集魚操業でございますので、集魚した魚を狙っ

てヨコワがついてくるということもよくございます。ですので、数ｔ単位の混獲は見込ん

で操業しておりますので、十分な枠ではない中で混獲を見込んだ操業をずっとしていると

いう状況です。 

○栁内委員 あじ、さばとの混獲ということですか。 

○末武 そうですね、あじ、さばとの混獲がメイン。 

○川本 すみません、日本海のほうで大中型まき網の組合、特にまぐろの管理のほうの事

務局をやっています、山陰まき網の川本といいます。 

 日本海のほうでも小型魚の枠というのがものすごく少なくなっています。まず日本海の

方ではどうしても大型魚の漁獲が中心ということになりますから、まず最初に大型魚の中

に入る小型魚の混獲というのを各船団に割り振っています。それで、それが未消化になっ

た場合は、その枠につきましては他魚種との混獲枠ということで、現在でも１日数百kg～

１ｔ、２ｔの枠を消化していっています。日本海の方でも、もともと小型魚の中心の漁獲

されるのは九州ということで、日本海では１月１日、今年の１月から小型魚の専獲は中止

ということで、幾ら狙って獲ってもいけないし、いても獲ったらいけないということで、

漁業者間できちんと守っています。 

 さらに、どうしても大型魚が終了してからの他魚種との混獲枠というのが増えた場合に、

他魚種も獲れないという、他のあじ、さば、いわしも獲れないということになりますから、

１回１日当たりの操業で３ｔ未満というもの各漁業者ということで話し合いで決めていま



－27－ 

す。３ｔ以上他魚種の中に小型魚、ヨコワの混獲あった場合は、次の日からはそこの漁場

ではもう操業しないということで。12月いっぱいまで多少の混獲があってもあじ、さば、

いわしの操業ができるように、十分に混獲枠、ほとんども混獲枠といってもいいと思いま

す。本当に専獲はもうできない、専獲するほどの枠もないので、大型魚の中の混獲枠、大

型操業が終わった場合に他魚種との混獲ということで、日本海のほうではそれで対応して

います。 

○中山 北部まき網事務局やってます中山と申します。 

 今混獲のお話なんですが、太平洋は他魚種との混獲というのは少ないです。あるとすれ

ばサイズですね、30kg未満のサイズか30kg以上で混ざる、そういう混獲になっていきます。 

 以上です。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 養殖の種苗用の漁獲についても２kg未満、これはもう基本的には獲らないと、

こういうお話をお伺いしましたが、これまで沿岸のほうの方々からのお話では、やはり２

kg未満の未成魚を狙って獲った事例があるんだと、こういうお話をよくお聞きするわけで

すけれども、現在はもうそういうことはないと考えてよろしいのでしょうか。 

○末武 すみません、事務局で申し訳ございません。 

 平成20年から２kgを獲らないということで進めておりますが、それ以降２kg未満を狙っ

て獲るということは発生しておりません。大小ありますので２kg未満が絶対入らないかと

いうとそれは難しいかと思いますが、そこ２kg未満であるということをわかった上で操業

するということは今のところ発生しておりません。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。田中委員。 

○田中委員 あと一点、今配分のルールを決めてくれというお話が出ていたと思いますが、

配分のルールを一度決めてしまうと当分動かないということに関しまして、動かないのは

いいようで悪く、やはり海の状況も現在どんどん変わっているし、資源が少ないときと増

えているときでは獲れ方も違ってくるだろうということも考えられるわけですね。そのこ

とを考えたときに、ルールはいったん決めるとしても、その見直しの時期を入れるかどう

かということについてはどうでしょうか。もう10年、20年変えないんだということでいい

のかということですね。 

○石井参事 見直しの時期ということですけれども、見直しの時期というか、このまぐろ

というのは急激に増えたり急激に減ったり、獲れる場所がいろいろ変わったりするんで、
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ずっと10年も触らずにいるというのはどうなのかな。やっぱりその状況によってはやっぱ

りまたそういうルールの見直しじゃないですけど、考えることは私は必要ではないのかな。

それぐらい今の現場と資源管理する量が違ってる。これが何年か後にはまた増枠になった

り、ひょっとすると何十年か後にはまた減ったりすることもあるでしょうから、やっぱり

その都度見直しの検討というものは私は必要ではないのかなと思ってます。 

○野﨑副社長 ちょっと何年単位というのは難しいとは思うんですけれども、やはり一度

決めて動かさない、10年単位で動かさないというのはちょっとやはり余り現実的ではない

のかなと。数年に１回ないし、やはりルール等々は見直したほうがいいのかなと私も思い

ます。 

○谷代表取締役 左に同じです。 

○山川部会長 あと、資源の有効利用ということを考えていこうとすると、できるだけ１

匹の魚から多くの価値を引き出せるようにというような論点があり得るのかなと思うんで

すけれども、皆さんそれぞれ獲っておられる主力の魚体、それから時期で、大体キロ当た

り単価は平均幾らぐらいのものが主体なのでしょうか。キロ当たりとか、養殖用種苗だっ

たら１匹当たりとなるのかもしれないですけれども、差し支えない範囲でざっと教えてい

ただければと思います。 

○石井参事 日本海のほうでは、北のほうで獲れるのが30kg主体、北というのは秋田から

新潟沖ですか。若狭湾とかあっちの中部海区で獲れるのが大体今年は七、八十kgが多かっ

た。七、八十kg～100kgぐらいが多かった。30kgというのはよく相場である程度固まった

ときのことを言うんですけど、大体キロ千二、三百円がというような話は出るんですよね。

けれども、いろいろ聞くと、メキシコからの養殖がキロ2,000円で売れてるとかという話

も聞いて、そうすると需給のバランスさえ崩さなければ1,500円～800円ぐらいに売れるの

かな。実際に今年自分たちの魚で、１日だけですけど1,800円台がありました、平均で。

自分たちは漁協を通しての３日間の操業で、この話でもしたように、1,420円か30円でし

たか、全部これです、30kg台です。大きいものはもう少し高いものもあると思います。 

○川本 すみません、ちょっと先生からの質問とは違うんですけど、確かに魚の単価、付

加価値ということになると思うんですけど、太平洋の塩釜と一緒で、日本海の境港といっ

たらどうしてもこの６月、７月というのは地域経済に及ぼす影響というのがすごく強いん

です。現在かなり減ってきてるんですけど、少しぐらい減ったらとは思われると思うんで

すけど、今のボリューム以下に減れば、そのボリュームが何で今なんだというのは明確な
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答えはないですが、ある程度のボリュームがなければこの水揚げの体制というのは築けな

