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１．開催日時

平成２６年１１月１８日（火）１２：５８～１６：１３

２．開催場所

三田共用会議所３階 大会議室

（東京都港区三田２丁目１－８）

３．出席委員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道府県海区互選委員】

青森海区 角田 順一

秋田海区 佐々木 健

山形海区 加藤 栄

富山海区 松野 均

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

但馬海区 吉岡 修一

鳥取海区 生越 日出夫

島根海区 肥後 和雄

山口海区 上野 知昭

福岡海区 本田 清一郎

佐賀海区 杠 学

長崎海区 大久保 照享

熊本海区 福田 靖

沖縄海区 山川 義昭
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【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 濵田 憲志

漁業者代表 伊藤 保夫

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 川越 一男

漁業者代表 濱村 尚登

学識経験者 安成 梛子

【参考人】

日本海かにかご漁業協会 岩田副会長

４．議題

（１）資源管理のあり方検討会を踏まえた今後の対応について（資源管理指針・計画体制等

の評価・検証、スケトウダラ日本海北部系群（ＴＡＣ＝ＡＢＣ等）、トラフグ（横断

的な検討の場の設置）、太平洋クロマグロ等）

（２）広域資源管理の取組状況について

１ 日本海における取組

２ 日本海沖合におけるベニズワイガニ

３ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ

（３）太平洋くろまぐろ漁業の承認制に関する広域漁業調整委員会指示について

（４）ＴＡＣ対象魚種に次いで漁獲量が多い広域重要魚種の取扱いについて

（５）平成２７年度資源管理関係予算について

（６）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（城崎）

それでは、皆様、お揃いになりましたので、ただいまから第24回日本海・九州西広域漁業調整

委員会を開催いたします。

本日は海区互選委員のうち、北海道の市山委員、新潟県の小田委員、京都府の西川委員、鹿児

島県の野村委員、大臣選任委員の清野委員が事情でやむを得ず、欠席されておりますけれども、

委員定数29名のうち、定足数である過半数を超える24名の委員のご出席を賜っておりますので、

漁業法第114条で準用いたします同法101条の規定に基づきまして、本委員会は成立していること

をまず申し上げます。

それでは、橋本会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

○橋本会長

本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては出席を賜りましてまことにありがとうござい

ます。本日、水産庁からは加藤漁業調整課長、黒萩管理課資源管理推進室長、藤田漁業調整課沿

岸・遊魚室長、また、独立行政法人水産総合研究センターから日本海区水産研究所の銭谷資源管

理部長他、多数の方が出席されております。

それでは、議事に入ります前に水産庁の加藤漁業調整課長からご挨拶をいただきたいと思いま

す。

○加藤課長

水産庁漁業調整課長の加藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。本日は資源管理

部長がご挨拶や議論に参加をする予定でございましたが、皆様、ご承知のとおり、国会関係で大

分色々なことがございまして、やむなく欠席ということになってしまいました。申しわけござい

ません。

それでは、開催に当たりまして水産庁として、一言、ご挨拶を申し上げます。各委員の皆様方

におかれましてはご多忙の中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。また、日

本海・九州西部会の委員の皆様方におかれましては、昨日から２日間にわたっての会議となって

おります。大変お疲れさまでございます。ありがとうございます。また、常日ごろより資源管理

あるいは漁業調整という多くの課題に沢山のご尽力を賜っておりまして、この場をおかりしまし
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て改めて御礼を申し上げます。

既に皆様、ご承知のとおり、広域漁業調整委員会は都道府県の区域を越えて分布回遊します広

域資源の管理を目的として、平成13年に設置をされました。この委員会でのご意見を反映して行

ってまいりました資源回復計画の取組がございますが、この取組につきまして、現在は資源管理

指針・計画体制に移行して本年で３年目を迎えております。このような状況の中、水産日本の復

活を果たすということを目的としまして、本年３月に水産庁内に有識者から成ります資源管理の

あり方検討会というものが設置をされまして、TAC制度、資源管理指針・計画体制など現在の資

源管理施策の課題、IQ、ITQの導入、あるいは個別魚種として、マサバ、スケトウダラ、クロマ

グロ、トラフグの４魚種の資源管理の進め方を事例として検討してまいりました。

この資源管理のあり方検討会につきましては、本年７月に取りまとめを行いました。本日の議

題にもございます。後ほど全体の概要につきましてご説明をさせていただきたいと思います。特

に日本海・九州西海区と関係の深い資源管理指針・体制の評価・検証の話、また、トラフグやク

ロマグロなどの資源管理の話を中心にご説明をしていきたいと考えてございます。

本日は議事次第にありますとおり、大変盛りだくさんの内容となっております。委員の皆様方

におかれましては、ぜひ、活発な意見をいただいて、今後の資源管理施策の充実・強化に反映を

させてまいりたいというように思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。

○橋本会長

加藤課長、どうもありがとうございました。

次に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○事務局（城崎）

それでは、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。

まず、資料ですけれども、ホチキスどめをしているものが議事次第、裏面に委員名簿、配席図、

そして参加者名簿、このホチキスどめのものが一つ、そして資料としまして横置きの資料１－１、

資源管理のあり方検討会の取りまとめについて（概要）という横置きの資料が一つ、そして資料

１－２としまして１枚紙ですけれども、IQ方式をめぐる論点の紙が一つ、資料１－３としまして、

トラフグ資源管理検討会議の開催及び一般傍聴についてというプレスリリースのホチキスどめの

ものが一つ、資料２－１としまして１枚紙、両面刷りでありますけれども、複数都道府県をまた

がる海域を回遊する魚種の資源管理の取組状況の紙が一つ、そして資料２－２－①、ベニズワイ

ガニの資源評価のダイジェスト版が一つ、続きまして資料２－２－②、広域資源管理の取り組み

についてという両面刷りのものが一つ、続きまして資料２－３－①、マアジに関するダイジェス
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ト版が一つ、そして資料２－３－②、日本海西部・九州西海域マアジ広域資源管理方針に基づく

26年度の取組状況の１枚紙が一つ、そして資料３－１としまして横置きですけれども、太平洋ク

ロマグロの資源状況と管理の方向性についての資料が一つ、続きまして資料３－２としまして沿

岸くろまぐろ漁業の承認制についてのホチキスどめのものが一つ、そして横置きですが、資料４

としましてTAC対象以外の広域重要魚種の資源管理に向けた整理表の資料が一つ、そして最後、

資料５ですけれども、資源管理の推進ということで平成27年度予算の概算要求の資料が一つでご

ざいます。

以上が本日の委員会でご説明させていただく資料でありますけれども、不足等がございました

ら事務局までお申しつけください。また、説明の途中でも構いませんので、落丁等がありました

場合にはその都度、お手数ですが、事務局まで申し出ください。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

それでは、議事に入らせていただきますが、最初に後日、まとめられます本日の委員会の議事

録署名人を選出しておく必要がございます。これにつきましては本委員会の事務規程第12条によ

り、僭越ではございますが、会長の私からご指名をさせていただくということになっております

のでよろしくお願いいたします。本日の議事録署名人としては、都道府県海区互選委員からは長

崎県の大久保照享委員、農林水産大臣選任委員からは濵田憲志委員、以上のお二方に本日の委員

会に係る議事録署名人をお願いしたいと思いますので、お二人の委員の方、どうかよろしくお願

いいたします。

また、今回、１名の委員が交代になりましたのでご紹介いたしますとともに、一言だけご挨拶

をいただきたいと思います。

富山県の海区互選委員の松野均委員でございます。よろしくお願いします。

○松野委員

富山県の松野です。よろしくお願いいたします。

○橋本会長

ありがとうございました。

もうお一方、ご紹介いたしますが、本日、参考人としてご臨席いただいた日本海かにかご漁業

協会の岩田副会長さんでございます。

○岩田副会長
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よろしくお願いします。

○橋本会長

ありがとうございました。

また、前回の委員会以降、事務局にも人事異動がありましたので、新しく着任された方を改め

てご紹介いたします。

順に、先ほどご挨拶いただいた加藤漁業調整課長でございます。

○加藤課長

よろしくお願いします。

○橋本会長

それから、左隣の黒萩管理課資源管理推進室長でございます。

○黒萩室長

黒萩です。よろしくお願いいたします。

○橋本会長

それから、４月以降ということで右側の藤田漁業調整課沿岸・遊魚室長でございます。

○藤田室長

藤田です。よろしくお願いします。

○橋本会長

それでは、早速、議題（１）に入りたいと思います。

本年春の３月の委員会で報告がありましたとおり、資源管理のあり方検討会が本年３月から７

月にかけて５回ほど開催されております。先立って開催された三つの各部会では、検討会により

取りまとめの概要というものをご説明いたしましたが、本委員会ではこの取りまとめ結果を踏ま

えた今後の対応ということについて、詳細を事務局から説明いたしたいと思います。それでは、

黒萩室長、よろしくお願いいたします。

○黒萩室長

それでは、着席したまま説明させていただきます。資料は資料１－１、資料１－２、資料１－

３の三つでございます。

まず、初めに資料１－１の資源管理のあり方検討会の取りまとめについてでございます。部会

でどういったメンバーで、どういった背景・経緯で、このあり方検討会が行われたかということ

のご説明は申し上げております。大臣選任委員の方々も３回、聞かれた方がおると思いますので、

そこの部分は省略したいと考えます。
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まずはどういった議論が行われたかということになる背景でございます。３ページ目をお開き

ください。３ページ目につきましては、我が国周辺の水産資源の水準の状況と推移ということで、

現在の資源状況について記載されております。この検討会が開催されたのは今年３月から７月ま

での間でございました。その時点におきましては平成25年度の資源評価しか出ておりませんで、

その時に使った資料をそのままここに掲載してございます。平成26年度につきましては資源状況

が若干悪くなっております。良くなっている魚種もいれば、悪くなっている魚種もいるんですけ

れども、資源水準が低位に移行したものが若干多くなっているという状況にございます。

この７月時点、平成25年度までの状況を見ますと52魚種84系群、この資源評価について記載さ

れておりますけれども、この資源評価は独立行政法人水産総合研究センターが中心となって、都

道府県の水産試験場とか、研究機関や大学等が共同でやっているという仕組みになっております。

平成８年、一番左側の図の資源を過去20年以上にわたる資源量や漁獲量の推移から３分割しまし

て、高位、中位、低位と評価しましたものの比率を比べてみますと、平成８年ぐらいには低位水

準にあるものが赤い部分でございますが、資源が低位にあるものが６割ぐらいあったものが平成

25年度時点では４割ぐらいに減っていると見て取れますが、先ほども言いましたように平成26年

度の資源評価におきましては、この低位の資源水準のあるものが５割になっております。資源状

況は悪くなっているということが言えます。

それから、個別の魚種を見てみますと、資源水準の状況というのは魚種別に見ますと高位であ

る魚種として、ゴマサバ、スルメイカ、ブリ等がございますが、低位になっているものとしまし

て、マアジ、マサバ、スケトウダラ、トラフグ等がございました。それで、昨日と今日午前中の

部会でもお話ししましたけれども、こういった低位水準の資源に対して、資源を回復させるため

の手当てをしていくということが我が国の生産向上に資するというような観点から、今回のあり

方検討会が開催されたということでございます。

それで、その次のページ、４ページ目でございます。ここには我が国の資源管理の特徴という

のを説明するための資料がございます。我が国は南は沖縄の八重山諸島、亜熱帯の水域から北は

北海道のオホーツク海、道東のあたりのまさに亜寒帯の水域まで大変広大な水域を持っておりま

して、場所的にはおおむね中緯度地帯に位置するわけです。

それで、下の帯グラフを見ていただきたいんですけれども、アイスランドとかノルウェーとか、

よく話に出てきます数量による管理、どれだけどの魚種を採ると、いわゆるアウトプットコント

ロールというもので管理を多くやっておりますアイスランド、ノルウェーにおきましては、全体

のその国の漁獲量の８割を占める魚種の比率が８割に至るまでに６魚種なり、７魚種、単純とい
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えば単純な魚種組成で構成される。北海道と西日本、九州、沖縄を比べてもわかると思いますけ

れども、量は多くて魚種組成がそれほどないという北の海域と、それぞれの魚の資源量はそんな

に多くないんだけれども、沢山の種類が採れるという南西の水域とは違うということが日本の中

でもあるわけですけれども、高緯度帯と中緯度帯ということを比較してみますと、国の海域があ

る場所によって非常にそこの実態は異なるということです。

日本とか韓国はまさに中緯度帯にあるわけでございまして、そういったこともありまして、日

本は８割に至るまで18魚種、韓国は23魚種あるということになっております。ただし、この資料

のベースがFAOの統計を使っております関係で、この18魚種の中にはその他魚種という魚種が入

っておりまして、実際には30種類ぐらいと言われております。正確なことはFAOの中の統計のく

くりがはっきりしていない部分がありますので、軽々には言えないんですけれども、この18種よ

りも多いというような状況にあります。

そういったことで、それからもう一つ、特徴はアイスランド、ノルウェー、そういった国と比

べて漁業者数が少なくなったといえども、27万8,000人はいる。アイスランド、ノルウェー、ノ

ルウェーは結構多いんですけれども、２万3,000人ぐらい、アイスランドとかは6,000人ぐらいと

いうことがあります。それから、漁船数に至っても日本の場合は21万9,000隻、アイスランド、

ノルウェーは800隻とか8,000隻で、一番右側を見ていただければわかるんですけれども、25トン

以下の漁船の比率は98％であり、他の国と比べて非常に小型の漁船が多いという特徴がございま

す。そういったことで、海域特性が複雑でございます関係上、日本の漁業は魚種の多様性が高く、

諸外国に比べて漁業者数と漁船数が極めて多く、小型漁船の割合も高いという特徴がございます。

このような実態があって、なおかつ、非常に歴史も古いという特徴がございまして、我が国の

漁業管理の特徴としましては、皆様方の先祖といいますか、沿岸に居住しておられる漁村集落で

昔からあったように、村落共同体による管理、自主的管理というのをベースにしながら、日本の

漁業というのは資源管理、漁業管理、漁業調整をやってきたという歴史がございます。そういっ

た沿岸での管理というのが、沖合に出ていきましても例えば魚種別団体、大中まきも沖底も中型

まき網であっても五智網であっても、部会とか、業種別団体を作りながら、そういった中で自主

的に管理しながらやっていくという管理を長年、やってきた特徴があります。

それから、明治時代からいわゆるインプットコントロールと言われている漁業許可制が導入さ

れております。大臣の漁業許可であったり、地先の場合であったりする知事の漁業許可であった

り、何隻に許可が出て、誰が操業できるというような管理等を組み合わせてやってきたという歴

史がございます。それに加えて国連海洋条約の批准以降、アウトプットコントロールという形で
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数量によるTAC制度の導入による管理というのが加えて行われていて、現在では漁業許可制度、

