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○管理課長 それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまから第75回資源管理分科

会を開催させていただきます。 

 私、本日の事務局を務めます管理課長の木島でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本日の会場は、委員の皆様の前にマイクが設置されておりません、御発言の際には事務

局のほうでマイクをお持ちいたしますので、挙手をいただき、それから御発言をお願いい

たします。 

 それでは、委員の出席状況について御報告いたします。 

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

過半数とされております。 

 本日は、資源管理分科会委員９名中、８名の方が出席されており定足数を満たしており

ますので、本日の資源管理分科会は成立いたしております。 

 また、特別委員は、本間委員が遅れておるようですが、15名中13名の方が出席されてお

ります。 

 では、次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の封筒の中に資料がござい

ますが、まず議事次第がございます。１枚めくっていただきまして、資料１から資料８ま

で、資料１、資料２、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、２－６、２－７、参考

資料の１、２がございます。資料３、４、５、６、７、８、 後に参考資料３がついてご

ざいますが、漏れ等ございませんでしょうか。 

 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ので、撮影の方は、

御退席お願いいたします。 

 それでは、山川分科会長、よろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 本日は、委員の皆様、御多用のところお集まりくださいまして、ありが

とうございます。 

 では、早速ですけれども、議事に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 本日は、諮問事項が３件、それから報告事項が４件でございます。このように本日は御

検討いただく議題がたくさんありますので、議事進行への協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会議事規則第10条第

１項の規定に基づきまして、資源管理分科会の議決をもって審議会の議決となりますので

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず諮問第258号「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項

の規定に基づく基本計画の検討等について」ですけれども、御検討いただく内容が27年漁

期（今漁期）のズワイガニＴＡＣの留保枠の配分及び期中改定と、それから28年漁期（来
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漁期）ですけれども、スケトウダラ及びスルメイカのＴＡＣ設定の２つに大きく分かれて

おります。一つ一つ順番に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、 初に、27年漁期のズワイガニＴＡＣの留保枠の配分及び期中改定につきまして、

事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○管理課長 それでは、まず諮問文を読み上げさせていただきます。 

 資料２でございます。 

 

２７水管第２１１２号 

平成２８年２月２３日 

 

水産政策審議会 

  会 長  馬場  治 殿 

 

農林水産大臣  森山  裕 

 

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の 

    検討等について（諮問第２５８号） 

 

 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）第３条第７項の規

定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（平成２７年１１月２６日公

表。以下「基本計画」という。）に、別紙の変更にかかる検討を加えたいので、同条第８

項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 また、審議の結果、別紙のとおり基本計画を変更する必要がある旨の意見が得られた場

合には、同条第７項の規定に基づき、基本計画を変更することとしたいので、同条第９項

において準用する同条第４項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 

 

 資料の２－２を御覧いただきたいと思います。 

 今回、ズワイガニの期中の見直しについてでございます。左側の書いてございます漁獲

可能量4,723トンから5,223トンに変更したいということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、３ページを御覧いただきたいと思います。 

 今回のズワイガニ漁獲可能量につきましては、まず先ほど分科会長のお話がございまし

たように、留保枠を設定しているものを配分するということがまず一つでございます。留

保枠具体的には、真ん中に日本海西部（Ａ海域）についてでございますけれども、現在

245トン、これは全体の７％に相当いたしますけれども、この留保の枠を設定しておりま

す。この245トンにつきまして、富山県、石川県、福井県から増枠をしてもらいたいとい
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う要望がございまして、それにあわせまして、富山県については39トンから52トン、石川

県については340トンから385トン、福井県につきましては216トンから306トン、この要望

量につきまして、留保枠から配分をすると、残りにつきましては、大臣管理量として97ト

ン、2,603トンから2,700トンに増枠をするということでございます。 

 この結果、Ａ海域に関しましては、左側を御覧いただきたいんですけれども、2,603ト

ンが2,700トンになるということでございます。 

 大臣管理については、そういうことでございます。 

 それから、Ｄ海域、オホーツクでございますけれども、ここに関しましては、１枚めく

っていただきまして４ページ目を御覧いただきたいと思います。 

 オホーツクの資源管理、根室海域もそうなんですけれども、この海域につきましては、

従来から、ロシア水域との非常に関係が深い、資源の主体が向こうにありそのしみ出し資

源を使っているということから、来遊状況に応じて機動的に見直すというやり方をとって

ございます。資料を何枚かめくっていただきたいんですが、参考資料１というのが資料２

－７の次にございます。これは、漁獲可能量の期中改定のルールを定めたものでございま

すけれども、今回は、このケースのⅡの対象のケースの３、すなわち先ほど申しましたよ

うに、主たる生息水域が外国水域にある資源等のＴＡＣの改定ということでございます。

ズワイガニにつきましても、主たる海域、生息水域がロシアにかなり依存しているという

ことから、その来遊状況に応じて配分をしているということを今までもやってきたわけで

ございます。 

 資料に戻っていただきまして、４ページ目の今年のオホーツクのズワイガニの沖合底び

き網漁業の漁獲の状況でございます。 

 肌色というかピンク色と申しますか、平成27年の大きな丸がございますけれども、現在

においては、過去 大の緑色の２つの線がございます。それに近いような動きをしており

ます。これを考え合わせますと、 大の数値である1,000トン近くまで行く可能性がある

ということで、地元からの要望が非常に強いという状況もございまして、今回、漁獲可能

量を過去の趨勢に基づきまして1,000トンということで改定をいたしたいということでご

ざいます。 

 今後、どうなるかというのは、非常に予測は難しいんでございますけれども、このよう

な資源でございますので、地元の不安を起こすことのないように機動的な見直しをしたと

いうことでございます。 

 ズワイガニは以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 はいよろしくお願いします。 
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○川越特別委員 ズワイガニのＴＡＣということで、特に漁枠、再配分ということで、時

代は非常に変わってきている、非常にＴＡＣで管理されている、特に今回Ａ海域、多くの

事情は特によくわからないんですが、Ａ海域の場合、非常に年々ＴＡＣは減らされてきた

という状況があって、その中で留保枠、再配分というところで実は特別委員会の中で、非

常に議論がけんけんがくがく交わされたというのはいろいろな地域の事情とか、やはり今

ズワイガニというのは地域によっては本当に高級ブランド化ということで、とるところに

限らず、やはりブランドということで、控えたり、同じカニでも、やはり特別に海区を指

定してとると、それがやはりブランド化ということにつながるようなことによって、どう

してもＴＡＣ、消化率ということで再配分が決定されると、その再配分の仕方が旧来やっ

てこられたような部分で、それはちょっと今にあわんじゃないかというようなことがズワ

イガニ委員会の中でけんけんがくがく議論をしたわけで、やはりそこらの実情を考えて、

この留保枠のあり方というのは次年度からは考えていただきたいというようなことが議論

されて、どういうやり方にするかということは、この先の議論から行くわけでしょうけれ

ども、そういうような、どうしてもＴＡＣ絡みで、そして資源的に追い詰められと言うん

ですか、低く設定されがちなものについては、そういうようなことで、業者が今度はとる

ほうで消化率を考えながらとるというようなことをやっていくと、再配分のルールのとこ

ろは非常に配分化したときに課題が起きてくる、不公正とは言いませんけれども、そうい

うようなことが業者の感情として出てくるというような課題がありますので、今後、次年

度に向かっては、水産庁もよくそこらをズワイガニの委員会の中で、いろいろアイデア、

そして現場の話をよく踏襲されて、ここの利用枠のところも見直しと考え方についてもや

っていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 留保枠につきまして御意見いただきましたけれども、何かございますでしょうか。 

○管理課長 今、川越委員の話、非常にもっともだなとも思っております。特に、今年、

今漁期に関しましても、北陸新幹線の開通ということもあって、カニの流通がかなり変わ

ってきております。11月、12月、それぞれどういうふうにとるべきかというふうな問題も

含めて、カニの漁獲可能量についてもう少し考えなきゃいかんと思っております。ここは、

ただ、実際に獲る方、また流通業者、いろいろな方が絡んでおられますので、十分意見を

聞きながら、この枠をどういうふうに使えば効率的なのか、また一番いろいろな方の御要

望にお答えすることができるのか、そういうことも含めて、漁期明けに話をさせていただ

きたいと思っております。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 ほかに御意見等ございますでしょうか。 

 ほかに御発言がなければ、27年漁期のズワイガニＴＡＣの留保枠の配分及び期中改定に

ついては、原案どおり承認してよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、28年漁期のスケトウダラ及びスルメイカのＴＡＣ設定について御議論いただきま

すけれども、まずこれらの魚種の資源状況について事務局より御説明をいただきまして、

御質問を受けた後にＴＡＣの設定について審議を進めたいと思います。 

 では、スケトウダラ及びスルメイカの資源状況について、事務局から資料の説明をよろ

しくお願いいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長の太田でございます。よろしくお願いします。 