いということになるんです。じゃあ、10ｔあってもそれだけの人が集まるかいといったら

まず集まってこないですし、流通も止まってしまいます。もちろん小売も止まりますし、

この時期どうしても境港夏枯れということで、今年も７月12日にまぐろが終わったんです

けど、それ以降７月、８月といったらほとんど水揚げがありませんでした。底引きも休漁、

ずわいがにも休漁ということで、まき網もほとんど漁がありませんでした。ですから、こ

の６月、７月のまき網のくろまぐろというのは本当に境港に及ぼす経済効果というのはも

のすごく大きいものがありまして、これ以上本当に枠が減ったら今後増えた場合でも境港

でこれだけの水揚げができるかというのが、できるという自信がなくなるんですよね。人

が集まってこないんですから。ですから、これ以上はもう減らないように。これより増え

るのが一番いいんですけど、最低でもこれ以上減らないように、特に大型ですけど、お願

いしたいと思います。 

○末武 すみません、養殖種苗につきましては、各漁業者さんと養殖業者さんの契約に基

づいてしておりますので、ちょっと詳しい金額は控えさせていただきますが、大体１尾幾

らという形で取引をされているようでございます。 

 西の方の小型のくろまぐろにつきましては、大体10kg未満ものが主体になりますので、

混獲ものが選魚出荷、それ以外は説魚出荷されますけれども、ここ最近はやっぱり量がそ

こまでまとまらない、まとまっての漁獲がないという、できないということもございます

ので、最近直近の夏のヨコワ種苗混じりだとかというところで、キロ1,000円ぐらいで水

揚げされたという最近の事例はございます。 

○野﨑副社長 北部太平洋といたしましては、大体７月中旬ぐらいから８月頭、ないし枠

がある限りは８月いっぱいぐらいまでは獲れるもんだと思っております。単価としまして

は非常に上下激しいんですが、今年度に関しましては高値で2,600円のときから、安いと

きで1,000円を割り込むときがございましたが、大体ならすと千二、三百円といったとこ

ろが適正価格なのかなとは思っております。 

 先ほど川本さんも仰ったとおり、塩釜もやはり同じような問題を抱えていまして、この

時期まぐろエラハラとりの人たちは大分高齢化も進んでまして、全盛期に比べると非常に

人数が減っているという問題を抱えているようですが、やはりここ数年太平洋のほうで漁

続きましたので、また新たにそれをバイトないし正社員とした形で雇用が増えているとい

う現状は塩釜でございましたので、あわせてご報告させていただきます。 
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○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他に委員の方々からご質問ございますでしょうか。 

 では、そろそろ予定しておりました時間にさしかかってまいりましたので、質問のほう

ももうほぼ出尽くしたと思いますので、ではお三方からのご意見の聴取につきましてはこ

れぐらいにさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 では、15分休憩ということで、４時から再開ということでお願いいたします。 

 

午後 ３時４４分 休憩 

午後 ４時０１分 再会 

 

○山川部会長 では、時間になりましたので、再開したいと思います。 

 その前に、冒頭で本来ご説明しておくべきだったんですけれども、本日参考人の方々に

来ていただいて意見を言っていただいていますが、何かテクニカルな事項だとか数字に関

するようなことだとか、そういう質問が出たときのために事務局の方にも横に控えていた

だいていて、質問内容によってはその方々にもお答えいただくという形をとっております。

まき網の方々の場合もそういう形をとっておりましたので、それを冒頭に説明しておくべ

きだったんですけれども、失念しておりました。これからもそのような形で進めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、大洋エーアンドエフの山﨑さん、よろしくお願いいたします。 

○山﨑専務取締役 大洋エーアンドエフの山﨑でございます。 

 先ほどのぞみ漁業の谷さんのほうから遠まきの、まき網のヨコワについてのお話があり

ましたけれども、弊社はまき網のヨコワ、それからひき縄、それからあと人工の種苗を若

干ではありますけれども、試験レベル程度で、ヨコワを利用してまぐろ養殖事業を５カ所

で運営しております。 

 今回は養殖漁業者としてまき網のヨコワを利用した養殖についてお話をさせていただき

たいと思います。 

 スライドを使いながらお話をさせていただきますけれども。最初にまき網ヨコワの漁獲

時期であり、海域、その方法を図解でご覧になっていただきまして、実態として写真で見

ていただいて、非常に理解を深めていただきたいなと思います。それから、まき網ヨコワ
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の数量の把握というのはどういうふうな形でやられているのかというのを、以前マスコミ

にもいろいろとご批判等の記事もございましたけれども、現在このような形、前々からそ

うなんですけれども、ステレオカメラを使った形での数量であり尾数のカウントの仕方に

ついての報告。それから、種苗別の仕込数、これを年別の推移、それからあと出荷の尾数

であり数量でありということについてスライドを見ながらお話しさせていただきます。そ

れから、現在のまき網ヨコワを使ったもの、それからひき網ヨコワとの比較について最後

にお話しさせていただきたいと思います。 

 それでは、すみません、よろしくお願いします。 

 （スライド）まず、これは単純に地図なんですけれども、まき網のヨコワが獲れる場所

が大体ここらあたりですかね、九州、五島の西海区から対馬海区、ヨコワがずっと南から

北東方向にずっと上っていくわけなんですけども、これを狙ってまき網のほうから、昼間

このヨコワが船の船影、船の下につきやすい影に集まってくるという、２kg、４kgの魚っ

ていうのはそういう習性があるようで、そこに集まったものをまき網でまいていくといっ

たようなところです。 

 （スライド）今この概要なんですけども、よく見ます本船がいて、運搬船がいて、裏漕

があるという、そこに魚がいるという現実のぞいてます。下のほうに運搬船があると言う

形で作業を進めるというところを頭に入れていただいて。 

 （スライド）それから、この生け簀なんですけれども、どういう形で組んでいますかと

いいますと、底曳船の下関漁業、これは５月15日～８月15日まで休漁期間がありますので、

弊社グループの中のやまぐち丸に協力していただきながら、ダイバー船をチャーターいた

しまして、ダイバー５名１組という形で活け込むと。生けすにつきましては30ｍのポリエ

チレン製の生けす枠です。深さが12ｍのもの、これをやまぐち丸に引っ張ってもらうとい

う図です。 

 （スライド）漁獲されたものを図のように近づいていって生け簀をドッキングさせると

いう形になります。それから、上から見るとこんな状況ですね。 

 （スライド）ドッキングを完了した後に縫い合わせをして、活きたままこの中に活け込

むと。ここに入ってる魚の数量どのぐらいになってるのかというのは、あらかじめ本船側

のほうの漁労長さんが大体これぐらいだろうと、数量大体これぐらい入ってますねという

ことを伝えた中で、ダイバーの方がそれに近いかなと、ずっと目視なんですけども、群れ

を見ながら、今魚入ってるのが5,000尾ぐらいかなと、漁労長のほうもこのぐらいをいっ
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てますねと、それじゃあ5,000尾入れてみましょうかというところで流し込みながら魚の

魚体とか、感覚的なんですけども、これで入れていくということですね。 

 （スライド）これが入れ終った後に曳航している図ですね。ロープの長さ200ｍぐらい

あるんですけれども、こういう形で入れ込んでからは大体１ノットぐらいですね、速さで

もって１ノットぐらいを目安に、これは潮を受けたり、逆に潮が押してくれたりするとこ

ろで速かったり遅かったりするわけですが、大体目安としては１ノットで集荷場所にもっ

ていくという図です。 

 （スライド）ストックの事業所に着きましたらこういう形で生け簀の中に入れ込むと。

この入れ込むときにステレオカメラでもって魚体を測定していくということになります。

我々こういう形でやってるわけなんですけども、中には入れ込むときに数が少なければス

テレオカメラでもっと尾数を把握してる業者もいますけど、ちょっとここの中でなかなか

我々としてそれができない部分がありまして、技術的な面でまだできてないので、とりあ

えずストックするという図でございます。 

 （スライド）今から、これが写真になってきます。これが我々マルハニチロさんと共同

事業という形でやってるわけなんですけれども、マニュアルを作成しております。 

 （スライド）これが今言ったような順番でずっと紹介していきますよということです。 

 （スライド）冒頭にありましたように、まず魚が本船側で左側とっていると。それから、

活け込みするためにダイバーがそれに向かって本船側のほうに向かって行ってますという

写真です。 

 （スライド）これがまさに曳航して、今からドッキングしますよという写真でございま

す。 

 （スライド）ドッキングして、縫い合わせをして、生け簀の状態は、ちょっと右側の下

はわかりにくいんですけども、底がどういうふうになっているのかといったようなところ

を撮影しております。これでドッキングは完了したと。 

 （スライド）開口部等をダイバーでもって開けて、それを縫い合わせるという作業を５

名で行います。最低５名はこのダイバー側は必ず入れますね。こういう形で作業をしてい

きます。 

 （スライド）ちょっと上から見ると魚が、上の右側なんですけども、本船側のほうで網

を手繰り寄せていって魚を追い込んでる姿なんですけども、活け込みが開始をして、魚が

本網のほうから曳航生け簀網のほうに移っているという図です。 
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 （スライド）これで活け込みが完了したと。ドッキングを切り離している図ですね。 