それから、TAC制度のような公的、国とか県が管理するものに日本の伝統的な漁業者による自主

的な管理、それを推進していくという複合的な管理をやっているというのが日本の漁業の管理で

ございます。その背景となっているのが、今、説明を申し上げたような日本の周辺の海域の地勢

であるとか、魚種組成であるとか、それとか、長いこと魚食に依存してきたという魚食の伝統の

長さと、そういったものがあろうかと思います。

そういう前提のもとに１ページ目に戻っていただきたいんですけれども、今回の資源管理のあ

り方検討会においてはどういった課題が定められて、資源管理施策、個別の魚種の資源管理の方

向性ということで提言が行われたということについて取りまとめてご説明いたします。主たる課

題としましては、先ほども申しましたように政府の公的管理、漁業許可制度であるとか、TAC制

度であるとか、それと漁業者の自主的管理、その双方を高度化して両者の連携を確保していくと

いうことが重要であろうということが１点目、課題として挙げられております。

それから、これも最初に申し上げましたとおり、特に資源が低位あるいは減少傾向にある魚種

をより効果的に管理することが生産を増大させることにつながると、海の中に魚がどれだけある

かということと、水揚げしてどれだけ陸に上げるかというのは若干違うところがございます。例

えば瀬戸内海のマダイでありますとか、これは栽培漁業に非常に成功しておる事例でございます

けれども、あまり値が下がるから水揚げしないでくれと、資源が良くても意外と水揚げがされな

いということも起こると、だから、資源量、すなわち漁獲量ではないんですけれども、資源がな

くなって漁獲があるということは、逆に言えば、ないわけでございます。といった関係で、資源

が低位にある、減少傾向にある魚種をより高度に管理して、生産を増大させるということがまず

ベースにあるということで、こういった提言があるということでございます。

それから、資源管理施策についてでございますが、日本海北部会で安成委員からもご指摘がご

ざいましたが、資源評価のさらなる向上に向けてデータ収集強化を検討しつつ、海洋環境と資源

変動の関係を解明する必要があるということも提示されています。全ての資源管理の前提となる

資源評価というのは、漁業者が納得いただくだけの制度というのが必要だと思います。そういっ

たことで海洋環境と資源変動との関係も解明しつつ、そういったものを向上させていくことが重

要だということです。

それから、ABC、これは生物学的漁獲可能量でございますけれども、昨日からの部会での研究

者の方々からの説明にありますように、ABCが定められている魚種がございます。全部の魚種が

定められているわけではございませんが、少なくともTACを設定することになっている７魚種、



- 10 -

これについてはABCが定まっております。ABCを超えるようなTACを設定するということは基本的

には好ましくない。これは以前から指摘されていることでございます。我が国のTAC対象魚種に

は、ほとんどABCを超えるようなTACが設定されているものはないのでございますけれども、一部

の魚種にそういったものが残っておりますので、TAC＝ABCとすることを原則にTACを補完する管

理措置とか、ABCを上回るTACをずっと定めて、それを前提に漁獲していた漁業者の方々への影響

の緩和策もあわせてやりなさいと、そういう提言がございました。

それから、もう一つ、IQ方式の活用というのがございます。IQ方式についてはご存じの方も多

いかと思いますけれども、５ページ目にIQの説明をしてあります。漁獲可能量というのは国が年

間の漁獲量の上限を設定し、資源を管理する制度でございまして、日本では３番目に書いてある

７魚種を定めてあります。それから、今、説明しようとしているIQでございますが、IQは個別割

当方式（Individual Quota）の略がIQでございます。

どういうふうなことかと申しますと、漁獲可能量、先ほど言いましたTACを漁業者または漁船

ごとに割り当てて、割当量を超える漁獲を禁止することによって、漁獲可能量の管理を行うもの

でございます。日本では国際機関で割当が決められていて、日本が割り当てられたTACを管理す

るため、IQという手法を用いている魚種などがございます。日本では公式なIQはのほかにIQに類

する、自主的に個別に割り当てて資源を管理していく自主的な管理というのが17事例ございます。

それから、そのIQを譲渡、売買、貸しつけ、そういったことができるようなシステムがITQ（譲

渡性個別割当）と言われているものです。日本ではまだITQはございません。

１ページに戻っていただきます。IQ方式の活用のために実施可能な魚種・漁業種に対して、試

験的に同方式を実施してみたらどうだということが提言されております。なぜ、IQ方式を活用す

るということが提言されたかと申しますと、資料１－２、横書きの１枚紙を配付してございます。

先ほどTACとIQとITQの定義についてご説明を申し上げましたが、IQをめぐる論点ということで、

あり方検討会の中で議論があったことをまとめてございます。

１番目は先ほど申しましたとおり、IQ方式の説明が書いてございます。

２番目としましてIQ方式についてのメリットということで指摘されているもので、漁船ごとに

漁獲枠を配分することにより、資源管理の実効性を確保することができる、それから、個別割当

のもとで操業コストを抑えつつ、魚価を上げるための努力がなされるなどのメリットがある。

それから以下、問題点としても３番目にありますように、個々の漁獲枠の消化状況をリアルタ

イムで監視する必要があるため、管理コストが多くなる。それから、与えられた漁獲枠の中で高

い水揚げにするためには、小型魚を沖合で投棄するというような問題もあるというようなことが
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指摘されている。

４番目としまして我が国においては特定魚種を選択的に漁獲できない地域、漁法がある、それ

から、先ほど申しましたように大小様々な多くの漁船による漁業が営まれる中、枠の配分やリア

ルタイムの漁獲量の把握が極めて困難な漁業種がある、全ての漁業にIQを導入することは現実的

ではないけれども、このためIQの効果が期待できる漁業において試験的に導入し、この結果を踏

まえて段階的にIQ方式の活用を図ることがいいのではないだろうかと。IQのメリットが享受でき

るようなものについては、IQを大いに利用していくということも一つの考え方であろうというの

が提言でございました。

５番目にはIQだけでは全ての課題が解決されるのではない、地域や漁業の実態に合わせて漁業

者の自主的管理と公的管理の両方について高度化を図った上で、適切な連携を図っていくことが

必要であるというようなことが、IQに関係する提言の内容がこういったことでございました。そ

ういったことでIQを試験的に導入したらどうだということになった。

それから、ITQ方式につきましては、ITQ方式というのはIQになっていることが前提でございま

すので、公的な形のIQが存在しない関係でITQを導入するというのも、早いというのは当然の話

なんですけれども、それとかあと、ITQにすればその枠に価値ができてしまうわけです。そうす

ると、譲渡によってメリットがあるという考え方も片方であるのかもしれませんけれども、新規

参入することの阻害要因になったり、一つ大きくあり方検討会の中で言われたのは、一部の資本

力のある方々がIQを買い占めてしまう、そうすると沿岸の方々がIQがなくなってしまうというよ

うなことがあり得るだろう、そういったことのコンセンサスはとれていないんじゃないかと、そ

ういったことがあり方検討会の中では出まして、現時点では時期尚早であろうというような話に

なったわけです。

それから、もう一つ、資源管理指針・計画体制、これは今、国の指針に基づいて自主的な管理

ということで計画を作っていただいていて、それが収入安定対策の要件にもなっているわけなん

ですけれども、そういったものについて３年経過しまして４年目になって、そろそろ、どんな効

果があるのかというような話が話題になってくるということでございまして、自らの評価・検証

を行い、さらに効果があるものにするための取り組みをそろそろ起こしたほうが良いという提言

をいただいた。

この５点が大きく分けて資源管理施策について提言いただいた内容でございます。

それから、個別魚種、先ほど申しましたように４魚種をモデル的にやってみようじゃないかと

いうことで、まき網業界の皆様の長年の取り組みが功を奏しまして、資源が回復傾向にあると言
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われているマサバ太平洋系群について、さらにそれを着実なものにする、そしてまた、先ほど言

いましたように、IQというものが我が国に馴染むようになるためにはどういう考えたらいいのか、

そういったことを含めまして大中まきの一部の漁船が試験的なIQ方式に着手する。

それから、スケトウダラ日本海北部系群につきましては先ほど申しましたとおり、TACをABCと

等量か、近いものとすると、TAC以外の管理措置、先ほど午前中の北部会でもございましたが、

自主的な資源管理もあわせてやりながら、漁業者の窮状緩和措置等を総合検討する。

それから、太平洋クロマグロにつきましては2015年以降、未成魚の漁獲上限を4,007トンとし、

漁獲モニタリングをしつつ、全国を６ブロックに分けて管理をしていく。

そして、トラフグにつきましては20府県の多種多様な漁業や種苗放流をやりつつ、そういった

複雑な利用形態にあると、効果的な管理を行うためには横断的なトラフグの資源管理を協議する

場が必要なので、検討の場を設けて統一的な方針のもとで資源管理をやっていきなさいと、こう

いった取りまとめが行われたわけです。

それで、今、ご説明を申し上げたようなことが提言されておりまして、その背景となる課題と

今後の方向性について７ページ目から16ページまで書いてございます。ここの部分については後

ほどご覧いただく程度で、今、説明した内容に行き着くまでの背景とかを書いてあるというよう

なことでございますので、省略させていただきます。

17ページでございます。資源管理のあり方検討会の取りまとめを受けての対応についてという

ことで、水産庁で今年８月にその対応について公表したものでございます。実際にはこの取り組

みからどんどん進んでおりまして、そこの部分については若干、補足説明を後でしていきたいと

思いますけれども、まずは１ページ目、左側に書いてございます自主的資源管理の高度化という

ことでございます。資源管理指針・計画体制の効果等について、漁業者自らが評価・検証を実施

しなさいあり方検討会の取りまとめの中に記載されているわけでございます。

漁業者自らが評価・検証と申しましても、それほど高いことを求めているわけではないとあり

方検討会の取りまとめにも書いてございまして、まず、手始めに自分たちが資源管理計画を立て

ているということを再認識していただいて、どういった計画内容になっているかということをも

う一回、再確認していただくということをまず手始めにやっていくということで、自己点検を本

年度中にやっていただきたいという通知文を出しております。恐らく都道府県の水産主務部局か

ら、資源管理計画を策定されている団体には通知がいっていて、今、議論が行われているところ

だと思います。それをもって最終的な評価・検証とするわけではございません。

我々も来年度に予算措置をちゃんとやりまして、各都道府県に資源管理協議会が設定されてい
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ると思うんですが、その協議会の中でそれぞれの計画を検証していただいて、改善、改良をして

いただきたいということでございます。これは来年度末までのちょっと長丁場のことになります

が、漁業者にとって資源管理指針・計画体制、それを支える収入安定対策と、これが一体となっ

た対策という非常に重要なものでございますので、この対策を高度化して、よりよいものにして

いくために、この評価・検証が行われていくとご理解いただければありがたいと思います。

それから、個別魚種でございます。まずはマサバについて先ほど言いましたように、試験的な

IQを北部太平洋海区の大中型まき網に導入するということでございます。IQ枠の設定でございま

すが、そこに書いているような算式でやっております。この算式の基本となるものは海洋生物資

源管理法というTAC法と言われている法律で、仮にIQが導入された場合の考え方の一つとして、

法律に基づく省令に規定されているものを準用して割当を作っております。

その実証試験では大中型まき網の実証事業として、もうかる漁業の実証事業として取り組んで

いる同型船10隻のうちの５隻を対象として実施するということになっておりまして、10月から試

験操業が開始されております。データ収集を今、やっているところでございまして、来年６月30

日までの漁期において実証試験をやっていくということになっております。この実証試験の管理

とか監視とか、そういったものに対しては様々なコスト分析とかも必要でございますので、そう

いったこともあわせてやっていくということでございまして、IQ枠を仮に超過した、実証試験で

やってもそういったことを超過した場合については試験操業の停止、許可の取り消し等をやって

いくというようなことになっております。

マサバについては以上のとおりでございます。

それから、スケトウダラについてでございます。スケトウダラにつきましては、日本海北部系

群について先ほど申しましたとおり、TAC＝ABCにするということでございます。午前中の資源評

価で北水研からスケトウダラ日本海系群のABCについてご説明がありました。ABCとTACを一緒に

するということでございますけれども、少なくとも将来的にBlimitに近づいていく、資源が向上

していくABCを選択して、そのABCとTACを合わせていきたいと水産庁としては考えておりますが、

これまでも話し合いは行われてきたんですけれども、北海道の関係漁業者と意見をすり合わせ・

交換しながら、平成27年１月に公開でのTAC設定に関する意見交換会を開催します。３の２ポツ

目に書いてございます。それから、２月の水産政策審議会で27年漁期のスケトウダラ日本北部系

群を含む全てのTACですけれども、来年４月から３月の漁期のTACが設定されます。その時にABC

＝TACでやっていくということでございます。

それから、TACを削減するに当たって影響緩和策を講じろと指摘されております。そういった
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関係にございましては魚種転換でございますとか、経営の合理化のための支援の措置についても