 資料は２－４を御覧ください。 

 資料２－４の表紙でございますけれども、スケトウダラ及びスルメイカ資源の概要とい

うことで、スケトウダラについては４つ、スルメイカについては２つ載っております。 

 スケトウダラについては４つ書いていまして、上と下のものは系群という言葉が使われ

ておりまして、間の根室とオホーツクは使われておりませんが、根室とオホーツクは、全

体の資源の一部をとっているということで、厳密に言うと系群ではありませんが、ややこ

しいので、この後系群という言葉で便宜的に使わせていただきます。 

 では、１ページおめくりいただきまして２ページでございますけれども、スケトウダラ

の日本海北部系群から始めさせていただきます。 

 ページの真ん中左側に、日本海北部系群の分布域と産卵場の図がございます。左の下の

図でございますけれども、これが漁獲量の推移の図でございまして、かつては10万トン以

上とっていたものでございますが、近年は１万トンを切って低い状況が続いているという

ことでございます。 

 それと、次のページに行っていただきまして、グラフが３つ載っておりますが、左上の

グラフが資源量の推移と漁獲割合をあらわしたグラフでございまして、黒い点が資源量で

すが、近年、低位のところでとどまっている状況にございます。右のグラフは、親魚量、

つまり親の量のグラフと、あと黄色い点が再生産成功率ということで、どれだけ子供がよ

り効率的に生まれたかというものでございますけれども、親魚の資源のほうは、全体の資

源と同じように低迷しておりますけれども、近年では、2006年、2012年に卓越年級群的な

ものが出ておりますので、この辺は若干明るい知らせかなというふうには思っております。 

 それで、３つのうちの左下ですけれども、これは親に対してどれぐらいの加入があった

かということであらわしたグラフでございますけれども、近年は、非常に左の下のほうに

なりまして、親の資源も悪いわけですけれども、加入もそれほどよくない。ただ、2006年、

2012年というのは、少し飛び出ておりますけれども、これが近年では比較的良い加入であ

ったということで、Blimitは、89年以降の再生産環境の中では、加入量が大幅に低下する

直前の親魚量の水準である15万4,000トン、左下のグラフで言うと赤の縦線ですけれども、

これより上に維持すべきだということになっておりますが、現在の親魚資源量は3.7万ト
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ンで、Blimitを大幅に下回っております。 

 ということで、次の管理方策でございますけれども、2014年漁期の親魚量がBlimitを大

きく下回っておりますので、資源を回復させなければいけないということですが、回復シ

ナリオとして、10年、20年、25年、30年かけてBlimitに回復させるという４つのシナリオ

を提示しております。それぞれについて、LimitとTargetという２つのシナリオを用意し

ておりまして、Targetは不確実性を考慮してより安全を見込んだ数字でございます。 

 ３ページの表ですけれども、10年で回復する場合は一番右を見ていただきますとLimit

が1万4,000トン、Targetが１万2,000トン。20年の場合は6,400トン、5,200トン、25年の

場合は7,500トン、6,500トン。次のページに行っていただきまして、30年で回復の場合は

8,300トンと6,700トンということになっております。 

 ４ページの真ん中より少し下ですけれども、資源評価のまとめとしましては、資源水準

は低位で動向は横ばい。現在の親魚資源というのはBlimitを大きく下回っておりますので、

資源的には非常に悪い状態にあるということです。 

 それと、2012年級群は、比較的豊度は高いという事実がございますので、今後は、2017

年までは親魚量の増加は予測されて、Ｂban３万トンを下回る可能性は低いというふうに

思っております。 

 それと、右のほうの５ページのグラフですけれども、これは、それぞれのシナリオによ

って、今後資源量や親魚量がどういうふうに変化するかという予測の図でございまして、

一番傾きが大きいのが10年で回復、その次は20年、25年、30年というふうになっておりま

す。それ以外のシナリオにつきましては、資源の回復は望めませんので、ここでは採用を

しておりません。 

 スケトウダラ日本海北部系群については以上です。 

 次に、スケトウダラの根室海峡、６ページでございますけれども、６ページの左に、大

体この辺に分布しているという図が載っておりますけれども、先ほども申し上げましたけ

れども、これ一部でございまして、ロシアとのまたがり資源でございます。 

 ６ページの下に２つグラフが載っておりますけれども、左が漁獲量で、かつては10万ト

ンぐらいとれたときもございますけれども、 近は１万トンを切るような状況になってお

ります。 

 この資源については、日本漁船の漁獲量、ＣＰＵＥといったデータはあるんですけれど

も、ロシアとの共有資源で、ロシア漁船のほうの情報がなかなか得られませんので、定量

的な評価が非常に難しい状況となっております。 

 ７ページのほうに行きまして、日本漁船のＣＰＵＥの図を見たのが左のグラフでござい

まして、近年は低位で横ばい状態にあるというふうに考えております。 

 その下の管理方策ですけれども、データがロシア側のは得られておりませんので、ＡＢ

Ｃの算定は行わずに、参考の算定漁獲量ということでLimitが5,900トン、Targetが4,700
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トンということで設定をしております。 

 １ページめくっていただきまして、次にスケトウダラのオホーツク海南部系群でござい

ます。これは、左の真ん中に分布図が載っておりますけれども、オホーツク海からサハリ

ンのほうにかけて分布する資源でございます。 

 下の２つのグラフでございますけれども、左側が漁獲量の図でございまして、これも先

ほどと似たような傾向を示しております。これも、さっきと同じように、日本漁船のデー

タはございますけれども、ロシアのほうのデータはございませんので、定量的な評価がな

かなか難しいということで、９ページのグラフですけれども、日本漁船のＣＰＵＥを見る

と、近年では減少傾向にあって、低位にあるというふうに考えております。 

 管理方策ですけれども、これもＡＢＣの算定は行わずに、算定漁獲量としてLimitの場

合は２万6,000トン、Targetの場合が２万トン少しということになっております。 

 次に、12ページでございますけれども、スケトウダラの太平洋系群につきまして説明を

させていただきます。 

 真ん中左の図が分布図と産卵場を示したもので、三陸のほうから北方四島のほうにかけ

分布している資源でございます。 

 下の左の図が漁獲量を示した図でございまして、全体的に比較的安定して推移している

資源でございます。 

 13ページに行っていただきまして、資源状態でございますが、３つあるうちの左上の図

が資源量をあらわした図でございまして、大体長期的に見ると安定しているんですけれど

も、近年を見るとやや減少傾向にあるというふうに考えております。 

 それと、その右側は、親魚量と加入尾数を示した図でございまして、親魚量は、近年比

較的高い数字になるんですけれども、加入のほうが、以前に比べるとちょっと低い状況で

推移しておりますので、今は、いいんですけれども、今後気になるような状況になってお

ります。 

 それと、Blimitにつきましては、３つのうちの左の下のグラフでございますけれども、

豊度の高い年級群の発生が期待できる 低水準の漁獲量として1982年の、卓越年級群が発

生した15万1,000トンをBlimitとしております。2010漁期の親魚量は39.7万トンで、

Blimitを上回っております。 

 ということで、管理方策として、Blimitを上回っておりますので、資源を中長期的に維

持するようなことを考えていかなければならないということで、シナリオとしては２つで、

１つは、現状の漁獲圧の維持、この場合ＡＢＣは11万9,000トン、Targetは９万8,000トン

です。親魚量の維持ということであれば、Limitが18万トン、Targetが15万トンというこ

とになります。 

 めくっていただきまして、真ん中の６つあるうちの上の２つのグラフでございますけれ

ども、左側が、このシナリオを採用した場合に、親の量が今後どのように変化していくか
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ということで、４つのシナリオについて、こういうふうに今後変化していくという予測を

示しております。 

 右側は、それに伴って漁獲量がどのように変わっていくかというのを示したものでござ

います。 

 スケトウダラについては、以上でございます。 

 次にスルメイカについて説明させていただきます。 

 16ページでございますが、まず冬季発生系群ということで、真ん中左の図が分布域、産

卵場、漁場を示した図でございます。下のグラフが漁獲量を示したものでございますけれ

ども、これは日本だけでなく韓国も漁獲しておりまして、大体日本の漁獲量が全体の６割

ぐらいを占めています。ＣＰＵＥの傾向については、近年比較的安定的に推移していると

いうふうに考えております。 

 次の、17ページでございますけれども、４つグラフがございまして、左上が資源量のグ

ラフでございます。資源量は、割と比較的安定しているんですけれども、近年は若干ちょ

っと減少傾向にあるかなというふうに見ております。 

 右側が、量ではなくて尾数なんですけれども、これも同じような傾向を示しております。 

 左下のグラフは親魚尾数ですけれども、これも同じような傾向を示しております。 

 Blimitにつきましては、高い再生産成功率があったときに高い加入量が期待できる19.1

万トン、6.2億尾をBlimitにしておりまして、右下のグラフの点線の部分でございます。

2015年の親魚尾数はBlimitを上回っております。 

 ということで、管理方策につきましては、基本的にはBlimitを上回っておりますので、

資源を維持するということで、ここにシナリオを示しておりますけれども、１つは、現状

の漁獲圧の維持ということで、Limitが20万3,000トン、Targetが16万9,000トン、親魚量

の維持の場合は21万5,000トン、Targetは17万9,000トンということで計算しております。 

 次のページでございますけれども、４つありますけれども、上の２つが、今までと同じ

ように、これらのシナリオをとったときに資源がどのように変わっていくか、漁獲量がど

ういうふうに変わっていくかということを示したグラフでございます。 

 次に、20ページでございますけれども、スルメイカの秋季発生系群のほうでございます。 

 真ん中左側が分布域、産卵場、漁場を示した図でございます。左下のグラフが漁獲量と

ＣＰＵＥの推移をあらわした図でございまして、これも韓国と日本が漁獲しておりますけ

れども、近年ちょっと減少傾向にあるということでございます。 

 次のページでございますけれども、資源状態につきましては、３つグラフがございます

けれども、資源量につきましては、2014年の資源量は、過去 高の235万トンであったん

ですけれども、2015年は119万トンに半減しました。ということで、左上のグラフに2014

年が非常に高い値を示しているわけですけれども、2015年に急減したということでござい

ます。それで、右のグラフが親魚尾数ということで、尾数換算しても同じような傾向を示
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しております。それで、Blimitは、高い加入が期待できる親魚量の閾値40万3,000トンと