 （スライド）切り離しが終わったら、いざ曳航開始という形で、初めてここで本船側か

ら我々のほうに魚が移ったというところです。時化のぐあいなんですけど、波がもう２ｍ

ぐらいが精いっぱいですね。２ｍ超えてくるとちょっとこれはもうできないと。船側と、

あと生け簀も、それからあと人のこのぐらいでやるかやらないかというのをあらかじめ決

めておいて、仕事をしていきます。大体２ｍ前後ぐらいを基準にしております。 

 （スライド）この入れた魚をこれから水産庁のほうに船主さんを通じて遠まきさん、そ

れから水産庁へという形で報告するフローです。ここは漁場から大体１ノットで２日ない

し５日ぐらいかけて、これは一番遠いところが山口県の長門市油谷というところなんです

けど、それから近いところで佐賀県の唐津と長崎の五島の場所とかいう形で一応曳航して

いって、曳航生け簀の中に入れますと。そこのときにステレオカメラを使って魚体重を測

定をして、測定結果、ステレオカメラの魚が入ってる映像、それから計測した表、これも

すべて船主さんにすぐに送って、船主さんのほうはすぐに遠まき、遠まきさんから水産庁

へと、これが一次報告になります。大体概算として2.5kg、３kgの魚が5,000尾という形で

の報告になりますけども。その後、魚、餌付けさせますね。小魚、いわし等を使いながら

餌付かせて、これに２週間程度かかりますけども、餌付けした後に今度は釣って魚をカウ

ントしていくと。方法としては釣りじゃなくてもというのあるんですけども、ビデオカウ

ントしてるときにふっと下向いたりとかカメラが横向いたりとかしたときには魚がスッと

行ってしまって数えきれない部分がありますので、どちらかというと今の１尾ずつという

のが基本になっておりまして、釣ってやってます。後ほど写真で紹介します。これをカウ

ントするときは必ず船主立会します。それで尾数を確定しまして、船主に報告をすると。

これで船主、遠まきさん、水産庁という形に報告していきます。その間の例えば餌付けし

てる間に斃死が２尾、３尾とかという形で揚がれば、それもすべて船主のほうに報告して

おります。報告して、それも取引の、いわゆる沖での生け簀からもう渡した段階からもう

既に所有権を移転しているということで、そこから斃死があればそれを船主のほうにきち

っと報告をするという形で、お互いの信頼のもとに取引を進めております。飼育の期間も

すべて開示して、漏れのないような形でやっております。 

 （スライド）ちょっと見づらいんですけども。一応これが収容してからステレオカメラ

というので撮影した結果なんですけれども、この結果報告を現場から船主のほうに報告し

てるという形で。体長、尾叉長なんですけれども、頭の先からしっぽのくびれのところま



－34－ 

でカメラで撮影したものを測って、それで魚体重を求めるという形です。 

 （スライド）これがそれぞれの体長を１グラフにしたものなんですけども。ごめんなさ

い、これは体重か。 

 （スライド）ＦＬ、フォークレングスを測って、そして左側が尾数なんですけども、フ

ォークレングスの長さでもって魚体重を求めるという形です。もう一度前に戻ってもらえ

ませんか。これがその求められた体重になります。ですので、我々が報告するときには体

長がこれでしたと、魚体重がこれですという形で、このときは2.56ぐらいでしたかね、の

魚の群れですという形で映像と同時にこの測定結果を船主さんを通じて遠まきさんのほう

に送ってるというところです。 

 （スライド）いまだにこういう形できちっきちっとできないわけなんですね。アナログ

なんですけども、こうやって釣って、１匹ずつ釣って１ｔのバケットに入れて、これは尾

数はカウントするときには船主側の人も立ち会います。釣り損ないがあったり斃死があっ

たりする場合でも、それも１尾とカウントになります。死んだとしてもそれはもう取引価

格という形で、我々としてもこれは非常に慎重にやってるところです。それを活魚船に積

み込んでいくという形で、大体５ｔぐらいかな、を積み込みます。尾数でいうと1,500ぐ

らいから2,000尾ぐらいになりますか、それでもって魚を他の事業所のほうに持って行く

という形をとっております。 

 なぜこういうふうにするかというと、最初に例えばもとの生け簀に5,000尾とか8,000尾

とか入ってた魚をビデオカウント早すぎてできないんです。それで、最初はどうしても釣

らざるを得ない。こうすれば船主側のほうも尾数も確定できますし、安心して我々と取引

ができるという状況になります。 

 （スライド）残った後、例えば200尾とか300尾とかというのは、これはもう釣れないん

ですね。釣れない魚をどうするのかというと、こういう形で何人かで追い込みながら、暗

くしてあげると明るい方向に魚が移動しますので、暗くしてやって。一番右下端のほうに

書いてあるこの中に入って、ゲートを通過して入ってくる横をカウンターで数える。エイ

シャタフコという形で、一人潜りながら、お互いに１、２、３、４というふうに数えると、

非常にアナログですね。こういう形で数えたりして尾数を確定させるということ。という

ような形で、これは数え方です。 

 （スライド）ということで、今までご説明したものが魚を漁獲してから曳航してきて、

測定をし、魚と尾数の確定をしという形でまき網曳航を終了したということです。 
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 次に、今ここに記しているのは、種苗別の仕込の推移、これは水産庁の資料から抜粋し

たものでございまして、平成23年からの部分でございます。平成23年、天然曳縄、これ若

干まき網も混じってると思うんですけれども、トータルとして54万尾あったと。約54万尾

あって、翌年から曳縄、それからまき網という形で区分けしてる。その他もあるんですけ

れども、その区分けをしまして入れていきますと、先ほどご説明ございましたように、20

万～25万尾のまき網ヨコワがそれぞれ収容されてきていると。 

 それから、人工種苗につきましては、20万～50万尾ぐらいまでぐっと増えてきてるわけ

なんですけども、これの取引のサイズというのがそれぞれ６cmぐらいから200ｇ、300ｇ、

１kg近くまでのやつまで、ちょっとこの尾数の割には、後ほどあれなんですけども、生産

数量が少なくなってくるんですけども、とにかくこのときの取引の形態がちょっとはっき

りわからないのでこれだけ尾数が出ているというところでございます。 

 （スライド）これが23年から出荷尾数になります。ほとんど天然のヨコワ、曳縄、まき

網のものが出荷されていると。人工についてはまだまだ技術的に確立されてないと、大き

なウェイトを占めるにはまだ至っていないというのが現状でございます。現在のところ曳

縄、まき網あわせまして二十二、三万尾というところでございます。 

 （スライド）これが出荷されてる数量になりますね。昨年度で１万5,000ｔ弱。人工を

入れますと１万6,000ｔ弱。これはラウンド、いわゆるエラハラ付の状況ですね、泳いで

いる状況のあれですので、これよりも15％ほど実質取引されているのは数量としてはエラ

ハラの部分だけ減ります。天然ものでいえば１万3,000ｔぐらいですか、の魚が日本、一

部外国に出てると思うんですけども、取引されているといったのがこの図になっておりま

す。 

 （スライド）ということで、現状の現在の生産状況、当社の部分なんですけども、まき

網ヨコワと曳縄ヨコワの仕込みの割合につきましては、直近３カ年とってみますと、まき

網の魚が75％、曳縄が25％という形で、まき網の魚のほうが圧倒的に多いという形で入れ

てます。そのまき網ヨコワと曳縄ヨコワの違いといいますかね、表に示しておりますけど

も、上段がまき網のヨコワ、下段が曳縄ヨコワという形で、収容時のサイズがまき網であ

れば２kg～４kg、曳縄ヨコワであれば100ｇ～500ｇ、もう少し大きいのもあるかもしれま

せんけれども、大体このあたり。歩留り、これは収容してから出荷するまでの歩留りなん

ですけども、まき網ヨコワにしては90％～95％、曳縄の場合だったら55ぐらいから70％。

一部のロットでは80％超えてるのもありますけど、大体このあたりと。 
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 それと、成長なんですけども、50kgに到達するまでの期間、これは水温等によって違い

