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午前１０時３０分 開会 

○中管理課長（司会） 予定の時刻となりましたので、これより第５回くろまぐろ部会を

開催させていただきます。 

 本日事務局を務めます、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、委員の皆様の前にマイクが置いてあります。挙手をいただき、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報告いたします。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名の委員の皆様にご出席をいただいており、定足数を満たして

おりますので、その旨報告させていただきます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の封筒の中に、議事次第、資料の一覧、資料１といたしまして委員名簿、資料２

といたしまして（素案）第５管理期間以降のくろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方につ

いてがございます。 

 資料は以上となりますが、漏れ等ございませんでしょうか。ございましたら、事務局に

お知らせください。 

 それでは、開催に当たり、部会長からご挨拶をお願いいたします。 

○山川部会長 皆様、ご多用のところ、ご出席くださいまして誠にありがとうございます。 

 本日は、くろまぐろ部会第５回目ということで、取りまとめの素案についてご議論いた

だくということを予定してございます。これまで多くの参考人の方々、それから委員の

方々からも非常に貴重なご意見を伺ったと考えております。 

 本日は、前回の部会での討論を踏まえ、取りまとめることが非常に難しい側面があった

わけですけれども、取りまとめの素案を作成いたしましたので、それについてご議論いた

だければということでよろしくお願いいたします。 

 では、座って議事に入らせていただきます。 

○中管理課長（司会） 部会長、ありがとうございました。 

 報道関係の皆様、カメラ撮りはここまでとなりますので、よろしくお願いします。 

 では、部会長、よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、第４回での総合討論を踏まえて、私なりに取りまとめに向けた素案を作成いた
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しました。たたき台として、委員の皆様からご意見をいただきたいと考えております。 

 それでは、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○岩本推進室長 資源管理推進室長の岩本でございます。 

 資料２に基づきまして、事務局から説明をさせていただきます。 

 第５管理期間以降のくろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について（素案）というこ

とでございます。 

 まず、１の背景ですが、くろまぐろの漁獲可能量の配分につきましては、多くの意見が

ＴＡＣ制度を導入した際に寄せられたところです。これを受けまして、水政審の資源管理

分科会のもとに「くろまぐろ部会」を置きまして、漁獲可能量の配分方法に関して調査審

議することとなりました。 

 ２のところに、これまでの審議の概要を示しております。漁業者からのヒアリング、ま

た前回は総合討論をいただいたところです。 

 ３のところには、参考人の意見に対する審議・評価ということでございまして、第２回、

第３回のくろまぐろ部会で聴取した参考人の意見を「配分に関する論点」、また「管理に

関する論点」に分けまして、それをさらに個別の検討項目ごとに整理をしております。こ

れに基づき、第４回の部会では、現状の配分の考え方で見直すべき点、追加する要素があ

るかについて、委員が審議・評価したということでございます。 

 Ⅰの配分に関する論点です。 

 漁法の特性に起因する事項でございますが、混獲につきましては、他の魚種を目的とし

た操業の際の混獲、また、くろまぐろ大型魚を目的として操業した場合の小型魚の混獲と

いうものがありまして、いずれの場合も配分に考慮する必要がある。また、混獲対策につ

きましては、経営的にも負担が大きく、配分に当たり考慮すべきということですが、経営

面での負担については支援措置などによる対応もある。 

 また、一般論としまして、専獲によりくろまぐろを漁獲し、経営上くろまぐろの水揚げ

に依存している漁業者に対する配慮が必要である。 

 一方、近い将来には、資源増加に伴いまして大型魚のうち30キロ近い個体が増えてくる

ことが想定されますので、その混獲についても考慮する必要があるということでございま

した。 

 続きまして、資源の増減に対する責任です。 

 まき網漁業による大量漁獲によりまして、資源が大きく減少し、管理を行わざるを得な
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くなったとの発言がございました。これは、沿岸漁業や定置網の漁業者の参考人の方から

