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水産政策審議会資源管理分科会 

第６回くろまぐろ部会 

議 事 次 第 

 

 

日時：令和元年１０月３日（木）      

１５：４５～１７：３７       

場所：農林水産省本館７階 第１共用会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 （１）部会長の選任について 

 （２）部会長代理の指名について 

 （３）ＷＣＰＦＣ北小委員会の結果について 

 （４）２０２０年漁期（第６管理期間）の配分の考え方について 

 

３ 閉会 
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午後３時４５分 開会 

○資源管理推進室長 予定の時刻となりましたので、水産政策審議会資源管理分科会第

６回くろまぐろ部会を開催させていただきます。 

 私は本日の事務局を務めます資源管理推進室長の岩本と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

 本日の会場には、委員の皆様の机にマイクはございません。ご発言の際には挙手いた

だいてから発言をお願いします。 

 それでは、委員の出席状況についてご報告します。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います。本日は大森

委員が欠席ですが、くろまぐろ部会委員の６名中５名の方が出席されており、定足数を

満たしていますので、本日の部会は成立しますことをご報告します。 

 次に配付資料の確認です。まず、議事次第、その後ろが資料一覧、資料１から資料３

、参考資料です。不足等がありましたら、事務局のほうまでお願いします。 

 それでは、報道関係のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。撮影の方はここ

でご退席願います。 

 本日は委員改選後、初めての部会となります。第６回までは山川部会長が引き続き部

会長を務めるとしておりましたが、委員の皆様方の互選により、新たな部会長が選任さ

れるまでの間は、私が進行を務めます。 

 それでは、資料１の委員名簿に沿って委員の皆様方をご紹介します。 

 まず、最初に川辺みどり委員です。 

○川辺委員 東京海洋大学の川辺です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 田中栄次委員です。 

○田中委員 田中です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 谷綾一委員です。 

○谷委員 谷ですが、どうぞよろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 堀内精二委員です。 

○堀内委員 堀内です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 山川卓委員です。 

○山川委員 山川です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 冒頭でご説明しましたが、大森敏弘委員は本日、欠席されていま
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すが、事前に本日の議論に関してご意見をいただいていますので、審議の際にご紹介い

たします。 

 引き続きまして、本日、出席の水産庁職員の紹介をします。 

 資源管理部長の神谷です。 

○資源管理部長 神谷です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 審議官の太田です。 

○資源管理部審議官 太田です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 沿岸遊魚室長の石塚です。 

○沿岸遊魚室長 石塚です。どうぞよろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 かつお・まぐろ室長の齊藤です。 

○かつお・まぐろ室長 齊藤です。よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 管理調整課の岩本です。よろしくお願いします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は議事が４件ございます。議事進行への

ご協力をよろしくお願いします。 

 まず、最初の議題、部会長の選任については、水産政策審議会令第６条第２項の規定

により、委員の互選によることとされていますが、いかがいたしましょうか。では、川

辺委員。 

○川辺委員 以前から会長を務めておられました山川先生が適任ではないかとご推薦を

申し上げます。 

○資源管理推進室長 ただいま川辺委員から山川委員を推薦する旨のご発言がございま

したが、その他、ご発言はございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○資源管理推進室長 ご異議がないようですので、山川委員を部会長に選任することと

してよろしいでしょうか。 

 それでは、山川委員にご就任いただき、これからの議事進行をお願いしたいと思いま

す。山川委員、部会長の席に移動をお願いします。 

○山川部会長 では、部会長を仰せつかりました山川です。先ほどの資源管理分科会で

もご報告がありましたように、ＷＣＰＦＣ北小委員会で残念ながら全体の増枠は認めら

れませんでしたが、繰り越し分がこれまでの５％から獲り残した分は17％まで残せるこ

と、それから、大型魚について台湾から300トンが移譲されることが決まったということ
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で、くろまぐろの枠を有効に利用すべく国内でどういうふうに使っていくのか考える必

要があります。しかし、一方で関係する漁業種類は非常に多いということで、漁業調整

という点で様々非常に難しい問題が従来からあります。また、定置網で獲っているくろ

まぐろ以外の他の魚にまで影響が及びかねないという問題もあり、そういう意味で、今

後、日本のＴＡＣ管理をさらに進めていく上で、試金石となるような非常に重要な魚種

ではないかと考えていますので、よろしくご協力くださいますようお願いします。 

 では、審議に移りたいと思います。 

 続いて２番の議題は、部会長代理の指名についてです。水産政策審議会令第６条第５

項の規定では、部会長に事故があるときは当該部会に属する委員のうちから、部会長が

あらかじめ指名する者がその職務を代理すると規定されています。ついては、私から田

中栄次委員に部会長代理をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、田中委員、よろしくお願いします。 

 それでは、次の議題に進みます。次の議題からは、本日、調査審議する議題です。ま

ず、議題に入る前にくろまぐろ部会の趣旨及び本日の開催趣旨について事務局から説明

をお願いします。 

○事務局 事務局を務めます竹川と申します。よろしくお願いします。 

 資料２－１ 水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会の設置についてという資

料をご覧ください。設置の趣旨についてご説明します。資料１にありますように、本部

会の設置の趣旨としましては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づくくろ

まぐろの漁獲可能量の配分方法に関し調査審議することが設置の趣旨です。 

 次のページの資料２－２で本部会の運営についてご説明します。本部会の運営ですが

、第２条、部会審議事項の扱いをご覧ください。２条におきまして、この部会は調査審

議結果を分科会に報告するものとし、分科会はその結果を審議し、議決するとなってい

ます。つまり、本部会で決定する考え方というものは、その後の分科会で審議し、決定

されるということです。また、参考人の選任という項目を第３条に設けておりまして、

必要に応じ、関係漁業者等を参考人として選任し、部会への出席を求めることができる

ようになっています。この規定に基づきまして、昨年は参考人の方を呼んで、そして議

論を行ったというところです。。 

 そして、最後に資料２－３が本部会の議論の進め方になります。本部会の議論の進め

方ですが、まず、審議事項としては先ほど申し上げたとおり、海洋生物資源の保存及び
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管理に関する法律に基づき、くろまぐろの漁獲可能量の第５管理期間（2019年漁期）以

降の配分のあり方について調査審議することとなっています。 

 議論の進め方としましては、２番の（１）からですが、こちらについては昨年のくろ

まぐろ部会の中で議論し、（１）から（３）までの進め方に沿って考え方を整理したと

ころです。そして、８月の資源管理分科会で（４）の条項が加わりました。（４）は、

WCPFCの管理措置の変更等により、取りまとめられた考え方に変更が必要と部会長が認め

る場合は、（３）に基づき、部会委員で総合討論を行い、これを変更するとなっていま

す。本日の部会はＷＣＰＦＣの管理措置の変更が行われる可能性があるということで、

この規定に基づきまして、検討を行うために招集されました。 

 ご報告は以上です。 

○山川部会長 ただいまのご説明について、何かご質問、ご意見等がありましたら、よ

ろしくお願いします。 

 特に無ければ、具体的な議事に進みます。議題（３）、ＷＣＰＦＣ北小委員会の結果

についてと次の（４）番目、2020年漁期（第６管理期間）の配分の考え方について、こ

の２つは互いに関連する議題ですので、同時に審議していきたいと思います。事務局か

ら資料の説明をお願いします。 

○事務局 それでは、資料３に沿って説明します。 

 まず、本日の部会の進め方ということで、１ページ目の１番のスライドをご覧くださ

い。まず、背景説明ということで2019年ＷＣＰＦＣ北小委員会の概要について、その後

、第５管理期間以降の現在の漁獲可能量の配分の考え方についてご説明します。その後

、本日、調査審議する事項である今回のＷＣＰＦＣの結果への対応についてご議論いた

だく形になります。そして、最後に本部会の結論をまとめていくことになっています。 

  それでは、説明に入ります。 

 そして2019年ＷＣＰＦＣ北小委員会の結果の概要です。先ほどの資源管理分科会で審

議官から説明していますので、要点だけ説明します。次のページの４番のスライドをご

覧ください。今回の調査審議には、結果概要が関連します。2020年の措置として以下の

２点が合意されたということで、①番、2019年の漁獲上源の未利用分に係る繰り越し率

を現状の５％から17％に増加、②番、大型魚の漁獲上限を台湾から日本へ300トン移譲、

この２点が変わったところです。本日はこの２点について国内の管理措置をどうするか

という点を議論していただくことになります。 
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 なお、この２点は今後、12月の年次会合において承認が得られれば、正式に決定され