ますけども、これは一応例としまして五島での、水温帯が冬場で十三、四℃、夏で28℃ぐ

らいの水温帯なんですけども、ここでまき網であれば収容してから約２年で50kgまで到達

すると。これは50kgというのはエラハラをとった50kgです。ですので、五十七、八kgぐら

いまでなりますかね、なります。それから、同じく曳縄ヨコワを50kg、エラハラ抜いて

50kgまで到達するには２年と７カ月、つまり、７、８月に獲れた魚については翌々年の４

月過ぎないと50kgに到達しないという形で、成長においては収容時点の魚が大きい分だけ、

その分だけ早くなってくると。それから、増肉当たりの重量係数なんですけれども、15kg

～16kgやってはじめて１kg太るわけなんですけれども、、これはもうまぐろのこれだけや

らないとなかなか太ってくれないわけなんですけども、まき網も曳縄ヨコワもおおむね同

じぐらいです。 

 それから、漁獲の安定性といいますか、これについては安定的に計画どおりに収容しや

すい。ここ３、４年、５年ぐらいは非常に安定しております。曳縄ヨコワについてはいわ

ゆる若干低いというのは、黒潮の蛇行があったりするとなかなか沿岸に接岸しにくいとか

という部分はありましたり、台風、それから時化等があったときにも小舟は出ていけない

というような形で、なかなか安定しないというので、計画的な形でしっかりと活け込みが

できるのはまき網だろうというところです。 

 ただ、今マーケットに60kg～80kg、90kgのサイズでもって提供してるわけなんですけど

も、コンスタントにこの大型魚、60～80の魚を供給するためには、どうしても成長の異な

る曳縄ヨコワというのは必ず必要になってきますので、これは外せないということで。ま

き網のヨコワを中心としながら、曳縄ヨコワもやっぱり入れていかないといけないという

ことで、非常に重要な、産業の中ではですね、我々の養殖する中ではまき網ヨコワが非常

に重要になってきているといったようなところでございます。 

 以上でございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間が押してございますけれども、委員の方々からご質問お受けしたいと思い

ます。栁内委員。 

○栁内委員 すみません、大変聞きにくいんですが、この出荷のまぐろのキロ単価ってい

うのはどのぐらいになるようなものなんでしょうか。 

○山﨑専務取締役 今３年ぐらい前まで3,000円、着値ですけどね、市場着値で3,200円と
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か100円とかという数字が、ここへきて2,700円、600円～800円ですね。そういう形で入れ

てると。必ずかかってくるのはえさ代、魚代。キロ当たりは大体えさ代として90円であれ

ば15倍すると1,300円、400円は必ずかかると。これに種苗代が大体どのぐらいかかるのか

というと、キロ当たり300円以下に抑えないと難しいと。それを言っただけでもう変動費

という形のとらえ方すると、もう1,700円、800円かかってしまう、1,700円ぐらいかな。

もうちょっと低いんですけども。それを入れると大体このぐらいの値段でなかったら産業

としてあわないなというのは推測つくかと思いますけども。 

○栁内委員 ありがとうございます。その出荷価格というのは年間通してといいますか、

大体安定してるようなものですか、結構変動幅もありますか。 

○山﨑専務取締役 これは取引先によっていろいろ違いますので、高いところというのは

量的に少ないです。少し安いところは量的に多く扱ってくれるというところでございまし

て、ある程度の一定期間取り決めますので、急にドスンと200円も300円もドンと下がると

いうのはなかなかないですけど。あとは、製品の良し悪しなんです。気に入っていただけ

るかいただけないかというところに、最終的には製品の良し悪しになります。 

○栁内委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 先ほど7,000尾で例示されておられましたけれども、大体最終的な生存率と

いうか、どんな感じになるんですか。 

○山﨑専務取締役 今説明したとおりなんですけど。 

○大森委員 それが2,000尾ぐらいというそういうことなんですか。 

○山川部会長 資料の14ページのそこに出ているあの数字でよろしいわけですか。 

○大森委員 この歩留りでね。 

○山﨑専務取締役 それがそうです。 

○大森委員 はい、わかりました。まき網の歩留りは高いと。それから、曳縄の場合は55

～70ということですけれども、このまき網と曳縄の比率は75、25ということですよね。曳

縄は100g～500ｇということですと、全体20万尾としたときに、当然その曳縄、型が小さ

いわけですから、この尾数というのはどういうふうに考えたらよろしいんですか。 

○山﨑専務取締役 それでは、ちょっと仕込みの、これですね。要するに平成29年度を見

てみると、208、20万8,000がまき網、曳縄が16万5,000尾というところで、全部で天然魚

として37万3,000尾が獲れたと。 
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○大森委員 はい、わかりました。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 人工種苗は今、小型のものをかなりの尾数入れているけれども、結局歩留まりの問題で、

最終的に出荷の段階になると天然のものが大部分を占めるということですけれども。今後

技術開発によって人工の比率を高めていこうというようなことはやっていらっしゃるわけ

ですか。 

○山﨑専務取締役 種苗生産する場をちょっと大洋エーアンドエフ自体が持ってないので、

マルハニチロでありそのほかの種苗生産をやっておられる方と一緒になってやる方法にな

りますね。育ったもの、つまりおきだして100ｇ、200ｇになったものをやるというのはで

きるんですけども、それだけだとちょっと物足らないなと。開発する分についてはやっぱ

り育成なり何なりしないとよりいいものができてこないと、自分自身はそう思ってます。

飼育技術を上げるというのはそれは我々のほうが得意なところなんですけども、種苗生産

をして何か新しくつくり上げていこうというのはちょっとそこの場がないもんですから、

まだできてないと。非常にまだ難しい。完全養殖はできてはいるんですけども、まだ安定

的にコストを少し下げながらというところまではできてないというのが実態だと思います。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、時間もございますので、山﨑さんへの聞き取りはこれぐらいにさせていただきた

いと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 では続きまして、全国近海かつお・まぐろ漁業協会の三鬼さんに、よろしくお願いいた

します。 

○三鬼代表理事会長 どうも、皆さん、よろしくお願いします。見苦しいところがあるか

わからんけども、その点はよろしくお願いします。 

 主として近海かつお・まぐろ漁業の全国団体である全国近海かつお・まぐろ漁業協会の

会長を務める三鬼と申します。本日は、近海かつお漁業の代表として、我が国くろまぐろ

の漁獲枠管理について、水産生産審議会資源管理分科会のくろまぐろ部会において意見を

述べる機会をいただき大変ありがとうございました。 

 本年、つまり第４管理期間において、近海かつお・まぐろ漁業が直面した状況を説明し

つつ、次の第５管理期間におけるくろまぐろの管理に、特に大型魚の管理について意見を
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述べさせていただきます。大きく分けて４点ありますが、順番に発言しますので、委員の