の意見です。小型魚を対象とした西部北太平洋のまき網漁業につきましては、90年代から

漁獲が親魚資源量へ与えるインパクトが増大したということは事実でありますが、まき網

漁業では、小型魚の漁獲規制、ほかの漁業よりも早い段階で行っているということ、また、

現状の漁獲枠は他の漁業種類よりも大きく削減されているということで、ＷＣＰＦＣの基

準年の平均漁獲量の３分の１となっているということから、親魚資源量にインパクトを与

えたことについては、既に相応の負担をしているとの判断もあり得るということでござい

ました。 

 また一方では、現状では、まき網以外の漁業、漁獲量が増加している状況にございます。

定置網漁業等混獲の問題がありまして、これ以上小型魚の管理の負担を強いるということ

が難しい、インパクトのみを考慮した配分は困難であるということでございます。 

 ３番目、地域経済への影響です。 

 国内におきましては、さまざまな地域におきまして、漁業以外にも流通、観光等の関連

産業、間接的な波及効果も含めて地域経済への影響があると。ただ、こういった経済効果、

波及効果を一律に数値化することは困難ということで、配分の根拠は直接的な効果に論点

を絞らざるを得ないということでした。 

 その他の留意すべき事項です。 

 資源評価に用いるデータの精度向上というものは、資源評価の向上につながると。ひい

ては、漁獲枠の増大に貢献し得る要素であるということで、国、業界団体で長期的に対応

する必要があるということでございます。 

 また、基準年のとり方につきましては、ＷＣＰＦＣの基準年で国内も配分すべきとの意

見と流動的に変更すべき等の意見がございました。また、漁獲管理を行うと実績に影響が

出るため、漁獲管理を行う以前の基準とする必要があるとの意見もございました。 

 その他ですけれども、漁業者の取り組みにより漁獲できるにもかかわらずあえて漁獲し

ない「獲り控え」と、漁獲しようと努めたものの漁獲枠の上限まで漁獲できなかった「獲

り残し」、これは区別するべきであって、努力して獲り控えた場合は、次の漁期以降の配

分へ考慮すべきという考え方がある一方で、「獲り残し」につきましては、我が国の漁獲

枠を有効に使うという観点から、例えばその獲り残した地区と漁獲枠が足りない地区、こ

ういった地区との間で「融通」し合う仕組みが必要であるという意見でございます。 

 続きまして、管理に関する論点についてご説明いたします。 
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 初めに、国内ルールに関する事項です。 

 留保の取り扱いにつきましては、配分された漁獲枠を守ることができるのであれば、留

保枠は不要である。これまでの管理状況から判断すれば、我が国の漁獲枠を超過するリス

クというものが存在して、国としての留保をゼロとするには、時期的にまだ早いのではな

いかという意見、また、これはモラルハザードにつながらないように注意が必要というこ

とでございました。 

 また、まき網漁業につきましては、漁獲量を管理し漁獲上限を超えなかったことから、

第４管理期間ではまき網漁業に対してだけ留保からの追加配分が行われず、配分に当たり

留保された数量を原資としまして、ほかの漁業種類への配分を行っている。それにもかか

わらず沿岸漁業者からは非難を受けていることに対して、まき網業界から不満を感じてい

るとの意見がありました。 

 大臣管理の漁業種類の区分について、これは業界間で調整した結果を踏まえまして、国

として結論を出す必要があるということでした。 

 都道府県の漁獲枠の管理につきまして、これは月別の管理について、漁獲枠を遵守でき

ずに漁獲枠を大きく超過する都道府県があったため、第４管理期間から導入した手法でご

ざいます。我が国に配分されている漁獲枠を遵守する観点から、これを撤廃すべきではな

い。一方で、これまでその漁獲枠を遵守してきた都道府県には、こういった月別の管理に

縛られずに柔軟に管理することも検討できるということです。 

 ④の融通につきましては、現状、沿岸漁業は、漁獲枠の管理に不慣れな中で管理に取り

組んでいる状況から、都道府県の漁獲枠の遵守を原則とした上で、来遊状況等に応じて漁

獲枠を融通するルールづくりを目指す必要がある。また、融通については、公の場で枠の

融通、また水産庁による情報提供も必要である。 

 さらに、都道府県間での漁獲枠の融通を促進するためには、融通する都道府県等に何ら

かのインセンティブが必要であり、国内の仕組みを考えることも重要である。このような

枠組みを通じまして、来遊の偏り等から生じる現場において直面する問題の軽減に努める

べきであるということでございます。 

 このほか、大臣管理漁業の各漁業種類から都道府県への枠の融通の方策については、国

が漁獲枠をまき網漁業から購入して再配分するとの例示がありました。国が金銭を対価と

しまして漁獲枠を買い取る、また再配分するというのは問題があり、現状の我が国の制度

では困難であるということでございます。 
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 その他ですが、配分の基本的な考え方につきましては、固定化するのではなく、複数年