ます。本来、このような管理措置の変更は、正式決定後に議論すべきですが、12月に正

式決定、そして、１月から管理開始となると、事前にルールを決めておかなければ間に

合いませんので、本日は決定の前に事前に部会を開催し、議論するという段取りしてい

ます。 

 続いて、第５管理期間以降の漁獲可能量の配分の考え方についてご報告します。４ペ

ージのスライド６番に、昨年のくろまぐろ部会で取りまとめられました第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のポイントをお示ししています。 

 まず、黒丸の１番ですが、基本的な配分はＷＣＰＦＣの基準年を基本とし、そして、

近年の平均の漁獲実績を勘案しています。そして、実績以外に配慮すべき事項として以

下２つの点がまとめられています。１点目は混獲回避の負担、経営の依存度等を考慮し

て配分するということですが、実際には大型魚については管理体制が整っていない沿岸

漁業等へ配慮するということになっています。そして、もう一点が資源評価に用いるデ

ータ収集の考慮として、沿岸漁業の一部のひき縄漁業、近海かつお・まぐろ漁業のはえ

縄漁業に対して配慮するということになっています。そして、最後にその他の管理とい

うことで、漁獲枠の融通の仕組みを策定することが決められています。 

 この考え方に基づき、７番のスライドに実際の配分をどのようにしたかを記載してい

ます。１番は基本的な配分で変わりませんが、２ポツ目、混獲回避等への配慮として小

型魚の部分に記載があります。ただ、小型魚の留保が多くないということもあり、小型

魚は留保から追加配分といった配慮は行っておりません。 

 一方、大型魚は、沿岸漁業に対して直近３年の最大実績を考慮して上乗せ配分を行っ

ています。また、配分量が少ない都道府県に対しては、混獲管理のための一定数量の上

乗せ配分として一律５トンの配分を行っています。また、データ収集への配慮として、

先ほど申し上げた漁業に対して上乗せ配分を行ったところです。配分実績については、

次の８番、９番のスライドに書いてありますので、後ほどご覧ください。 

 続いて、10番のスライドをご覧ください。くろまぐろの管理の考え方が現在、どのよ

うに変遷してきたかというところをご紹介します。 

 まず、くろまぐろ管理の考え方ですが、当初は漁獲枠を守ることを優先しておりまし

た。この図でいくと左の部分、我が国漁獲上限の遵守というところに重きを置いて管理

しておりました。これは、資源回復のためには上限を超えないように管理することが重
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要であり、さらにこの上限を超過すると国際交渉において影響が出るおそれがある、そ

のようなことから、管理を進めるために主な取り組みとして漁獲枠を細分化して管理す

るという方向でやっておりました。 

 しかし、実際の管理では消化率が上がってこないという問題が生じています。右側の

青い枠を見ていただきたいんですが、漁業経営を考えれば、当然、漁獲枠は最大限、有

効活用すべきなんですが、未利用分が多く出てきているという状況でした。 

 また、未利用分が多いと今度は国際交渉においても影響が出るおそれがあります。実

際に増枠の必要性を訴える際に、枠が余っていれば説得力が低下するというデメリット

があります。そのために昨年から主な取り組みとして、配分量の融通の促進をやってい

ます。ただ、現在のところ、なかなか進んでいないところもありますので、枠の融通は

さらに流動化していく必要があるというのが現在の状況です。 

 そして、枠の融通の中と、もう一つの方法として繰り越し制度があります。これは昨

年のＷＣＰＦＣで決定された措置を国内でどのように運用しているかというご紹介です

。昨年のＷＣＰＦＣで我が国の漁獲上限のうち、未利用分について５％を上限に繰り越

すことができるようになったため、国内ルールを整備するために基本計画を変更しまし

た。具体的には、国全体で５％を繰り越すことができるものを国内ルールに当てはめた

ときに、漁業者からの要望としましては自分の獲り残しを乗せてほしいという希望もあ

り、基本的には大臣管理漁業ごと、都道府県ごとに獲り残しの５％を翌年に繰り越せる

という形でルールを設定しています。これが現在の繰り越し制度の現状です。 

 以上がこれまでの管理、取り組みなどのご報告になります。 

 続いて、本日の検討の内容に入ります。今回、検討すべき項目と議論のポイントをま

とめました。前のほうにも書いてありますが、今回はＷＣＰＦＣ北小委員会の結果を受

けて、繰り越し率が変更したことで国内の中でのルールをどうしていくかというのが議

論のポイントの１つ目です。もう一つが移譲された大型魚300トンをどのように配分して

いくか。こちらがもう一つの議論のポイントになります。 

 具体的な論点については次のページになります。14番のスライドをご覧ください。繰

り越し制度というのは他のまぐろ類のRFMOにおいても用いられている仕組みです。我が

国全体の繰り越し率、今回17％という数字は2020年だけの措置であり、来年以降の繰り

越し率というのは現在のところ、未定です。 

 一方、繰り越し率については当然、繰り越すに当たって大臣管理漁業、都道府県ごと
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にパーセンテージを今後も設定していくことになります。ただし、この繰り越しのパー

センテージを引き上げると、当然ですが、国の留保の増える分が減っていくし、このパ

ーセンテージを下げると国の留保が増えていくというトレードオフの関係があります。

小型魚の繰り越し数量がどのような考え方になっているかについて、前方のモニターに

映っているスライドと同じものを委員さんのお手元には資料としてお配りしています。 

 これは現在の漁獲量と漁獲枠をもとに、今後、どのように漁獲がいくか、そして、繰

り越しの数量がどのような配分になってくるかを推定した表です。上の青いのが小型魚

、下の緑が大型魚になっておりまして、例えば小型魚であれば3,757トンの枠に対して、

これはあくまで推定値なので、どうなるかはわかりませんが、このままでいくと2,870ト

ン程度は獲るだろうという見込みになります。そうした場合、各都道府県、各漁業種の

繰り越し率を変動した場合にどうなるかというのをあらわしているのが、下の青の上か

ら２つ目の表になっています。現在の繰り越し５％というルールになっているので、都

道府県ごとに５％ずつ繰り越すと、大臣管理漁業は80トン、都道府県は87トン増えます

。一方、国全体は17％が繰り越せますので、残りを全部国の留保にしていくと、国の留

保は513トンまで増えていくことになります。 

 一方で、繰り越しの見込みをそれぞれの繰り越し率を17％まで引き上げると、それぞ

れの漁業種類の繰り越しで回ってくる数字は増えますが、国の留保の部分は220トンほど

しか増えなくなる。このような形でそれぞれ個別の繰り越し率を上げれば、全体の留保

が減っていくという関係になります。大型魚についても同様に、繰り越し率を上げてい

くと、漁業種類ごとの繰り越しで持つ分は増えるんですが、国の留保となる分が減ると

、こういった関係になっています。 

 こういった点から考えて、実際に今、それぞれ５％ずつ漁業種類ごとは繰り越せるル

ールをどう変えていくのかというのが議論の１つ目のポイントです。、繰り越し率の上

限を現行の５％から上げることとした場合、上限を17％とすることには課題があるとい

うことで、どの程度に設定するのかが議論のポイントです。当然、これの設定に従って

国の留保が変動しますので、それをどうするかというのが次の論点の２番目のポイント

になります。 

 なお、こちらには載っていませんが、資料にある考慮すべき点、議論に当たり考慮す

べき点が４点ほどございます。当然、漁業者ごとの繰り越し率を上げれば、自分のもの

になりますから、それを獲ろうという意欲が生じることが想定されます。一方で、繰り
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越し率が高過ぎると未利用となる枠が多く発生して、消化が進まない可能性というのが