いうことでしております。2015年の親魚量は、この数字をはるかに上回っておりますので、

資源的には、現在としては問題ないというふうに考えております。 

 管理方策ですけれども、スルメイカの資源水準の低下を示唆するような、生態的な変化

は観測されておりませんで、これについてはいろいろと漁業者の感覚と違うんじゃないか

というような話もお聞きしますけれども、資源量がすぐに低水準になるような海洋環境で

はないというふうに判断されております。 

 ということで、シナリオとしましては、現状の漁獲圧の維持ということと、親魚量の維

持の２つを出しておりまして、21ページの現状の漁獲圧の維持の場合は、ＡＢＣは11万

2,000トン、Targetで９万1,000トン、次のページでございますけれども、親魚量の維持と

いうシナリオの場合は、Limitが20万5,000トン、Targetが16万8,000トンということにな

っております。 

 22ページの下のグラフは、それぞれのシナリオにおいて、今後資源がどういうふうに変

化していくかというのを予測したグラフでございます。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのスケトウダラとスルメイカの資源状況につきまして、何か質問等ありました

らよろしくお願いいたします。なお、ＴＡＣの設定につきましては、後ほど御議論いただ

くということになりますのでよろしくお願いいたします。 

○東村委員 資源状況について、お聞きしたいことがございます。 

 スケトウダラの資源状況で、太平洋系群以外の３つにつきましては、かなり前から資源

状態が悪いということ、それからＴＡＣも絞りに絞って、漁業者の方も、自主的に網を上

げたりとか、いろいろなことをされているにもかかわらず、ちっとも資源が上向きになっ

てこないということは、何か、ＴＡＣの話に絡みますので、後で御回答いただいてもいい

んですけれども、ＴＡＣとか、そういう管理方策では、どんどん上向きにならない資源な

のではないかということはございませんでしょうか。 

 というのは、何か絞って我慢していたらいつかよくなるという期待のもとに皆さん我慢

されていると思いますので、もう多分かなりの時間我慢さているので、ちっとも増えない

というのは何かもうちょっと違う要因があるのかなと、ちょっと資源学は専門ではありま

せんので、うまく説明できませんがいかがでしょうか。 

○山川分科会長 太田漁場資源課長よろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 スケトウダラのうち、根室海峡とオホーツク海南部につきましては、ロ

シア側のデータの問題ございますので、向こう側でどういうとらえ方をしているかという

のがわからないので何とも言えないんですけれども、日本海の北部系群につきましては、

水産庁のほうで予算をとって、この資源評価とは別に、資源変動要因分析事業というのを
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やっておりまして、海洋環境が幾つかの資源にどういうような影響を与えるかというよう

なシミュレーションをやっております。たまたま昨日発表会があったんですけれども、ス

ケトウダラの日本海北部系群につきましては、産卵のときの水温と、その後海流がどうい

うふうに流れるかによって影響を受けます。うまく水温が合って、海流によってしっかり

北部に稚魚が運ばれたときに加入がいいというようなことがだんだんわかってきておりま

す。近年、なかなかそのような状況が起きていなくて、ただそれにもかかわらずさっき御

説明しましたけれども、2006年とか2012年に、卓越年級群的なもの出ておりますので、や

はり全体的な環境は悪いんですけれども、数年に一回そういう環境が整って卓越が出たと

きのものを上手に育てながら、利用していくことが大事ではないかというふうに考えてお

ります。 

○東村委員 ありがとうございます。 

 今後、そういうことが、2012年と2006年ですか、のようなことが出たときに育てるとい

うか、そこをちょっと我慢して育てるという方策ということですね。ありがとうございま

す。 

○山川分科会長 ほかに資源状況につきまして、高橋委員。 

○高橋特別委員 要望と質問とを１点ちょっとお願いをします。 

 まず、要望のほうなんですけれども、スケトウの寿命がどの項目を見てもみんな不明と

いう記載になっています。この寿命なんですけれども、当然もうＴＡＣの指定魚種になっ

て20年近くになると思いますけれども、解明をされないままＴＡＣの設定がなされている。

それから10年、20年、25年、30年かけて稚魚を回復するんだと、こういうことのようでご

ざいますけれども、どうも矛盾を感じるなという感じがいたします。ただ、我々としても、

資源管理というものの重要性というのは十分認識をしております。資源管理をするという

ことであれば、このスケソウの生態系というものをもっと徹底して調査を継続していただ

きたいというように思っております。漁獲した魚の統計をとるということだけではなくて、

それも確かに重要なことですが、漁業者としては、将来の、または明日の漁獲資源の状態

が把握できればと、こういうように思います。そういう意味では調査体制の強化をお願い

をしておきたいと思います。 

 それから、９ページの一番下に、ロシアとのまたがり資源の中で、資源量全体が当然把

握できないと、これが困難だということでございましたが、その中で、この地域の漁獲主

体でございます沖底船の漁獲努力量を管理する方策が有効であるという、こういう記載と

なっています。これは具体的にどういうことを言っているのか教えていただきたいという

ように思います。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 太田漁場資源課長よろしくお願いします。 
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○漁場資源課長 寿命につきましては、本当に何歳まで生きるのかわからないということ

なんですけれども、実際としては、そんなに10歳とか、そこまで行く前に大体漁業でとら

れてしまいますので、資源評価の上では寿命はわからないことによって、不確実性が増す

ということはございません。そこについては問題ありません。ただし、おっしゃるように、

スケソウの場合は、非常に社会経済的な影響も大きいですし、漁業者が納得していただく

資源評価結果にするためには、より一層データ収集を強化して、正確性を高めたいという

ふうに考えてございます。 

○管理課長 ２つ目の御質問でございますけれども、やはりオホーツクとか根室海峡の分

につきましては、やはり数量管理というのがなかなか難しいわけでございます。先ほどの

話と同じで、ズワイと同じなんですけれども、向こうにやっぱり資源の主体があると、そ

れはとっているということから、漁獲可能量の管理ということもさることながら、やはり

努力量、例えば隻数なり、今の規制を維持しながら、状況に応じて管理をしていくという

ことが妥当だということで書いていることだと思います。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに、資源状況につきましてありますでしょうか。 

 では、続きまして、28年漁期のスケトウダラのＴＡＣについて事務局から御説明よろし

くお願いいたします。 

 なおスルメイカのＴＡＣにつきましては、スケトウダラの後に御議論いただくことにい

たします。よろしくお願いいたします。 

○管理課長 それでは、資料２－５と２－６、また２－７につきまして御説明をいたしま

す。 

 資料２－５は、全体の漁獲可能量の配分、こういうことでどうでしょうかということを

お諮りするものでございます。具体的には、スケトウダラに関しましては、資料２－６を

御覧いただきたいと思います。 

 スケトウダラに関しましては、中期的管理方針が定められております。具体的に申しま

すと、日本海北部系群、太平洋系群につきましては、なかなか近年の海洋環境が資源の増

大に好適な状態にはないということなものですから、特に資源の悪化が著しい日本海北部

系群につきましては、資源の減少に歯どめをかけるということを目指して管理を行ってい

こうということでございます。 

 一方、太平洋系群につきましては、資源の状況、非常に安定してきておりますけれども、

一定の親魚量を確保することによって資源水準の維持を今後とも図っていこうということ

を基本にするということでございます。 

 その他、オホーツク海南部、また根室海峡の系群に関しましては、先ほどから出ており

ますようにロシア連邦の水域とまたがって分布するということから、来遊量の年変動にも

配慮しながら管理を行おうというのが考え方の基本になっているわけでございます。 
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 まず、日本海北部系群と太平洋系群につきましては、今申しましたように、まず日本海

北部は親魚量を少しでも上げていこうというシナリオをとっていきたいと考えております。 

 具体的には、裏をめくっていただきたいんですけれども、非常に長期にわたる回復計画

でございますが、④の30年で回復させようというシナリオ、これは昨年も同じでございま

すけれども、それを採用して8,300トンというのが今回お諮りをする数量でございます。 

 一方、太平洋系群につきましては、親魚量を維持することで、資源の維持を図っていこ

うということでございますので、この②番、18万トンということが今回のお諮りする数量

でございます。 

 一方、ちょっと戻っていただきたいんですが、オホーツクと根室海峡につきましては、

これはロシアの水域に分布し、向こう主体であるということもございますものですから、

備考のところに書いてございますように、オホーツク海南部系群につきましては、近年の

大漁獲量である24年漁期の５万2,000トン、これをベースといたしまして５万3,000トン、

また根室海峡につきましても、23年が 大であったわけですけれども、２万トンというも

のを昨年同様漁獲可能量としていきたいということでございます。その結果として、スケ

トウダラに関しましては26万1,300トンというのが、今回お諮りする数量でございます。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 では、議論に入っていきたいと思いますけれども、スケトウダラのＴＡＣにつきまして

は系群ごとに設定されていますので、系群ごとに順番に議論したいと思います。 

 まずは、日本海北部系群につきまして、何か御質問、御意見等ありましたら、よろしく

お願いいたします。 

 よろしいですか。 

 では、特に御意見なければ、次にオホーツク海及び根室海峡系群について、御質問、御

意見等よろしくお願いいたします。 

 特に御意見ないようですので、次に、太平洋系群について、御質問、御意見等ございま

したらよろしくお願いいたします。 

 特に御意見等ございませんようですけれども、スケトウダラの28年漁期のＴＡＣにつき

ましては、原案どおり承認をしていただいてよろしいということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、28年漁期のスルメイカのＴＡＣにつきまして、事務局から御説明よろしくお願い

いたします。 

○管理課長 それでは、資料の２－７に従いまして御説明をいたします。 

 28年度のスルメイカでございますけれども、これも中期的管理方針が定められておりま

す。 
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 具体的に申しますと、そこに書いてございますように、海洋環境が変化する場合に、資