ごとに見直す必要がある。また、柔軟性のあるルールが必要であって、状況を見つつ安定

したルールに移行すべきであるということでございます。 

 国際的なルールに関する事項ですが、小型魚の増加、また卓越年級群の発生によりまし

て、小型魚の漁獲枠が現状よりもさらに逼迫することが予想される。そういったことから、

小型魚から大型魚の振りかえの適用につきまして、資源の回復に貢献するということがあ

りますが、直近の状況を考慮に入れて行う必要があるということでございます。 

 増枠時の対応につきまして、苦労している漁業者にメリットがある方策を早い段階で考

えることが重要であるということですが、増枠したときに苦労した漁業者に配分があるべ

きということは明白である。一方で、具体的な配分につきましては、増枠の時点での資源

の状況、また放流技術の開発の状況が関係してくるということですので、現時点では具体

的なルールは決定しないということでございます。 

 次に、４の第４管理期間までの配分の考え方及び現在の状況について説明をします。 

 （１）でございますけれども、我が国の漁獲枠につきましては、ＷＣＰＦＣの決定事項

に基づくものということでありますが、実際の国内の配分につきましては、既に直近の漁

獲動向を考慮しまして、沿岸漁業にも配慮した数量となっているということです。 

 小型魚の配分につきましては、各漁業種間で均等な割合で削減する場合、それぞれ半減

すべきところでございますけれども、大中型まき網漁業では３分の１まで削減となってい

る一方で、沿岸漁業等では、平均漁獲量の半減に満たない削減幅で配分を行っているとい

う状況です。 

 また、大型魚の配分につきましては、各漁業種類で均等な割合で削減する場合、それぞ

れ平均漁獲量と均等とすべきところ、近海かつお・まぐろ漁業においては、４分の１まで

削減されている一方、沿岸漁業では、平均漁獲量以上の配分を行っているという状況でご

ざいます。 

 ＷＣＰＦＣの暫定回復目標につきましては、約4.3万トンまで増大させるということで

ありまして、少なくとも暫定回復目標を達成するまでの間につきましては、各漁業種類に

おいて漁獲枠遵守のための混獲管理等の負担が一層増大することが懸念されるということ

から、特定の漁業種類の漁獲枠を削減しまして、他の漁業に振りかえることが可能な状況

にはないということでございます。 

 次に、５の第５管理期間以降の配分の基本的考え方です。 
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 まず、配分の実績基準年についてでございますけれども、ＷＣＰＦＣの基準年で国内も

配分すべきとの意見と、また流動的に変更すべきとの意見がありました。そういったこと

から、第５管理期間以降の基礎的な配分につきましては、ＷＣＰＦＣの基準年を基本とし

まして、近年の漁獲実績を反映させたものとしまして、配慮すべき事項については留保か

ら追加配分するということでございます。 

 知事管理量の各都道府県での配分の実績基準年につきましては、漁獲規制が始まる以前

の直近の漁獲実績を基準としているところです。小型魚につきましては、自主管理開始以

前の平成22－24年の基準、大型魚につきましては、第４管理期間は管理期間が７月から３

月ということでございまして、直近３年間の実績を基準にしていただくことを踏まえまし

て、第５管理期間以降においても同様に、管理期間、４月から３月の直近３カ年となりま

す平成27年から29年の４月から３月の漁獲実績に基づきまして配分するということでござ

います。 

 留保の取り扱いについてです。漁獲実績以外に配慮すべき事項については、留保してい

る数量から追加的に配分を行うということでございます。 

 なお、大型魚の留保につきましては、我が国の漁獲枠の超過リスクを考慮しまして、漁

獲枠の調整で発生した数量を留保にしたことに加えまして、大臣管理量、知事管理量とも

実績に基づく配分量から約１割を留保しているところでございます。この１割の留保につ

きましては、沿岸・沖合漁業者の双方から不要であるとか、また最小限とすべきとの意見

が出ているところですが、大型魚管理につきましては、開始後間もなく不慣れな中で管理

に取り組んでいる状況を鑑みまして、当面の間は大臣管理量、知事管理量とも実績に基づ

く配分量から約１割を留保することを継続するということでございます。 

 （４）に留保の配分において配慮すべき事項ということで、①は混獲回避等への配慮で

ございます。混獲回避につきましては、特に放流等の作業負担の大きい漁業につきまして

は、経営的にも負担が大きい。負担の程度を数値化するということは難しい状況ですけれ

ども、配分に当たっては、一定程度考慮するということでございます。 

 まず、小型魚についてですけれども、小型魚につきましては、資源の増大に伴い、全て

の漁業種類において漁獲管理の困難性が一層増大するというところです。特に過去に漁獲

枠を超過して差し引き結果として漁獲枠がゼロまたは少ない都道府県につきましては、漁

業者が感じる困難性はより高いものと認識している。 

 また一方で、まき網漁業につきましては、小型魚の漁獲枠は平均漁獲量の３分の１とい
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うことで、削減分の一部につきましては既に沿岸漁業等に配分されているというところで