当然出てきます。また、繰り越し率が高過ぎると当年での融通が進まないというデメリ

ットも想定されます。また、最後ですが、それぞれの繰り越し率が低い場合も、低いと

未利用分の多い漁業者はもっと自分が来年へ繰り越したいという気持ちが生じますので

、不満を感じる可能性というのもあります。これらを考慮して、それぞれの繰り越し率

をどう設定するのが良いのかということをご議論いただければと思います。 

 続いて論点②です。論点②は繰り越して国の留保が増えた場合、これをどう配分する

のかという点です。これは小型魚と大型魚で事情が違いますので、それぞれを分けて議

論していただければと思います。配分の考え方ですが、もともと、留保の配分について

は昨年のくろまぐろ部会で一つ結論が出ています。 

 紙の資料の17番のスライドの下のほうに書いてありますが、留保の配分において配慮

すべき事項として、混獲回避は特に放流等の作業負担が大きい漁業は経営的にも負担が

大きい、負担の程度を具体的な数的指標を用いて算定することは難しいが、配分に当た

り、一定程度、考慮するという規定がございます。この規定に基づくと、放流等の作業

負担の大きいところに配分すべきという議論があるかもしれません。そういった中で、

前のスライドにあるとおり、これまでの部会の方向の経緯から見て、沿岸漁業への配分

を優先するということは考えられないかということが一つの論点になります。 

 そしてまた、この配分を沿岸漁業にした場合ですが、配分の方法をどうするかという

ことももう一つの論点です。来遊の変動などによる混獲回避への配慮として、現在、大

型魚でやっているような一律数トンの配分をするのかどうか、この点ももう一つの論点

かと思っています。また、大臣管理に配分する場合は、実績比率という形でよいのかど

うかというのが論点になってくるかと思います。 

 一方、大型魚です。次のページに大型魚につきましても同様の論点があります。一方

で、それぞれの都道府県別、それから、大臣管理漁業別には、その中身で何を優先的に

やっていくのかというお話があるかと思っています。都道府県に大型魚を留保から配分

する場合は、基本的にはこれまでの配分の考え方に従って近年の最大実績を考慮して配

分する、こちらが良いのかどうかということをご議論いただきたいと思います。 

 下の議論に当たり考慮すべき事項に書いてありますが、現在は近年の最大実績という

のは2015年から2017年の実績を使っています。一方で、2018年、昨年度の実績を使って

ほしいという県も多数あります。いわゆる直近のデータです。それを考慮すべきかどう
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かも、議論のポイントになるかと思いますし、もう一点、最大実績といっていますが、

昨年の配分では留保する数量が少なかったことから、最大実績を配慮して、最大までは

いきませんが、最大実績に近い形の配分をしています。まず、そこの部分を配分すべき

かどうかというのも、もう一つのポイントかと思っています。 

 また、一方で大臣管理に配分する場合は、資源評価のために近海かつお・まぐろ漁業

における漁業データ収集に配慮して配分すべきかどうかが論点になります。 

 そして、一番最後に、大型魚の移譲分300トンの配分に関する議論です。こちらは２つ

議論がありまして、一つはそのまま大型魚で配分するかどうかです。大型魚で配分する

場合には、先ほどの論点②の話と同じですが、留保をどう配分するかと同じような議論

になるかと思います。一方で、国内調整が必要ですが、大型魚の一定量を小型業に転換

して配分することはできないのかというところがもう一つの論点かと思います。 

 以上が本日、議論していただく大きな３つの点になります。以上の点についてご議論

いただければと思います。 

 以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局からご説明がありましたが、個別の論点について議論する前に、まず

、現行の繰り越しルールの説明までのところについて何かご質問、ご意見等がありまし

たらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 では、具体的な検討に入りたいと思います。論点は大きく３つです。まずは繰り越し

率17％をどのように国内ルールに適用していくのかということについて議論したいと思

います。先ほどの資料でいくと８ページ、論点としては現行の５％から上げることとす

るが、上限を17％とすることには課題が多いのではないか、あるいは繰り越しの残りに

ついては国の留保とするかどうか、こういったことが論点になってこようかということ

ですが、委員の方々からご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。堀

内委員。 

○堀内委員 まず、ＷＣＰＦＣにおいて非常にタフな会合で、私としては最初は多分、

ゼロ回答だろうなと予想していました。それが繰り越しが５％から17％、今、暫定的で

はありますが、台湾から大型魚の300トンを融通していただいた。これは我々漁業者にと

っては非常に大変嬉しいことでした。この17％は報道されていますよね。17％が報道さ

れている中で、漁業者は17％がくると思っています、現状では。また、17％をどうする
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かということなんですが、現場の感覚でいくと一回発表した17％は、漁業者にすれば、

それしか頭にないと思います。ですが、繰り越しの残りを国の留保で使う。私はこれは

非常に有効だと思います。ですので、非常に各地方の漁協とかに説明が必要だと思うん

ですが、17％は一回忘れてもらって、せめて10％を各都道府県に繰り越す。残りの７％

を国が留保枠で持っているのが私としてはいいかなと思います。 

○山川部会長 17％という、そういう報道があったわけですが、17％じゃなくて例えば

10％に抑えて、それで留保枠となった分をまた新たに有効利用していくというご意見で

すが、他の委員の方はいかがですか。谷委員。 

○谷委員 我々沖合のまき網においても、全てを全部使ってしまおうという考え方にな

ってしまうと、来遊量が増えたりしたときの対応というのがかなり困難になるというの

は何年か前に経験したことですので、一定数量を国のほうで留保で持っていただいて、

そういうリスクに対する備えというので使っていただければなというのが一番いいのか

なと。あとは各漁業種類に配分するのは、それぞれの漁業種類にちゃんと平等に、同じ

だけのパーセントで振り分けていただければいいと思います。 

 とにかく繰り越し分は結局、未消化の部分でしょうから、まずは国に与えられた枠の

消化率を上げるということを考え方の基本として今回は置いているわけですから、まず

、そこをしっかりやっていくということが大事なので、その結果、どうしても未消化に

なった部分の繰り越しということであるならば、例えばそれが10％なら10％でも構いま

せんが、各漁業種類にしっかりとその分はまず公平に分けていくということをしていた

だければ、私どもとしてもやりやすいのかなと思っています。 

○山川部会長 田中委員、川辺委員はいかがですか。田中委員。 

○田中委員 田中です。 

 消化率を考えたら誰かがコントロールしないと上がらないわけですから、国が留保す

るというのには賛成です。それから、もう一つはルールは単純なほうがいいので、５か

10かというチョイスだと思うんです。7.5はないと思うんです。だから、５か10で国とし

て消化率が上がるほうというのが一番理想ではないかと。留保分が公平に与えられるの

であれば、国に枠が多くても不平不満というのは出てこないだろうと思いますので、そ

ういう配分方法が可能なのであれば、ある程度、国に留保が多くてもいいようには思い

ますが。 

○山川部会長 川辺委員、お願いします。 
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○川辺委員 私も国が留保するというのは賛成です。できるだけ多く留保されたほうが

いいような気もしているんですが、おそらくそれでは漁業者の方々は不満に思われると

思うので、今、田中委員が仰ったようにルールは簡単なほうがいいと。多分、５の２倍

で10ということですか。それとも区切りがいいから10という感じなんでしょうか。シン

プルでいい数字というのは確かに10かなと思いつつも、もっと他にもあるのかなと。そ

の辺はよくわからないんですが、留保という方向では賛成しています。よろしいでしょ

うか。 

○山川部会長 委員の方々はおおよそ皆さん、ご意見は一致していると思いますが、数

字をどうするか、例えば17の半分ということで8.5にするとか、そういうことだと堀内委

員が冒頭で仰ったように、17％という数字が既に報道されている中で半分というのはな

かなか印象としてもかなり現場として受け入れていただけるかがまた心配になるかなと

いうような、そんな気もします。10％と７％だったら現場のほうにくる分が10というこ

とで、そっちが多いというような、そんな印象になるのかなというような気もしますが

、いかがですか。 

○堀内委員 今、現場のほうでは本当に17％を全部よこしてくれという意見がほとんど

です。ですが、我々が17％を非常によく考えたいというのは、漁師のモチベーションの

持ち方なんです。我々はわざと残しているわけではなくて、相場の高いときに合わせて

例えば11月から12月に釣り、はえ縄で漁に出ます。去年はそれに大体合わせていたんで

すが、ちょうどその時期、まぐろが全然いなかった。９月、10月は獲り控えをしていて

、高いところでいこうと、それで結構、残ったという。 

 各地で状況は違うと思います。私のところ青森はまさにそれで大量の残枠を残してい

る現状です。ですので、この17％は本当にこれから漁業者がそういうときに備えて、本

当はまだまだ欲しいというのが現状だと思います。でも、そこはある程度、国のほうが

コントロールしないといけないので、留保枠は国のほうで私は７％、現場には10％とい

うのがいいかなと思います。 

○山川部会長 では、ほぼ意見としては委員の方々は同じ意見かなと思いますので、現

行の５％から繰り越し率を上げることとしますが、上限を10％とするということでよろ

しいでしょうか。繰り越しの残りの７％分については国の留保とするということでまと

めたいと思いますが、よろしいですか。では、そのようにさせていただきます。 

 それから、もう一点、忘れておりましたが、この繰り越し率に関連する意見としまし
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て、事前に大森委員からいただいた意見を紹介いたします。大森委員からの意見につい

