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海外出張の用務が入り、第４回検討会への出席ができなくなったため、意見をメモにい

たしました。 
 

1. ＩＱ／ＩＴＱについて 

○IQ については、水産資源管理上の手段として、魚種・漁法・地域などによって、これが

有効であると見込まれる場合は、取り入れればよいとの考え方。全国一律の導入の可否を

論ずるのは非生産的であり、適正な方法として共通の認識が得られるような場合には、部

分的であっても、採用すべきではないか。 
○ITQ については、これまでも多くの問題が指摘されている。海外における実施例におい

てもその利害得失が論じられている。ＩＱ導入が既に行われたものについて、関係者の理

解が得られれば、試験的なケースとして実施してみるという考え方については否定的では

ない。ただし、法的な整理は必要となろう。これまでの議論を聞いたところでは、なお時

期尚早ではないかという感じを得ている。 
 
2.資源管理計画の見直しについて 

○すでに当初の資源管理計画を立ててから、３年が経つ。早急にその見直しを行うべきで

ある。効果が不十分なものについては、管理方法の強化を考えるべきである。 
○国、県中心ではなく、当事者の主体的な取り組みにおいて行うべきである。もちろんこ

の際、科学的な知見に基づくアドバイスは、水産庁等から十分に行われるべきである。 
○水産資源のバランスの取れた管理を考えた場合、受動的だといわれる定置網や小規模漁

業の混獲の問題にも新しい取り組みが必要ではないか。こうした分野の資源管理計画のあ

り方と収入安定対策における優遇措置を検討すべきではないか。 
 

3.個別魚種の資源管理の方向 

○マサバ（太平洋系群） 

 北部まき網漁業では、すでに自主的な漁獲枠の漁船別配分等を実施している。この方向

を進めるべきである。試験的に実施しながら検証を進めることにすべきである。 

○スケトウダラ（日本海北部系群） 

 ＴＡＣは、できるだけ早急にＡＢＣに近付けるべきである。この場合の厳しいＴＡＣの

状況下では、経営単位やグループで見るなど具体的な工夫を行うべきである。 
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○太平洋クロマグロ 

 厳しい資源水準にかんがみ、国際管理機関の管理勧告を踏まえた強化が必要。未成魚の

漁獲制限がポイントだが、この際定、大中まき網のモニタリング等は引き続きしっかり実

施することは当然だが、定置網など自らコントロールが難しいものについても、対応方法

を考えるべき。 

○トラフグ 

漁獲の多くが未成魚であるという実態にかんがみ、実態の調査と同時に漁獲抑制や再放

流にも取り組むことが重要。 

 

4.その他取りまとめに当たって 

○新たな知見を取り入れ、積極的により進んだ管理の推進について取り組むべきである。

この際、漁業者の理解を十分に得つつ、新しい取り組みを試していくべきである。ただし、

この場合にも制度の効果と行政コストの関係も考慮すべきである。 
○なお、ＴＡＣ対象魚種については、今後少しずつでも対象魚種を強化すべく、科学的知

見の集積に努めていくべきである。 
以上 
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資料：第2回検討会に対する整理と補足（濱田武士） 
 
〇そもそも IQとは 

IQ導入による直接的効果として確実視でるのはTAC管理の実効性を高めることのみ。しかも魚

の洋上投棄がないことが前提。 
少なくとも、IQと漁業経営の収益性との間には、直接的な因果関係はない。 

 IQは、場面、運用によっては業界の安定剤になる可能性を秘めるが、合意形成が大前提。 
 
〇ノルウェー 
 IQ方式による効果はTAC管理の実効性を高めている。 
しかし、サバ資源の小型化、タラは過剰供給で価格暴落、減船・漁船数減少、漁業者減少（他産

業に流失、外国人導入）、低収益（沿岸、沖合底魚漁業）、過剰漁獲漁船の大型化＝過剰投資ぎみ。 
 → 実態的にも、IQと漁業経営の収益性の間にはプラスの関係が確認されない。 
 
〇太平洋北部まき網とサバ類のTAC 
 70年代：サバ類豊漁期 

80年代：マイワシ豊漁期 
 90年代：マイワシ激減 サバ類資源回復したが過去ほどではない。 

しかも、80年代のサバ類不漁がノルウェーサバの輸入拡大を招き、 
魚価安も始まる。構造不況。 
→ 92年から毎年「減船」を実行 

 96年～：サバ類、マイワシのTAC管理 
 2003年～：資源回復計画： 休漁措置 集中水揚げ防止 
 2007年～：月別漁獲船別割当（自主的 IQ）・・・TAC消化の調整 
      → ある意味、やっていることはかつての漁業生産調整漁協 
 