ございます。沿岸漁業者等が超過した場合のリスクに備えた留保につきましても、まき網

漁業の配分から捻出しているものとなっておりまして、既に沿岸漁業等へは配分における

配慮が行われているところです。 

 なお、過去の沿岸漁業等の漁獲枠の超過量と比較しまして、国が留保している数量が多

くないということから、超過リスク等を考慮すれば、留保からさらに配分することは困難

であるというところでございます。 

 続いて、大型魚についてです。大型魚につきましては、漁獲枠の管理に不慣れな中で管

理に取り組んでいる状況を考慮しまして、管理体制が整うまでの当面の間、留保から沿岸

漁業に対して追加配分を行う。この際、沿岸漁業への来遊状況が年によって変動が大きい

こと、またそのくろまぐろの漁獲に経営上依存する地域として漁獲量の多い都道府県へ配

慮する観点から、各都道府県の直近３カ年の最大実績を勘案しまして、留保している数量

から追加配分を行う。 

 また、近い将来には、資源増加に伴いまして、大型魚のうち30キロ近い個体が増えてく

ることが指摘されております。大型魚につきましては、さまざまな漁法で混獲されている

ことを踏まえまして、配分量が少なくなり漁獲管理が難しい都道府県に対しましては、一

定の数量を追加配分することとしてございます。 

 また、同じ理由で大型魚の混獲が想定される漁業種類（かじき等流し網漁業）に対しま

しても、一定の数量の追加配分をするというところです。 

 ②資源評価に用いるデータの収集の配慮です。漁獲データが資源評価の指標に用いられ

ている特定の漁業につきましては、ある程度自由な操業の確保が増大傾向にある資源の精

度の高い評価に不可欠であるということでして、こういったことが将来の漁獲枠の増大に

直結する。こういったデータの精度を担保するために、一部のひき縄漁業、これは加入量

の指標の算出に使用されている状況です。また、はえ縄漁業（近海かつお・まぐろ漁業）

につきましても、親魚資源量の指標の算出に使用されているということでございます。こ

ういったことに対しまして、調査用の数量を留保から配分するというところです。 

 また、精度のよいデータ収集が可能となるように、管理する団体、都道府県におきまし

ては、期間別の管理の実施や、また配分の留保などによって、管理方法を工夫していただ

くということとしておりまして、それでも資源の増大等によってデータの収集には配分し

た数量では不十分といった場合には、必要な数量を留保から追加で配分することができる
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ということでございます。 

 （５）の留保の追加配分の特殊事情です。第４管理期間におきましては、沿岸漁業に対

しまして留保から各都道府県の過去３年間の最大実績まで配分した上で、混獲対策として

微小割り当て都道府県に対して一律５トンの数量を配分したところでございます。ただ、

これにつきましては、第４管理期間が９カ月間と短かったこと、また過去３年実績等の数

量が少なかったとから留保からの配分が可能であったということです。第５管理期間以降

の12カ月間で管理する期間におきましては、そういった点を考慮して配分する必要がある

ということでございます。 

 ６番目の管理について実施すべき事項です。 

 漁獲枠の融通の促進についてでございますけれども、沿岸漁業につきましては、漁獲枠

の管理にふなれな中で管理に取り組んでいる状況であるということから、各都道府県の漁

獲枠の遵守を原則とした上で、都道府県、また漁業種類間で漁獲枠を融通するルールをつ

くるべきということでございます。 

 （２）の都道府県の漁獲枠の管理でございますけれども、月別の管理は、漁獲枠を遵守

するために引き続き実施することとしますが、漁獲枠を遵守してきた、または遵守できる

体制が整っている都道府県につきましては、この管理方法の柔軟化を図って、よりよい管

理方法の選択が可能となるように運用すべきであるということです。 

 （３）の増枠時の対応です。具体的な増枠時の配分につきましては、増枠時点での資源

の状況、国際情勢、混獲回避の技術の向上等の技術開発の進捗状況によって決めるべきで

はあるのですが、その際には過去の漁獲実績を考慮しつつ、混獲回避を行うなど漁獲枠管

理の負担の大きい漁業者に対して配慮すべきであるということです。 

 最後、７のその他ですけれども、この配分の基本的考え方につきましては、一定期間を

めどに見直しを行うという内容となっております。 

 事務局からは以上でございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 以上が取りまとめの素案ですけれども、事務局から説明のあったこの現状のたたき台に