て読み上げます。 

 各地域によって漁獲のピークが異なり、また、年によって来遊状況も異なるため、沖

合の第５管理期間において獲り残しが生じる場合には、枠の繰り越しではなく、沿岸の

第５管理期間の１～３月に優先的に融通することによって、活用できるよう検討してほ

しいということです。 

 この意見は、今期の大臣管理漁業の未利用分について、管理期間が沿岸とずれている

という、そこを利用して管理期間がずれている沿岸漁業が今期、第５管理期間の間に利

用できないかというものかなと思います。繰り越し率の設定によって対応が変わるとか

、色々なことがあるのかなと思いますが、これについて何かご意見があればよろしくお

願いします。堀内委員。 

○堀内委員 第５管理期間においての獲り残しで、これを第５管理期間の１～３月に優

先的に融通するという、これは非常にいいと思います。今、立ち入り的なことでいうと

、青森はほぼ１月の頭でまぐろの漁は終わります。１月から増えてくるのは長崎とか西

日本、あと、北陸が現在、沿岸のほうに多く入ってきています。これは水産庁がきちん

とリーダーシップをとって残枠の配分ができると思いますよ、私は現状。 

○山川部会長 これについては、この文面は実際にどういう意味なのか、不明確な部分

もあるようには思うんですが、大臣管理の未利用分を今期、沿岸に融通した場合に、大

臣管理の未利用分がなくなるわけですよね。そうすると、来期、大臣管理の繰り越し分

がなくなるという、そういう理解でよろしいんですか。大森委員のご意見の真意につい

て何か水産庁のほうで聞いておられますでしょうか。 

○事務局 この意見については、先ほど部会長が仰ったように、大臣管理の未利用分を

繰り越さずに全て使ってしまって、そのうちの間には第５管理期間の間により有効活用

すべきだというご意見であって、では、大臣管理の繰り越しで残した分はどうなるのか

というところまでは特に言及されていないという内容になっていますので、単純にこれ

だけを見ると大臣管理は繰り越しできずに、沿岸に回してしまうような感じなのかなと

いうふうには感じていますが。 

○山川部会長 谷委員。 

○谷委員 私もこの文面だけで、そこら辺の状況というのはよく飲み込めていなかった

ので、何を言えばいいんだろうと思っていましたが、今のようなお話であると、それは
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断固として我々としては反対せざるを得ない。まず、未消化の分がどれだけ出るかとい

うのもまだわからない状況ですよね、年末を迎えるまでに。私どもの海区では11月から

12月にかえてヨコワの回遊というのが結構例年出てきている。今までなかなか消化がで

きなかったというのは、大体が小型魚をとにかく大型魚に獲る量を分けてでも、小型魚

を抑制しようという全体的な流れの中で、絶対にオーバーはできないぞということで、

厳密な管理をやっていた結果、怖くて獲れなかった部分が多かったというのが実情なん

です。 

 ある程度、そういった枠のところに上限のところに少し余裕が出てくれば、我々とし

ては常々申し上げていますが、近場で見えるところに反応のあった魚に、それを使わせ

ていただくということをやっていくのが一番経営的には資するやり方でもありますので

、ヨコワの食文化といいますか、九州北部のほうではかなり有難がられる魚種でもあり

ますし、それを供給していくというのが我々まき網としても、漁業者としての一つの責

務でもあると思っているんです。 

 それをこの時点で未消化が出たらという言い方なんでしょうが、そこを決められると

、まだ、沿岸漁業者と争いの種にならないかなと、獲るなよとクレームがついたらどう

しようかなというような話にもなりますので、ここは私どもはそういった大型魚への振

りかえと、それとあと、留保分も我々の枠のところからより多く国の方にとりあえず差

し上げて、お預けしている状況の中で、むしろ、留保分をもし分けるのであるならば、

まずは我々に返していただくのが一番筋としては通っているんじゃないのかと。1,500ト

ンと決められていれば、その中で我々は絶対に超さないように運用していきますし、と

いうところがありますので、この大森委員の話が本当に我々のを使い切ってしまってと

いうところが真意であるならば、絶対に許容できないと思っています。 

○山川部会長 堀内委員と谷委員は、そういうそれぞれのお立場からのご意見ですが、

田中委員はいかがですか。 

○田中委員 田中です。 

 貸し借りの話なら、お互いにこれはいいと思うんです。余っているからくださいでは

、それは飲めない話なので、その辺の趣旨がはっきりしないと。はい、そうですかとい

うふうには、ここの場では答えられないと思うんです。貸し借りか、そうでないかとい

う点をまずは確認しないと、貸し借りで譲っていただけるかどうかということについて

話し合うというのはできると思いますが。 



 - 15 - 

○山川部会長 そういう貸し借りかどうかという、大森委員からはそういう話は伺って

いないということですか。 

○事務局 明確には伺っておりませんが、貸し借りという話ではなく、あくまで有効活

用という形で使えないかというお話だったです。 

○谷委員 結局、未消化があった場合の話ということで仰られるのならば、先ほど堀内

委員のほうからも言われたとおりで、時期を外した関係もあってかなり余らせていると

いうお話が先ほどありましたよね。沿岸のほうでもそうやって余っているのであれば、

そちらをまず有効活用していくということを考えれば、それを獲り切った上での話で今

のような話が出てくるならまだしもわかるんですが、お互いに未消化の部分がある中で

、我々は12月で締め切りですが、そこから先の１～３月のところで未消化分もやるよう

にレールを敷かれるというのはとても許容できない。 

 まずはとにかく原則で、くろまぐろ管理の考え方で、先ほどご説明があったように漁

獲枠の消化率の向上をまずしっかりやっていくんだと、決められた枠をまずしっかりこ

なすと。そこで、認められた分についての増枠があれば、それもしっかりと消化してい

くように、常々から我々漁業者が一丸となって努力していく、融通するところはするに

しても、先ほども申し上げましたが、我々まき網のほうは十分に留保枠その他で協力し

ているつもりではいますので、その上でさらにということでもありますし、繰り越し枠

が残らないような措置をされるのはとんでもない話だと思っています。 

○山川部会長 まずは沿岸の間で融通を何とかうまくやって、枠の有効利用を頑張って

いただく。その上でもし足りないという話であればということですが、いかがですか、

堀内委員。 

○堀内委員 沖合の第５管理期間において獲り残しという文面がありますが、私の推測

では、沖合はきちんと管理ができているんです、現在。留保枠もきちんと自分でコント

ロールして大中まき網はやっているんですよ。ですから、そういう意味で、大森専務か

らこういう意見が出たんじゃないかと。多分、現状でいくと大臣管理はきちんと残して

いる分をどうせ残すのだったら沿岸に回してくださいという、そういうニュアンスじゃ

ないかなと思います。 

 何も最初から今、残っている時点で全部をよこせと言っているわけではなくて、コン

トロールできる大中まき網と我々沿岸はなかなかコントロールが定置に関しても難しい

と。そこの考え方だと思うので、よこせというのは乱暴な発言ではないかと。でも、そ
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ういうニュアンスだと思います。きちんと大中まき網は管理ができると。でも、我々沿