来年度予算要求をやっております。それから、北海道の中で日本海対策ということで、日本海全

体のパッケージの中の一つとして影響緩和策を検討していただいているというようになっており

ます。

それから、資料３、右側の太平洋クロマグロについてでございます。太平洋クロマグロにつき

ましては、未成魚の漁獲半減ということで太平洋クロマグロの未成魚を漁獲している全ての国が

漁獲半減に取り組むよう、以下の地域漁業管理機関で提案している。中西部太平洋の条約で、こ

の時点で９月１日に福岡で開催されると書いてございますけれども、これについては原則的に了

解されております。日本の考え方と合わせるということで、他の関係国もやるということになっ

ております。東部太平洋につきましては、完全にそういう形になっているわけではございません

けれども、方向性としては認められているというような状況でございます。

それから、日本国内による取り組みでございますけれども、日本国内におきましては全国50カ

所で説明会を開催しまして意見交換を行い、それから、８月26日に4,007トンの内訳、大中まき

に2,000トン、それから、その他の沿岸漁業等について2,007トン、それを全６ブロックに分けて

ブロックごとに管理していくと、漁獲モニタリングをしていって、来年度につきましても漁獲が

上限に近づいた場合は警報、操業自粛措置により、漁業者に協力要請をするというような仕組み

で管理していくということになっております。親魚対策につきましても、日本海のまき網の皆様

に親魚対策についても実施していただくことになっております。

それから、最後のページでございますけれども、トラフグでございます。トラフグにつきまし

ては、トラフグの資源管理全国検討会議を立ち上げるということが提言されておりまして、今月

11月20日、資料１－３の縦紙、プレスリリースと書いてあるものが配付されてございます。今月

20日、明後日なんですけれども、関係のトラフグが分布する20府県の漁業者、行政、試験研究機

関、全漁連、トラフグの市場流通関係者、栽培を担当する豊かな海づくり推進協会、水産総合研

究センターらが一堂に会するトラフグ資源管理検討会議を立ち上げるということにしております。

そういった中で研究機関とか、栽培の実施主体でありますとかと連携をしながら、三位一体と

なって未成魚の漁獲抑制であるとか、産卵親魚の保護であるとか、効率的な種苗放流であるとか、

そういったものを横断的に協議していきたいと考えています。と申しますのは、当委員会、それ

から、瀬戸内海広域漁業調整会、これをまたがってトラフグ資源は分布回遊しております。こう

いったものに対して効果的な資源管理をやっていくためには、こういったものが必要であるとい

う提言がございましたので、それを受けて実際に立ち上げて、今度はその中で作業部会を作って、
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資源管理に取り組んでいくことになっております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

大変詳細にわたる、多岐にわたる説明で、資源管理のあり方検討会の今後の取り組み方向と、

そういったものも含めたご説明でございました。ただいまの説明につきましてご質問等があれば

承りたいと思いますが、今、一番最後に説明のありましたトラフグ資源管理検討会議はある意味

では説明のあったとおり、広域漁調委の区域をさらに越える検討の場というものを持ってやると

いう方向の説明でございましたので、その進めていく方向についてもご承認願えるかどうかとい

う点を最後にお諮りをしたいと思いますが、まず、ご質問等はございますでしょうか。

昨日から行っていた、それぞれの部会の場でも概要等説明があったわけではございますが、当

委員会に関係するトラフグ、スケトウダラ、クロマグロといった主要な魚種の今後の資源管理に

ついての重要な提言がなされたということでございますので、何か質問でも意見でも構いません

ので、ございませんか。

○志幸委員

納得いきました。異議なしです。説明も上手かったし、資源管理型漁業について理解しました。

以上です。

○橋本会長

それでは、時間も進んでまいりましたのでよろしいですか。

それでは、意見も特にないということでございますので、最後の説明のあったトラフグについ

ては、今、水産庁から説明があったとおり、明後日、11月20日に初めての資源管理検討会議とい

うものを立ち上げて、検討を開始するということですので、説明のあったとおりの方向で進めて

いくということで、当委員会は了承することでよろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本会長

では、そういう進め方をするということで、当委員会として了承することにいたします。あり

がとうございました。

それでは、議題（１）が済みましたので、次に議題（２）に移っていきたいと思います。 議

題（２）は広域魚種の資源管理についてという表題になっております。この（２）の１ですが、

それぞれ三つの部会がございますが、その三つの部会における広域魚種の取り組みについて事務
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局より概略をご説明いたします。それでは、よろしくお願いします。

○事務局（城崎）

本委員会には三つの部会が設置されております。事務規定におきまして、それぞれの部会での

調査、審議の結果を本委員会に報告することになっておりますので、ごく簡単にご報告したいと

思います。

まず、資料２－１をご用意いただきたいと思います。この資料２－１の全部で17の課題が振っ

てありますけれども、１番と10番、13番、14番、15番、16番、これが本日本海・九州西委員会に

置かれている各部会での担当部分でございます。

まず、昨日の13時から開催されました日本海西部会では、10番の日本海西部アカガレイ、ズワ

イガニの資源状況と資源管理の取り組みについて報告がありました。そして、その後の意見交換

ではズワイガニの生態調査を充実させるべきであるという意見や、ズワイガニに関する改良網の

導入などの取り組みについては、漁労長さんとか、より現場サイドへの周知を強力に実施する必

要があるんだと、このような意見がございました。

その後、昨日の15時半から開催されました九州西部会では、14番の有明海ガザミ、15番の九

州・山口北西海域トラフグ、16番の南西諸島海域マチ類などについての資源状況と資源管理の取

り組みについて報告がされました。その後の意見交換では、トラフグの資源回復のために、漁獲

努力量の削減をすることによる漁獲経営への影響を懸念する意見がありました。また、我が国漁

業者がマチ類やトラフグの資源管理に取り組む一方で、周辺国による操業をいかにまとめながら

取り組むのか、そういうことが重要であるというご指摘もいただきました。

続きまして、本日は午前中に開催されました日本海北部会では１番のスケトウダラ日本海北部

系群と10番の日本海北部マガレイ、ハタハタの資源状況と資源管理の取り組みについて報告がさ

れております。その後の意見交換では、スケトウダラの資源管理の難しさについて漁業者の代表

の方からご発言がありましたし、また、先ほど黒萩からも説明がありましたように、資源と環境

の把握が重要であるという意見もございました。また、日本と資源を共有し、利用している周辺

国との連携の構築ということのご意見もありました。また、クロマグロの資源管理につきまして

もこの部会でご意見がありましたけれども、これにつきましては本会議、今日はこの後の議題で

クロマグロについての議題も設けておりますので、そちらで改めてご発言いただくということに

なっております。

以上、簡単でありますけれども、この委員会に設置されております３部会での調査、審議状況

でございます。
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以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま本委員会の三つの部会でそれぞれ担当する広域魚種につきまして、それぞれの部会で

出たご意見、それらの紹介、説明がございました。ただいまの説明につきまして何か確認したい

こととか、ご質問とかはございますでしょうか。

○角田委員

青森県の角田と申します。一つだけご質問いたします。マグロの資源管理についてでございま

して、大中まき網漁業とそれに定置網漁業、青森県の日本海には大中まき網はありませんけれど

も、定置網もありますのでマグロの資源管理については今までのようなことであると、資源管理

はできないのではないか。定置網というものは小さいマグロも大きいマグロも沢山入ってしまう。

入ってしまったというものは、みな採り上げる、これを一網打尽という言葉を使っている。網目

の調整をしない限り、未成魚は採り尽くされてしまうのではないか。だから、稚魚の大きさによ

って網目を調整することができないかどうか、それを水産庁が考えておるかどうか、簡単でも良

いのでよろしくお願いいたします。

○橋本会長

角田委員、申しわけないんですけれども、クロマグロの議題については後ほどまた議題の順番

に出てきます。今の場所は三つの部会でご意見があった点の紹介と、そのことについてのご質問

ということで、クロマグロの時にもう一度、改めてご意見をいただきたいと思います。他に三つ

の部会の担当の広域魚種についての部会であったご意見等の紹介について何かご意見、確認等は

ございますか。よろしいですか。

それでは、次に進めたいと思います。次の議題は本委員会の専権事項でございます対象資源、

日本海沖合海域におけるベニズワイガニについてでございます。まず、ベニズワイガニにつきま

して水産総合研究センター日本海区水産研究所の銭谷資源管理部長から、資源状況について説明

をいただいて、続いて事務局より広域資源管理の取り組みについての説明を一括して続いて行い

たいと、その後、資源状況と取り組み状況を一括して質疑をお受けしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。それでは、銭谷部長、よろしくお願いいたします。

○銭谷部長

日本海区水産研究所の銭谷でございます。ダイジェスト版というものがお手元の資料２－２－

①として配付されていると思いますので、それに従って報告させていただきます。
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最初に生物学的特性とかを書いております。その次に漁業の特徴ということで、日本海ではか

ご網によって漁獲されるということは、皆様ご存じのことと思います。それから、沿岸では知事

許可漁業、沖合は大臣許可漁業と二つの異なる許可形態で構成されています。というわけで、沖

合の話は大臣許可漁業が主になると思います。

漁獲の動向について説明いたします。日本海本州沿岸におけます漁獲量については、1983年か

ら84年に漁獲量のデータの図は次のページのところに出ていますけれども、５万2,000トンから

５万3,000トンまで増加しておりました。ただし、以後は急速に減少しております。2003年に大

体1.5万トンとなって最低となりましたが、漁獲量はその後、やや増加しております。2007年以

降は緩やかに減少し、2013年には漁期中でありますので暫定漁獲量の段階ですが、１万5,000ト

ン強の漁獲量がありました。

この系群についての資源の評価の方法を説明いたします。資源評価方法としては、いわゆる緯

度、経度の１度升目を一つの単位として、その中の漁場の面積とそこでの年間平均漁獲量のCPUE

という単位の努力量当たり漁獲量を乗じた値を積算しまして資源量の指標値として、この値の動

向から資源状況を判断しております。上の図に資源量指標値というのが書いてあります。これは

全部の大臣許可も知事許可も含めた値として示していますが、低位、中位、高位と書いてありま

す。状態としましては1982年をピークに徐々に減ったり、増えたりしていますが、近年は増加傾

向にあります。３等分した水準の判断からは中位と判断しています。また、動向は過去５年間の

資源量の指標値から判断して増加としております。

知事許可、大臣許可を込みでやっておりますが、次に横置きで大きな図を示しています。大臣

許可、知事許可に分けた図をダイジェスト版以外に添付しておりますが、左側の大臣許可の資源

量指標値というのを見ても、全体の値とほぼ同じ傾向ですので説明は同一のものとなりますので

ご理解ください。管理方策として知事許可水域は依然として高位水準であります。次の図の知事

許可のところを見ていただいた高位水準のところを言っているんですけれども、我々がABCを算

定する時の通常のルールで、漁獲量と資源量指標値の動向から出したABCを知事許可漁業では算

定しております。

一方、大臣許可水域につきましては、資源量指標値が現在は増加している中で個別割当制が導

入されまして、その割当制の導入により漁獲量の抑制が行われているという事実があります。当

面は現在の漁獲量以上の漁獲をしても資源に悪影響を及ぼさないという判断をしまして、現状の

操業形態のもので得られている最大漁獲量2008年の１万509トンというものをABCとして、大臣許

可のところに与えています。大臣許可と知事許可をあらわしたものが2015年のABC、１万6,200ト
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ンという値というものを提示しています。

ベニズワイにつきましては以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

それでは、続きましてベニズワイガニにつきまして、広域資源管理の取り組みについて事務局

から説明をお願いいたします。

○事務局（岡田）

それでは、引き続きまして日本海沖合におけるベニズワイガニの広域資源管理の取り組み状況

について要点をご説明いたします。私は境港漁業調整事務所資源課の岡田と申します。よろしく

お願いします。それでは、座ってご説明させていただきます。

お手元の資料１枚紙の資料２－２－②というものを用意させていただきました。そちらをご覧

ください。資源状況、資源評価につきましては今しがた、銭谷部長からご説明がありましたので

繰り返しご説明はいたしません。先ほどの資源評価のダイジェスト版にもございましたが、1990

年代後半から資源状況の悪化が顕著となりまして、平成14年から15年（2002年から2003年）には

漁獲量が最低水準になったということを受けまして、資源回復に向け、早急な取り組みが必要不

可欠ということになりました。それを受けまして、平成17年度から平成23年度を計画期間とする

日本海沖合ベニズワイガニ資源の資源回復計画を策定いたしまして、資源回復の目標として減少

しているベニズワイガニ資源について平成23年度までの取り組みにより、雄ガニの資源量を増加

させ、資源の減少に歯どめをかける措置を漁業者とともに努力してきたいところでございます。

具体的には先ほどもご紹介がございましたが、漁獲量上限の設定やそれから小型カニが脱出で

きるリングをかごに設置し、小型カニを保護する改良漁具の導入などを順次、導入いたしまして

資源回復の取り組みを着実に図り、現在、資源状況につきましては先ほどご紹介がございました

とおり、中位水準まで回復と、資源の動向についても増加傾向ということでございます。平成24

年度以降につきましては、皆様ご存じのとおり、資源管理漁業安定収入対策に基づきまして、資

源管理指針・計画体制において、引き続きベニズワイガニの資源管理を推進することになってお

ります。

今後ともこれまで漁業者が努力してきました回復計画の取り組み内容、またはこれを後退させ

ないために、これの取り組みに参加してきました漁業者を含め、関係者が参画する境港ベニズワ

イガニ産業三者協議会の枠組みというものを活用いたしまして、これからも引き続き広域資源管

理について取り組んでいくということで、対応しているところでございます。これを図にまとめ
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ますと、資料２－２－②の下のフローチャートのような形になってございます。ここまでの状況