つきまして、つけ加えるべき事項、あるいは修正すべき事項などそういった箇所があるか

どうか議論していきたいと思います。 

 では、委員の方々からご意見いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 田中委員。 
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○田中委員 まず、大変な膨大なヒアリングの取りまとめ、ご苦労さまでしたということ

を申し上げたいと思います。本当によくまとまっており、いろいろな意見を忠実に反映し

ていただいたと思います。 

 しかし、３点ほどもう少し話をすべき点がありまして、まず全体としましては、取りま

とめ、配分に関するものなど管理に関するものとかいろいろ話題が出ているんですが、こ

ういう配分を考えるときの優先順位をどうするかということが大事でり、詰める必要があ

ると思います。具体的には、混獲回避の度合い、つまり負担の度合いは漁業種類によって

もかなり違うということがあります。それから資源評価に関するデータ収集、これは国全

体として増枠を目指すときにはどうしても必要なので、私からも是非お願いしたいのです

が、どこまでするのかということが一点。それからもう一つは、従来基本にしております

過去の漁獲実績です。これら３つがポイントになると思うんですけれども、優先順位につ

いて、この素案のどこかに書いておく必要があるんじゃないかということです。 

 それに関連してあと２点ほどあるんですけれども、１つは経営の依存度についてです。

ある意味では、既に直近の漁獲実績に反映されているわけです。経営の依存度についてい

ろいろ意見が出ましたが、反映されている旨どこかに書いた方がいいのではないかと思い

ます。実績を使う理由の一つがそれにもなっているわけですから、どこかに書いたほうが

いいと考えます。 

 それから、もう１点は産卵親魚の規制についてです。我々専門家から見ると、親を獲る

か子を獲るかといったら結論はもう出ていて、子供を全部獲ったら絶対絶滅してしまうと

いった議論はあるわけです。ですから、これは個人的な希望になるかもしれませんが、い

ろいろなそういった意見が出ている背景もあるので、適切にこの点について記述すべきで

はないでしょうか。そうしなければ、また繰り返し産卵親魚の規制の話題が何度も何度も

出るということになります。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 ３点ご指摘がございました。１つは、配分に当たって留意すべき事項等が書いてあるわ

けですけれども、その間の優先順位をどう考えればいいのか、といったことを何か書いて

おいたほうがいいのではないかということ。 

 それから、もう一つは、経営への依存度ということを考慮して、これまでいろんな経緯

があって、直近の実績にそれらが反映されてきたという経緯があるわけですが、それにつ

いて経営への依存度ということである程度反映されていることをどこかに書いておいたら
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どうかということです。 