岸は入ってきたり、出ていったりするので、その管理ができないという、その違いだと

思います。 

○山川部会長 いずれにしても、この問題は相手のあることということです。ので、こ

の部会の中で決めるべきこと、ルール化すべきことというよりは、現場でそれぞれの方

同士で交渉していただく、そういうことなのかなと思いますので、論点①の繰り越し率

の上限をどうするかとか、それとはまた別の話になるのかなというような気がしますの

で、この部会の中で何か明確にルールとして書き込むというようなことはせずに、現場

で協議していただくということでいかがでしょうか。 

○谷委員 いわゆる台湾からの大型魚枠300トンの移譲が決定した暁にはというような形

で、結局、そこの部分との取引みたいな形に感じるんですよね。我々は小型魚枠、大型

魚枠とせっかく分けてやっているのだから、台湾から大型でもらった分は大型で処理し

ていくべきなんじゃないのかなというのがまず一つなんです。 

○事務局 すみません、その論点はまた後ほどやりますので。 

○谷委員 書かれてあったので。だから、それは全然別物として扱っていただかないと

困るかなという。 

○山川部会長 300トンをどうするかという、それについてはまた後ほど議論させていた

だきます。よろしくお願いします。 

 では、論点①繰り越し率の上限はこれくらいにして、次の論点に進みたいと思います

。次の論点は、繰り越しによって留保する数量が増えた場合に、その数量をどういうふ

うに配分するかというものです。まずは小型魚について議論したいと思います。資料で

いいますと９ページのところです。なお、この件についても大森委員から意見をいただ

いていますので、読み上げます。 

 留保枠等の配分に当たっては、漁業管理に苦労している沿岸漁業者に優先的に配分し

てほしい。 

 それでは、配分の方針などについてご意見をお願いします。論点としてはこれまでの

経緯から見て沿岸漁業への配分を優先するということでよいかということと、それから

、留保の増加分について来遊の変動などによる混獲回避への配慮として、一部を均等に

配分してもよいかということ、それから、大臣管理漁業に配分する場合に、実績の比率

で配分することとしてよいかという、この３点ぐらいということですが。田中委員。 
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○田中委員 小型魚は沿岸が大分苦労しているところだし、大体こんな感じでいいんじ

ゃないかなと思います。それから、２点目の一部を均等配分するというのは、本当に１

トン、２トンしかないところは一度来ると大量に逃がさなければいけないから大変なこ

とになるので、そこを少し定額というか、２トンとか３トンとか５トンとかに分けてあ

げたら、大分楽になるんじゃないかということで、その方法は悪くないんじゃないかな

と思います。 

○山川部会長 他にいかがですか。田中委員が仰るように、一部を均等に配分するとい

う、これについては大型魚については当初への上乗せ配分で、一部を均等に配分するこ

とが行われていたわけですが、小型魚については残念ながら第５管理期間の留保枠とい

うのが少なかったということもあり、そういう措置をとることができなかったというこ

ともあります。これを機会に、そういう少ないところで急に来遊してしまって、それに

よって操業をストップしないといけないというようなことを避けるためにも、これはそ

れなりに有効なんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。堀内委員。 

○堀内委員 最初の小型魚の配分方針、できれば、この配分方法でお願いしたいと思い

ます。２番の沿岸漁業に配分する場合も、この文面どおり、一部を均等に配分したほう

が、去年、一昨年、今年と魚の入り方がかなり変わってきています、日本全国で。今ま

で獲れなかった太平洋側の沿岸に大型のクロマグロが来るようになりました。それで、

日本海側のほうは大型のまぐろが沿岸に寄ってこないで、沖合を走るような現状だと思

っています。多分、今年のデータはこれから取ると思うんですが、来年度になるとまた

回遊パターンが変わってくると思います。ですので、私は近々の例えば今年とか去年の

数量を増加したところもある、またはお願いしているところもあると思います。 

 それで、公平にやるのであれば、一部を均等に配分したほうがいいのではないかと思

います。そうでなければ、多分、西日本の方で大型のまぐろがかなり増えて獲れている

と思います。その一部の地域だけに多く配分してしまうと、他の県、他の業種からも不

公平だという話が出ると思います。大臣管理に配分する場合も同じで、実績の比率で配

分するほうがいいと思います。 

○山川部会長 いかがですか。谷委員。 

○谷委員 そもそも、なぜ国で留保するのかというところは、先ほどのお話でも要する

にリスクを回避するためですので、それを沿岸であれ、我々大臣許可であれ、今の資源

の獲れ方によって危ないなと思うところに、そこは全体を管理されている水産庁の意向
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で有効に使うと。そうすることで消化率も上げるということになるでしょうから、そこ

はお任せする感じになると思うんですよね。 

○山川部会長 おおよそ委員の方々でご意見は同じ方向かなと思いますが、そうすると

９ページの原案に書いてあるような形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山川部会長 では、そのようにさせていただきます。 

 では、次の大型魚について議論します。ページでいきますと10ページです。大型魚に

ついても大森委員からのご意見は、先ほどと同じ内容ですが、留保枠等の配分に当たっ

ては、漁業管理に苦労している沿岸漁業者に優先的に配分してほしいということです。 

 大型魚につきまして10ページの論点としては、これまでの経緯から見て沿岸漁業への

配分を優先するということでよいか、それから、都道府県に配分する場合に、これまで

の配分の考え方に従って近年の最大実績まで配分するということでよいか、それから、

大臣管理漁業に配分する場合、資源評価のため、近海かつお・まぐろ漁業における漁業

データ収集に配慮することでよいかという、こういったことがありますが、ご意見をい

ただければと思います。よろしくお願いします。堀内委員。 

○堀内委員 大型魚の配分方法として、これまでの経緯を見て沿岸への配分を優先する

ことでよいかという前に、現場の漁業者には第５管理期間がスタートする前に数字を発

表したんですよ、大型に関しては。我々漁業者には説明もなく、沖合に3,000トン、沿岸

に1,500トンという数字が出ていますよね。それを我々漁業者は一度の説明も受けていな

い現状です。去年から今年にかけて、結構、いろんなその問題に関して各現場ではすご

くどういうことだと、説明の一つもない、何で沖合に3,000トンで沿岸は1,500トンなん

だと。根拠も示さない水産庁の、あのときは。我々も浜の漁業者としてどういうことだ

と。 

 私はそういうのも念頭にあって、さっき発言したのはそういう意味なんです。さっき

水産庁は沖合に向いているんじゃないかと私は発言したんですが、これがここに繋がっ

てくる。現場としては3,000トンと1,500トンの割合が発表されて、それで終わり。我々

から意見も聞かないで、この数字を出した水産庁は、現場としてはあまり信用できない

。小型魚がスタートするときでさえも、これは世界の会議だから決まったことだといっ

て、いきなり数字を出してきたじゃないですか。それを大型でも同じことをやっている

。これは沖合、沿岸にすれば、ぜひとも沿岸のほうへ配分していただきたい。 



 - 19 - 

 それと、２番のこれまでの配分の考え方に従い、最大実績まで配分するということで

よいかということがあるんですが、これをやると私がさっき発言したように際限ががな

くなると思います。2015から2017で固定しているのだから、それに合わせた比率で配分

すればよくて、各都道府県の話を聞いて西日本のどこの県だけを増やす、青森は残枠が

多いからその残枠分を引くという話にまで発展しかねない。 

 ３番目、資源評価のため、近海かつお・まぐろ漁業に漁業データ収集に配慮すること

で増枠、また、別のやつになると思うんですが、近かつに200トンを渡して、そのデータ

はあるんですか。公表されていないですよね。それはやっていますか。 

○山川部会長 まず、２点、最初の沖合3,000トン、沿岸1,500トンという、その部分に

関する経緯についてと、それと近かつのデータに関すること、それを事務局のほうから

ご説明いただけますでしょうか。 

○事務局 まず、3,000トンと1,500トンのお話ですが、大型魚の管理が始まったのは平

成30年７月からになります。その数字を出したのは直前になって出したということです

が、正しく経緯を申し上げると、一番初めに大臣管理と知事管理の部分の数字が出たの

は、前の年の平成29年の年末に大臣管理何トン、漁獲枠何トンというところまでは一応

出していたんですが、都道府県別の配分というのが出たのがまさに堀内委員が言われる

ように、７月にどんと数字が出た形になっています。 

 そのときは1,500トンよりもさらに少ない数字、なぜかといいると、沿岸は９カ月間の

管理ということだったので、七百数十トンという形の数字が出まして、その後は堀内委

員が言われるように、沿岸は聞いていないというお話があって、いろいろあったわけで

す。その後、留保の追加配分という形で枠がついて、そして、その後、くろまぐろ部会

の昨年の部会のご意見がありまして、2019年のことしの漁期の数量が言われるとおり、

3,000トンと1,500トンという数字で始まったという経緯がございます。 

 その間ですが、我々もその話を沿岸の方が聞いていないということもありましたので

、各浜に行って説明ということも何度もさせていただきました。当然、その中で皆さん

が納得されているかというところはありますが、それでも、我々としてはできる限り浜

に行って説明させていただいたつもりです。そういった中で、実際の実績よりも多く沿

岸のほうに配分する形で今漁期は始まったという状況です。。 

 そういった中で、ここの都道府県の配分の考え方で近年の最大実績とやっていますが

、私のほうから説明しましたとおり、留保する数量が少なかったので、最大までは配っ
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ていない状況もありますし、平成30年のデータというのは昨年の段階では漁期中に枠を