につきましては、昨年もこの場でご説明させていただいたとおりでございまして、その後、特に

状況に変化があるということではございません。

それでは、資料をめくっていただきまして２枚目をご覧ください。取り組み状況につきまして

は、最近の活動につきましてご報告をいたします。広調委が３月にございましたので、３月以降

の三者協議の開催ということで、漁期末に三者協議会を開催させていただきました、それから、

関連会議といたしまして平成26年４月25日に管理推進委員会を開催いたしまして、その後、二つ

ほど資源関係も含めまして会議を開催しております。

それから、二つ目の資源管理措置の取り組みについてでございますが、今までどおり変更はご

ざいませんが、引き続き資源回復計画の取り組みについて実施をしているということで、一覧表

にさせていただきました。

それから、最後になりますが、資源管理の取り組みの広報活動といたしまして、前回、広調委

の場で漁業者の努力をもっと一般にPRすべきではないかというようなご指摘がございましたので、

新たに２行ほどではございますが、項目を設けさせていただきました。先ほどご説明しました漁

業者が実施している資源管理の取り組みについては新聞等で紹介するなど、各県市及び関係団体

が小中学生や一般を対象とした研修等を通じて、内容をご紹介させていただいております。

研修会につきましては例えば園児を集会に集め、カニのゆで方の実演をやったり、紙芝居やカ

ニかごを使った遊びを通しましてベニズワイの生態や資源保護の取り組みについて、またはおい

しい食べ方についてご紹介させていただいております。こういった地道な努力が漁業者やベニズ

ワイガニ関係によって行っておりまして、今後もこういった活動を通じて地域を含め、全国にこ

ういった努力というのを示していくというような形で伺っております。

以上、簡単ではございますが、事務局から資源管理につきましてご説明させていただきました。

○橋本会長

ありがとうございました。

ベニズワイガニにつきまして資源状況の説明、それから、資源管理の色々な取り組み状況の説

明がございました。資源管理の取り組み状況については、今日は残念ながらおられませんが、清

野委員が前の委員会からこういった資源管理、漁業者が一生懸命取り組んでいるものについて、

もっと一般の人に広報を広げればいいんじゃないかという点についても色々と取り組みがあるよ

うで、そういう点は大変頼もしいと思いました。

それでは、ベニズワイガニにつきまして資源の状況、資源管理の取り組み状況、どちらでも構
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いませんが、何かご質問、ご意見等がございましたらお願いいたしたいと思います。

○肥後委員

ベニズワイの今日の資料のグラフの資源量の指標値も近年、ずっと上っている。それから、去

年の確か秋のデータで資源の利用率か何かのグラフがあったと思うんですけれども、その時には

利用率が少しベニズワイの場合は資源量に対して低いというデータがあって、昨年度も私は質問

させてもらって、その辺で少し余裕があれば資源管理、例えばその時はクオータのことまではお

話ししなかったんですが、そういうものの見直しだとか、そういうものに生かせるようなものな

のかどうかということをお尋ねしたことがありますけれども、今回の今の資源状況というのは若

干、クオータを見直したりすることが可能な資料と考えることはできるんでしょうか。

○銭谷部長

IQが導入されてから、IQを消化できないというような漁業者の方が何人かおられて、実際の漁

獲量がIQの総割当よりも達していない場合が何年か続いたということを聞いております。そのた

めに漁獲量自体が減ってしまって、なかなか、それ以前の私たちのABCというものを算定するや

り方では、どんどんABCを下げる方向にブレーキがすごくかかってしまって、資源にはやさしい

やり方だったんですけれども、漁業者の方の理解を得るにはなかなか難しいような管理方策でし

た。

それで、それではまずいだろうということで各所から色んな意見が出まして、来年度の割当に

対して我々が今、ABCを算定する時に資源量の指標値を主に参考にしてABCを算定するやり方に今、

切り替えて大丈夫かどうかということの検討をしております。それでありますと、多分、資源量

が増えた時にはABCを増やせるという状況、減った時には逆に減らさなければいけないんですけ

れども、そういう考え方を今、検討中でございまして、来年度にはそれを反映できるようにした

いと思っております。

○橋本会長

よろしいですか。来年度にどういう方向になるかまではこれからの話ということでしょうか。

○銭谷部長

そうです。それで付け加えますと、今年度は前年度までにやっていた方法自体も改めたので、

2008年の漁獲量という形に暫定的に変えています。だから、今年度も暫定なんですけれども、来

年度には上手いことできるようにしたいと考えている方針になっています。

○橋本会長

ありがとうございました。
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他に何かご質問はございますでしょうか。よろしいですか。もし無ければ、本日、参考人とし

て臨席いただいた日本海かにかご漁業協会の岩田副会長、ベニズワイガニにつきまして何かご発

言がございましたらよろしくお願いいたします。

○岩田副会長

それでは、発言をさせていただきます。

先ほどの説明もございましたように、ベニズワイガニは23年末までの資源回復計画によりまし

て、IQ制度の設定、これで成魚を捕ることを抑えました。さらにバイシクルリングによって小さ

いカニを生かしたまま解放することができました。これにより間違いなく我々は資源回復に関し

ては非常に効果があったと思っております。しかしながら、我々のIQ制度の中の残念ながら昨年

もお話ししましたが、約半分ぐらいは日本海北部暫定水域に依存をしているわけでございます。

その日韓暫定水域では両国の公的な規制、または資源に関する取り組み方が全く韓国側と考えが

違うわけでございまして、日韓民間漁業者協議における議論においても、日本側において著しく

不利な状況であることは、平成11年から現在に至るまで、依然、継続をしております。

再度、今後も北部暫定水域において韓国側にあらゆる漁業種類において独占されることもなく、

また、さらにベニズワイガニの日本EEZ内資源への依存度の軽減等を踏まえて、今後も引き続き

北部暫定水域の日本側権利を死守することを中心的役割として、また、頑張っていきたいという

所存で思っております。この辺のベニズワイ操業の大臣許可船、並びに知事許可船の状況を皆様

に理解していただければ、ありがたいと思って発言をさせていただきました。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

他に何かベニズワイガニについて、あるいは今の岩田副会長さんのご意見について何かご質問

等はございませんですか。よろしいですか。

それでは、ベニズワイガニにつきましては資源状況あるいは資源管理の取り組み状況、かにか

ご協会からのご意見等を伺いました。

それでは、他にご意見等がないようでしたら、次の当委員会の担当魚種である日本海西部・九

州西海域のマアジ、マサバ、マイワシについて、まず、資源状況について水産総合研究センター

西海区水産研究所の福若資源管理グループ長からご説明をいただいて、続いて事務局よりこの魚

種の広域資源管理の取り組みについて続いてご説明をいたしたいと思います。全ての説明を終え

た後、先ほどのベニズワイガニと同様、一括して質疑等をお受けしたいと思います。それでは、
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西海区水産研究所の福若グループ長、よろしくお願いいたします。

○福若グループ長

西海区水産研究所の福若です。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明させていただき

ます。資料２－３－①というものをお手元にお配りしております。まず、マアジ、それから、マ

サバ、マイワシと連続して説明させていただきます。

まず、マアジに関しましては、漁業の特徴としましては主にまき網漁業によって捕獲されると

いう魚種です。これまでマアジ、それから、マサバ、マイワシ、浮き魚類資源に対する努力量管

理というものがこれまで取り組みがなされてきております。

漁獲の動向につきましては、１枚目の左下の図をご覧ください。これは青い縦棒が漁獲量を示

しておりますが、70年代後半から80年代前半にかけて少なかったものが90年代に多くなりまして、

また、2000年代に少なくなるというような状況になっております。2013年では12.0万トンであり

ました。ちなみに韓国では2013年にマアジとか、他のアジ類も含んでですが、アジ類として1.5

万トンを漁獲しております。

この漁獲のデータをいただきまして、この漁獲のデータから資源評価、資源解析をしておりま

す。これは漁獲物の魚体測定を行いまして、年齢別の漁獲尾数からコホート解析と申しまして、

例えば今年２歳魚で沢山採れたから、昨年、１歳魚は沢山いただろうというような年齢を考慮し

た資源計算を行っております。それの結果が１枚めくっていただいて裏側に示しております。こ

の計算には資源の動向が大中型まき網の年齢別資源密度指数、これは各漁区での一網当たりの漁

獲尾数と、それから、漁区の広がりを考慮した資源の量の指数、それから、調査船での０歳、１

歳での調査結果によく合うように最近年のＦを決定して、資源解析結果の動向を合わせたという

作業をしております。

この資源解析は日本とそれから韓国の漁獲量について行っております。その計算結果ですが、

資源状態の左上、上から２番目のグラフに載っておりますが、資源量の点は黒い丸で示しており

ます。黒い丸は70年代から80年代初めは低かったものの、その後、90年代に高くなりまして、20

00年代に少し低くなるという状況になっております。

その中で親魚の量というものは右下の黄色い図に示してあります。これは親魚の量を点線で示

してあります。それから、この点線はBlimitと申しまして、この水準から親魚量が下がれば、漁

獲の何らかの抑制をしなければいけないですよという線ですが、Blimitの線よりは上にあって資

源状況は中位、動向は長期的には最近、ぐっと下がってきていますが、最近５年間では動向とし

ては横ばいになっております。



- 24 -

このようにBlimitを設定しまして、資源量はBlimitよりは高い中位ということですので、それ

に合わせて漁獲シナリオを決定いたしました。それは資源量の増大、現状の漁獲圧の維持、それ

から、親魚量の維持というような三つのシナリオと、それぞれの予防的措置というものを考慮い

たしまして、１枚目の裏側にある表にありますとおり、2015年のABCを計算いたしました。結果

は12.5万トンから一番大きいのは20.3万トンまでのABCの計算結果が得られました。

次に、２枚目といたしましては資源評価のまとめといたしましては、資源水準は中位、動向は

横ばい、親魚量の水準は高く、Blimitを上回っております。現状の漁獲圧は高くなく、資源を現

状維持できる水準と考えております。それらのABCを用いた場合の管理効果について２枚目の図

で示してありますけれども、これらの図はFcurrent、つまり、現状の漁獲圧であれば資源は維持

できるであろうと、もう少し増やすのであれば、少し現状の資源量よりも漁獲圧を下げれば、親

魚量が増えていくでしょうということを示しています。

最後の２枚目の裏のところにはマアジの再生産性、これは親魚当たりの加入量の数、親魚当た

りの子どもの数ですけれども、これは東シナ海の海面水温と相関しておりますので、マアジの資

源の動向というのは、大きく見れば環境によって変動しているということを示しております。

マアジの説明は以上です。

続けて、マサバにいってもよろしいですか。

○橋本会長

続けてお願いします。

○福若グループ長

では、続けてマサバの資源状態について説明させていただきます。お配りした資料の３枚目で

す。

まず、マサバも東シナ海公海・日本海のマサバは主にまき網漁業によって漁獲されております。

マアジの時と同様に漁獲努力量管理が実施されております。

漁獲の動向といたしましては、３枚目の左下の図に示しております。青い棒グラフが漁獲量を

示しておりますが、70年代から徐々に減少してきまして、一時期、90年代半ばでは少し増えたも

のの、また、2000年代は減少するというような動向になっております。2013年は6.4万トンと前

年から急減いたしました。韓国の2013年のマサバの漁獲量は10.2万トン、それから、中国のマサ

バ、ゴマサバ、サバ類が混ざった漁獲量ですが、2012年に51万トンのサバ類を漁獲しております。

その漁獲量のデータから資源評価を実施しております。これは漁獲物の年齢別、それから、年

別漁獲尾数というものを計算いたしまして、先ほど申しました年齢を考慮した資源計算を実施し
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ております。この資源量の動向というのは、大中まき網の資源密度指数と、それから、０歳魚の

資源量の指数値によく適合するようにしております。結果は１枚めくっていただいた後の３枚目

の裏側の左上の黄色いグラフに示しております。黒い点が資源量です。この資源量は70年代から

90年代まで、増えたり、減ったりして横ばいだったんですが、90年代終わりの頃からぐんと下が

りまして、いまだに低い水準にあると言えます。

それから、その下の図の黄色いグラフは資源の中の親魚の量を示しておりますが、70年代から

90年代までは横の点線、これはBlimit、先ほど申しました、これ以上、資源が下がると何らかの

措置が必要という線ですが、この線を90年代までは超えていたんですが、2000年代に入るとその

線をさらに割り込むというような悪い状況にあります。ということで、資源の水準動向は低位で

減少しているという結果でございます。

この資源の状態がBlimitを割り込んで低い状態にありますので、我々としては資源は回復をさ

せなければいけないということを提案しております。それが下の表にありますけれども、シナリ

オといたしましては資源量の増大のシナリオを三つ考えまして、その予防的措置を考慮いたしま

して、合計六つのABCを計算いたしました。値としましては11.4万トンから多いもので18.3万ト

ンまでということを計算しております。

次の４ページ目の資源評価のまとめに移りますけれども、2013年の親魚量というのは15.3万ト

ンで、資源の回復を図る閾値であるBlimitを下回っております。したがって、資源の水準動向は

低位で減少と判断いたしました。それから、管理方策のまとめといたしましてはBlimit、資源の

回復が必要とされる値以上に回復させる必要があると考えております。

それらのABCに従って漁獲した結果の期待される管理効果といたしましては、まず、将来の予

測ですが、Fcurrent、現在の漁獲圧で漁獲すれば資源量、それから、漁獲量は横ばいとなる、回

復しないということですので、回復措置が必要である、漁獲圧を下げる必要があるということを

提案しております。

それから、１枚めくっていただいて黄色いグラフにはマサバの加入量と、それから、海洋環境

の結果を示しておりますけれども、マサバも海洋環境の影響、マサバの子どもの生まれる量とい

うのは、子どもが漁獲するまでに生き残る量です、失礼しました、漁獲するまでに生き残る量と

いうのは、海洋環境によって左右されているということがわかります。

以上でマサバの資源状態の報告を終わります。

次に、マイワシの資源状態の報告をいたします。

マイワシはまき網あるいは定置網で漁獲されます。その漁獲量は左下の緑の図に示してありま
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すが、70年代後半から90年代中盤まで漁獲量が多かったんですが、2000年代はどんと下がってし