〇IQは生産調整の手段 
 TACがあってもなくても、IQ（船別漁獲枠）というのは単なる生産調整の手段。 
 日別、週別、月別、年間・・・・ 
 各地の漁業者集団がすでにやっている。まだ漁業者集団でできるものある。 
 しかしながら、生産調整は競争抑制だからカルテルとなり、流通業界が反発する場合もある。サ

バ加工業者、サンマの流通業界・・・ 
  
〇新潟ホッコクアカエビの IQ 
 2隻分の漁具数1隻当たりの漁具数の許可変更手続きとして IQが使われている。 
 取り組み隻数が少なく、自主的生産調整レベル。 
 他海域の漁船とはまだ合意形成がとられていない・・・。 
親エビばかりとって、すでに IQの消化率が低いのだから、乱獲を招く可能性もあるのでは？ 
漁期の延長、小型エビ逃がす、IQ導入、漁獲割当量は過去の5中３平均（ABCではない）。 
→ このことは、すでに国の制度下で行われている IVQを導入した日本海かにかご漁業と同じ。 
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〇北海道檜山管内のスケソウダラ延縄漁業 
 振れ幅の大きい資源： 

1920年17,000トン、1935年24,000トン、1952年18,000トン、谷間では2,000トン 
1955年～1970年代前半：遠隔地に出稼ぎ操業 

 漁業者集団による自主的資源管理措置（30年以上の歴史） 
 ・協議会活動・・・漁業管理体制の合意形成 
 ・漁場輪番制・・・大回転・中回転・小回転 
 ・水揚プール制・・・部分プールと全面プール 
 ・出漁前に必ず毎回資源調査をしている。 
 ・漁期切り上げの判断・・・無理して獲らない 
 ・漁具制限・エサ制限 
 ・保護区の設置 
 ・試験研究機関との綿密な関係  
 ・資源管理意識風化の防止活動・・・種苗放流、他地区の視察 

出典：西村（2012） 
 その日その日の資源の状況、その年の資源の状況に応じて漁獲量を調整。結果的に、漁獲量はTAC
を下回る。これは獲れないのではなく、自ら抑制した結果。 
当地区の漁業者らは、再生産を考え、資源を残す調整を自らが行ってきた。 
TAC導入の15年前から、資源と漁業との関係（生産統制機構）が作られてきた。 
IQ、ABC？  

・・・参考文献・・・ 
１）西村絵美「漁業者集団と試験研究機関の関係史－北海道檜山海域のスケトウダラ延縄漁業を事

例に－」『北日本漁業』（40号 2012年） 
２）濱田武士「すけそうだら延縄漁業の漁業管理－北海道檜山地区の事例－」『北日本漁業』（29号、

2001年） 
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IQ と漁業経営問題 2014.5.20 東村玲子

以下の 3点につき，一定の条件が揃えば期待出来る。

・魚価の向上

①良い品質のものを漁獲すれば高い値が付く。

②需要，流通構造（国内市場だけでなく世界市場で見て）IQが上手く行く条件がある。

③インフラの整備状況など。

・漁業経営の安定化

①漁期中に漁獲される品質が一定していること。

②漁期中の価格が品質に見合ったものになる（高品質のものに高価格が期待出来る）。

③その魚価自体が中期的には安定したものでなければならない。

・資源保護

①資源保護に望ましいものを漁獲することが漁業経営に良い影響を与える条件が揃って

いなければ資源保護には結びつかない。

（福井県ではミズガニ需要が高く，2012年漁期 786円→ 2013年漁期 1231円（157％））

・IQ/ITQの導入にあたって注意すべきこと

①どの様な漁業構造が望ましいのか，資源保護の目的水準など，具体的な政策目標を持

って制度設計をしなければならない。

（既存の漁業者の保護，なるべく多くの漁業者に公平な機会を維持，効率性重視）

② IQ/ITQ以外のものの方が目標を効率的かつ効果的に達成出来るかの検討。

①失敗の例：カナダのズワイガニ

カナダ側に価格決定権がなく，需要の大きい米国では品質にこだわりが少ない。

ほぼ全量が輸出向けなので魚価の変動を左右する要因が多く，実際に直近の 10 年で見て

も 6ドル/kgから 2.5ドル/kgの幅がある。漁獲量と魚価の相関係数は，－ 0.17

魚価は漁期中にほぼ固定されており，良い品質のものを取るインセンティブはない。

夏場に資源保護のために漁獲が禁止される恐れがあるため早捕りが起こっている。

②失敗が考えられる例：ベトナムのマグロ漁業

いくら品質の良いものを漁獲しても流通のインフラが整っていないために，消費地では品

質の悪いものと区別がなくなる。魚価の向上に結びつかない。

③ ITQ以外の効果の方が大きい：アラスカのカニ漁業

ITQ（IFQ）よりも Coop という漁業者の組織（IFQ をプールしてメンバーの漁船を選定し

て調整を行って漁獲）の方が大きい効果（漁期の長期化とコストの削減）をもたらした。
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alaskaberingseacrabbers.org
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alaskaberingseacrabbers.org