 それから、あと産卵親魚をどう扱うか。小型魚を獲るのが悪いのか、産卵親魚を獲るの

が悪いのかといった議論がこれまでなされてきたわけですが、そういう点や、産卵親魚を

漁獲している漁業にはいろんな漁業が実際のところはあるわけで、そういった点について

も何かもう一つ追加で書いておくべきではないかというようなことです。 

 まず、１番目の枠の配分について考慮すべき事項に関する優先順位という点ですけれど

も、いかがでしょうか。大森委員。 

○大森委員 優先順位のことの前に、これまでのこの部会でのさまざまな方々からのご意

見、そして我々の意見も含めて、論点を上手に整理をされ、その上で第５管理期間以降の

考え方を部会長がお示しいただいたご努力について、敬意を表する次第であります。 

 私も田中委員と同じように、残念ながら国際交渉の中で増枠が認められなかった中で、

次の管理の方策を考えていくとなれば、やはり第４管理期間で今取り組んでいるものを基

本とせざるを得ないというのが一つあると思います。その中でさまざまなご意見、論点を

こういうふうに整理をしてやっていかれる、この考え方については、基本的に私も同意を

したいと思います。 

 やや細かなことなんですが、４ページの頭ぐらいのところで、まき網から留保の配分を

行っているにもかかわらず沿岸漁業者から非難を受けていることに対して不満を感じてい

ると、こういうご意見があったということでありますけれども、沿岸の方々の思いを酌ん

での意味ですが、２ページ目の中段で、（２）で資源の増減に対する責任というところで、

1990年代においては、この親魚資源量に与えるインパクトがまき網が大きかったという事

実があった中で、2002年から2004年の自主的に３分の１となっているということなので、

1990年代のインパクトが大きかった時代の数字を示して比較して、今の取り組みの結果が

どういう状況にあるのかということを示していただくということはご検討いただけないか

どうか、意見させていただきます。 

 その上で、優先順位のことについては、やはりこれだけ多項目にわたって、相当複雑な

ことになると思います。ですから、今の時点でここが優先だというふうにあんまり固めて

しまうのは、かえってそのリスクが出てくる可能性もあると思いますので、田中委員の仰

られている意味というものを十分に踏まえながら、最後に第５管理期間の実際の数字を決

めていくというときに、もう少し慎重にこれからご検討いただくというような方が安全で

はないかというのが個人的な意見です。 
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 以上です。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 優先順位は各漁業者にとって非常に難しい問題だと感じると思います。客観的に優先順

位をつけられるのであれば、それに越したことはないんですけれども、なかなかその客観

性というものが何かという部分が答えが見出せないおそれがまだあるのかなと感じており

ます。そういう意味では、この素案にもまとめていただいておりますけれども、優先順位

云々に行く前段階として、どういったものを配慮すべきかという配慮の観点が現実的な作

業じゃないかと思います。知事許可の皆さんには、都道府県単位ではございますけれども、

直近３カ年の最大実績を勘案しているわけですし、それから今回お示しいただいたように、

資源評価に用いるデータの収集へも一定の配慮をなされるわけですね。そういう意味では、

都道府県単位や漁法単位において、ある程度の総枠の配慮がなされている結果になるんじ

ゃないかと思います。 

 ただ、漁業者にとってこの漁獲枠を小さく分けていけばいくほど、運用の難しさや感情

論がつきまとうのは複雑な現実でございます。そういった観点では、どんな数量枠であっ

ても、参加する人間が多ければ多いほどその皆さんへの周知徹底することの重要さが増し

ていくといういわば原点のところにまた戻ると思っております。そういう意味では、漁協

内でもそうでしょうし、都道府県内でもそうでしょうし、ひいては国が全国、全漁法を漁

獲枠の運用状況を見て、必要があれば今回も提案いただいているような融通の運用をより

スキルアップしていくという、そういった連絡協議体制の構築がやはり必要ですし、それ

があれば枠の配分のぎすぎすした部分も和らぐという副次的効果もあると思います。 

 以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 まず、大森委員からいただいたご意見で、まき網の1990年代からのインパクト等も含め

て2002年から2004年以降の状況で現在に至る状況、といった点を数値で何かもう少し書き

込めないかという話でした。それについてはいかがですか。どういう書きぶりが可能かと

いうことを私で検討させていただいて、可能な部分を反映させていただくというようなこ

とでいかがでしょうか。 

 それから、優先順位につきましては、配慮すべき事項いろいろあるわけですけれども、

それぞれそれなりの理由があるということで、なかなか順位をつけづらいという点はある
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わけです。第４管理期間の大型魚の配分以降の追加配分のときには、やはり同様の配慮の