源状況が大きく変動する可能性はあるんですが、海洋環境に応じた資源水準の維持を基本

方向として管理を行ってまいりたいと考えております。 

 一方で、関係業者への経営の影響と、非常に重要資源でございますので、そういうこと

にも配慮した漁獲管理を決定するということでございます。 

 まず、冬季発生分でございますけれども、現在、中位減少ということでございますが、

親魚量をまず維持していこうということになりますと、下のグラフにございますけれども、

②ということで、21万5,000トンというのが、今回お諮りする数量でございます。 

 一方、秋季発生系群につきましても、親魚量を維持していこうということでございます

と、20万5,000トンというのが今回ＡＢＣとして示された数字でございますので、この数

字を採用するということで、合計いたしますと42万トンということになります。 

 ただ、裏をちょっと御覧いただきたいんですけれども、韓国が約16万トン程度スルメイ

カを漁獲しております。この数字を除きました25万6,000トンというものを漁獲可能量に

していきたいと思っています。この数量に関しまして、公開での意見交換会なり、パブリ

ックコメントをしております。意見交換会では、具体的には大きな意見はございませんで

したけれども、パブリックコメントのほうでは、スルメイカに関しまして、特に定置でか

なりの漁獲が見られておるものですから、一方、漁獲可能制度については、定置について

は非常に管理が難しいということもあって若干としておりますが、若干でありながら、非

常に資源に対する影響が大きいのではないかと、こういうことについても、今後考えても

らいたいというような御意見をいただいております。こういう意見に関しましては、今後

とも、若干であってもどのような感じが可能なのか、私どもとしても、検討させていただ

きたいと思っております。 

 以上が、説明でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、スルメイカのＴＡＣにつきまして御意見、御質問等ありましたらよろしくお

願いいたします。 

 谷地委員。 

○谷地委員 全いかの谷地です。 

 スルメイカのＴＡＣについて意見を述べさせていただきます。 

 28年度のスルスメイカのＴＡＣが削減されることは、ある程度予想はしていましたし、

覚悟もしていました。しかし、このように大幅な削減は正直言って驚いていますし、困惑

しています。中型イカ釣りの場合は、沿岸の方たちと協定により操業禁止区域を設定した

り、また操業の制限があって思うように操業ができない状況です。小型イカ釣り船では、

トン数によって１日の漁獲数量を定めて操業しています。まき網船については、１日の漁

獲数量と１週間の漁獲数量、それに１年間の漁獲数量を定めて操業しています。八戸では、
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沖あい底びきは１日１隻の漁獲数量を定めて操業しています。このように、制限があった

り、自主的に制限して資源管理を行っております。 

 また、エルニーニョの影響なのか、今年度は時化が多く、操業する日が極端に少なくな

り、ＴＡＣの消化率が大幅に下がりました。今年はエルニーニョも終息するという予報で

すので、稼働日数も増えることと期待しています。また、大幅な削減は、仲買人、加工業

者への心理的影響が大きいと思います。スルメイカの国内確保が難しくなるのではと考え、

ＴＰＰによる関税の撤廃に円高傾向により安くなるであろう海外イカにシフトする業者が

増えるのではと危惧しています。その結果、漁価も低下すると思います。 

 以上のことを考慮していただき、再考してもらいたいと思います。それが、かなわない

のであれば、漁獲が急増した場合、期中変更を速やかにしていただくようお願いいたしま

す。 

 また、全いかからも意見があったと思いますが、大臣許可漁業者が、ＴＡＣで数量を管

理されているのに、県知事許可漁業者は若干というあいまいな管理であるのは、ＴＡＣ制

度の基本理念に反するものであると思います。早急な対応を望みます。 

 あと一つ、 近三陸沖に、中国船と思われる外国船が300隻余り集結しているという情

報があります。集魚灯をたいたり、虎網を使用したりしている模様です。どんな魚種をと

っているのか、またその実態、状況をわかっておいでならば教えていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 では、木島管理課長でよろしいでしょうか。 

○管理課長 なかなかＡＢＣを越えて漁獲可能量を設定するというのは、非常に資源状況

に見合う漁獲を目指すということからすると難しい状況にはございますが、ほかの魚種と

同様、資源の実態が従来の評価と違うということがわかれば、そこは速やかに見直しをし

ていかなければいけないというふうに思っています。いずれにしても、皆様方、十分関係

の漁業者なりの方々、また加工流通業者の方々の意見も聞きながら、検討は進めていきた

いと思っております。 

 それから、若干については、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、やはり資

源に与える影響の度合いということを考えた場合に難しいと、しっかりした管理すべきだ

ということはあろうかと思います。そのために漁獲努力量を抑制し、漁獲の実績について

も前年程度におさめるということで指導はしておるところでございますけれども、今後は、

さらにどういうことが可能なのかということについては、検討させていただきたいと思っ

ております。 

 それからあと中国船についてなんですけれども、虎網なりを用いまして浮き魚なり、ス

ルメイカなりという状況でございますけれども、とっているという情報は私どもとしても
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得ております。私どもとして、取り締まり、海上保安庁とも連携をとりながら、しっかり

とした管理を進めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 では、スルメイカにつきましては、来遊状況等が実際にどういうふうに

なってくるかというのも見ながら、必要であれば、柔軟に対応していくというような形で

よろしくお願いいたします。 

○谷地委員 はい。 

○山川分科会長 はい。 

○大久保特別委員 小型イカ釣りの大久保ですけれども、スルメイカ、資源的には結構減

ってないと思っているんでね。なぜかと言いますと、日本近海にスルメイカのすめる水温

というのがなかなか周年通して少ないということです。それで、今日でも壱岐の勝本漁協

ですけれども、２隻が300箱スルメが上がっているわけです。大体月夜の15日というのは

そんなにスルメイカはとれないわけです。しかし、韓国が例年は１月の中間ごろまでのう

ちにすめなくなるとです、過ぎたら水温が低くて、そして対馬海峡に産卵に来るイカが、

本年度は２月になっても水温が15度から16度あって韓国よりも北のほうまでスルメイカが

すむ、周期的に大体帰ってくるイカがおくれておるとです。そういう関係上、そのイカが

とれるときに時化が多くてとれませんでしたけれども、今は、結構浜田から鳥取、そして

壱岐周辺、スルメイカは結構おると思うとです。ただし、月夜になったからとれないです

けれども、資源的には去年ごろからずれているとです。大体12月、１月、２月に成長期で

すけれども、今年度は２月ごろからとれ始める、韓国に進まれなくなって、そして日本の

産卵に、対馬海峡に来る。冬まで春まで、そのイカがどういう格好で回遊するかというの

は、私、専門家じゃないけれどもわかりませんけれども、日本海ほとんど羅臼から稚内、

沖合のほうを通っておりますので、沿岸に水温が高くてスルメイカが入ってこれない状態

で、大型船の人が言われるとおり、もしこれが水温がマッチすれば大量にとれるというこ

とです。そのときには、水産庁さんもＴＡＣのほうに、見るべきじゃなかろうかと、加工

業者でも40％ぐらい材料が減少していますから、そこんところは、イカの資源は私はずっ

と昭和48年から水温をずっと追っかけておりましたけれども、ただ水温が日本近海に来な

いということだけでイカが来ないだけですから、そこんところをもう少し、専門家じゃな

いけん用は私もわかりませんけれども、経験上ではそういう状況です。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 資源的には、そんなに減ってないのではないかと、ただ海況環境条件等によって来遊状

況がいろいろ変動するというような、そういう情報でしたけれども、今後も、そういった

来遊状況等につきまして、きっちりと情報を把握してくださいまして、柔軟に対応できる

ような形で、よろしくお願いいたします。 
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○川越特別委員 今のことで、スルメイカのＴＡＣ全体的に消化率が低いというようなこ

とで、しかしこれを漁業種別で見るとどうかというようなことで、沖底とか、まき網とい

う部分については消化率が割合高い、そういうようなことで、今言われるように、イカの

需要ということで流通、加工業界非常に原料確保に非常に困っているという現状があると

思うんです。いう中で、業者間、業者という間で合意されたルールというのがある。そし

て、その前にはＡＢＣイコールＴＡＣというふうなことになっている以上、確かに漁業者

の努力がその消化率を高めるために100％に近づくような努力をすれば、それは 適な話

だろうけれども、いろいろな業者のルールの中でも過去いろいろなプロセスがあったと思

う。そこをそろそろ見直すべき時期ではないかなというふうに思われますが、木島課長ど

うですか、この後。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

○管理課長 なかなか難しい問題だと思っていますので、そこはじっくり慎重に、関係の

団体が多くございますので、十分な意見を聞いて、着陸点を目指したいというふうに思っ

ております。 

○山川分科会長 では、大森委員。 

○大森委員 先ほど谷地委員から資源の状況をよく見て、期中においての変更等もという

ようなお話もございました。しかしながら、しっかりと資源評価をし、ＴＡＣを設定する

ということですから、期中の変更というのは相当慎重にやっていただかないと、やはりそ

れぞれの漁業形態の経営ということにもかかわることにもなるので、それぞれ御意見はあ

るとは思いますが、なかなか簡単には直ちに期中改定というように行っていいのかという

思いは、私としてはございます。 

○山川分科会長 太田漁場資源課長よろしくお願いします。 

○漁場資源課長 スルメイカの話なんですけれども、まず、話を冬季と秋季に分けて考え

ていただきたいんですが、冬季につきましては、別にそれほど資源が減っているという状

況にはございません。秋季については、資源が半減したという極端な状況が起こっており

ますけれども、その秋季発生系群の調査というのは、御存じだと思いますけれども、６月

から７月にかけまして漁場一斉調査というのをやりまして、それに基づいて推定しており

ます。これはほかの資源と比べてもかなり手厚く調査をやっておる資源なんです。イカの

場合は、非常に寿命が短くて、ほかの魚とはかなり違いますので、このようなことをやっ

ても、大きく増えたりするわけでございます。 近、漁業者の感覚と合わないんじゃない

かということが言われていますけれども、今後検討したいと思っていますのは、今資源評

価の時期が８月なんですけれども、それをもうちょっと遅らせまして、その年の夏のイカ

のとれ具合なんかも資源評価に反映させるとより漁業者の感覚にも近寄るんじゃないかな

と。ただ、漁業だけでとっている、見ているデータと、一斉調査で見ているデータという

のは、おのずと性質が変わってきますので、どちらが絶対正しいということはありません
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けれども、漁業のデータだけを見て判断するのも、これまた危険だということは御理解い