決めなければいけなかったものですから、使えなかったデータなんですが、ことしはデ

ータがあるので、使ってほしいというところがありますので、本来、一番近年のデータ

を使うことが直近の来遊に非常に合っているということにもなりますので、使ったほう

がいいのではないかというご意見があったということで、ご紹介させていただいておる

ところです。。 

 もう一点、近海かつお・まぐろ漁業のデータのことですが、こちらについては近海か

つお・まぐろ漁業のCPUEのデータを使って、ISCのほうで資源評価をすることになってい

ます。こちらのISCのデータにつきましても全て公表している、それで議論していますの

で、内容自体は表に出ています。ただ、我々水産庁が近海かつお・まぐろ漁業のCPUEの

データを出しているわけではなくて、科学機関でそれを議論してやっていきますので、

そちらで公表されているというふうに思っていただければと思います。 

 漁獲の実態なんですが、きょう、水産政策審議会資源管理分科会のほうで配った資料

のほうにありますが、こういう漁獲を行ったという実績のほうを出させていただいてい

ます。今、お手元にないかもしれませんが、後ほどご確認いただければと思います。 

○山川部会長 堀内委員、いかがでしょうか。 

○堀内委員 近かつに200トンを配分して、どれだけのデータがとれたのか、１万匹。 

○山川部会長 これについては神谷部長からご説明いただきます。 

○資源管理部長 WCPFCでの親魚の資源量の推定というのは、台湾と近かつの４月から６

月までの漁獲データがもとで推定されています。ですから、そこで自然の状態でちゃん

ととってもらうというのが親魚資源の回復を一番示すことになります。それは結果的に

くろまぐろの漁獲枠の増大に一番貢献するということになります。そういう大きな話が

あります。それと、その辺の詳しい話はまた田中先生とかのほうが補足説明していただ

ければと思いますが、例えばここのスライドの番号でいうと６番目のところ、第５管理

期間以降の基礎的な配分は、WCPFCの基準年（2002～04年）を基本として、近年の漁獲実

績を勘案してとございます。単純に言うと、2002～04年の大型魚の漁獲実績というのは

、まず、日本、韓国、台湾、中国とか、それぞれの国の中で実績がありますし、すみま

せん、中国はゼロ、日本の中で見ると大臣許可漁業がざっくりした数字でいうと3,000近

くで、沿岸漁業というのが1,500近くになるわけなんです。 

 一方で、もっと言いると、本当は2002～04年だけで近かつを見ると、800トン近くある
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わけなんです。ただ、直近の漁獲実績が百何トンとか、そういうことだったので、そこ

を勘案して近かつの配分というのはかなり低くなっています。では、何で低いのかとい

うと、近かつで４月から６月まで獲れるくろまぐろというのは、７歳、８歳、９歳、10

歳ということになります。ですから、今、資源の状態が非常に悪かったので、獲れる親

魚が少なかったわけです。2015年にＷＣＰＦＣの規則が入りましたが、そのときに３歳

魚だった魚がようやく８歳魚で近かつの漁獲の中に入ってまいります。これから毎年、

そういうふうになって親魚が獲れるわけですから、近かつの対象魚種とこの基準が決ま

ったところにタイムラグがあるので、そこのタイムラグの差を利用して、本来、近かつ

にいく部分が沿岸に優先に配分されているというところがあるわけなんです。 

 これから近かつのほうで本当に対象としていたものが獲れますので、そこの獲り方を

不自然に制限するとCPUEのデータが取れなくなって、ひいては資源評価の親魚の回復そ

のものが遅くなるという形になるので、これは水産庁の立場からすると、是非とも優先

課題として資源管理の観点からいうと投入したいという部分です。一方で、漁業調整と

か、皆さんの困っているという部分のバランスをどういうふうにとるのかという、そこ

の話になっています。ただ、単純に2002～04年だけでいうと、近かつのところは700トン

近くあって、そこの差というのは今、沿岸のほうに配分されていたということがありま

す。 

○山川部会長 このようなご説明がございましたが、いかがでしょうか。他の委員の方

からもご意見がございましたら。谷委員。 

○谷委員 まず、国のほうでの大型魚の留保分の相当部分というのがまき網というか、

大臣許可のほうからのとりあえず差し出されているというか、お預けしている留保分だ

ということでありましょうから、今の状況で獲り残しがあった場合、先ほどから私ども

は本当にずっと申し上げていますが、消化率をいかに上げるかというところをやってい

くんだというおおもとがある限りは、それをとりあえずはリスク回避のために沿岸の皆

さんに使っていただくための多分、留保枠だったんでしょうが、これが未消化になった

ときには、これはなるべく私どもに返していただいて、そうすれば消化率を上げること

には幾らでも寄与できるかなというふうには思っています。漁獲実績というのが一番デ

ータとしては確実なところでありましょうから、それに基づいた振り分けというのが根

底に必ずあるんだというところを実際、留保枠の配分なんていうときになったときには

、まず、そこに重きを置いてご判断いただければなと思っています。 
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○山川部会長 田中委員、川辺委員はいかがでしょうか。田中委員。 

○田中委員 先ほどから、近かつの話が出ているんですが、前回のくろまぐろ部会でも

近かつのデータがないと、まぐろが増えたという証拠が無くなるので、ちゃんとデータ

を取ってくださいとお願いして入れてもらったんです。これがないと国際会議でまぐろ

は増えているから、枠が増えるという証拠がなくなってしまうので是非ともくださいと

いって入れてもらってあります。そういう意味で、必要な大事なデータなので引き続き

取っていただきたいんですが、４月から６月にちゃんと獲るようにご指導のほうをお願

いしたい、有効にデータを取っていただきたいというお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○山川部会長 川辺委員、ございますか。 

○川辺委員 非常に難しい問題だなと思いながらご意見を伺っておりました。ただ、国

際的なルールに則って獲り続けるためには、データというのは必ず必要だというところ

は確実だと思うんです。なので、獲り方の工夫とかいうところはもちろんあると思いま

すし、でも、ある程度、獲れるようにしておかなくてはいけないということもあります

。ただ、定置で実績といいながら、必ず入ってくれるものでもないから、積極的に獲り

にいった実績というのと入ってくれた実績というものと、どうやって見ていけばいいの

かなというところが難しいなというふうに感じました。そのあたりはどうでしょうか。 

○山川部会長 堀内委員。 

○堀内委員 定置の場合は非常に難しくて、WCPFCでもデータがないと私は増枠は無理だ

と思っています。今、田中委員から伺って近かつのデータが非常に需要だということも

私は今、わかりました。今、理解しました。 

 あえてまた言うんですが、近かつに200トンを渡してデータを取っていると。私たちは

例えばうちの定置でいくと最盛期の今は３分の１です、漁獲制限で。３分の１の漁獲制

限で減っていて、我々はデータを取っていますよ。１トンもよこせと我々沿岸は言って

いないですよ。何で近かつに200トンをやってデータを取らせて、我々沿岸には１トンの

枠もなく、我々はただデータを取っている。今日も非常にいいデータがあるんです、定

置に関しては。 

 これは今年７月に取れたデータなんですが、専門的な話になるんですが、今、水産庁

のほうからがユビキタス魚探を入れて朝の４時ごろからまぐろが入ってきたんです。大

体2,000本、15キロから20キロの大きさ。我々が網起こしにいって大体６時半ごろ、網を
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上げたら魚探もそうだし、手ごたえでだめだと。それで、多分、混獲で大型も入ってい