まっている。ごくごく近年は右の図ですが、2011年から回復傾向にあります。その漁獲量のデー

タを用いて先ほどの年齢ごとの漁獲量から資源計算を行いました。その資源計算の結果を親漁量

と資源量の動向が資源量指標値、これは調査の産卵量と、それから、境港で水揚げされるマイワ

シまき網１カ統当たりの漁獲量によく合うように資源量の計算結果を適合させました。

資源量計算結果は、１枚めくっていただいた左の黄色い図の一番上に示してあります。黒い点

が資源量なんですが、これは漁獲量と同じように80年代から90年代に増えて、2000年代では大変

低い値で推移している。ごくごく近年では、左の上から２番目の図のように2010年から増え始め

て、2013年までは増えているという状況です。

その下の黄色い図は親魚量を示しておりますが、この点線も先ほどマアジ、マサバと同じよう

にBlimitと申しまして、これより資源が下がれば漁獲の抑制をしなければいけないという線です

が、2011年にこの線を上回りまして、2013年はそれよりも多いということで、資源の水準は中位、

それから、資源の傾向は増加傾向と考えております。その結果、その下の表ですが、漁獲シナリ

オとしましてはまだ親魚量というのは低い水準にありますので、まず、一つのシナリオとしては

親魚量の増大、ただ、十分に中位水準ですので現状の漁獲圧の維持、それから、今の親魚量の維

持という三つのシナリオにそれぞれ予防措置を講じたABCの結果をこの表に示しております。そ

のABCの計算結果は６万トンから一番多いもので14.1万トンと計算いたしました。

これまでの資源評価のまとめといたしましては、資源の水準動向は中位増加、それから、禁漁

水準である資源水準は資源量0.5万トンと以前から設定されております。それから、Blimitとし

ましては1971年の親魚量水準に近い10万トンとしまして、現在の資源量は25.2万トン、親魚量は

13.1万トンですので、この漁獲の抑制をするBlimitよりは上回っているということで、資源量は

中位と考えております。

この期待される管理効果としましては、Fmedといいまして資源を維持する水準よりは現在のFc

urrent、現在の漁獲圧は資源を維持する水準よりも低いですので、現在の漁獲圧を続けていれば、

少しずつ親魚量は増加すると考えております。

最後に１枚めくっていただきまして２番目の青い図ですが、これもこれまでの浮き魚類という

のは海洋環境に資源量変動が左右されているということを示しております。これはAOと申しまし

て北極振動、これは冬の寒さなどを規定するような気候の指標値なんですが、これがマイナスで

ある、すなわち、日本近くの冬が寒いとマイワシの子どもの生き残りがよいということを示して

おります。
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以上で資源量報告を終わります。

○橋本会長

ありがとうございました。

それでは、マアジ、マサバ、マイワシの資源の説明をしていただきましたので、引き続き、マ

アジ、マサバ、マイワシの広域資源管理の取り組みの状況について事務局より説明をいたします。

○事務局（小林）

九州漁業調整事務所の小林と申します。日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）

広域資源管理方針に基づく資源管理計画で取り組まれている状況についてご説明させていただき

ます。座って説明させていただきます。

本方針につきましては資源回復計画を受け継ぎ、資源回復に向けた取り組み内容を後退させる

ことなく、継続して定めているところでございます。これは各団体の作成している資源管理計画

で実施されております。具体的な取り組み団体といたしましては、日本遠洋旋網漁業協同組合、

山陰旋網漁業協同組合、島根県まき網漁業協議会、長崎県旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業

協同組合が参画しております。

今期の取り組み状況でございますが、資料２－２－②にございます平成26年度10月現在までの

状況をご報告いたします。資料にございます漁獲努力量削減措置につきましては、小型魚漁獲回

避のための漁場移動、一月に一定期間を休漁する管理措置等の状況を記載しております。この中

の漁場移動につきましては、10月現在までの取り組みの中で実際に移動が発生しましたのは、長

崎県旋網漁業協同組合で実施されました20回となっております。また、９月25日に福岡市内にお

きまして広域資源検討会議が開催されております。前述の取り組み団体に加えまして、全国まき

網漁業協会、関係県の担当者の他、水産試験場、水産総合研究センターの研究者を交えて開催さ

れております。

この中では、各団体の取り組み状況と今回の漁獲状況について報告があり、また、取り組み等

について情報共有を行っております。その他、来年３月に向けまして日本海西部・九州西海域マ

アジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方針の改訂につきまして、検討を開始しております。改

訂の結果につきましては、次回、この委員会でご報告できるように取り組んでまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。
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ただいまマアジ、マサバ、マイワシの資源状況のご説明と、広域資源管理の取り組みに関する

説明がございました。ただいまの資源でも取り組み状況についてでもよろしいですが、ご質問、

ご意見等はございますでしょうか。何かございませんか。加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

一つ素朴な質問なんですが、こういった今の資源量の動向について恐らく漁獲圧の関係を中心

に見られているんだろうと思うんですけれども、例えばアジサバ、イワシなんかだといわゆる大

型魚から食べられますよね、餌になりますよね。例えばマグロとか、ブリとか、そういったアジ

サバ、イワシを捕食する魚の資源量による影響という見方というのは、特にされてはいないんで

すか。例えばマグロが減ったら、増えるんじゃないかとか、いかがでしょうか。

○福若グループ長

お恥ずかしながら、いまだにそこの部分は考慮できておりません。大型魚の資源量推定はマグ

ロなどはされておると思うんですが、それ以外の大型魚については、なかなか数が少ないような

大型魚に関しては例えばシイラとか、そういうものの資源量推定はされておりません。さらにそ

ういう魚種が１尾当たりどれぐらい食べるのかという調査については、お恥ずかしながらまだ調

査が進んでいないという状況ですので、この計算では組み込めておりません。申しわけありませ

ん。

○橋本会長

ありがとうございました。

私からイワシについて少し、昔にかじった時に40年ぐらいの周期でどわっと増えたり、減った

りするということを聞いたことがあるんですけれども、この資源の漁獲量の数字を見ていると、

1970年代中盤から増えてきて、80年代中後半にピークを迎えた、100万トン以上獲れた。今回、

また、2010年を越えて2012年、13年ぐらいに少し裾野みたいな感じで、ちょうど40年前の山の裾

野ではないかという感じも受けないではないんですけれども、これがまた、100万トンレベルの

水準までぴんと持ち上がってくる可能性もあるんでしょうか、まだ、わからないと思いますけれ

ど。

○福若グループ長

まさにご指摘のとおり、まだ、わからないという状況です。70年代の増え具合、これは小さく

て見えないんですが、70年代も最近と同じように増えたり、減ったりしながら少しずつ増えてき

ているので、そういう少しずつ増えているという状況では似てはおりますけれども、この後、先

ほど一番最後に申しましたとおり、マイワシの子どもの生き残りというのは北極振動と申しまし
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て、地球規模の長い長期的な変動と同期しております。地球規模の長期的な変動がマイワシに都

合のいい気候になるかどうかというも、今のところは判断できないので、今のところはよくわか

らないとお答えするしかないですけれども、期待はしております。

○橋本会長

あと、10年ぐらいすると大分明らかになるかもしれない。

他に何かマアジあるいはマサバ、マイワシの業種について、あるいは資源管理の取り組み状況

についてご質問でもご意見でも構いませんけれども、ありませんでしょうか。安成委員、どうぞ。

○安成委員

この３種の資源に関連してですが、まず、マイワシ資源について、部会長のお話のとお

り資源回復を期待したいところです。で、マイワシについては北海道などで大漁で、いま

でも獲れているようですが、この北の方の資源とここで対象になっている西の方の資源と

は、連動するものなのでしょうか。サバについては、確か前回の委員会で北と西の資源は

関係が無いと言う説明でしたが、いわゆるアジ、サバ、サンマ、イワシなどの魚種交代と

いう説があるなかで、イワシとの関連で連動があるのかどうか伺いたい。それともう一つ、

西の資源管理では無視できない中国漁船による漁獲圧の懸念です。虎網と言われる非常に

漁獲圧の高い網を使い、多数の漁船が大挙して漁獲すると言われていますが、実態はどう

なのか、資源評価のところで、中国漁船による漁獲の影響を反映できていないとあります

が、この問題を今後どのように解決に向けていくのか、あわせてお話しいただければと思

います。

○福若グループ長

北とおっしゃいましたけれども、太平洋側の北のほうの資源のお話だと思います。まず、マイ

ワシに関しましては太平洋側の資源と対馬暖流側の資源の増えたり、減ったりする動向はほぼ似

ております。今、太平洋側の資源も増えてきておりますけれども、対馬暖流側の資源も少しずつ

増えてきている。もちろん、卵を産む場所というものも一部重なっておりますので、そこが増え

ると両方が増えるというような連動はマイワシに関してはしております。

ところがサバに関しましては、太平洋側のサバは資源量が増えてきておりますけれども、対馬

暖流側というか、東シナ海側のサバというものはいまだに非常に低い資源であります。そういう

意味で、魚種交代というよりは個々の資源に例えば太平洋側のサバの状況と対馬側のサバの状況

というのは、少し違うのかなと考えています。今、ご指摘いただいたように対馬側のサバの状況

が違うのは、中国船の漁獲があるということも違う部分の一つではあると思います。
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この資源評価報告書の漁獲の動向に、中国では2012年に51万トンのサバ類を漁獲したと記述さ

せていただいております。この中でどれほどマサバが含まれているかどうかというのは、いまだ

に統計の数値として出てきておりませんのでよくわかりません。本当はこの部分の数値がわかれ

ば、資源の分析に組み込める状況なんですが、いまだにその部分がよくわかっていないというこ

とで苦慮しております。もちろん、水産庁が毎年実施しておられます中国との交渉の中でも、サ

バの漁獲量を出してください、マサバの漁獲量を出してくださいということを毎年要求していた

だいておりますけれども、いまだに出てこないという状況です。

漁獲量の部分は今のところ、中国からの情報をいただくしかないんですが、東シナ海で操業し

ている中国漁船に関しましては、今年度から水産庁からの委託事業を受けまして、衛星で夜、中

国漁船は光をたいてサバを集めて採っておりますので、衛星から見た中国漁船の明かりを数えて、

それで中国漁船の数を数えようという調査を今年度から実施しております。今年度というか、恐

らくこれから数年間は衛星の画像を使うという技術開発の部分に取り組まなければいけない部分

もありますけれども、何年か経てば少なくとも東シナ海で操業するサバ類を狙った漁船の数とい

うものは、把握できてくるのかなと考えております。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。大変貴重なご質問と貴重なお答えをいただきました。

他にマイワシ、マサバ、マアジにつきまして何かご質問はございますか。森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

マイワシについてお伺いしたいんですが、説明のとおり、マイワシは増加傾向ということで、

実は私どもの漁業基地であります境港においても、ずっと春先にマイワシが漁獲されまして、私

どもも増加傾向にあると感じてきたわけです。しかしながら、今年の春先には採れるだろうと思

っておったマイワシがほとんど採れなかったという状況にございます。今後、また、マイワシの

漁期に入っていきますのでどうなるかわかりませんが、今年の春においてはそういう状況にござ

いました。それで、ここで一つお伺いしたいのは、採れなかった理由の中に何か特異的なことが

あったかどうかというのをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

○橋本会長

ありがとうございました。

何か情報をお持ちでしょうか。今年の春に少なかったということですね。

○福若グループ長
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森脇委員に報告していただいたように、昨年秋から年が変わるぐらいまで、１月ぐらいまでは

島根、鳥取沖でマイワシの０歳魚が沢山採れました。東シナ海側でも、長崎、熊本、鹿児島でも

０歳魚が昨年のこの時期に沢山採れたんですが、今年に入りましてから１月、２月に漁が切れま

して、それから、０歳魚も漁獲されず、それから、通常、島根、鳥取沖ではその時期には産卵の

ために岸おりするマイワシ、大羽のマイワシが漁獲されるんですが、大羽のマイワシも今年の冬

にはあまり沢山採れなかったという状況でした。

今年はわからないんですが、2011年にマイワシは沢山生まれたんですが、それが大分いなくな

ったのかなと考えております。2013年の卓越年級群がまだ親として帰ってきていないのかなと考

えています。ということで、2011年と2013年の多かったマイワシのちょうどすき間に入り込んで、

今年は採れなかったのかなと想像するしか、はっきりしたことはわかりません、申しわけありま

せん。

○森脇委員

その理由ですね。

○志幸委員

森脇さん、十数年前に私が初めて出てきた頃に会長が産卵場所は有明の問題とか、そういう瀬

戸内海の問題でしゃべられたことがあるんです。今年は日本海のイワシはずっとゼロなんです。

富山の人に聞いたら「おるよ」と言うので、これから来るのかもしれないけれども。私は石川県

ですけれども、石川県のこの付近では７月からずっとゼロ、去年は偶然にもいたんです。でも今

年はゼロなんです。うちらのほうの富山湾もこれからなんですけれども、全然、見えないんです。

今日いってかかって、なぜ北海道にイワシがおるのかということも議論なさる。なぜ、ああいう

大量死になったのか。水温の違いもあると思うんです。水産庁は大量死についてどのようにコメ

ントするんですか。

○福若グループ長

私は水産庁じゃないんですけれども、太平洋側と日本海側では、マイワシの回遊経路が違って

いると考えています。日本海側のマイワシは北まで行くんですけれども、太平洋には出てこない、

だから、打ち上がったのは鵡川という太平洋側ですよね。ですから、あれのほうは太平洋側を北

まで回遊していたマイワシが南のほうに下がり切れずに、ごく沿岸の温かい水のほうに残ってい

たのが急に寒くなって、岸に打ち上がってしまったと考えています。ただ、日本海側はそれとは

全く違う群れだと考えています。

ただ、ご指摘のように今年、日本海側のマイワシは北でも、それから、石川県、富山県でも全
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然採れなかったと、我々も船を出して魚群探知機をたたいて日本海の大和堆まで行ったんですけ