先生方におかれましてはご検討何とぞよろしくお願いいたします。 

 １、近海かつお・まぐろ漁業への配分の水準について。まずは、近海かつお・まぐろ漁

業への配分水準についてです。第４管理期間の漁業種類間配分については、過去の実績と

して、直近で２年、つまり2015年と2016年の漁獲実績を勘案して決定されて、遠洋かつ

お・まぐろ漁業、かじき等流し網漁業などを含め、近海かつお・まぐろ漁業等に対する大

型魚の漁獲枠として167ｔが当初配分されました。 

 残念ながら、勘案された直近の実績は、近海かつお・まぐろ漁業にとって最も水準の低

い実績に基づいて配分された結果となりました。配分が決定された際には把握できていま

せんでしたが、2017年の漁獲実績は251ｔでありました。 

 ＷＣＰＦＣにおいて各国の漁獲上限を定める基準となっている2002年～2004年の３年間

であれば、くろまぐろ大型魚の漁獲実績は近海かつお・まぐろ漁業だけでも平均で648ｔ

です。当然ながら、遠洋やかじき流し網等を加えればさらに漁獲実績は増えるでしょう。

くろまぐろの資源状態は最低水準に近い状況から、2016年、2017年の加入を受けて好転の

兆しがあることが報告されています。これは本年漁獲状況にも現実的にあらわれています。

過去の実績どおりに割り当てているとの説明を受け、本年、本会の漁業者がまずは年間を

通じたオリンピック方式を管理し、通常どおりの操業を行うとしていましたが、結果とし

て１月～４月までの間に約90ｔのくろまぐろ大型魚が漁獲されました。沖縄水域における

くろまぐろ漁業の最盛期は５月～７月ですが、このような漁獲状況を受けて、５月13日に

は業界全体として採捕自粛を決定せざるを得ませんでした。多くの漁業者が漁場や漁具の

変更、またどうしても漁獲されてしまう大型魚の放流を余儀なくされました。 

 来年はさらに資源状況がよくなると考えられます。追加配分を含めた200ｔ強という漁

獲枠では、１年を通しての操業は困難な状況であり、国内の漁業種類間における配分の見

直しを検討していただきたいと思います。 

 本来であれば、まき網漁業や沿岸漁業と同様に、現行の我が国漁獲上限が確保できたＷ

ＣＰＦＣの基準年である2002年～2004年の実績どおり割り当ててほしいと考えます。ただ、

我々としても小型魚の漁獲枠の半減により、沿岸漁業者を含めたすべての漁業者が苦しい

状況にあることは理解しておりますから、その実績どおり割り当てるべきということはこ

こでは申し上げません。 

 基準年に前後３年を加えた1999年～2007年の９年間の平均は493ｔです。これに近年の
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漁獲実績を見れば、遠洋かつお・まぐろ漁業の漁獲分として数ｔが必要であることから、

計500ｔを第５管理期間の配分としていただきたい。少なくとも、我が国の漁獲上限の確

保に大きな貢献した近海かつお・まぐろ漁業のみが漁獲枠配分に当たって一方的な削減を

強いられているという現実は受け入れられません。 

 ２として、漁業種類の区分について。次に、２点目として、大型魚の配分における漁業

種類の区分についてです。先ほど申し上げたとおり、大型魚については、かじき流し網漁

業等をあわせて４つの漁業種類が１つの枠となっています。これに対して小型魚は、近海

かつお・まぐろ漁業と遠洋かつお・まぐろ漁業のみで１つの区分となっています。協会と

しては、日々漁獲量の管理が業界団体として責任を持っていきますが、複数の漁業種類が

含まれていることがより管理を困難としています。積み上げていく漁獲量を見ても、残り

が何ｔなのか正確には把握できないという状況であります。 

 ４つの漁業種類の中で漁獲の大半は近海かつお・まぐろ漁業が占めておりますが、実際

本年の漁期では、先ほど申し上げた漁期前半での自粛措置により、他の団体にも迷惑をか

ける形となりました。したがいまして、大型魚についても小型魚と同様の漁業種類区分と

していただきたいと考えております。 

 なお、本会の会員は遠洋かつお・まぐろ漁業の許可を持つ会員もおります。また、冷凍

機能を持つ遠洋まぐろはえ縄漁船は別の組織に所属していますが、太平洋くろまぐろのほ

とんどは漁獲しないということから、遠洋かつお・まぐろ漁業については同一の枠でも大

きな支障はないと考えます。 

 第３、資源評価におけるはえ縄漁業の重要性です。３点目として、太平洋くろまぐろの

資源の評価におけるはえ縄漁業の重要性について指摘したいと思います。 

 残念ながら、本年のＷＣＰＦＣ北小委員会では、我が国による増枠の提案が認められま

せんでした。しかし、我が国としては今後とも科学的な根拠を基に増枠に向けた交渉を行

っていくことと承知しています。 

 ご案内のとおり、現在の資源評価のベースとなっているのは、曳縄漁業による加入の指

標と、はえ縄漁業によるＣＰＵＥです。その主体となる近海まぐろはえ縄漁業が漁期を通

して通常どおり操業できなくなれば、資源評価の基礎となるはえ縄ＣＰＵＥに余計なバイ

アスがかかってしまいます。 

 言うまでもなく、資源評価は資源管理の基礎となるものであり、年間を通じたはえ縄漁

業の操業を確保することは資源評価そのものの信頼性に寄与するものと考えています。ま
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た、今後も資源評価でよい結果が出て増枠が実現すれば、我が国全体に裨益する話であり、

この点について関係者全体でご理解をいただきたい次第であります。 

 第４の枠の再配分の時期です。最後に、４点目として、水産庁による留保分の原資とし

た追加配分のタイミングについても一言申し上げたいと思います。 

 本年の追加配分は９月上旬に行われました。追加配分に際して、ご検討いただいたすべ

ての関係者の方々には大変感謝しておりますが、先ほども申し上げたとおり、本会ではく

ろまぐろ操業の最盛期に入る前に自粛措置をとらざるを得なかったため、漁業者から連日

厳しい苦情が来ておりました。概数で申し上げると、それまでに漁獲した本数と同等数の

大型魚を放流せざるを得なかったという漁業者もおりました。 

 したがって、今後、枠の追加配分を検討する際には、配分量だけではなく、それぞれの

漁業実態に即した時期に追加配分が可能となるよう仕組みをご検討いただきたいと考えて

おります。 

 当方から申し上げたい事項は以上でございます。 

 最後に、近海かつお・まぐろ漁業の全国団体の長として、今後とも、業界をあげて資源

管理に協力し、我が国の漁獲上限の遵守、さらに太平洋くろまぐろの資源の回復と持続的

なくろまぐろ漁業の実現に向けて、最大限努力することを約束させていただきます。 

 委員の先生方におかれましては、重ね重ねではございますが、本年、近海かつお・まぐ

ろ漁業者が直面した大変厳しい状況をご理解いただき、痛みを全体で分かち合い、また、

その利益も全員で享受できるような、より公平感のある管理方策の実現に向けてご検討よ

ろしくお願いいたします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では。委員の方々からご質問等ございますしたらよろしくお願いいたします。田中委員。 

○田中委員 ありがとうございました。 

 まず１つ、事実確認なんですけれども、このお配りいただいた資料だと２ページ目の２

の漁業種類の区分のすぐ上のところに、少なくともという段落があるんですけども。ご発

言のとおりですと、近海かつお・まぐろ漁業のみが一方的な削減を強いられているという、

これが事実かどうかということですけれども。水産庁のほうでご回答いただけますでしょ

うか。 

○岩本推進室長 2002年、2004年のＷＣＰＦＣの基準年の年と実際配分された数量の差を
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見ますと、やはりそういった形での配分となっているというのが現実でございます。 