る可能性もあるので、網を上げないで、そのまま網を落として帰ってきたんです。そう

すると、朝の７時半ごろにまぐろが全部出ているんですよ。それで、次の日、網起こし

にいった、網を起こした際には死んだまぐろが１匹もいないという。 

 だから、私が言いたいのは、近かつに200トンをやってデータを取らせて、俺たち沿岸

は今までの３分の１の漁獲でデータを取っている。まして、うちの定置は３ヶ統あるう

ち１ヶ統を潰して研究に使っているんですよ、データ取りのために。だから、データが

なければＷＣＰＦＣで勝てないというのはわかっているんです。だから、我々はそれに

向かってデータを取っている。だから、本当の近かつが取っているかどうか、俺は怪し

いと思って、今、発言したんですよ。うちのデータを見せることはできますよ、今。う

ちのパソコンで繋いで、そういうデータも出せますよ。だから、常に出せるようなデー

タを出してほしい。あまり不公平な配分はいかがなものかと思います。 

○山川部会長 データにつきまして、太田審議官、よろしくお願いします。 

○資源管理部審議官 堀内さんのところには、色々と日頃から協力していただいて大変

感謝しています。特にこの前の北委員会でも説明したんですが、定置網がいかに苦労し

て魚を逃がしているかみたいな話も説明しましたし、どういう実験をやっているかみた

いな話の中で、堀内さんのところでやられているような話も紹介させていただいたんで

すが、ただ、今、話しているデータというのは、データにもいろいろ種類があるんです

が、皆さんがとにかく一番実現したいのは増枠だと思うんです。 

 増枠するためには、親の資源が増えているということを示すとともに、加入が悪くな

いということを示さなければいけない。加入のデータは西日本のひき縄で取っていまし

て、親のデータのもとになっているのがさっきも説明がありましたが、台湾と近かつの

はえ縄、大型魚を獲っているわけですから、残念ながら、その他の漁業については例え

ば日本海とか太平洋のまき網で大型魚を獲っているデータが資源評価に使えるかといっ

たら、現時点では使えないです。定置網に大型魚が入ったのを使えるかといったら、こ

れも使えないです。 

 科学者に我々が日頃から言っているのは、はえ縄だけじゃなくて、他の漁業のCPUEの

データも何で使えないんだという話をずっと言ってきているんですが、そこはいろいろ

技術的問題があって、なかなか、難しいという回答しかなくて、それで、そういう意味

で我々としては近かつのデータ収集に配慮することで、少しでも増枠の実現の可能性が
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高まるのだったら、それは全体に裨益する話なので、そこはご理解いただきたいなと。 

 他方、まさに繰り返しになりますが、堀内さんのところなんかで取ってもらっている

データというのは、別の意味で会議で活用させてもらっていて、それによって外国の方

々も定置というのは非常に特殊な問題を抱えているんだと。その中で日本の定置網の漁

業者がいかに努力していてみたいな話を説明する際に、十分活用させていただいていま

すので、そこは全く別のデータの種類ということでご理解いただいて、ただ、その中で

も別の形で活用させていただいているというふうにご理解いただきたいと思います。 

○山川部会長 データの件について色々ありますが、私も資源評価等に一応、研究とい

う点で関わっております。データについては、その資源をどれだけ代表しているという

代表性、それがまず一つ重要な点です。それが定置網なんかの場合ですと、たまたま、

海況がどういうふうになっていたかというようなことで、定置網にわっと入ったり、あ

るいは入らなかったりという、そういう変動が結構大きいという特性がございます。そ

れもデータとして加えれば、有効に利用できる場面もあるとは思うんですが、メインの

群がどういうふうにどれくらいいてというような、それを代表するデータとしては、こ

ういうまぐろはえ縄、それを追いかけて専門に獲っているデータというのは非常に有効

に活用できますし、それからあと、長期間のデータが揃っているという、それが非常に

大きいと思います。 

 今後、いろんなＩＣＴとかを活用しながら、データを様々なところで取っていくとい

うようなことをやっていくにしても、なかなか、長期間のデータに仕上がるまでにはか

なりの期間を要するというようなこともございますので、それは今後の課題として、と

りあえず現時点で交渉ごとに使えるような、資源評価の精度を高めるという視点では、

近海かつお・まぐろ漁業のデータは非常に重要になってくるのかなというふうに私も思

ったりします。 

 いかがですか。色々とご意見が出ましたが、そういうことで、まず一番下の資源評価

のため、近海かつお・まぐろ漁業における漁業データ収集に配慮するということでよい

かという、この点に関しましては、こういうことでご理解いただけますでしょうか。 

○堀内委員 はい。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それから、次の真ん中のこれまでの配分の考え方に従い、近年の最大実績まで配分す
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るということでよいかという、この点については現行では最大実績、近年３年といって

も2015～17年度漁期ということで、それの最大までは配慮できていない、75％までしか

実際には配慮できていないということ。それから、できるだけ直近のデータまで使った

ほうが来遊状況の経年的な変化みたいなものもございますので、この点は近年の最大実

績まで配分するというようなことを行っておけば、それなりに大きな来遊があったとき

にも、対処できるというふうに思ったりするんですが、いかがでしょうか。 

 では、この点につきましても、このようにさせていただくということにします。 

 あと、一番上の大型魚の配分方針の点についてなんですが、沿岸漁業への配分を優先

するという、こういう文言は、ここまで明確に書いていいのかなというような気もする

んですが、もともと、沿岸漁業は来遊変動等が結構大きいと。それで、混獲とかもある

ので、そういったことに配慮した配分をするというようなもともとのルール上というん

ですかね、第５管理期間のルールとしては、確かそういう文言で書かれていたのかなと

いうふうに思うんですが、それなりの配慮をきちんとするということです。そういった

ことで沿岸漁業に対しても配慮するということでいかがでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 では、続きまして次の論点ということで、台湾から移譲される300トンの大型魚の漁獲

枠の配分についてということで、11ページのスライド20になります。配分の優先順位や

配分方法については、先ほどの議論が参考になるかなというふうには思いますし、また

、この大型魚300トンについては、ここに書いてありますが、大型魚として配分するのが

よいのか、国内調整が必要であるが、大型魚の一定量を小型魚に転換して配分するのが

よいかというような、そういう点が論点になろうかということです。 

 あと、大森委員からこの点に関しましてもご意見をいただいています。読み上げると

、ＷＣＰＦＣ北小委員会にて合意した台湾からの大型魚枠300トンの移譲が12月年次総会

で正式に決定した暁には、十分な国内調整の上、大型魚を沖合に増枠し、その見合いの

小型魚をくろまぐろ漁獲管理に苦労している沿岸漁業者に対して配分する等、検討して

ほしいということです。 

 以上の点につきまして、委員の方からご意見をいただければと思います。よろしくお

願いします。田中委員。 

○田中委員 田中です。 

 これは単年度限りなので、残しても損なんです。だから、確実に獲るということをま
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ず考えたほうが国としては得であると、そういう視点も考慮してやったほうがいいんじ

ゃないかと、確実に獲れるところに獲ってもらうということだと思うんです。 

○山川部会長 他の委員はいかがですか。川辺委員。 

○川辺委員 議論に当たり、考慮すべき点というところに、大型魚のニーズはどこにど

れだけあるのかというところに配慮すべきというのがあるんですが、沿岸のほうでも大

型魚のニーズというの高いものなんでしょうか。それも地域によるので、そこもまた、

配慮するということなんでしょうか。この議論に当たり、考慮すべき点というのは、漁

業種類と、それから地域の双方を考慮して議論しましょうという、そういうことなんで

すか。 

○山川部会長 これに関しては、これまでも実績というのが勘案されて、それにプラス

混獲に対する対処というようなことで、留保枠から当初に上乗せ配分として一定量配分

がなされているとか、あるいは来遊変動に対処するために直近、近年３年分の最大値、

それをめどに、実際には75％になっているわけですが、それが確保できるように上乗せ

配分をしているというようなことがありますので、それなりに地域によるでこぼことい

うのには、そういった点でこれまで配慮されてきているという点があるわけですが、そ

れに300トンが加わった場合にどうするかというような、そんな論点かなというふうに思

います。田中委員。 

○田中委員 例えば、沿岸でも獲っている人がいらっしゃるので、半々にして、その半

分を何とかするとか、そんなようなことが一つ。半々でなくても、さっきありましたが

、1,500と3,000ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思ったんですが。 

○川辺委員 幾つかオプションがあるのかなという感じはいたしました。国として考え

たときには、田中委員の仰ったように今年１年のことなので、獲れるだけ獲っちゃうと

。だから、配分というのが今は私もよくわからないんですが、大型魚として全部獲っち

ゃうというお話なんですね。半分かどうかはわからないが、大型魚として獲って、あと

の半分を国内調整に振り分けるみたいな細やかなことをやるというのが、一番皆さんの

不満のないところなのかなという気もします。 

○山川部会長 堀内委員。 

○堀内委員 これは本当に非常に難しい問題で、地区や県によって小型が欲しい県もあ

るし、我々定置は小型が欲しいんです。でも、同じ漁協の、今、ちょうどはえ縄釣りが

出ているんですが、彼らは大型の枠が全然足りないと。これはまぐろ自体が今、すごく
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大きくなって回遊してきています。当初、うちの沖合だとそんな大型は獲れなくて、津