れども、それでも全然見られなかったんです。ということで、日本海側ではマイワシは全然いな

い、どこを探してもいないという状況でしたので、去年、2013年に生まれたマイワシが韓国のほ

うに行っているのか、ロシアのほうに行っているとしか想像していないんですけれども、何か情

報をお持ちですか。

○志幸委員

だから、これはこういう議論をする場ではないと思うので、せっかくこうやって議論したんで

すから、色んな方々が言われた虎網の件とか、そういう問題を。今、大久保さんに聞くと甲殻類、

イカ類とか、全然、ゼロなんですよね、南のほうは今年は。だから、太平洋も日本海側の沿岸は

全然だめなんですよね。水温のせいかなと思っているんです。だけれども、それが今、こうやっ

てずっとこの書類を見ていると、こんなのは何が違うのかというと、そうすると東シナ海はこう

やってかかって、イカ類でもサバ類でもこうやってずっと上がって北上するんですよね。そうす

ると塩分の問題もあります。

その中で味覚はどうなのかということに私は疑問が生じるんですよ。あんた方がこうやってTA

Cをつけて調査してくる。水温も変わることによってかかって塩分も変わるんです。そうすると、

私たちは寒流と暖流が交差したところの魚を食べて味覚しているんです。そうすると南のほうの、

奄美のサバとか、アジとか、味覚が全然違うんですよ、私の南のほうの仕事をしておった時の航

海なんかに行った時。全部、味覚が違うんですよ。北海道の魚も違う、塩分の薄いところ。だけ

れども、同じ魚なのかどうなのかというTACをつけていますから同じなんです。

そういうことを、私がここに来た時にイワシの問題を言われましたから、森脇さんも大抵記憶

にあると思うんですよ、イワシの中位なんですよ、何でも。要するにあれはなっていて中位にあ

んた方は表示しています。それで、このイワシの問題は十数年ぐらいは低位だったんですよね、

会長さん。低位になっているかといえば中位になって、どうなのかという疑問で質問された。だ

から、私もあまりわからんなというようなことでございます。

今、これがこうだということは私はわかりませんということで、それならということで、どっ

ちが正解なのか、どっちがあれなのかということはわかりませんけれども、水温の、今、あなた

が言われた餌の山形県の人、魚の餌がどれだけ食べるのか、これはNHKをあれで見れば私はしょ

っちゅう、クジラが１日に何トン、イワシを食べるとか、どれだけのトン数を食べるとか、色ん

なものでNHKはキャッチしていると思うんです。そういうことで、色んな水産庁以上のことをド

キュメンタリーでやっていますから、だから、そういうものもあれすればわかりません。
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以上です。すみません、失礼いたしました、会長。

○橋本会長

色んなご意見をいただきましたが、マサバ、マイワシ、マアジについては資源状況もございま

すが、特にマイワシについては今年の春先に少なかったということで、2013年級、今年から来年

にかけての出現に期待をするということになるんじゃないかと思いますが、これら三つの魚種に

ついて、時間も押しておるようですが、よろしいですか。

○志幸委員

会長さんに、一番最後に、資源管理型漁業については漁業のプラスになっていると私は最終的

には思うんです。これをこのまま、やみくもにこうやって資源管理をしないでおると、今、言わ

れたみたいに全然魚がいなくなるなと思うんです。沿岸のいわゆる魚のトン数も違ってきておる

と思いますけれども、これについては、こういうものはこれから今後、資源管理型をやる必要性

があると私は常々思っているんです。

以上です。

○橋本会長

大変力強いご意見をありがとうございました。

それでは、時間でございますので、会議も大分２時間ほどたちまして、ここで若干の休憩をと

りたいと思いますが、それでは約14分ぐらいになりますが、３時10分から再開をしたいと思いま

す。15時10分に再開いたしますので、時間までに戻られるようお願いいたします。それでは、休

憩といたします。

午後２時５７分 休憩

午後３時１０分 再開

○橋本会長

それでは、時間になりましたので、広域漁業調整委員会を再開したいと思います。

続きまして、議題（３）太平洋くろまぐろ漁業の承認制に関する広域漁業調整委員会指示につ

いてに入りたいと思います。まず、太平洋クロマグロに関する資源状況と今後の資源管理の方向

性について、水産庁資源管理部国際課、神谷参事官よりご説明をお願いいたします。

○神谷参事官

どうも水産庁の神谷でございます。よろしくお願いいたします。お手元の資料３－１をよろし

くお願いいたします。座って説明させていただきます。

太平洋クロマグロの資源状況とまず管理の方向性について手短に説明させていただきます。１
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枚おめくりの上、１ページをご覧ください。今年９月に福岡でWCPFC北小委員会が開催され、そ

こでクロマグロに関する保存管理措置の案が合意されております。この合意された案が12月、来

週から始まりますけれども、WCPFCの年次会合で採択されれば、これが本物の措置となるという

運びになっております。

合意された趣旨でございますが、主に三つの柱から成っております。一つは親魚資源を10年か

けて約4.3万トン、歴史的中間値まで回復されるということを当面の管理の目標とした上で、２

点目でございますが、それを達成するために30キロ未満の小型魚の漁獲を2002年～2004年の平均

水準から半減させるということです。WCPFC全体で見ますと9,450トンから4,725トンございます

が、このうち日本は8,015トンを4,007トンに削減ということになります。３点目でございますが、

30キロ以上の大型魚の漁獲につきましても、2002年～2004年の平均水準から増加させないための

あらゆる可能な措置を実施するとございます。具体的にはWCPFC全体で6,591トン、うち日本は4,

882トンということになります。したがいまして、30キロ以上、以下を全部合わせますと、2015

年より日本は太平洋クロマグロを8,889トンまで漁獲で抑えるということになります。

次のページでございますが、こうやって決まったものを実際にどうやって国内的に担保してい

くかというところでございますが、4,007トンを二つ目の丸でございますが、まず、漁業種類別

に大きくまき網で2,000トン、その他沿岸漁業で2,007トンに配分いたします。まき網、これは大

臣許可の大中まきという意味でございますけれども、2,000トンを操業海区単位で管理するとい

うことでございます。

その他、沿岸漁業につきましては2,007トンを全国の６ブロックに分け、ブロックごとに上限

を設けて漁獲量をモニタリングするとともに、ブロックごとの漁獲状況をフィードバックしてい

くという大きな枠組みがございます。その下に各ブロックの上限を書いてございますが、現在、

来年からの実施を前に、再度、数値を精査しておるところでございます。したがいまして、若干

の微修正があると思われますが、いずれにいたしましても数値が固まり次第、改めに報告させて

いただきたいと思います。

この６ブロックの管理の仕方でございますけれども、次のページをお願いいたします。６ブロ

ックは原則、広域漁業調整委員会と同じ区分で分けております。ご覧のように九州西部、日本海

西部、日本海北部、太平洋北部、太平洋南部、瀬戸内海という区分になっております。唯一の微

調整を行ったところが日本海西部と日本海北部の境界線でございます。広域漁業調整委員会の区

分上ですと、石川県は日本海西部に該当いたしますが、漁業の実態を踏まえてクロマグロの管理

に関しては日本海北部に入れております。
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この年間の上限をどのように管理していくかというのが次の４ページ目でございます。管理の

開始は基本的には１月1日より実施いたします。まき網は暦年で、その他の沿岸漁業はこれまで

の漁業実態等々を踏まえますと、７月１日から翌年６月30日というのを一つの漁業年として管理

すると。ただし、日本海北部は４月１日から翌年３月31日を漁業年といたします。そういたしま

すと、来年は１月１日から６月30日まで沿岸のに空白が生じますので、二つ目の丸でございます

けれども、来年に限りましては１月１日から平成28年６月30日、つまり、１年半を一体的に管理

していきたいと思っております。この場合の漁獲上限ですが、前ページの１年間の漁獲上限に半

年分を加えました１年半の漁獲上限で管理していくこととしております。

具体的な数値でございますが、５ページをご覧ください。国際機関でありますWCPFCでの管理

は、１月１日から12月31日となっております。まき網につきましては、2,000トンをそれに合わ

せた暦年で管理するということになりますが、それ以外の沿岸漁業につきましては、基本的に７

月１日から翌年６月30日までを管理期間といたしまして、ただし、日本海北部は４月１日から３

月31日を管理期間としております。初年度、来年でございますけれども、１月１日からWCPFC上

は管理しないといけないということになりますので、出発点は１年半分を一つのブロックとして

管理し、数値的には暦年の数字をWCPFCに報告していくということとしております。

それで、次のページでございますけれども、現在、この管理措置は強制力を伴うものとはいた

しておりません。あくまでも皆様のご協力によるというところとなっておりますので、当然、漁

獲の上限を超えないような仕組みが必要になってまいります。それが６ページでございます。ブ

ロックごとに水産庁で漁獲の上限を常に集計しておりまして、漁獲が上限の７割に達した時点で

各ブロックごとでございますが、注意報、８割、９割というところで段階的にそれぞれ警報を発

しまして、９割５分まで達した時点でタイムラグを考えまして操業自粛を要請と、これを都道府

県を通じて皆様にお知らせするとともに、あわせて水産庁のホームページで掲載し、かつプレス

リリースもするということで、幅広く日本の皆様全員で管理していく体制を構築していきたいと

しております。

これはブロック別の管理でございますので、下の図の事例がございますけれども、例えば九州

西が漁獲上限に達した場合は、操業自粛要請になりますけれども、他のブロックが達していない

場合は、他のブロックは当然、操業は可能ということになります。あくまでもブロックごとの上

限の管理という考えでございます。

次のページが具体的な支援策でございます。クロマグロの資源管理に取り組まれる定置やひき

縄などの漁業者につきましては、強度資源管理とみなして資源管理収入安定対策を活用して支援
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できないか、現在、検討中でございます。具体的には漁業共済を使用しての積立ぷらすというも

のを使えるようにして、今まで80％までがカバーの対象であったのを90％までカバーするという

ことが可能となるように検討中でございます。いずれもこの方向は今年８月にも全国会議でお示

しいたしましたのと同じでございますけれども、改めてこの場をおかりして説明させていただき

ました。ありがとうございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいまの説明についてご質問あるいはご意見等があれば承りたいと思いますが、青森県の角

田委員、マグロの話について、もしご意見があれば改めてお願いします。

○角田委員

何回もすみません。若干、簡単にご説明いたします。非常にマグロも減少して大変な時期に資

源管理ということは大変立派ですけれども、資源管理は大変だろうと判断しております。定置網

の件ですけれども、網というものは大きいものも小さいものも一網打尽にすくい上げてしまうん

です。そうすると、その中に小さな魚、未成魚が沢山入ってしまいます。その未成魚を網から出

してしまえば、何年か後には大きくなってまた帰ってきます。そうするとまた収入にもなります。

ただ、未成魚を採ってしまえば収入にはなりません。だから、定置網の網の目を強制する考えは

ないかということです。そうすると小さな未成魚が大海に出て大きくなる、そういうことをして

初めて資源管理が行われると思います。水産庁はどのように考えておりますか。その１点を最初

にお聞きいたします。

○橋本会長

これはどなたが。定置網のクロマグロ未成魚の管理について網の目の管理は。

○藤田室長

私のほうからお答えします。

定置網における資源管理につきましては、非常に地域によりまして漁獲するサイズとか時期、

それに混獲されるのか、群れが大きく入るのかみたいなものが非常に地域差がございまして、単

純ではないと考えております。それで、関係の地域の定置網の漁業者の方、網会社とかに現在、

どういう取り組みだったらできそうかという話を、材料集めみたいなものをさせていただいてお

ります。うちの担当も青森県にお邪魔をいたしまして、色んな意見交換をさせていただいており

ます。そういうものを積み上げて、その中から使えるものをまた必要に応じて技術開発するのか、

何か予算要求するのかみたいなことを皆様方と一緒になって考えさせていただきたいと思ってお
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ります。

○橋本会長

角田委員。

○角田委員

水産庁の言うとおり、これはなかなか難しいんです。難しいからやらなければならないんです。

私は大中まき網のことはよく知りませんけれども、青森の日本海においても定置網があります。

そうすると小さいマグロが莫大に入ります。数は申し上げません。申し上げないけれども、マグ

ロは一旦船に上げたものは泳ぐことはできず、その場で死んでしまうんです。マグロは、しょっ

ちゅう運動しないと。だから、数が入ってしまうと網の中でその場で呼吸困難で死んでしまうん

です。もし、網目をある程度、大きくすれば小さな５キロや３キロのマグロは網の目から抜けて

いってしまう。それが資源の保護になると思います。その辺はどうかと聞いているんです。どう

ですか。

○藤田室長

今、それができるかどうかとか、それはよくお答えしないんですけれども、各地でお聞きして

おる中では、どちらかというと例えばブリを対象にしていて、マグロもそれなりの大きさになっ

てしまう。未成魚といいましても30キロ未満ということになると、単純に網目でやるのは難しい

ので、群れが連続して入るような時期がある場合には、逆に網上げを控えるとかみたいな対応策

がないかを、一緒になって考えさせていただいているという状況でございます。

○角田委員

確かに言うことは簡単ですけれども、実行するのは難しい点がありますので、私はこれ以上は

申し上げません。終わります。

○橋本会長

今、沿岸の定置網の管理、クロマグロ未成魚の管理について確かに場所によって、時期によっ

て均一的に何かやればこうなるという問題でもないと思いますので、それぞれの地域の実情に合

った形での、今、材料探しをしているということでございます。

福井県の齊藤委員、何かクロマグロの管理についてご意見はございませんでしょうか。

○齊藤委員

確かに小さい魚を逃がして、大きく捕ろうという発想はわかります。しかし、今、会長がおっ

しゃるように所変れば品変るで網によっては、小さな魚を捕って生活しているところもあり、マ

グロを逃がしてということは、なかなか、一長一短に言えません。だから、大きな網目を作って、
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そして小さなマグロ、メジとかを逃がして大きくなったら捕ろうという発想はわかりますけれど