○田中委員 そうすると、この主張はそれなりに妥当であるという、そういう理解でよろ

しいでしょうか。 

○岩本推進室長 現状としてはそのような形になっているということでございますので、

そのようにご理解いただければと。 

○田中委員 ありがとうございました。わかりました。 

 それから、もう一つなんですが、最後のところに、最初により公平感のある管理方式と

いうのは、具体的にどういう意味なのかということなんですけども。配分の方法だけじゃ

なくて、その前にありますように、追加配分のタイミングが悪いというのはありますよね。

それであれば、例えば漁期の初めに１年分全部配分して、あとは好き勝手に、配分枠はこ

れだけなので計画どおりやってくださいというやり方もあるかと思うんですけども。その

ほうがいいという意見なのか、具体的にどういうことなのかということをちょっとご発言

いただきたいです。 

○納富 事務局の納富でございます。私のほうから回答いたします。 

 昨年の暮れに第４管理期間の１年間の枠を設定したときに167ｔとそういった指示をい

ただきました。その管理開始直前だったんですけども、そのときに足りないなという感触

はあったんですけども、水産庁の方の説明によると、国の留保枠もあるので、仮に167を

４業種で超えたとしてもそれが使えますよとそういった説明もある中で。我々業界とすれ

ば、じゃあ超えたらそれなりの追加が担保されると、そういった理解でいたんですね。し

かし、実際今年１年間やってみて、我々先ほど会長の説明もあったとおり、５月の段階で

採捕禁止という指示を業界の指示としてやりました。くろまぐろの漁期というのは４月６

月、５月、７月、一番大きな漁期でございます。それを我々漁業者は期待していたんです

けども、結果的に９月の上旬７日に再配分の指示があって、我々漁業者からすれば、漁期

が終わった後の再配分だったと、そういったことから、先ほど会長三鬼のほうから再配分

の時期について検討いただきたいと、そういったお願いしたわけでございます。 

○田中委員 とりあえずそれで。 

○山川部会長 他にご質問ございますでしょうか。 

○栁内委員 すみません、私もちょっと事実のところを確認したい点がありまして。三鬼

会長のほうからお話あったＷＣＰＦＣ上ではえ縄ＣＰＵＥの基本をとられているところは、

こういった休漁なりのことが発生するとゆがむことがあるのか、それは補正されるのかと
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か、これは水産庁からちょっと教えていただければと思うんですけれども、お願いいたし

ます。 

○太田審議官 審議官の太田でございます。 

 冒頭のときにも説明しましたけれども、基本的に資源評価上３つの指標が重要で、１つ

は日本の曳縄のＣＰＵＥ、これは加入量の目安となるものでございます。親魚の資源量の

目安となるのが日本のはえ縄のＣＰＵＥと台湾のはえ縄のＣＰＵＥで、これは最近の傾向

見ると上昇傾向にあるわけですが、それが親魚の資源の増加を示しているというような話

です。実際の資源評価は単純にそれを見るだけじゃなくていろんな計算をやってやるわけ

ですけれども。 

 それで、これは科学者のほうからも言われてるのですが、その枠が逼迫すると、例えば

言葉悪いですけれども、例えば漁業者が過少報告するとすると、実際のとれてるＣＰＵＥ

よりも低く出てしまうので、それをそのまま資源評価に入れると、実際は資源が増えてい

るのに資源が下がってしまうということが起こる可能性があるということですね。ただ、

実際に科学者がそれを使うときというのは、それをそのまま入れるんではなくて、漁業の

いろんな状況の変化とか、漁業者の行動様式の変化とか結構いろんなことを踏まえてＣＰ

ＵＥを補正してから使うので、今の時点で何とも言えないんですけれども、可能性として

はそういう枠が逼迫するとＣＰＵＥのデータが歪んでしまって、結果的に資源評価が実際

よりも低く出てしまう危険性があるという、そこは国際水研の科学者のほうからも懸念事

項としては言われています。 

○栁内委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では私から１つ。この資料にもございますし、先ほどのご発言の中にも、概数でそれま

でに漁獲した本数と同等数の大型魚を放流せざるを得なかったというご説明ありましたけ

れども、大型魚を放流するというのは技術的にどこまで可能なんですか。 

○納富 どこまでという範囲は。 

○山川部会長 放流したものが元気にそのまま海に帰っていけるのかどうかということで

す。 

○三鬼代表理事会長 大概は生きて帰ります。弦に持ってきてから通常針を外して逃がす

と、そういうのをやってます。 

○山川部会長 はい。どうもありがとうございます。 
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 他にございますでしょうか。大森委員。 

○大森委員 これも水産庁のほうにお伺いしますけれど、小型魚の規制をこれだけ強めて

いるのは、親魚が増えるための仕組みですよね。そして今回、大型をＴＡＣにしていくに

当たって、なぜ近海かつおだけこういう基準でおやりになったのか。そこを教えていただ

けませんでしょうか。 

○中管理課長 まず全体について説明させていただきます。 

 まず、これ近海かつおを削減したという意味じゃなくて、もともとの今回日本全体の漁

獲枠を設定するときの前提としてＷＣＰＦＣにおける2002-2004年という基準年があって、

そこで日本全体の枠というのが設定されているということでございます。 

小型魚の配分等についてはそこのところを基本にやっていたわけですが、大型魚につ

いて枠を新たに設定する際に、それ以後の、自由に獲っていた期間というのがありました

ので、そこはやはり直近の実績というのを勘案しなければならないだろうというところで、

これを反映した枠の配分ということを行ったわけなんです。結果として、2002年-2004年

の実績に比較してその直近の実績というものが近海かつお・まぐろのみが小さくなってい

ったというのが基本です。 

 ちょっと細かい数字の配分等については必要があれば説明させていただきますけれども。 

 もともと大型魚についてはそもそもそんなに漁獲枠逼迫していなかったんじゃないのか

というところもございました。そういう意味で基本的には、小型魚のみを先行して枠の管

理を、２分の１ということもあって行っていたわけですが、大型魚については基本的にそ

の2002-2004年の枠を超えないという、もともとのＷＣＰＦＣのルールになっております

ので、当時の漁獲量を考えればそんなにギリギリと管理する必要というのが直近まではな

かったということなんですが。皆様ご認識のとおり、大型魚も今後増えてくるのではない

のかという中で、やはり枠の管理というのを行っていく必要があるんじゃないのかという

ことでその大型枠の管理を行っていこうということで話を進めていく中で、枠を設定をす

るに当たって先ほどの説明したような流れで、結果的に近海かつお・まぐろについては

2002-2004年に比較して枠が縮小したというところです。 

○大森委員 確認ですけれども、大型魚を含め総枠は2002-2004年のベースにしますと。

それで、今回管理するに当たって、直近２年というのは近海かつお以外の漁業種類につい

てもそれをベースにしたという考え方でよろしいですか。 

○岩本推進室長 補足しますけれども。基本はＷＣＰＦＣの2002－2004年の数字があって、
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先ほど課長からも説明あったとおり、直近の2015・2016年で按分したときにどうなるのか

ということと比較しまして、当初お示しした数字だと、留保前の漁獲枠と直近での2015・

2016年を比較してどうなのか。あとは、沿岸への配慮等々踏まえて、漁期当初の割当量に

なったというのが経緯でございます。 

○大森委員 ですから、結果的には近海かつおについては他の漁業種類と比較して、違う

割当ての仕方をしたということではないのですね。 

○岩本推進室長 割当ルールは、直近年の2015・2016年をベースに数字を出しまして、そ

の際三鬼会長からもお話あったとおり、2015・2016年の近海かつお・まぐろの実績が少な

かったということで、その数字が最終的に漁期当初に水産庁から提示させていただいた数

字になったということでございます。 

○大森委員 はい、わかりました。それで、実質2017はこの直近２年と比べても大きく増

えたと、こういうことですね。 

○岩本推進室長 2002－2004年で出てくる数字よりも、2015・2016年で計算した数字がか

なり少なくなってしまって、先ほど三鬼会長がご説明あったように、実際獲れる量よりも

枠が少なかったということと思います。 

○大森委員 お話はわかりましたけど、だから2017年のところはここに書いてあるとおり

ですよということなんですよね。 

○三鬼代表理事会長 本当にありがとうございました、今の発言。我々当初752ｔの、刺

し網も入れてですよ、それぐらいあって、どうしてこのまき網さんが言うように、もう獲

られた、あっちやった、でも、我々は752ｔという流し網と同様にいただいておるのに、

だから今説明いただいたようになってしまうんじゃないですか。近かついじめじゃないで

すか、これ。そういうことじゃないですか。近かつをいじめてるということじゃないです

か。そうでしょう。何で752ｔあるのに161ｔしか獲れやんの。ちゃんと説明してよ。おか

しいやん。これ近かついじめですよ、絶対。それならそれで覚悟がある、密かな、これ近

かついじめですよ。私は総会するとどれぐらい言われると思う、相当言われるんですよ。

それを皆さん押さえとるんですよ、今。おかしいじゃないですか、このやり方は。皆さん

も必死やからさ、私らも必死なるよ。枠が無いのはわかってますよ。これWCPFCで決まっ

てる枠を分けなきゃなんないんで。日本人がみんなとりやするんやで、この枠を。そやけ

ど、近かついじめに決まっとるじゃないですか、これは。誰が見たって。 

○中管理課長 すみません、今のご指摘というのはこの委員会に対してというよりか水産
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庁に対してというふうな話だと思います。 