軽海峡のほうで獲れるという状況だったんですが、ここ２年ぐらいからまぐろが非常に

大型化して沖合を走るようになっています。 

 ですので、小型がいいのか、大型がいいかというのは非常に、私も沿岸の立場という

と、谷委員と調整しなければ絶対に進まない話じゃないかなと思っています。さっき私

も言い過ぎたところもあると思うんですが、3,000トンと1,500トン、その分があるから

沿岸に回してくれたらいいんじゃないかという、当初はそういう考えだったんですが、

谷委員のほうからも公平にというお話があったので、その辺は谷委員、どうでしょうか

。 

○谷委員 まず、大型魚で全部配分するのか、小型魚でと、先ほど先走って申し上げま

したが、私は我々の業界が小型魚の採捕を抑制するために大型魚に振りかえてくるとか

、そういう意味では、小型魚を獲ることが資源に対するインパクトが大きいという部分

があるので、そういうふうにしてきた経緯がございます。 

 台湾から今年限りとはいえ、300トンの大型魚の枠がきましたというのをわざわざ小型

魚に振りかえてということがあると、我々の努力は何だったんだという話が、別に我々

が小型魚に振りかえたからといって小型魚がその分、ぽんと増えてくるわけでもないの

で、日本近海にいる限られた小型魚の今から大きくなっていこうとするのを、さらに例

えば半々であれば250トンを獲るということでありますから、それは我々の業界としては

納得しづらいかなとは思っているんです。そこは大型魚で、大型魚のほうがどうしても

水揚げの金額は上がりますし、小型魚については先ほどから申し上げているとおりで、

ある程度、まだ獲り残しがありますので、まず、そちらをどう効率よく消化するかとい

うのを考えるのが先なのではないかなというのは、業界云々というよりも私の個人的な

感じなんですが。 

○山川部会長 ありがとうございます。田中委員。 

○田中委員 田中です。 

 多分、小型魚を獲るというのは、国内の小型魚の枠の移動の意味ですよね。 

○山川部会長 太田審議官。 

○資源管理部審議官 転換してという言葉は悪かった気がするんですが、ＷＣＰＦＣの

規則上は小型魚を大型魚に転換できますが、大型魚は小型魚に転換できないので、ここ

で言っていることは端的に言うと、300トン、大型魚がきました。遠まきさんの持ってい
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る小型魚の枠の300トンと交換しましょうという、そういう話です。今までの小型魚削減

の努力が無駄になるという話とは違って、小型魚の漁獲自体は増えないんです。ただ、

そうやると遠まきさんの小型魚の管理がもっとしんどくなるということだと思うんです

。 

○谷委員 先ほども申し上げましたが、今から12月までどれだけ混獲で入ってくるかわ

からない時期を迎えますので、何年か前に私どもも対馬沖でワラサが出てきたからとい

って、それを獲ったら、大体、そこにはヨコワがいて、でも、枠を使い切っているから

ということで、その漁場を捨てたという経緯がございます。だから、今、ここで取引に

応じるとその悪夢の再来かなという気がしますので、今の時点でそれはあんまりな話じ

ゃないのかなと思います。 

○山川部会長 竹川課長補佐。 

○事務局 今、審議官が言われたように、中での調整の話というのがすごく大事なもの

であって、当然、合意もない上に直接、すみませんがくださいというわけにもいくもの

でもないので、ここは水産庁も間に入ってやることになると思います。国内調整をして

、今、実際には実際に配分されている小型の枠もありますし、まき網さんから出してい

ただいていますが、国が預かっている留保の分もあるので、それの融通の仕組みもあり

ます。そういったものをうまく活用して小型に変換して使ったほうがいいというのであ

れば、調整してやれるということを検討していきたいなというふうには思っています。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 いずれにしましても、これは単年度措置ということですので、ルール化には馴染まな

いのかなというような気がします。この部会の中で何か特定の決まり事として明文化す

るというような、そういうことではないのかなというふうに思いますので、これについ

ては調整していただくということで処理したいと思います。 

 では、３つの論点を議論してきたわけですが、全体の議論を通じて何か改めてご意見

等がありましたらよろしくお願いします。 

 では、ございませんようですので、最後に配分の考え方の修正について議論したいと

思います。こういう３つの論点について、これまでまとまってきたわけですが、それら

を反映して配分の考え方をどのように修正していくかという点で、事務局からまずご説

明いただければと思います。 

○事務局 それでは、前の正面のほう、もしくはスライドの21番をご覧いただければと
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思います。これまでの議論を踏まえまして、配分の考え方、こちらの改定の要否につい

て議論が必要かと思っています。今回、議論した大きな点は２つありまして、一つは繰

り越し率をどうするかという点、もう一つは大型魚の300トン移譲の件をどう扱うかとい

う２点があるかと思います。 

 はじめにお話ししたとおり、繰り越し制度についてはＷＣＰＦＣ以外のＲＦＭＯにお

きましても実施されていますので、今後も継続される可能性があるのではないかという

ふうに考えています。そのために国内での繰り越しルールについては、現在、基本計画

には書いていますが、この配分の考え方に一定の記載をしてはどうかというところがあ

ります。ただ、繰り越し率については、昨年は５％ですし、今年17％という話があった

ように、決して一定の率が続くというわけでもないので、何％という記載でなくて、む

しろ、この考え方について記載していくのがいいのではないかという点があるかと思い

ます。 

 そして、もう一点の300トンの移譲の話です。こちらは先ほど部会長からお話がありま

したとおり、単年限りの措置となっていますので、これを考え方の中で恒久的に扱って

いくという話ではないという点がございます。この点についてご検討いただき、必要な

考え方の改正をしていければというふうに考えています。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明の考え方に従うと、繰り越しのルールについては繰り越し率の変動

はある、恒久的かどうかというのは不明な部分もあるというようなことではございます

が、繰り越しに関する基本的なルール、それについては配分の考え方を修正するという

こと、それから、右のほうの300トンの移譲については単年限りの措置の可能性が高いた

め、考え方には記載しないという、そういう整理になるかと思いますが、この点につき

ましてご意見等がありましたらよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。では、ただいまのこういったご議論を踏まえて修正、整理して

いきたいと思います。 

 では、今後の進め方について事務局から説明をお願いします。 

○資源管理推進室長 ご議論をありがとうございました。今回、いただきました意見を

踏まえまして、第５管理期間以降の漁獲可能量の配分の考え方の修正案を作成案をした

いと思います。修正案については、次回のくろまぐろ部会でご議論いただきたいと考え

ていますが、日程調整等の関係で次回の開催が難しい場合には、本日の議論を踏まえた
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修正案を書面にて委員の皆様方にご確認いただきたいというふうに考えてございます。 

○山川部会長 そういった形でよろしいでしょうか。なお、修正案の素案の作成は部会

長に一任いただいて、それで委員の方々にこういったことでどうかということでお伺い

させていただくということでよろしいでしょうか。 

 では、そのようにします。修正案の素案を私のほうで作成しまして、今後の手続を進

めていきたいと思います。 

 では、次回会合の日程について事務局からご案内があればよろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 次回の日程については、後日、私ども事務局のほうから調整させ

ていただきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

○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。本日は長時間にわたってご議論くださいまして、誠にありがとうございました

。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。 

午後５時３７分 閉会 

 