も、恐らく定置網の方はこの中にはおられないかもしれないけれども、できないと思います。水

産庁が何ぼ考えても無理です。

というのは、今、言ったようにブリとか、そういうのも捕るなということです。未成魚と呼ば

れているマグロが出るような網は大体20キロからあるやつも逃がそうとするようなもので、いわ

ゆる魚たまりの網目を大きくしたらどんな魚も捕れません。そんなものなら網を上げて打ち切っ

たほうがいいです。そのかわり、それを捕らないでおくのならば、国でそれなりの補償をしても

らいたいということです。マグロが回遊している時期にマグロを逃がすというのならば、今まで

のデータでその時期にこれぐらい儲けていたと、そのマグロを捕らないのだから、それに見合っ

た補償を国がする。それ以外に何もありません。以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

先ほど神谷参事官から減収に対する収入補償のような仕組みも今、共済ぷらすを使って考えて

いるということです。確かに定置網は場所によって資源管理対策をやる上では非常に色々な問題

が、各地によって対象にしているものによっても違うでしょうし、時期によっても違うでしょう

し、そういう緻密にそれぞれの場所によって、どういうことなら漁業者としてできる、できない

分でどうしても減収になる分は別の対策をしいてほしいということになると思います。ぜひ、水

産庁から各地の実態についての相談が上がった場合には、それぞれの地域についてぜひ協力して

いただきたいと思います。

ありがとうございました。

太平洋クロマグロの資源状況、管理の方向の今の参事官からの説明については他に。大久保委

員、どうぞ。

○大久保委員

未成魚の50％の削減は非常に我々沿岸漁業者も支持しております。しかしながら、これと一緒

に資源管理をするのだったら、産卵前のマグロを資源管理して禁漁期間を作ったらいかがなもの

かと、若い漁業者から要望が出ております。これは後ほど水産庁にお届けしますけれど、今の意

見に対しまして水産庁はどのように考えておられるか、意見を聞かせてください。

○橋本会長

クロマグロの産卵場あるいは産卵期の保護についてのことでよろしいでしょうか。

○神谷参事官
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私のほうからお答えさせていただきます。今、水産庁が主体的にやっている半減というのは30

キロ未満の小型魚についてでございます。30キロ以上についてもどのようにしていったらいいの

か、真面目に考えていかないといけない部分がございます。特に色んなところから産卵期、30キ

ロ以上、年齢的にいいますと３歳魚、４歳魚、５歳魚をどう管理するかという大きな流れの中で、

産卵期というのが特に重要だという意見も多方面から我々は賜っております。したがいまして、

そういったことも含めまして30キロ以上の魚の管理、WCPFCの決定上は2002年～2004年水準を超

えないようにあらゆる方策を取るとございますけれども、あらゆる方策という中で、どういった

ものをとり得るかというのを今、検討しておるところでございます。いずれにいたしましても検

討結果がまとまる過程におきましては、皆様方に前広に相談させていただきたいと思っておりま

す。

○橋本会長

ありがとうございました。

よろしいですか、大久保委員。

○大久保委員

あとは皆様とよく審議をして、なるべくできるようにお願い申し上げます。

○橋本会長

ありがとうございました。

他に。志幸委員、どうぞ。

○志幸委員

マグロの問題についてうちの委員会でも昨年よりずっと出ておりました。大久保さんが言われ

たシビッコの１歳魚とか、生まれたての問題、それから、今日、ずっと会議がこの２日間あって、

まき網の色んな問題、IQ、ITQとかの問題についてもある。シビッコやメジの問題は今、神谷さ

んが浜へ行って、浜の要望をもう少し精査してということであった。ただし、一番の問題は、定

置。定置の方は一番苦労すると思う。だから、１歳魚、２歳魚の問題は正直言ってお金にならな

い。

この問題は定置である。私も若い時に１年ばかり定置をしたことがあるんですけれども、入っ

てもそのまま生かしたままにできると思う。そういう中で浜の声をもう少し謙虚に聞いて、そし

て、それができないものとできるものがあれば、先ほど神谷さんが言われたみたいなもので、共

済の80％のところを90％にするとか、そういう問題も漁業者とタイアップしながら。それから、

釣りの人たちはうちは委員会の15名おりますけれども、TACについて、TACがどうのこうの、マグ
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ロのこの問題については大賛成です。

ましてや２、３日前、絶滅危惧種にも指定されました。そういう中で、これは必ず漁業者も納

得した上で、水産庁も納得した上でやらなければならない。あなた方はわからないだろうけれど

も、うちには大型まき網が２カ統おりました。だけれども、１カ統は真っ先にやめられました。

その操業内容はあまり個人的な問題で言えませんけれども、もう１カ統はすごく船頭さん並びに

乗組員の方はすごいやり方でやっているんです。だから、今、日本一になるんじゃないかなと思

っておるんです。

資源管理もさることながら、結局、魚の取り扱いなんですよ。それが今、南のほうのマグロの

ほうへ、新聞に出るあの問題。キロ何万円とするのに恐らく何か安くたたかれて、100分の１と

かの取り分。これは避けるべき。これを機会にマグロの資源管理をして、もう少し水産庁も資金

面、今、青森の方も言われました。漁民が納得のいくような形の中で、今、うまく持っていける

んじゃないかなと思う。恐らくそんな定置の方と揉めないと思う。石川県は職員も来ていますけ

れども、内々の定置の方々と話はついているんじゃないかなと思う。

ましてや釣りでもそうだし、今、橋本会長の中で許可証か認可証については、レジャーの方で

さえもらわなければならないという、資源管理型の認識ができているんです。だから、こういう

ものを水産庁も胸を張って推進していってほしいというのが私の意見です。うちの委員会の意見

でもあります。

以上です。頑張ってください。

○橋本会長

ありがとうございます。

大変力強い地元の調整委員会のご意見でもあるということでございます。

○志幸委員

そうそう。俺はあまりあんた方に憎まれること、地元の調整委員会がこういうことを俺に言っ

てこいと言うから、こういう紙まで書いて資料も入れました。事務局がこういうものを書いて私

に渡すんです。

○橋本会長

この広域漁業調整委員会は委員の皆様方のご意見も大切ですし、それぞれの地域の地元の方々

の集約した意見というのを聞く機会でもございますので、大変貴重な意見をありがとうございま

した。

他に太平洋クロマグロの資源状況あるいは今後の管理方向について、わからなかったなという
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質問でも構わないんですけれども、大分、水産庁も各地で……どうぞ。

○加藤委員

資料の３ページに沖縄県がないんですけれども、これは何か理由があるんですか。

○神谷参事官

これは広域漁業調整委員会の区分なので、機械的にこうやっております。実際の会議の打ち合

わせの中には沖縄県の方にも入っていただいております。

○加藤委員

どこに属するんですか。

○神谷参事官

九州西部でございます。

○橋本会長

九州西部の県のところに沖縄県も入れるべきじゃないかというような。

○加藤委員

何か事情が、この表にないのはどうしてかなと。

○神谷参事官

事情はございません。単純ミスです。

○加藤委員

わかりました。

○橋本会長

地図はちゃんと載っていますからちゃんと入っている。九州西部に沖縄県も入るということで

ございます。他によろしいですか。

それでは、時間もございますので、引き続きクロマグロの案件でございますが、太平洋くろま

ぐろ漁業に関する本広域漁業調整委員会の委員会指示の概要について事務局より説明をいたしま

す。事務局、よろしくお願いいたします。

○事務局（城崎）

それでは、資料３－２をお手元にご用意ください。資料３－２、沿岸クロマグロ漁業の承認制

についての資料でございます。資料は今回の委員会でご審議いただく承認制の委員会指示の概要

と、１枚目以降は、裏面以降は今回、ご審議いただく委員会指示の指示案をつけてございます。

まず、この承認制、今回の委員会指示の概要でございますが、１番と２番、導入までの経緯で

すとか、導入後の情勢の変化、これは今、冒頭にお話がありましたように随分、繰り返し説明し
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ておりますので、すみませんが、時間の関係から省略させていただきます。

そして、それを踏まえまして現状の整理、３ポツでありますけれども、先ほどの神谷からの話

もありましたとおり、これからは厳格な漁獲量管理が求められている状況でございます。そして、

現在、承認制の中では２万4,000隻あまりに及ぶ漁業の方々が承認を受けておりますけれども、

この漁獲モニタリングを着実に実施するためには、承認制による管理体制の堅持、これは実際、

承認制によって実際に操業されている方は把握できますし、また、２万4,000隻の隻数というの

をきちんと管理をしていく、そういう現行の管理体制の堅持と、それに加えて漁獲モニタリング

を適時的確に実施していくということが重要になってきているわけであります。

そして、そのような現状を踏まえまして対応方針、４ポツとしますと、まずは現状の承認制の

体制を踏襲しつつも、漁獲モニタリングの実施体制と整合するように、この委員会指示の内容を

見直す必要があるのではないかと考えております。もう一つは漁獲モニタリングは今現在、色ん

な地区で試験的に実証しておりますが、来年１月からは本格的に実施になります。その実施をす

るに当たっては現場の方々、特に漁協の方々には色々な事務的な負担が増すわけでございますの

で、この委員会指示、承認制につきましては極力、事務の負担というものを軽減する必要がある

だろうと考えております。

そして、５番目に委員会指示の概要として（１）（２）（３）と括弧で三つほど書いております

けれども、かいつまんで申しますと、一つ目は承認申請の簡略化を図るということで、現在の委

員会承認を受けた方につきましては、再度の申請を要さずに承認証交付を考えたいと思っており

ます。もう一つは漁獲成績報告書の取り扱いについてでございます。そして、後ほどご説明しま

すけれども、有効期間についても弾力的に考えたいと思っております。

そして、１ページを開いていただきますと、今回、お諮りする委員会指示の概要を書いてござ

います。下が現行のもの、上が今回の新しく考えておる指示案でございます。まず、下に２ペー

ジのページが振ってありますところの上、指示案のところの２番に操業の禁止ということを新た

に今回、追加をしております。操業の禁止、原則的には日本海九州西の海域においては沿岸クロ

マグロ漁業を営むことはならんとしておりますけれども、最後の３行のところで、現在の承認を

受けている方については漁業一般のことができるとしております。

そして、もう１ページめくっていただきますと３ページ目のところで、３、操業の承認と書い

てございます。ここは今現在、承認を受けている方につきましても、委員会の承認を受けなけれ

ばならないとしております。ただし、（２）におきまして、委員会は既に承認を持っている方に

つきましては、既に承認を受けたものとみなすことができるとして、新たな申請行為をしないで
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承認証の交付が受けられるように考えてございます。

そして、ページを進めていただきまして５ページの上に４、漁獲実績報告書がございます。こ

の漁獲実績報告書につきましては下段の従来版が書いてありますけれども、これまでは漁獲実績

報告書の提出の期限、提出先を義務づけておりました。今回の新たな案では提出の時期と提出先

の項目を廃止・削除しております。これは来年からは頻度の高い漁獲モニタリングが実施される

ことになりますけれども、その具体的なモニタリングのやり方につきましては、この委員会で別

に定めることとしまして、その都度、先ほど色々なモニタリング後の警報等々、色々な情報共有

の話もありましたけれども、その都度に弾力的に対応できるようにしていきたいと思っておりま

す。

そのためにもう１ページめくっていただきまして、６ページ目の上段に８としてその他の項目

を新たに設けております。ここでは、この指示の実施に関し、必要な事項については委員会が別

に定めるところによるというふうに書いております。ここの部分につきましては、具体的には漁

獲モニタリングに関する事項を想定しておりまして、今後、漁獲モニタリングの実績報告書の提

出方法ですとか、頻度ですとか、そういうことが弾力的に変わる可能性があるものですから、そ

の際にはこの規定を用いて各関係者にお示ししたいと思っております。

それと、一つ前の７番に指示の有効期間を書いてございます。今回の有効期間は平成27年１月

１日から平成29年１月31日までとするとしまして、都合２年間の指示の有効期間にしようと思っ

ております。１ページ目の文章の説明のところに戻っていただきたいんですけれども、真ん中の

３ポツの現状の整理のところの（３）でございます。これにはマグロに関する科学委員会の資源

評価の更新が、次は28年度に予定されておるものですから、これまでの間は現在の体制でいくと

いうことですので、毎年１年間の委員会を更新するというのを改めまして、都合２年間で委員会

指示を出そうと思っております。

また６ページに戻っていただきたいんですが、一つ微修正がございます。６ページの一番左側

に別表１を書いてございます。下段の従来の案では、北海道、まぐろ釣り漁業（海区承認）と書

いてございますが、これを改正案ではまぐろ釣り漁業及びまぐろはえなわ漁業（海区承認）とし

たいというふうに思っております。これは新たにはえなわ漁業が加わったわけではありませんで、

これまで釣り漁業とはえなわ漁業を総称して釣り漁業としてきたわけでありますけれども、実態

に即してわかりやすくするために、改めてまぐろ釣り漁業及びまぐろはえなわ漁業に改めたいと

考えております。

他の色々なところに線が引いてありますけれども、それにつきましては細かな字句の修正でご
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ざいますので、省略させていただきますけれども、今現在、考えておる委員会指示のないように

ついての説明は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま委員会指示41号、沿岸くろまぐろ漁業の承認制について、昨年の今ごろの時期に初め

ての承認制の指示を出したわけですけれども、その後の情勢の変化等々もあり、昨年の委員会指

示をさらに一歩進めた形で、かつ承認に係る手続等ができるだけスムーズにいくような形、それ

から、資源評価に合わせた形で有効期間を２年に延長するとか、そういった形での委員会指示の

案でございます。何か質問とかはございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、本委員会として日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第41号ということになりま

すが、これを原案どおり発動することに決してよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、委員会として決定したいと思いますが、今後の事務手続上におきまして先ほどの指