ただきたいと思います。 

 さっき期中改定の話が出ていますけれども、ここで余り責任を持って私回答できないん

ですけれども、ちょっとスルメイカの場合、そういうふうに途中でデータが入ってきて期

中改定といったことができるのかというのは、今の時点で、イエスともノーとも言えない

ということはお伝えしておきたいと思います。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

 では、ほかに御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。 

 では、特に御意見なければ、スルメイカの28年漁期のＴＡＣについては、原案どおり承

認をしていただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 以上で、スケトウダラとスルメイカについての議論は終了といたします。 

 諮問第258号につきましては、全て御議論いただいたところでございますけれども、特

段の追加の御意見等もしございましたらよろしくお願いいたします。 

 ないようでしたら、本件は原案どおり承認したいと思いますけれども、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、次に諮問第259号になりますけれども「水産資源保護法第20条第１項の規定

に基づく平成28年度の溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発

法人水産総合研究センターが実施すべき人工ふ化放流に関する計画について」に移ります。 

 事務局から資料の御説明をよろしくお願いいたします。 

○栽培養殖課長 栽培養殖課長でございます。 

 それでは、資料３に基づき御説明申し上げます。 

 まず諮問文を読み上げさせていただきます。 

 

２７水推第１１３２号 

平成２８年２月２３日 

 

水産政策審議会 

  会 長  馬場  治 殿 

 

農林水産大臣  森山  裕 

 



18 

 

 

 

 水産資源保護法第２０条第１項の規定に基づく平成２８年度の溯河魚類のうちさけ及び

ますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産総合研究センターが実施すべき人工ふ

化放流に関する計画について（諮問第２５９号） 

 

 このことについて、別紙案のとおり定めたいので、水産資源法（昭和２６年法律第３１

３号）第２０条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 本件につきましては、毎年御審議いただいております農林水産大臣が水産資源保護法の

規定に基づきまして、水産総合研究センターのサケ、マスのふ化放流につきまして、人工

放流を実施すべき河川及び放流数などの計画を定めるというものでございます。 

 

 まず、28年度の計画というのは、本年の秋に戻ったサケから採卵し、来年の春に放流す

ると、こういうことでございます。 

 まず、この計画について、趣旨を簡単に説明させていただきます。 

 ３枚紙でございまして、３枚目の表の紙をちょっとごらんください。 

 上に３（参考資料）２／２と書いてございます。ここに、個体群の維持のための人工ふ

化放流ということで書いてございますが、さけます資源の保護培養のためには、北海道か

ら東北中心に民間による資源増大を目的とするさけ及びますの人工ふ化放流が行われてお

りますが、この放流とともに、多様な遺伝形質のさけ及びますの放流により、気候変動リ

スクの回避をすること、地域特性に見合った幼稚魚の放流により回帰の確実性を高めるこ

となどを目的とする、遺伝的多様性を維持するためのふ化放流や、資源状況を把握するた

めのふ化放流が必要であり、これら個体群の維持のためのふ化放流を農林水産大臣が定め

る計画に従って、水産総合研究センターが実施することとされております。 

 また、この水産総合研究センターのふ化放流は、地域固有の個体群の特性を維持されて

いる主な河川において行われており、全ての放流魚に耳石温度標識をつけ、放流サイズご

と、放流時期ごとの回帰状況などが調査されております。 

 具体的な計画の中身でございますが、これは、１枚戻っていただいて、２枚目の紙の表

の紙を御覧ください。 

 これが28年度の放流の計画でございます。放流水系というのは、北海道の14水系ござい

ますが、サケにつきましては、10水系で１億2,900万尾放流、カラフトマスは３水系、720

万尾、サクラマスは６水系、270万尾、ベニザケは３水系、15万尾、合わせて１億3,905万

尾、これは前年同でございます。 

 以上が、諮問の内容でございます。 

 また、この紙の裏側に参考までに昨年定めた全国さけ・ます人工ふ化放流計画というの

を掲載してございます。全国と言いますのは、水産総合研究センターの計画に道府県の計

画に基づいて民間と自治体が実施しているもの、これを含めた計画数量でございまして、
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全体で言いますと一番右の欄の一番下から３番目です。全魚種合計のうちで下から３番目

が全国計になりまして、昨年度の放流経過は19億57万3,000尾と、このようになっていま

す。近年は大体19億尾程度の放流計画となってございます。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 高橋委員。 

○高橋特別委員 放流前の回帰状況を調査されているという自治体がございますので、ど

の程度、回帰状況があるのか、その実態を教えてください。 

○山川分科会長 回帰状況につきまして、栽培養殖課長よろしくお願いします。 

○栽培養殖課長 全体で放流しているのは、先ほど 後に御説明しました19億尾、これが

基本になるわけでございますが、一番 新のデータに基づきますと、全国で4,037万6,000

尾、これだけ帰ってきてございます。 

 もちろん、これは、４年前、５年前の採卵と放流を比較しなければございませんが、近

年は大体4,000万尾ということで低迷をしてございます。 

○山川分科会長 よろしいですか。 

 単純に計算すると２％ちょっとぐらいという、そんな感じなんですか。その年その年に

よりでこぼこは補正しないといけないんでしょうけれども。 

 高橋委員。 

○高橋特別委員 この放流制度に反対するということではなくて、せっかくこれだけの規

模で、これだけの資金を使って放流をしているわけですから、当然、この放流事業という

のは日本の200海里、それから各地域にある河川遡上というものが、基本的なものなんだ

ろうというふうに思っているわけです。当然、アメリカ、カナダ、それからロシアに捕獲

するために放流をしているわけではなくて、我が国が優先的に、また我が国だけが捕獲で

きるような取り決めが当然必要だというように思っておりますので、今後、さまざまな検

討を加えていただいて、この放流事業を継続をしながら、何らかの対策を講じていただき

たい。これは意見です。 

 以上です。 

○山川分科会長 では、御意見ということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかに、横内委員。 

○横内特別委員 オホーツクで小さな漁協の組合長をやっていて、北海道では三大魚種の

一つでありまして、ただいまの御質問もありましたけれども、 近、放流尾数に対して回

帰量が減少しているという現状にございまして、先ほどの数字にもございましたが、北海

道では、約10億尾の放流をしていると、 高回帰率のよかったのは回帰量、回遊量が
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6,000万尾を超えた時期がございました。６％台ということですか。 近、徐々に減りま

して、昨年、一昨年は、3,000万尾時代ということで、３％台と、半減です。こういう現

況はございます。 

 それで、この要因を、先ほどの説明もありましたが、資源状況を把握するということ一

つのねらいとしてあるわけで、この辺の減少している理由が、原因が、いろいろあるんだ

ろうと思いますけれども、一番大きな要因を水産庁としてはどこにあるのかということを

考えておられるか、まずはそこを１点お聞きをしたいと思います。 

○山川分科会長 栽培養殖課長よろしくお願いします。 

○栽培養殖課長 委員の御指摘のとおり回帰量が減ってございます。特に震災の前の22年

ごろから減っているんでございますけれども、それにつきましては、水産庁のほうで予算

措置をとって、太平洋サケ資源回復調査事業というのを平成25年度から27年度に行いまし

て、それによると、研究者、科学者の大体の意見で申しますと、まず環境が不安定期に入

っているという大前提、基本があるんでございますが、やはり一つは、サケが放流された

直後、幼稚魚がオホーツク海までに移動する期間、まだ本当に生まれて数カ月の間の減少

率が高かったということが主要因と想定されると。それから、また、副次的には、やはり

今の温暖化と申しますか、水温の変動などで、回帰する海域の経路の水温が高かった影響

と、こういうことも副次的要因と考えられると、このように分析されてございます。いず

れにせよ、環境が不安定期に入ったというのが一番の原因というふうに認識しております。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

○横内特別委員 ありがとうございます。 

 それで、温暖化ということは、海水温が高いということに私は理解しておりますけれど

も、それでよろしいですかね。いいですかね。 

 そういうことであれば、サケの回遊の適水温というのが、13度だとか、15度だとかと、

いろいろ節がありますけれども、大体そこら辺ということであれば、今、稚魚の放流とい

うのは前、中、後期と分けて放流をしたわけですね。そういう中のデータで、水産庁のデ

ータの中ではどんなふうな、前、中、後期と放流した中の海域の減少はどういうふうにな

っているのか、ちょっとそこをお伺いをしたいと思います。 

○栽培養殖課長 まず、温暖化ということで、私もちょっと申し上げたところがあるんで

すけれども、北太平洋全体で見ると、例えば、アメリカやロシアなど北に行くほど放流回

帰が高くなっていると、こういう現状がございまして、要するに海流の変化、その他が大

きな問題で、日本の近海ですと水温の問題、このようなものが関係してくると思われます。 

 それから、今、委員指摘のどの期というのは、まさにおっしゃるところがポイントでご

ざいまして、我がほうも、予算措置を投じて、先ほど申しましたとおりサケのオホーツク

海までの 初の移動の時期、この時期に着目を置いて、生残率を高くするためにはどの時

期に放流したらよいか、どのサイズで放流したらよいか、このあたりは逆に分析して、逆
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算してそこで放流するということを補助事業で対策を講じています。完全な結果が出るの