もとに追加配分を行ったという経緯があり、直近の３年間の最大実績を勘案するとか、あ

るいは混獲への対策として漁獲量のそれほど多くない都道府県等についても一定量の追加

配分を行ったという経緯もあるわけですけれども、一方で、資源評価に用いるデータ収集、

この点については、今回初めて表に出てくる考え方ではないかとも思いますので、その点

については何かもう少し強調して書いてもいいのかなという気がしました。田中委員のご

発言の趣旨としましても、資源評価のところ、それについて我々は資源研究者であるから

なのかもしれないですけれども、そういうところをもう少し書いたらどうかというご意見

だったと思いますが、いかがですか。 

○田中委員 大森委員から、第４期が基準になるのではないかというご発言がありました。

私は大幅に変えるという趣旨で申し上げたのではありません。価格の調査の枠も全体の枠

が大きく変わるわけではなくて、いわば色をつけるという程度のものです。マイナーチェ

ンジではないですけれども、若干の修正をしたい際に、基準は実績にするにしても、どれ

を基準に優先して補正するかという話は必要なのではないかと思って申し上げました。 

○山川部会長 あと、やはり一番根本になるのは、ＷＣＰＦＣで今後増枠を勝ち取ってい

けるかという部分で、そこが今のところ枠がはめられていて、今回も残念ながら増枠が認

められないような状況になりつつあるわけですけれども、やはり全体の枠を何とかしてい

くことが大事なんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。その辺を含めて、

若干文章修正を加える方がいいのかどうかというようなことをもう一度ちょっと私のほう

で考えてみたいと思います。そんなところでいかがですか、大森委員。 

○大森委員 増枠を勝ち取れなかった中で、まさにその部分が肝だと思います。増枠に対

する部会としての要請という意味でも、そこの部分はぜひ書いていただきたいと思います。

また、増枠がない中で、今の総枠の中でやっていくわけですから、これだけのさまざまな

ご意見を踏まえてやるわけですけれども、全員が納得ずくでということではないわけです

ので、100点にはならないと思います。なるべくこういった配慮を少しでもそれぞれの漁

業者の方々の気持ちを抑えていくとこういう形になると思いますので、この優先順位のこ

とも部会長、田中先生が今仰ったようなことだと思います。 

○山川部会長 では、そのような方向でもう一度検討しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それから、田中委員からの冒頭のご意見にありました３番目の産卵親魚の件につきまし
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ても、若干触れておいたほうがいいのかなという気がいたしますので、それについてもち

ょっと文案を考えまして、またお示しさせていただきたいと思います。そういったことで

よろしいでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 田中委員の仰るとおりだと思うんですが、書きぶりの中で注意してもらいた

いのは、産卵親魚を獲らないことが、小型魚を規制するということと比較した場合に意味

がないというか、そういう説明の仕方に逆に納得できないというか、そういう話になって

いると思うんです。ですから、親魚も規制をしていく中で、その産卵状態にある親魚をよ

り規制するというその気持ちの部分への配慮というかそこが上手に伝わるような説明がで

きるようにしないと、このことを記述することで、また逆の議論を巻き起こすことになり

かねませんので、十分注意した記述をご検討いただきたいと思います。 

○山川部会長 では、誤解のないような記述を考えたいと思いますので、また案を示させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 他にご意見お願いいたします。よろしいですか。 

 私から１点、今ざっと読んでいて、それでふと思ったんですけれども、追加配分という

言葉があるわけですが、この追加配分というのは、ここで言っているのは、当初配分に関

して、まず基準年や直近の実績を勘案してまず基本配分を行って、それに対して留保枠か

ら追加配分を行うということです。しかし実際に留保枠から配分するのは、この当初の枠

として使うことのできる追加配分と、それから実際に管理が進んで漁期が進行していく中

での来遊状況等の偏りを後で是正するような調整のための追加配分があるわけですけれど

も、それが今のところ追加配分という同じ言葉で説明されているんです。それで、漁業者

の方々とか一般の方々がこれを見たときにそこの区別がすぐにぴんとくるかどうかという

ことが少し疑問になっていまして、当初の追加配分というのか、あるいは上乗せ配分、実

際には当初の上乗せ配分みたいな形になっている部分と、それから漁期途中での調整のた

めの追加配分というような、そこは何か用語を実は分けてもいいのかなと思ったりしたん

ですけれども、いかがですか。 

 田中委員。 

○田中委員 部会長のご指摘のとおりなので、適正なワーディングをお願いするというこ

とでよろしいのではないかと思います。 

○山川部会長 実際に第４管理期間ときに留保枠から追加配分、大型魚について追加配分
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を行ったわけですけれども、そのタイミングが遅いだとかいろんなご意見があって、最初