示案文等の部分的な修正あるいは文言の修正、そういったものがあった場合に加えまして、先ほ

どの城崎課長補佐からも説明のありました漁獲の実績報告あるいはモニタリング、その具体的な

取り決めとか、運用方法を定めた場合には軽微な変更と具体的な取り決め、運用方法について会

長一任とさせていただいてよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、事務局は第41号という委員会指示について発出までの事務手続というものを進めて

いただきたいと思います。ありがとうございます。

それでは、予定された時間も迫っておりますので次の議題（４）でございます。TAC魚種に次

いで漁獲量が多い広域重要魚種の取り扱いについてでございます。この議題（４）のTAC魚種に

次いで漁獲量が多い広域重要魚種の取り扱いについては、本委員会における継続的な検討課題と

いうふうになっております。

それでは、事務局より簡単にご説明をいたします。

○事務局（城崎）
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それでは、横置きの資料４をお手元にお願いいたします。

こちらの課題につきましては、今、会長からもお話がありましたとおり、継続課題でありまし

て、これまで広域漁業調整委員会及び水産政策審議会の場で検討してまいりました。この間に特

にカタクチイワシやブリにつきましては、関係方面に色々アンケートなどもさせてもらいまして、

賛成する意見があったり、逆に慎重に対処すべきである、そのような色々なご意見、ご指摘が寄

せられました。そして、それらを踏まえて、前回３月の広調委では各魚種の資源管理の考え方や

取り組み課題、このようなものを整理してきた経緯がございます。

そのような中、今年３月、資源管理のあり方検討会が設置されまして、特にTAC対象以外の広

域魚種についての特別な議論がなされたわけではありませんけれども、昨日の部会でお配りして

いる資料の中には、ここの分についても一部記述がございます。かいつまんでご紹介しますと、

引き続き広調委で議論しなさいということとTAC導入の是非にとどまらず、漁業の実態を踏まえ

ながら当該資源を適切に管理するための枠組みや手法を検討することによって、管理効果の実質

的な改善が図られるべきであると、そのために議論しなさいということでございました。また、

特に将来的に資源状況が悪化した場合に有効な手立てを迅速に講じることができるよう、体制の

構築が望まれる。このようにあり方検討会の取りまとめにも記されているところでございます。

その提言を踏まえましてこの表を作ったわけでありますけれども、青に色をつけているところ

がございます。これは表の下段に書いてありますが、制度上の条件にどういうふうに対応するか

ということでございます。制度上の条件としますと、①、②、③と書いてありますが、これらの

いずれかに該当するものであって、漁獲可能量を決定するに足るだけの科学的な知見が蓄積され

ているものであるということで、これがいわゆる制度上の条件となっております。

それに照らしますと、①ではいずれの５魚種についても相当上位にある国民生活上なりに重要

な魚種であるということと、②では資源状況が悪いものがあるということ、そして、科学的な知

見については④番のところに丸がついておりますけれども、ABCが算定されているということで、

この表上は制度上の条件を満たしているということになるわけでございます。その上で実際にTA

C対象にした場合に、あり方検討会が提言するように管理効果の実質的な改善が図られることに

なるのか、現在の指定されている７魚種と比較した場合に管理の実効性の確保などだとか、そう

いう観点からTAC運用上の課題を整理したものがこの整理票でございます。

右側に課題として当方で考えたものを幾つか列挙してございます。

カタクチイワシにつきましては、カタクチイワシとシラスを分類した漁獲管理に技術的な課題

があるのではないかというようなことを一つ挙げております。
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ホッケにつきましては、これまでも委員会でご紹介してきたとおり、漁獲のほとんどを占める

道北系群につきまして、実施されている資源管理の取り組みの効果を検証する必要があるのでは

ないかということと、先ほどABCは算定しているというふうに言いましたけれども、ホッケにつ

きましてはいずれの系群につきましても、資源量に基づかずにABCを算定していると、そういう

状況も考慮すべきだろうというふうに整理しました。

ブリにつきましては先ほど来、マグロのところでもありましたけれども、ブリ類につきまして

は漁獲の約４割を定置網が占めております。定置網はすなわち魚種選択性が低く、数量管理した

場合に漁獲管理の実効性に技術的な課題があるのではないか。このように一つ整理しました。

ウルメイワシにつきましては、太平洋系群ではABCは算定しているけれども、資源量に基づか

ないで算定されている実態があるということ、マダラについても北海道系群や日本海系群では資

源量に基づかないでABCを算定している、そういう実態がございます。

この課題の表に示した課題のとおり、これらの問題はあるわけでありますけれども、これらの

課題を踏まえながらTAC対象とする方向で今後、問題の課題の解決を検討してまいりたいと考え

ております。

なお、この５魚種の中については現状では資源が良好で、直ちに積極的な資源管理措置を講じ

る必要がないものも含まれておりますけれども、あり方検討会から提言がありましたように、将

来的に資源状況が悪化した場合に有効な手立てを迅速に講じることができるよう、この各魚種で

想定される課題の解決に今後、取り組みまして、適時、TAC管理に対応し得るように取り組んで

いく必要があると考えております。

水産庁では、各魚種についてTAC運用上の本質的な課題があるのではないかと、このように整

理をしたわけでありますけれども、実際に今日、お集まりの漁業の現場の方々の目線から見て、

どのような課題が生じることになるのかについても、ご意見をお聞かせいただければと思ってお

ります。

説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいまTAC対象以外の広域重要魚種の整理表に基づいて説明がございました。ご質問やご意

見等があれば承りたいと思いますが、今、補佐からもお話のありましたとおり、今後、TAC魚種

として管理していくということにした場合に、この整理表にありますような課題、それ以外もあ

ると思います。こういった課題等についても、現場の皆様方の視点でもしご意見等があれば、ど
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の魚種でも構いませんけれども、何かご意見をいただきたいと思いますが、森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

先ほどTAC対象以外の広域重要魚種の資源管理に向けた整理表というのを説明していただいた

んですが、ここで見ますと②の資源状況のところで青になっている、低位、減少とか、ここだけ

をTACの対象にしたいということなのか、あるいは５種類の魚種がございますが、全体をそう考

えておられるのかというところをお伺いしたいと思います。

○黒萩室長

先ほどご説明したとおり、制度上の条件というのがございまして、それが漁獲量が多い、国民

生活上または漁業上重要な海洋生物資源である、それから、資源状況が悪い、それから、外国漁

船による我が国周辺海域での漁獲がある、このいずれかに該当すれば制度上の問題はクリアして

しまう、ただ、数量管理の場合は実効性というのが非常に重要でございますので、その課題を解

決しながら進めていく。ですから、資源が悪いというものだけではなくて、この三つの条件のい

ずれかに当てはまるものについては、TACの管理をやるということを念頭に置いて、ただ、課題

の解決ができないと実行できませんので、やるという方向で課題の解決に向けて検討していきた

いという意味でございます。

○森脇委員

そういたしますと、資源の状況というのは全く関係ないということですか。

○黒萩室長

あり方検討会でもございましたとおり、逆に資源が厳しい状況になった時には、今年の日本海

北部系群でもあったわけなんですけれども、厳しい管理をするというのはなかなか難しくて、逆

にほどほどの資源があって余裕がある時こそ、その準備を進めておいたほうがいいという意見も

ございました関係上、ここに載っている魚種を対象に検討していきたい。ただ、先ほども申しま

したように、資源が高位にあって上昇傾向にあるのを無理にする必要はございませんので、例え

ばでございますけれども、中位から減少傾向に転じたとか、そういう時のために予防的にTACで

の管理を準備しておくということでございます。資源に関してはそういう意味です。

○森脇委員

これは大体スケジュール的にはというか、そういうのも頭の中にはあるんですか。

○黒萩室長

当然、TACの導入というのは漁業者の皆様方の大方の了解というのが重要でございますので、

その機会を捉えながら、その課題の解決の状況を議論しながら導入していきたい。具体的なスケ
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ジュールが現時点で決まっているというわけではございません。

○橋本会長

よろしいですか。

他に本件について何かご質問等はございますでしょうか。これは引き続き、また、これらの業

種個別について適時に委員会にも情報を流していただけるということだと思いますが、それでは、

よろしいでしょうか、広域魚種のその他魚種については。

それでは、議題（５）番、平成27年度、来年度の資源管理関係予算についてに入ります。事務

局より予定時間を過ぎておりますので、ぱっぱと説明をしていただければ。

○事務局（城崎）

それでは、資料５をお手元にご用意ください。平成27年度予算の概算要求の状況でございます。

時間が過ぎておりますので、この委員会等の漁業者の方々に一番関係の深いところを１点、ご説

明いたします。資料５のうちの下から二つ目のところに主な内容１番、資源管理高度化推進事業

［新規］というのがございます。これにつきましては、これまでの広調委の場でもご説明してき

たんですけれども、これまでは資源管理指針等推進事業というものと資源管理体制推進事業、こ

の二つの事業の別立てで立てておりました。その事業をあり方検討会での議論の提言などを踏ま

えまして、両事業を整理・統合して組みかえ新規として要求しているものであります。

それで、１ページをめくっていただきますと、資源管理高度化推進事業のフローチャートがご

ざいます。その一番下のところに事業構成として黄色で囲んでいる部分があります。これが資源

管理指針等高度化推進事業、6,900万円と資源管理体制高度化推進事業、４億3,000万円あまりと

なっております。

こちらの資源管理指針等高度化推進事業につきましては、沖合底びき網漁業ですとか、大中型

まき網漁業ですとか、あるいは大臣管理漁業とトラフグなど広域資源に関する資源管理体制の高

度化を図るために必要な調査を実施するということで、具体的には一番左側に赤く囲っておりま

す。①のようなIQ方式の実証試験調査とか、他の漁業とか、広域資源、トラフグも含まれますけ

れども、これに必要な調査、これは右側の青で囲んだ③のところになりますけれども、こういう

調査を実施するということであります。そして、それぞれの漁業種類ごとに漁業者協議会などを

開催しておりますけれども、その部分につきましては、②の緑の部分で開催などの財務的な支援

をするということで、大臣管理漁業につきましては、①、②、③、この赤、青、緑の部分を取り

組むことに対する支援となっております。

もう一つの資源管理体制高度化推進事業につきましては、基本的には知事管理漁業を念頭にし
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ておりまして、知事管理漁業における資源管理体制の高度化の推進には、各都道府県に設置され

ております資源管理協議会の役割が非常に重要になってくるわけでありますけれども、この協議

会が行うこと、例えば先ほどもあり方検討会の中でも説明がありましたが、資源管理計画の評

価・検証に係る経費ですとか、資源状況の科学的なデータの収集に係る部分、このようなところ、

具体的には右側の③の青部分になるかと思いますけれども、そういうところを支援するものであ

ります。

そして、従来からやっていただいております資源管理計画に関する履行確認の業務、これにつ

いては真ん中の緑の部分、②になりますけれども、こういうものも引き続き支援していく考えで

あります。また、先ほどマグロのところでもありましたけれども、来年からは漁獲モニタリング

が正式に実施に動きます。この漁獲モニタリングについては、実際には数量の取りまとめで漁協

さんに色々な手間が発生しておりますけれども、そこにつきましては資源管理協議会を通じて漁

獲状況の取りまとめを行う漁業等に対する支援を考えていきたいと思っております。

指針・計画体制の高度化が求められているということは、本日の冒頭でも随分、ご説明をしま

したけれども、これはなかなか一足飛びでできるものではありませんで、ここの表の真ん中あた

り、灰色の矢印が四つほど描いてあります。すなわち、右側からきます今の体制を評価をして、

そして検討をして、そして左側にいって計画を実行する、そして上に向かって見直しをしていく。

こういう一連のサイクルを繰り返しながら、資源管理指針・計画体制の全体底上げ、それがすな

わち、高度化になろうと思っております。

この資源管理高度化推進事業の概要は以上であります。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま来年度予算の資源管理に係る重要事項についての説明がございました。資源管理のあ

り方検討会の取り組み等を受けて、また、資源管理の高度化に向けて支援策あるいは推進する上

での財政的な応援する予算の説明でございました。何かこの予算についてご質問はございますで

しょうか。よろしいですか。

それでは、最後、議題（６）にその他という項目がございます。時間も時間でございますが、

せっかくの機会でございますので何でも結構でございますが、委員各位からご意見等があれば、

最後に一言、ご発言をいただいて意見交換をしたいと思いますが、言うべきことは言ったという

ことでよろしいですか。飛行機が間に合わないという方もおられるようですが、もし、特段なけ

れば、また、次回の委員会にでも意見を温めておいていただきたいと思いますので、よろしくお
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願いいたします。

それでは、事務局におかれましては、本日、いただいた貴重なご意見を踏まえて今後のこの委

員会の運営に活用していただきたいと思います。

それでは、引き続き次回の委員会の開催予定について事務局より説明をいたします。

○事務局（城崎）

次回の開催につきましては、例年どおり、来年２月から３月ころに開催したいと思っておりま

す。日時、場所につきましては他の部会との関係もございますので、また、会長及び委員各位の

ご都合もお聞きしながら決めたいと思っておりますので、その際にはよろしくお願いいたします。

○橋本会長

ありがとうございます。

次回の委員会は例年どおり、２月から３月ごろ、年度末に予定されているということでござい

ますので、大変お忙しい年度末だとは思いますが、委員の皆様方にはよろしくお願いいたします。

それでは、大変長時間、ありがとうございました。本日の委員会はこれにて閉会をしたいと思

います。委員各位、ご臨席の皆様におかれましては議事進行への協力、貴重なご意見をありがと

うございました。

なお、最後に議事録署名人に指名させていただきました長崎県の大久保委員、農林水産大臣選

任委員の濵田憲志委員、このお二方には事務局から本日の議事録が送付されますので、よろしく

お願いいたします。

これをもちまして第24回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。どう

もありがとうございました。

閉 会