は４年後になりますけれども、27年度から実証事業をさせていただいております。 

○横内特別委員 実は、減少として、先ほどお話ししましたように、適正温度が13度だと、

15度だとなると、前、中、後期って放流しているのは、後期になると12月の時期にも回帰

するんですけれども、現状では、10月のいっぱいぐらいで、大体終了するんです。という

のは、水温が高い時期に帰ってくるんだけれども、水温が適水温になってから帰ってこな

いという、これは実態とすれば、中期群が前期に回遊する、後期群は中期に回遊する、デ

ータ的には、そういう前倒しになっているんです。なので、これ私は、個人的には、この

海水温、人間も動物もそうですけれども、自分のすみやすいところにすむというか、その

ほうが一番いいんで、当然魚も水温帯のあうところで回遊するわけですから、そういうふ

うに思っているんですけれども、実態とすれば、環境の悪いところで帰ってきていると、

今言われたように、その研究が私の想定するような時期に帰ってくるんであれば、今の放

流の方法でも、12月に帰ってくるんであれば、そんなに減耗はしないんだろうと思うんで

すけれども、そこの魚の特徴は、よくわかっていないので、それをぜひ水産庁に研究をし

ていただきたいなということが１点。 

 もう一つ要望があります。 

 それと、今、作物だとか、動物なんかは、改良は盛んで、環境にあったような生産体制

かできていますね。これ進んでいるんですけれども、水産関係は、非常にそれがおくれて

いると私は認識しているんですけれども、この現実、サケ、マスについても、そういう改

良というのが、自然環境になれて、それにあったように持っている体質というか、そうい

う素質があるのかどうかによっては、あるんだろうと思いますけれども、それでも時間は

かかると思いますので、私はもう少し改良という、今の自然環境にあった魚の改良という

のを、もう少し研究をしていただきたいという、この２点をお願いしたいなと思ってお話

をしましたのでよろしくお願いします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 では、研究関連の御要望ということで２点いただいたということでよろしくお願いいた

します。 

 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。 では、特に御発言ないようですので、

諮問第259号につきましては、原案どおり承認していただいたということでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 続いて、諮問第260号「総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める告示

の一部改正について」に移ります。 

 事務局から御説明よろしくお願いいたします。 
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○管理課長 それでは、資料４に従いまして、御説明いたします。 

 まず、諮問文を読み上げさせていただきます。 

 

２７水管第２１２４号 

平成２８年２月２３日 

 

水産政策審議会 

  会 長  馬場  治 殿 

 

農林水産大臣  森山  裕 

 

総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める告示の一部改正について 

  （諮問第２６０号） 

 

 別紙のとおり、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和３８年農林省令第５号）

第６条の規定に基づき、平成１９年７月２５日農林水産省告知第９６０号（指定漁業の許

可及び取締り等に関する省令第六条の規定に基づき、総トン数二十トン以上の漁船に係る

漁船の設備基準を定める件）の一部を改正する告示を制定したいので、漁業法（昭和２４

年法律第２６７号）第５７条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 でございます。 

 １枚めくっていただきまして、まず今回の改正の内容でございます、これは、漁船設備

基準の中に、停泊中において、居室の照明設備を使用するに必要な小売電気事業者の供給

する電気を受電することができる設備を備えつけている、すなわち居室の照明設備に電気

を供給する事業者について、今回、電力の小売発電の全面自由化というのが行われており

ます。これは平成26年、一昨年、電気事業法の改正が行われまして、本年４月にこの電気

事業法の施行が行われるわけでございます。この中で、発電ですとか、送配電、また小売

などについて一般電気事業者が今まで行うことになっておったわけでございます。これが、

発電事業者それぞれ発電事業者、送配電事業者、小売電気事業者など、それぞれの事業ご

とにこの電気事業法の中で位置づけが行われております。このことによって、小売電気事

業者、ソフトバンクのようなところが電気を供給する、そういうことができるようになっ

たわけでございます。このことに基づきまして、一般電気事業者が、今回、小売電気事業

者にかわったことによりまして、この文言を改正するという内容でございます。 

以上でございます。 

○山川分科会長 電気事業法の改正による改正ということだそうですけれども、いかがで
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しょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、特に御意見ないようですので、諮問第260号については原案どお

り承認していただいたということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、諮問第258号、諮問第259号及び諮問第260号について確認のために、答申書

を読み上げさせていただきます。 

 

答 申 書 

 

２ ７ 水 審 第 ２ ６ 号 

平成２８年２月２３日 

 

農林水産大臣  森山  裕 殿 

 

                       水産政策審議会 

                         会 長  馬場  治 

 

 平成２８年２月２３日に開催された水産政策審議会第７５回資源管理分科会における審

議の結果、諮問のあった下記事項については、諮問のとおり実施することが適当であると

認める。 

 

記 

 諮問第２５８号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づ

く基本計画の検討等について 

 諮問第２５９号 水産資源保護法第２０条第１項の規定に基づく平成２８年度の溯河魚

類のうち、さけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人

水産総合研究センターが実施する人工ふ化放流に関する計画につい

て 

 諮問第２６０号 総トン数２０トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める告示の一

部改正について 

 

 それでは、この答申書を長谷次長にお渡しいたします。 

（分科会長から次長へ答申書手交） 

○山川分科会長 続きまして、報告事項に入ります。 
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 事務局から報告事項が４件あります。 

 １つ目は「さんまの資源管理について」、２つ目は「第一種特定海洋生物資源の採捕数

量等について」、３番目が「指定養殖業の許可の状況について」、４番目に「太平洋クロ

マグロの資源状況と管理の方向性について」ということで、まず 初に、「さんまの資源

管理について」を事務局から御説明よろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長でございます。 

 資料は５．さんまの資源管理についてというのを御覧ください。 

 １ページめくっていただきまして２ページでございます。 

 真ん中左側が、サンマの分布域、産卵場、漁場、索餌場の図でございます。 

 下の２つのグラフでございますけれども、左側が漁獲量の推移でございまして、近年外

国漁船による漁獲量が多くなってきているのがわかると思います。 

 それと右側のグラフにつきましては、これは、日本船の標準化ＣＰＵＥの推移でござい

まして、これを見ますと、大体今の資源水準というのは中位ではないかというふうに考え

ております。 

 次のページでございますけれども、３ページでございますが、３つグラフがございます

けれども、左上が、資源量の推移と漁獲割合を示したものでございます。 

 資源量につきましては、黒い丸でございますが、長期的に見ると減少傾向にあるという

のがわかると思います。ただし、 近の５年間程度を見ると、どちらかというと横ばいか

なというふうに判断しております。 

 他方、資源量の傾向とは逆に、漁獲割合の傾向を見ますと、上昇傾向にあるということ

で、ここが非常に懸念されるところでございます。 

 右側が、親魚量のグラフでございますけれども、これも、長期的に見ると減少傾向にあ

ることがわかると思います。 

 それと、下のグラフは、親魚量に対して、どれだけの子供が残ったかということでござ

いますけれども、集めたデータはこういう状況になっておりますけれども、これによって、

どこまで親子関係があるかどうかというのは、さらなる分析が必要かなというふうに考え

ております。 

 ということで、Blimitは決定しておりませんけれども、2003年以降の 低親魚量69万ト

ンよりは小さいのではないかなというふうに考えております。 

 ということで、管理方策なんですけれども、下の図ですけれども、短期的に見ると、資

源は横ばい傾向なんでございますが、漁獲割合は増加しているということと、資源量が中

長期的には減少傾向にあるということで、今後、さらにこれが資源に与える悪影響、漁獲

圧の上昇が資源に与える影響に十分注意する必要があるということで、中長期的に親魚量

を維持することを管理目標とするということで、シナリオとしては、一つで親魚量の維持

ということを出しております。 
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 そうすると、ＡＢＣは、Limitで36万3,000トン、Targetだと29万5,000トンという計算

にしています。 

 次のページでございますけれども、グラフが３つありますが、このシナリオをとったと

きと現状で推移した場合の漁獲量、親魚量、資源量がどういうふうに推移していくかと。

シナリオは親魚量の維持でございますので、大体中期的に横ばいになるということでござ

います。 

 私からは以上です。 

○山川分科会長 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらよろし

くお願いいたします。 

 管理のほうについて、管理課長から御説明いただけたらと思います。 

○管理課長 管理課長でございます。 

 資源の状況については、今、太田課長のほうから説明があったとおりでございますけれ

ども、一方サンマの資源の利用に関しましては、先般、ここでも御説明をいたしましたけ

れども、公海域で中国なり、台湾なり、韓国なり漁獲が近年増えているという状況にござ

います。このような中で、参考にもついておりますけれども、公海域のサンマの資源の管

理をめぐって北太平洋漁業委員会という地域漁業管理機関が設置されまして、この枠の中

でサンマについてどのような管理をしていくのか、どういうふうな管理をすべきなのかと

いうことが議論されるわけでございます。こういういろいろな状況の中で、今後、我が国

の漁獲可能量、資源評価はどうあるべきかというところでございますけれども、やはりま

ず一つには、サンマの漁獲、漁場が年によって大きく変わってくる。例えば昨年について

は、我が国の排他的経済水域よりも公海でかなりとられている状況もございます。また、

公海域のサンマも、我が国の周辺水域に回遊するサンマも基本的には同じ資源でございま

すけれども、このような、同じ資源が他国によって非常に漁獲がなされておって、こうい

う中で、我が国の漁業の権益をしっかりと守っていくためには、ＡＢＣは、確かに厳しい

数字があろうかとも思いますけれども、漁獲可能量に関しましては、漁場の分布、また漁

獲の状況が年によって大きく変わるということからいたしますと、ＡＢＣについては、参

考として扱わさせていただきたい。漁業者の意向なり、いろいろな状況を見た上で、漁獲

可能量についてはいろいろな観点から定めさせていただきたいというふうに思っています。

具体的には、次回の水産政策審議会でお諮りすることになろうかと思いますけれども、基

本的な漁獲可能量の考え方はＡＢＣとずれても全体の我が国権益を守るという観点から定

めていくという方向で整備をしたいというように思っております。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、加澤委員、よろしくお願いいたします。 