○中管理課長 この件は我々の先ほどの説明でありましたけれども、今の2002-2004年の

実績で漁獲枠の大枠というのは決まってるんですが、今回の我々当初漁獲枠としてお示し

させていただいた案は、直近の実績というものに基づいて算出したというところでござい

ます。その意味で、今後第５管理期間に向けてのこれからのご議論においてそういう近か

つさんのご意見というのはこの委員会において十分に説明いただいたものと理解しており

ます。 

○三鬼代表理事会長 とにかくね、我々を生きるようにしてくださいよ。船一式１本しか

獲れやんですよ、年間、ね。１本でどないするんですか、これ。まぐろ船が。 

○山川部会長 はい、貴重なご意見どうもありがとうございました。 

 大型魚の配分については2015年～2016年の実績で配分したと、そのことがたまたま近か

つさんの実績が少なかった年に当たっていたということで、こういう形になったという経

緯があると理解したわけですけれども。今後ルールとして、じゃあ基準年はいつがいいの

か、それぞれの漁業種類が納得できるような基準年というのは果たしていつの数字かとい

うことも含めて、今後、配分ルールをいかにしていくかという議論の中に、いただいたご

意見は反映させていただければと思います。 

○三鬼代表理事会長 ほんまにね、近かつかわいそうなぐらいですよ、皆。皆放流したり、

年間１本しか獲ってきやん、１隻に。500隻もおるのに、百何ｔやったら１匹も獲りやん。

そんなむちゃくちゃや、こんなの、まぐろ船が。我々は資源を大事に育つ漁場でしょう。

私らは自然を守る、豊かな海をつくろうという我々ですよ。１本１本、１本１本釣って、

それが一番ばかにされとるじゃないですか。おかしいですよ。自然を守るんやったら自然

を守るところから増やしていかなきゃいかんじゃないですか。 

○山川部会長 ご意見承ったということで、どうもありがとうございます。 

 では、他にご質問ございますでしょうか。 

 もしなければ、そろそろ時間でございますので、三鬼さんからのご意見いただいたとい

うことで。 

○三鬼代表理事会長 よろしくお願いします。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では続きまして、全国かじき等流し網漁業協議会の井上さん、よろしくお願いいたしま

す。 
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○井上会長 全国かじき等流し網漁業の井上でございます。本日は水産政策審議会資源管

理分科会第２回くろまぐろ部会においてこのように意見を述べる機会をつくっていただき、

本当に感謝しているところであります。ありがとうございます。 

 説明に、この分科会の第２回まぐろ部会において、資料が提出できていないことにつき

ましては、本当に申しわけございません。よって、説明に当たりましては、明確に説明し

たいことから、事務局より説明をさせていただきますので、どうかよろしくお願いをいた

します。 

○犬束 事務局の犬束と申します。よろしくお願いします。 

 今会長のほうからお話が出ましたとおり、申しわけありません、今日は資料をちょっと

ご提出できていないということで、こちらの手持ち資料でご説明をさせていただきたいと

いうふうに考えております。よろしくお願いします。 

 まず、かじき流し網漁業ですけれども、東シナ海と、あとは千葉県から北海道の太平洋

側における海域で操業されていると。要は操業海域によって東シナ海と太平洋ということ

で２つの漁業許可があるということで。その太平洋側につきましては、届出制からことし

の１月１日より特定大臣許可に移行したということで、その関係もございまして、全国組

織を立ち上げるというお話を水産庁のほうからいただいて、全国組織を立ち上げて、１月

１日から活動を始めたという団体でございます。 

 まず、かじき流し網でございますけれども、要は皆さんご承知のとおり、大きな目合い

の流し網によりましてかじき類、まぐろ類、かつお類、さめ類を絡めて漁獲するという漁

法でございます。漁獲効率は大変よろしい漁業ではないかと思っておるんですけれども、

漁法の特性上、漁獲対象を選別して漁獲することが困難であると。特定魚種の混獲回避は

難しい漁法であると考えております。 

 混獲が大変難しいということでございますので、それじゃあその混獲によってくろまぐ

ろの漁獲が数字的に高いんではないかと思われるかもしれませんが、漁業養殖業生産統計

ですけれども、2002年～2015年、この14年間の平均をとりますと、かじきまぐろ、流し網

によってとられた漁獲数量が5,000ｔ、そのうちくろまぐろは75ｔ、魚種別の漁獲比率を

見ますと1.5％にすぎないという数字でございます。これ2002年～2015年ということで、

幅が広いということで、2013年から2015年、この３カ年の平均を見てみますと、漁獲数量

が3,989ｔ、この数字に対しましてくろまぐろは79ｔ、２％の数字ということでございま

す。こういった数字で、実際に混獲して水揚げされるくろまぐろの数量はそれほど高くな
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いということが言えるかと思っております。 

 30年の第４管理期間につきまして、１月１日よりＴＡＣ管理に入るということで、まず

小型魚につきましては43.8ｔの枠をいただいて操業を始めたと。ところが、４月20日時点

で39.4ｔの漁獲の積み上げがあったということで、４月23日付で農林水産大臣の勧告を受

けております。それで、４月27日付で会員へ操業自粛の要請を行っております。 

 大型魚につきましては、これは近海、遠洋かつお・まぐろさんと同一枠ということで、

167ｔという数字が示されております。ただし、そのうちの全国かじきに与えられた数字

というのは4.4ｔということでございます。それで、この大型魚につきましても、全国か

じきのほうではまだ余裕があったところでございますけれども、かつお・まぐろさんの方

で数字が積み上がったということがございまして、これも５月28日付で操業自粛という要

請を会員にしております。 

 操業自粛の内容でございますけれども、要はくろまぐろが混獲されるであろうそういっ

た海域の操業を回避して、まず漁場を移動して、混獲が発生しないような操業をしてくだ

さいという通知を行ったということでございます。 

 先ほどそれほどくろまぐろの漁獲が高くないというお話をさせていただきましたけれど

も、平成30年のＴＡＣ枠、これ小型、大型あわせますと48.2ｔという数字になります。た

だし、実際に操業して漁獲した数字というのは、41ｔという数字になっております。これ

を先ほど2013年～2015年の３カ年平均の漁獲数量等の比較ということでお話をさせていた

だきましたけれども、その漁獲数量に当てはめますと、ＴＡＣ枠でいただいている数字は

１％という数字になります。ただし、この１％以上獲らないというために自粛操業をして

いると、要は漁場を変えているという現状がございます。ということは、他の漁業種類で

すよね、かじきであるとかさめであるとかそういったものの漁獲にも影響が出てきている

ということでございます。多くの船から、やはりそういうご意見をいただいております。

じゃあどこで操業すればいいんだというご意見を多くいただいたというところでございま

す。 

 当然かじき流し網で先ほど申しましたとおり、かじきであるとかさめ類というお話もさ

せていただきましたけれども、特に2013年、2015年の平均でみますと、さめ類の漁獲がち

ょっと増えてきているというところがございます。さめ類につきましては、全漁獲量のう

ちの73.9％という数字になってきております。ということは、気仙沼にほとんど水揚げさ

れておりますけれども、要は気仙沼はさめ類の加工が盛んで、加工場もたくさんあるとい
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うことでございまして、要はかじき流し網の漁獲数量が減ってくると、そういった加工関