のうちにやはり枠として、きちんと計算できる枠としてくる部分と、それから途中で追加

配分されるものもタイミングを逸さずに出してほしいというようなご意見もあったわけで

す。ですから、そういうのをきちんと区別するために少し考えてみたいと思います。そう

いうことで、また原案を示させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ほかに何か。栁内委員。 

○栁内委員 先ほど田中先生からの優先順位の話の中にもあったと思うんですが、増枠時

の対応に際して、漁法等の構造的な優先順位という尺度もあろうかと思うんですけれども、

一方、管理運営上、いわゆる獲り控えてきた漁法なり都道府県なりに増枠時は配慮してあ

げることも必要かと思います。数量管理が厳しい際に枠を放出してもらうという運用が伴

う可能性があるわけで、そういった際に何らかのインセンティブを与えると申しましょう

か、何らか汗をかいた漁業者に無駄な思いをさせないというんでしょうか、何らか汗をか

いたかいがあった感じさせるような増枠時の対応という尺度も一部分でも入れていただけ

れば、管理運営がスムーズにいきやすいと思います。 

○山川部会長 それにつきましては確かに仰るとおりだと思いますので、何らかの文であ

らわせるように考えてみたいと思います。 

 大森委員。 

○大森委員 ５ページの我が国の漁獲枠の増枠時の対応については、現時点では具体的な

ルールは決定しないということが今の方向であって、今後のことは今のようなご意見を踏

まえていくのかどうかということを含め、整理をしていただきたいと思います。 

○山川部会長 了解いたしました。 

 それから一点失念しておりましたけれども、田中委員の２番目の当初のご意見で、経営

への依存度に関する記述という部分ですけれども、それについては、これまでの例えば５

ページ目、これまでの経緯として、第４管理期間までの配分の考え方及び現在の状況とい

うところにこれまでの経緯が書かれていて、この経緯の中に経営への配慮、経営依存度へ

の配慮ということが実際に行われてきたという経緯があるわけで、このあたりに何か経営

への依存度といった文言を入れるというようなことかなと思っているんですけれども、そ

んなところでよろしいですか。 

 では、そういうことで一度検討してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



－16－ 

 他にございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 この報告書のその他にありますように、増枠時の対応は一定期間に一度見直

しを行うということですが、一定期間というのは何年ぐらいになるんでしょうか。このま

まだとおそらく５年ぐらいはそのままで、括弧５年をめどに見直しを行うか、ただし増枠

があった時点とか、何か増枠がなければ５年とか、結局増枠をしたらおそらく見直すわけ

ですよね。なのでそのあたりを明確にしなければ、また来年この会議をやる必要が生じる

という懸念があります。 

○山川部会長 これについては、前回もご議論あったと思うんですけれども、５年がいい

のか、その数字をなかなか何年というのは難しい部分もあるんですけれども、仰るとおり、

その増枠というのが一つのきっかけかなと思います。増枠されたら当然ですけれども、そ

の増枠にどう対応するかということをまた改めて議論しないといけないわけで、その点に

ついて何か文言を書き込むというようなことですかね。 

○栁内委員 田中先生が仰るとおり、この要素をどう書き込むのかというのは非常に悩む

ところと思っています。増枠時に見直しを行うというと、ゼロベースと言ったら言い過ぎ

ですけれども、ベースをもう一度見直すというイメージになるのか、それとも増枠時の追

加配分の議論をする場なのか、つまり直近の配分がベースになって、増枠分だけをどうで

こぼこつくる追加配分するのか。それは例えば５年以内の増枠だったら追加なのかとかと

いう言葉の選び方はあるのかもしれないですけれども、いつ増枠になるかわからない難し

さもあって、本当に表現が非常に迷うといいますか、意見の整理は迷うところだと正直思

います。 

○山川部会長 そうですね。確かにいつのタイミングで増枠が実現できるのか、それをこ

ういう場合はこう、こういう場合はどうっていうふうに書くわけにもいかないですし、案

を考えてみたいと思いますので、またそれをもとにご意見いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。 

 では、ほぼこれで論点出尽くしたところですので、議論はこれぐらいにさせていただき

ます。委員の方々からさまざまな貴重なご意見いただきましたので、それらをもとに私の

ほうでもう一度取りまとめ素案に加筆修正を行って、それで配分についての考え方をまと

めていきたいと思います。 
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○大森委員 これは東村委員からは何か意見というのは出ているのでしょうか。 

○山川部会長 特に事前のご意見いただいていないですけれども、一応確認して、こうい

った方向でよろしいかということをもう一度確認して、取りまとめの最終案についてもも

ちろんですけれども、確認とりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今後は修正した案を委員の皆様にご確認いただいた上で、最終的にはくろまぐろ部会と

しての取りまとめを部会長の私のほうにご一任いただければと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

 なお、取りまとめについては、今後開催される水産政策審議会の資源管理分科会に報告

しまして、審議されるという運びとなりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、取りまとめに向けた議論を終了させていただきたいと思います。ど

うもご協力ありがとうございました。 

 では、今後の日程につきまして、事務局からご案内ください。 

○中管理課長（司会） 委員の皆様、本日は活発な議論をありがとうございました。 

 今後の日程につきまして、本日の議論の取りまとめ、議論を踏まえて、部会長で素案を

再度作成し、先生方にこれをご確認いただきます。そういった中で、取りまとめができた

ものにつきまして、今後11月下旬から12月上旬に開催される水産政策審議会資源管理分科

会において報告するとともに、これをもとに第５管理期間の配分をまとめたくろまぐろの

基本計画を諮問する予定としておりますので、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全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第５回くろまぐろ部会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。 

午前１１時３３分 閉会 

 