○加澤特別委員 説明ありがとうございます。 
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 それで、サンマのＴＡＣに関しては、我々全さんまとして、制定に当たって非常に関心

を持っていまして、また非常に我々の根底をなすところであって、今の説明から、去年か

らなんですが、ＡＢＣがどんどん減って、100も減らされた中、非常に厳しい状態になる

ところで、今年もこれからはサンマ漁を始める上で、ＴＡＣの設定が非常に大事であると

いうことから、先日、我々組合としてまとめた意見、要望なんですが、まず、ちょっとこ

れは読み上げさせてもらいたいと思います。 

 28年のサンマＴＡＣの設定に関する要望についてということで、全さんまからなんです

が、サンマ北太平洋西部系群の28年ＡＢＣは、27年の39万3,000トンから36万3,000トンに

縮小しており、昨年の方法（ＡＢＣ×過去10年間のうち、全漁獲漁に対する日本ＥＥＺ内

の漁獲割合の 大値67.1％）でＴＡＣを計算すると、本年の総ＴＡＣは昨年に比して約１

割減となり、結果として大臣許可漁業分のＴＡＣも削減されて昨年のＴＡＣ約20万トンを

割り込むことも懸念されます。 

 つきましては、当組合では、平成28年サンマＴＡＣについて、次に挙げることを要望と

して伝えたいと思います。 

 ①、サンマの資源管理については、平成28年度より国際資源管理に移行することとなっ

ており、今後、ＮＰＦＣ等国際的な交渉の場において、北太平洋におけるサンマ漁業に係

る我が国益権を守るため、中長期的かつ戦略的な対応が必要となること。 

 ②、昨年の水産政策審議会資源分科会でも、サンマのＴＡＣについては、これまでの方

法にとらわれることなく、新たな考え方を採用すべきとの意見が出されたこと。 

 ③、台湾、中国等から我が国への輸出を増加させることは、外国船操業を助長させるこ

ととなるため、サンマ漁獲量のほとんど（96～97％）を占める大臣許可漁業に対して、我

が国のサンマ需要を満たせるよう、おおむね20万トン程度のＴＡＣが安定的に与えられる

必要があること。 

 これらを踏まえ、サンマ資源状態に配慮しつつも、これまでの算定方法にとらわれるこ

となく、約20万トン程度のＴＡＣが、中長期的、かつ安定的に大臣許可漁業に対して配分

されるよう、よろしくご配慮をお願いいたします。 

 というような我々の要望でございます。 

 あと、これに関して、今言った20万トンという数字は、本当に我々からしますと、これ

以下に減らされますと、まず我々漁業者、組合員の経営に悪影響を及ぼすことが一つござ

います。よって、我々数多くの隻数を抱えており、漁業経営ばかりじゃなくて、そこには

多くの乗組員の中には震災で被災された方が数多く乗っています。よって、その人たちの

生活にもかかわるということ。 

 また他方、今これ北海道から銚子までの各港がサンマの受け入れとなっていますが、今、

御存じのように、サンマというのは、震災から復興に非常に大事な漁業となっております。

地域の経済にもかかわるものになって、復興にもかかわるのみならず、北海道から銚子ま
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で、サンマというのは本当に各地区の食文化、伝統産業もございますので、そこら辺に悪

影響を及ぼす懸念もございますので、そこら辺を今まで言ったことを踏まえて、何とぞ

我々の要望に沿うようなＴＡＣ設定をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 全国さんま棒受網漁業協同組合からの御要望ということで、中長期的、戦略的な対応を

してくださいますようよろしくお願いいたします。 

 何かコメントございますか。 

○水産庁次長 今、加澤委員から、切実な要望ということでお受けしましたけれども、改

めて、資料５の参考のところです。７ページのところを見ていただきたいんですけれども、

２ポツで、結果概要とあります。（１）がサンマの話になりますが、加澤委員のお話の中

に出てきました①です。サンマの資源評価をＮＰＦＣ、昨年の夏にでき上がった国際委員

会で資源評価をして、国別の割当をして、外国漁船の漁獲急増に対応しようということで

やっているわけでありまして、ただ、今の段階では、資源の評価についても各国の見解は

相当開きがあると。そういう中で来年に向けて何とか合意を目指していこう、新しい管理

に移行していこうという、本当に難しい、過渡期の状況で、ここをどういうふうに乗り切

っていくかというのは非常に大事な話だと思いますので、先ほど木島課長から申し上げた

ように、この件については、今日何か決めるということではなくて、次回の分科会でしっ

かりと議論していくということで考えております。 

 それから、せっかくなので、先ほどの谷地委員から、イカの絡みで中国船の話がありま

した。取り締まりのことで木島課長が答えましたけれども、もちろん、我が国200海里以

内に入ってくる無許可操業みたいなことについては取り締まりの話なんですが、それだけ

ではなくて、この紙の（２）のところに書いてありますように、サンマ以外の中国船の操

業について、昨年の会議のときに、こちらからサバなどを漁獲している中国漁船の急増で

すとか、あるいは違法漁船、違反操業みたいなこともあるので、中国側に対して隻数削減

などの管理強化を、これは要求している、今、要求しているということですし、また、

（３）のところを見ていただくと、公海で操業する漁船を登録するというようなことで、

実態をしっかり把握していこうという取り組みをしているところです。 

 こういう、ＮＰＦＣは、多国間の枠組みになりますけれども、こういう場と、もう一つ

２国間、中国船に関していえば日中の協議の場、多国間、二国間、両方使いながら、こう

いう谷地委員が先ほど心配されたような問題についても対応していくということで考えて

おります。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、しっかりご対応くださいますようよろしくお願いいたします。 
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 川崎委員。 

○川崎委員 北海道漁連の川崎です。よろしくお願いいたします。 

 今、次長から、大変心強い声をいただきまして少し安心をしているんですけれども、さ

っきのスケトウダラについても、資源介入がよその国へまたがる非常に難しい部分がある

というお話あったばかりで、この上サンマに関してはＮＰＦＣで多国間でもってそういう

資源評価、今のところはまだ分かれる段階ですけれども、非常に画期的なことだというふ

うに思っているんです。サンマというのは、私ども産まれたときからサンマ漁業をやって

いますけれども、北海道の太平洋側というのはサンマで秋は飯を食っていたもんです。だ

けれども去年なんかは全く沿岸にもうサンマが寄せなくなってしまったと。それは資源管

理もあるでしょうけれども、先ほど言った環境が非常に変わってきているんだろうなと、

これも大きな要因の一つだろうなというふうには思っていますけれども、できるだけ、早

く各国と資源量等を同意していただきながら、そしてなおかつ、先ほども加澤さんが話を

しておりましたけれども、全体として20万トンというのは、私どもの漁業者ばかりではな

くて、それに携わる陸上の加工屋さん、運搬屋さん、そうした人たちだって非常に大事に

している数量でありますので、その辺を十分御理解をいただいて、ご協力いただきたいな

というふうに思います。 

 よろしくどうぞお願いいたします。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○平田特別委員 大洋エーアンドエフの平田と申します。 

 北太平洋のＮＰＦＣにつきまして、対象資源がマグロ、サケ、マス、サンマは対象外と

いうことなんですけれども、やはり今サンマとかイカで委員の方がいろいろとおっしゃっ

ていることについては、これサバもイワシも、同じような環境下にあると思うんです。で

すから、対象魚種に入れるのがどの時点になるのか、ただ、これサバについても、日本船

は、過去から資源回復計画を行ってきて、それでその中で、操業規制というんですか、上

限制限もいろいろ設けられて、やってきている中で、シナ海でやっていたような虎網、業

界誌で虎網と載っているんですけれども、集魚操業をメインとしてやり出すと、かなり資

源にインパクトは大きいだろうなというふうに思います。ですから、これ大変難しい時期

になっているとは思うんですけれども、やっぱりかなり要求していっていただかないと、

国内の200海里内で資源回復計画を打ち立てていても、やっぱりなかなか大変だろうなと。

ただ現実にやっているかやってないかわからないんですけれども、これが北部太平洋で夏

場も操業するとなると、ひょっとすれば我々がわからない中でカツオ、マグロの漁獲をひ

ょっとしているんじゃないのかとか、そこら辺も出てくる可能性が非常に高くなってくる

んではないかということで心配をいたしております。 
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○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

○水産庁次長 今、平田委員御心配の同じ資料５の 後の８ページの６ポツの読み方なん

ですけれども、これは、マグロ類についてＷＣＰＦＣという、御存じの、条約があると、

サケ、マスについては、またＮＰＡＦＣというのがあるので除きますということなんで、

このＮＰＦＣは、イワシもサバも対象にする条約です。そういうことなので、まず一番

初に問題意識を持ってやり出したのがサンマなわけですけれども、今後、それ以外のサバ

ですとか、イカですとか、というものについてもこの枠組みを使って対応していくという

ことになります。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、特に御発言、ほかになければ、次の報告事項に移りたいと思います。 

 第１種特定海洋生物資源の採捕数量等についてを事務局からよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長の加藤でございます。 

 資料の６を御覧いただきたいと思います。 

 第１種特定海洋生物資源、ＴＡＣ魚種の採捕数量の速報値でございます。 

 こちらは、定例的に御報告をさせていただいているもので、今回は、27年12月末までに

採捕された数量についてでございます。 

 中ほど黄色く塗っておりますマアジとマイワシにつきましては、管理期間がこの12月に

終了した27年漁期の実績ということでございます。それ以外の魚種につきましては、管理

期間がまだ途中の経過の数量でございます。中ほどに、採捕数量、実績数量が掲げてござ

います。 

 ２ページ目と３ページ目につきましては、その大臣管理分と知事管理分の内訳の数量を

記載してございます。 

 それから、４ページ目でございますけれども、こちらにつきましては、第２種特定海洋

生物資源、つまり漁獲努力量管理をしておりますＴＡＥ魚種の魚種ごとの努力量の実績を

記載しております。 

 以上、御報告でございます。 

○山川分科会長 ありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明に対しまして、御質問、御意見等ありましたらよろしくお願い