係の業者の方にも影響が出てくると懸念をいたしております。 

 これから第５管理期間の配分に関してですけれども、まず狙って獲る漁業種類と、そう

でない漁業種類とを分けて考えるべきではないかというふうに思っております。それと、

高い確率で生かした状態でリリースできる漁業手段、甲板に揚げるまで生きているかいな

いかわからないと、それが確実には困難な漁業種類については、差をつけて設定をすべき

ではないのか考えております。 

 かじきの方からの希望といたしましては、先ほど魚種別の漁獲割合をご説明したとおり、

要は２％以内でくろまぐろの漁獲がなされていると。それ以外の魚種が98％を占めている

ということでございます。ただし、それを回避するがために自粛操業を行っていると。と

いうことは、他の漁業、例えばかじきであったりさめ類であったりと、その漁獲に影響が

出てきているということでございます。 

 全国かじきとしましては、かじき流し網を操業されている漁業者が安心して操業が可能

となるＴＡＣ枠の設定をお願いしたいと考えております。その数字につきましては、先ほ

ど２％以内というお話をさせていただいたんですが、できれば2002年、2015年の平均値75

ｔをできれば要望いたしたいと。その内訳としましては、これは27年、29年の実績比率か

らなんですが、小型魚を67.5ｔ、大型魚を7.5ｔという数字で枠をいただければという要

望でございます。 

 説明は以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問よろしくお願いいたします。田中委員。 

○田中委員 最後の点なんですけど、75ｔあれば守れるということでしょうか。この先く

ろまぐろ増えれば、やっぱり混獲が出てきますよね。 

○井上会長 そうですね。それで、今年々増えてきてるんですよね、まぐろは。シナ海の

45ｔの枠を半分獲っちゃったので、２カ月だけ操業して、もう３月には自粛してやめたん

ですね。この太平洋の小型さん、銚子船団もいるもんですから、その分残しておかないと

ということで、こっちが自粛してやめたんですけども。この太平洋でもやっぱりまぐろは

増えてるもんですから、それならどうしたいいのってなった場合に、場所を変えなければ

操業できないじゃないですか。場所を変えるということは、かじきのいるところ、さめの

いるところ、めかのいるところとまぐろのいるところは同じなんですよね、全く。それで、



－50－ 

そこをかわして網をやった場合には、もうかざめって御存じかと思いますけれども、もう

かとりをするような状態にことしは、今もそれが続いているような格好なんですね。 

 ですから、75ｔと言ったのは、これだけ皆さんが１ｔでも２ｔでも欲しい中で、我々と

しても５ｔでも10ｔでも欲しいのはのどから手が出るほど欲しいんですけども、それなり

の10年の経過を見て、そして出した数字なんです。 

 そういうことでよろしいでしょうか。 

○田中委員 75ｔならこの先守れるかというのが質問なんですけど。 

○井上会長 それはね、守れない、そう言われると。 

○田中委員 全ての漁業が多分守れない。結局混獲のない漁業種類ってないので、どこか

で工夫なり何なりしてもらって、その限界を超えた部分については何か別な手立てを講じ

るということになるんだと思うんですけども。だから、75ｔまでならこの先増えても調整

できるものであれば何か考慮はされるかもしれませんけど。 

○犬束 その75ｔという数字は、要は2002年～2015年の平均ということでお話しさせてい

ただいているんですけども、その2002年当時というか、隻数が、このときはまだ届出制で

すけれども、321隻ですかね、という隻数であったと。ところが、現在は大臣許可申請し

ている船はあわせて80隻程度になってきているというところがありまして。例えばその75

ｔという数字を、じゃあ隻数が減ってきてますので漁獲数量も当然減ってくるだろうとい

うことも言えますし、過去の75ｔという数字の上乗せまではいかないだろうと、事務局の

ほうとしては考えています。仮に75ｔという数字をオーバーするということであれば当然

勧告を受けるわけですから、その前に操業はストップしてしまうということになろうかと

思いますので、75ｔという数字につきましては各船自覚持って操業いただければ守れる数

字だと考えております。 

○田中委員 もう一ついいですか。 

 例えばその漁獲については集団的に一人一人幾ら、まき網のさっき例があったんですけ

ど、個別に幾らまで割当てがあって、残りは競争でというそういう操業計画というかそう

いう話し合いが行われてらっしゃるのかどうかということなんですけども。 

○井上会長 兼業と言いますか、さんまと兼業とか、それから小型船はいさだとかそうい

う養殖とかの兼業をしてるんですよね。ですから、75ｔという枠を決められると、本来は

この流し網漁業が主体ですけども、何とかもうかざめでもとってオーバーしないようにし

なければということで今のところはやっているということでございます。 
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○犬束 数量の管理に関しましては、要は水揚げ港が東シナ海だと長崎になります。太平

洋側ですと銚子と気仙沼に水揚げがされるということで。一応月別の管理数量を設けて、

それも銚子、長崎、それと気仙沼というふうに数値を割り振って、月別の管理表作成をい

たしておりましたけれども、ＴＡＣ初年度ということもありまして、要はオリンピック方

式と言いますか、皆さん漁獲がどんどん進んで積み上げがなされてしまったというところ

がありまして、そこは事務局としては大変反省しているところでして。このＴＡＣ枠をじ

ゃあどう配分していくかというのは改めて協議をさせていただいて、その方法を再検討し

たいというふうに考えております。 

○田中委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 実際に何経営体ぐらいが関わっておられるんでしょうか。 

○犬束 100ｔ以上が17隻、それから10ｔ以上100ｔ未満が57隻ということでございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 あと、小型魚の枠は現在近海かつお・まぐろ、遠洋かつお・まぐろ漁業と別の枠になっ

てますけれども、大型魚についてはそれらと１つの枠の中ということですけれども、それ

についてはいかがですか。 

○犬束 大型魚の取扱いについては、特に個別にしてほしいということではなくて、統一

という形でも構わないのかなと考えております。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。栁内委員。 

○栁内委員 先ほど操業第４管理期間でも自粛が始まったというお話ありましたが、この

自粛による経営体の減収の度合いというんでしょうか、そういったものは深刻な場合はど

のぐらいあるもんなのか、ちょっと参考までに教えてください。 

○犬束 そこはまだ具体的に数字を示していただけてないというか、聞取調査ができてい

ないということで。ただし、一応10月に入りまして、気仙沼のほうに伺って、ちょっとそ

ういった説明会をする機会がありますので、その際にちょっと確認をさせていただきたい

と考えております。 

○栁内委員 わかりました。 

○山川部会長 他にございますか。 

 では、もうそろそろ時間でもございますので、これで全国かじき等流し網漁業協議会の

井上さんからの意見聴取を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 
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 では、以上で本日予定していたヒアリング全て終了ということです。どうも皆様、あり

がとうございました。 

 では、次回会合の日程について、事務局からご案内よろしくお願いします。 

○中管理課長 次回の第３回くろまぐろ部会ですが、10月４日に開催いたします。議題と

いたしましては、本日と同様、冒頭にＷＣＰＦＣの北小委員会の結果についてご報告をさ

せていただいた後に、沿岸漁業者を中心にヒアリングを行います。４日は今日と違いまし

て、午前、午後と１日をかけてのヒアリングとなりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○山川部会長 以上で本日予定しておりました議事についてはこれで全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして、本日のくろまぐろ部会を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後 ５時３６分 閉会 