Who We Are:
You know us as the crab 

fishermen who work in the 

deadliest ocean conditions 

on the planet. But there is a 

lot more to our famous crab 

fisheries than you see on 

TV. We are actively involved 

in research activities, crab 

marketing programs and 

working closely with fishery 

managers. Our homeports are 

primarily in Alaska, Washington 

and Oregon. As harvesters, we 

work alongside our partners 

- the seafood processors and 

coastal communities - to 

improve our industry for all.

 

Our Alliance: 
The Alaska Bering Sea Crabbers 

works closely with Alaska Crab 

Coalition, Golden King Crab 

Harvesters Association, and 

Crab Group of Independent 

Harvesters. This alliance 

represents all crab fisheries of 

the Bering Sea and Aleutian 

Islands. 

l The waters of the Bering Sea and Aleutian Islands are home to seven 
different crab fisheries that members of the alliance depend upon. 
These fisheries are in the fifth year of an innovative catch share 
program. 

l During this season, the Bering Sea and Aleutian Islands crab fisheries 
will provide more than 70 million pounds of wholesome and 
delicious, sustainable crab to customers around the world.

l While crab fishing occurs throughout the entire range for each type 
of crab, the combined yearly impact “footprint” is less than one-half 
of a square mile on the ocean floor.  

Our Fisheries:

ryosuke_katsumata
タイプライターテキスト
７

ryosuke_katsumata
タイプライターテキスト
第３回資料から



BERING SEA
CRABBERS

alaskaberingseacrabbers.org

l King crab stocks in the Bering Sea have supported a valuable commercial fishery for more 
than 75 years, and nearly 50 years for snow crab.

l Foreign owned vessels fished in Alaska’s waters without restriction until the Magnuson-
Stevens Act created a 200 mile Exclusive Economic Zone. The Act mandated the phase-
out of foreign vessels and led to the development of U.S. Fishery Management Plans that 
formed the foundation for sustainable fisheries.

l The U.S. fleet has operated under harvest limits for 30 years and only adult males are 
retained for sale. Female and juvenile crab are carefully released in order to maintain the 
productivity of the stock.

l Since the 1970s all pots in Alaska’s crab fisheries have used biodegradable cotton thread in 
escape panels. This cotton thread degrades within 30 days to allow for all crab to escape. 

l The Bering Sea and Aleutian Islands crab fleet has funded an onboard fisheries observer 
monitoring program since 1988. Observers are an important element of fisheries research 
as they document the catch rates and sizes of crab harvested.

l The Pacific Northwest Crab Industry Advisory Committee was formed in 1990 to advise the 
North Pacific Fishery Management Council and Alaska Board of Fisheries on crab related 
regulations.

l A vessel license system was implemented in 2000 to reduce the number of vessels in the 
crab fisheries and licenses were only issued for boats that were actively fishing.

l With still too many boats racing for too few crab, an industry initiative resulted in the Crab 
Capacity Reduction Program in 2004, which resulted in an industry funded buyback of 25 
crab vessels. These vessels were removed from the fishery and are barred from engaging in 
any commercial fishery anywhere in the world.

l A catch share program for the primary crab species of the Bering Sea and Aleutian Islands 
was implemented in 2005 and harvester cooperatives were formed. An allocation of 
10% of the yearly crab harvest quotas is made available as a royalty to regional coastal 
communities.

HISTORICAL HIGHLIGHTS OF ALASKA’S BERING SEA
AND ALEUTIAN ISLANDS CRAB FISHERIES  
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alaskaberingseacrabbers.org

Benefits Include:

l Each vessel fishes a pre-determined 
share of the science-based catch 
limit and there is no longer a race for 
the crab.

l Every pound of crab harvested is 
counted and catch limits are not 
exceeded. Each vessel is equipped 
with a vessel monitoring system 
(VMS) to ensure compliance with 
landing requirements, and to collect 
spatial data on fishing effort.  

l A slower paced fishery allows for 
longer soak times and more time 
for the gear to work as it should to 
carefully sort the harvest.

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF ALASKA’S
CRAB CATCH SHARE PROGRAM
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Opilio/Snow Crab

Catch Share Program Began in 2005

The Bering Sea and Aleutian Islands crab fleet is experiencing significant conservation 
benefits in the five years that the crab catch share program has been in place. 
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BERING SEA
CRABBERS

alaskaberingseacrabbers.org
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l Crabbers are constructing pots with 
larger web on the panels to allow for 
female and juvenile crab to exit the pot 
before the gear is hauled back by the 
vessel.  This results in significantly less 
by-catch of the non-targeted animals 
and a higher catch rate of legally sized 
crab.

l Fewer pots being used in the crab 
fisheries results in less impact on the 
marine habitat. The yearly marine 
habitat footprint is now less than ½ 
square mile for the entire Bering Sea 
and Aleutian Islands.

l The carbon footprint has been 
dramatically reduced due to less fuel 
being burned throughout the fishing 
season. This has been achieved by 
cooperative fishing efforts by the fleet.

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF ALASKA’S
CRAB CATCH SHARE PROGRAM

Bristol Bay Red King Crab Fishery Registered Pots

Catch Share Program Began in 2005

Carbon Footprint Reduction

Catch Share Program Began in 2005
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alaskaberingseacrabbers.org

The Bering Sea Fisheries Research Foundation was created in 2004 by crab fishermen to promote and 
support scientific research and education. The Foundation works closely with the National Marine 
Fisheries Service to jointly improve knowledge of the biology, abundance and distribution of crab in 
the Bering Sea. Foundation partners include crab processors and communities.

Harvester alliance members work cooperatively with state and federal agencies to conduct research 
that benefits the crab resource. 

Research includes:
l Biodegradable cotton thread studies with Alaska Department of Fish & Game.

l Crab enhancement projects with communities and the Alaska Sea Grant Program.

l Ocean acidification research with National Marine Fisheries Service.

l Crab handling studies with National Marine Fisheries Service.

l Development of annual harvest limits with the scientists of the Crab Plan Team and North Pacific 
Fishery Management Council.

l Sea ice monitoring and reporting.

l Active involvement with the staff of the North Pacific Fishery Management Council on the catch 
share program reviews.

l Crab fishermen partner with the State of Alaska to ensure a successful fisheries onboard 
observer program and provide advice to the Alaska Board of Fisheries. 

SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES
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BERING SEA
CRABBERS

alaskaberingseacrabbers.org

l The North Pacific Fishery Management Council is very proactive in its efforts to protect 

the marine habitat and ecosystem of the Bering Sea and Aleutian Islands. The Council 

prepared an extensive evaluation of the impacts of fishing on essential fish habitat and 

adopted a new approach for identifying habitat areas of particular concern.

 l Since 2005 the Council closed over 350,000 square miles to bottom trawling in the 

Bering Sea and Aleutian Islands. Also closed were six areas with high density coral and 

sponge habitat to all gear that comes into contact with the sea floor, including crab 

pots.

 l The Council initiated an Arctic Fishery Management Plan to establish federal fishery 

management in the Alaskan Arctic. This plan prohibits all commercial fishing in this area 

until there is adequate information on fish and crab stock abundance.

 l The Council’s Ecosystem Committee has been developing a pilot project called the 

Aleutian Islands Fishery Ecosystem Plan to create a policy and planning document that 

includes all fisheries of the region’s ecosystem. This tool can provide the Council with an 

‘early warning system’ for signs of ecosystem change.

l Presently the Council is planning to review new proposals to study additional areas in 

the Bering Sea and Aleutian Islands that may be designated habitat areas of particular 

concern. A five-year review of essential fish habitat is also being initiated.

ECOSYSTEM MANAGEMENT BY
THE NORTH PACIFIC FISHERY MANAGEMENT COUNCIL
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  The Bering Sea and Aleutian Islands Crab Alliance

 Alaska Bering Sea Crabbers Alaska Crab Coalition
 Edward Poulsen Arni Thomson

 17249 15th Avenue NW 3901 Leary Way NW, Suite #6

 Shoreline, WA  98177 Seattle, WA  98107

 206-992-3260 206-547-7560

 edpoulsen@comcast.net acccrabak@earthlink.net

 Crab Group of Independent Harvesters Golden King Crab Harvesters Association
 Linda Kozak Mike Stanley

 P. O. Box 2684 P. O. Box 20449

 Kodiak, Alaska  99615 Juneau, Alaska  99802

 907-486-8824 907-586-6077

 kozak@alaska.com madslaw@alaska.net

ryosuke_katsumata
タイプライターテキスト
１４

ryosuke_katsumata
タイプライターテキスト
第３回資料から


	スライド番号 1
	
	スライド番号 1