いたします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、特に御発言ございませんようですので、次の報告事項に移りたいと思います。 

 指定養殖業の許可の状況についてを事務局から御説明よろしくお願いします。 

○内水面漁業振興室長 内水面漁業振興室長の中奥でございます。 

 御承知のとおり、ウナギ養殖業につきましては、昨年６月から内水面漁業の振興に関す
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る法律に基づきます指定養殖業ということになりまして、農林水産大臣の許可制に移行し

ております。 

 ということで、昨年７月７日に開催をされました第72回の本資源管理分科会におきまし

て、諮問、答申をいただきましたウナギ養殖業の公示につきまして、公示に基づく許可を

行いましたので、その状況を御報告いたします。 

 許可から、ちょっと間があいてしまいましたことをおわび申し上げます。 

 資料の７をごらんください。 

 許可件数につきましては、こちらに書いてございますとおり、許可申請が551件ござい

ました。これに対しまして、許可をいたしましたのが543件、結果的に不許可になりまし

たのが８件ということでございます。 

 これは、公示数量に対する申請数量ということで、対比表にしておりますけれども、公

示いたしましたシラスウナギの池入れ数量、池入れ許可の上限値、これがニホンウナギに

ついては21.7トン、その他のウナギについては3.5トンでございますけれども、いずれも

申請数量が公示数量を上回っておりました。このため、内水面漁業の振興に関する法律に

おいて準用します漁業法の規定に基づきまして、既存の許可を受けておられる方に対して

は優先して計画数量の池入れ割当量を配分いたしまして、さらに残余の数量について公正

な方法でくじを行って決定をしたものでございます。 

 また、養殖業の許可につきましては、養殖場ごとに許可を受けるということになってお

りまして、複数の養殖場を持っておられます養殖業者さんもありますので、許可養殖業者

の実件数といたしましては514業者様ということになります。 

 主要な県におけますウナギ養殖業の許可件数及び池入れ数量を表にお示ししております。

許可件数で言いますと、愛知県が も多いわけでございますけれども、池入れ割当量で見

ますと、鹿児島県が も多いという状況で、静岡、愛知、宮崎、鹿児島、この４県でござ

いまして、合わせましてニホンウナギの割当量のおおむね９割程度を占めるという状況に

なってございます。 

 なお、ウナギ養殖業の許可につきましては、平成27年11月１日から、平成28年10月31日

までの１年許可になっておりますので、また来漁期の公示の前になりましたら、このウナ

ギ養殖業の公示につきまして諮問をさせていただくことになります。よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 よろしくお願いします。 

○千葉特別委員 全釣り協ですけれども、お伺いしたいんですけれども、遊漁規則の中で、
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ウナギの採捕を禁止した県というのは、県条例などで禁止した県というのはどの程度ある

のでしょうか。教えていただきたいと思います。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

○内水面漁業振興室長 ウナギの採捕というのは、成魚のことでしょうか。 

○千葉特別委員 遊漁規則の中ですからいわゆる釣りとかで採捕をすることを禁止した県

というのはあるのでしょうか。 

○内水面漁業振興室長 遊漁規則は内水面の漁業権を持っておられます組合ごとに定めて

おりまして、その中で、どれぐらいが禁止になっているかというのはちょっとすみません

…… 

○千葉特別委員 私がお聞きしているのは、県条例で禁止した県はありますかということ

です。 

○内水面漁業振興室長 ウナギの採捕を完全に禁止している都道府県というのはございま

せん。ただ、私どもいろいろ養鰻県を中心に話をさせていただいて、特に親ウナギの下り

の時期、大体10月から12月ぐらいになると思いますけれども、特にこういう時期を親ウナ

ギの採捕を差し控えていただきたいということでお願いをいたしまして、そういう形で、

自主規制を含めてこの下りウナギの時期の採捕をとり控えていただく、御協力をいただい

ている県が今現在で９県ございます。北のほうから行きますと青森県、東京都、静岡県、

愛知県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、こういったところが御協力をいた

だいております。 

 すみません。県条例で禁止した県はなくて、委員会指示でやられているところと、あと

は自主的な規制ということでやられているところもございます。 

○千葉特別委員 わかりました。ありがとうございます。 

○山川分科会長 よろしくお願いします。 

○長元特別委員 鹿児島県から来たんですけれども、鹿児島漁業も大変ウナギの養殖が盛

んということで、先ほどからありましたように、今期のシラスウナギですか、稚魚ですけ

れども、その漁獲の状況をちょっとわかっていたら教えてほしいんですけれども。 

○内水面漁業振興室長 水産庁のほうでは、許可をいただいております養鰻業者さんから

毎月池入れ量の報告をいただいております。現時点でまとまっておりますのは、平成28年

１月末までの状況でございますけれども、池入れとしては大体10トン弱池入れされている

ということで、ほぼ例年と同程度の池入れ量ということになっております。ただ、この中

には、日本国内で採捕したものだけではなくて、輸入されたものも入っております。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 久賀委員。 

○久賀特別委員 教えてください。 

 養殖の対象種の中で、その他の種のウナギとございますけれども、具体的な魚種がもし
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おわかりでしたらお願いします。 

○内水面漁業振興室長 これについては、インドネシア等で採捕されますビカーラ種とい

うふうに認識しております。 

○久賀特別委員 ありがとうございます。 

 数年前にシラスが非常に高騰したときに、ニホンウナギ以外の養殖が随分行われたよう

ですので、お伺いさせていただきました。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、次の報告事項に移りたいと思います。 

 太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性についてを事務局から御説明よろしくお願

いいたします。 

 また、太平洋のクロマグロの検討につきましては、今後も引き続いて当分科会で報告を

受けていくやに聞いておりますので、どのような段取りになるのかにつきましても、あわ

せて事務局から御説明よろしくお願いいたします。 

○資源管理部参事官 資源管理部参事官の神谷でございます。 

 太平洋クロマグロにつきましては、2015年から小型魚の半減を実施いたしております。

国内的に、その担保に向けた動きがございますが、そこに関しましては、後ほど木島管理

課長のほうより説明があります。私のほうは、今年ＷＣＰＦＣにおいて、どのような議論

が行われるかという点に絞って説明させていただきます。 

 お手元の資料８の２ページをおあけください。 

 今年のＷＣＰＦＣの北委員会におきましては、ここにございますような４つの観点につ

いて議論をして何らかの決定をいたすということが昨年決定されております。国際的に見

ますと、今年もクロマグロは非常に厳しい状況が続くと思われます。 

 まず、その理由として３つがございます。 

 １つ目としましては、クロマグロというのは、非常に魚体が大きいということで、保護

のシンボルとしてＮＧＯや外国の研究機関がキャンペーンを張りやすいという点がござい

ます。これは、こういった立場の方々からすると、資源が悪いほうが行動しやすいという

点がございます。 

 さらに、太平洋クロマグロを漁獲している国が日本、メキシコ、韓国、台湾と、わずか

４カ国でございますので、利害関係者が少ないと、ほかの国というのは、まじめに取り組

む必要はなく、どちらかといえば、きれいごとを言っていれば済むというような状況にご

ざいます。 

 さらに、これがＷＣＰＦＣの関係にも反映しておりまして、現在ＷＣＰＦＣでは、熱帯

水域のカツオ、メバチ、キハダの保存管理措置をどうするかというのがかなり主要な議題

となっておりまして、ここでも、日本と東欧諸国では激しい対立を繰り返しておるわけな

んですが、そういった場合に、ほかの国からすると、クロマグロというのは日本いじめの
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駆け引き材料として扱われる危険性があると、こういった３つの観点から太平洋クロマグ

ロというのは、日本にとって大事な種でありますけれども、非常に厳しい状況が続くとい

う点がございます。 

 具体的に申しますと、やはり今の資源は悪いんで、もっと削減すべきであるとか、今の

回復目標は不十分であるんで、もっと高い目標に、もっと短期間で回復するようにすべき

であり、そのためにもっと漁獲枠を削減すべきだとか、もしＷＣＰＦＣで何も決まらない

のであれば、別の機関で貿易の規制を検討するぞといったような大きな動きがございます。

そういった中で、本当の意味での資源の回復と日本のクロマグロ漁業の維持をどうやって

図っていくかと、つまり、国際機関の議論にいかに能動的に対処していくかという観点が

非常に大事になってまいります。そういう点から、ここの４つの議題をどう能動的に連携

して対処していくかという観点から御説明をさせていただきます。 

 今年、４つ議論をせねばなりませんが、まず我々にとって も大切な話というのは、３

番の長期管理方策になろうかと思います。これは、お手元の資料の５ページをお開きくだ

さい。 

 この図の左側の青い実線は、クロマグロの親魚資源量のこれまでの推移でございます。

そこの2012年から赤い線が示してありますが、これは今未成魚半減に伴う回復計画での将

来予測でございますが、今、未成魚半減というのは、非常に絶滅に瀕しつつある資源を、

緊急的に回復しようというフェーズで言いますとフェーズ１という状態に入っております。

国際会議の議論では、ここをさらに回復した後に、さらにどういったレベルまで維持して

いったらいいかという議論が、昨年と今年始まるわけでございます。そうしますと、当然

クロマグロを漁獲していない国からしますと、より高いところに資源を維持すべきだとう

議論になります。より高いところにより短い期間に回復させて資源を維持すると、つまり

フェーズ２、フェーズ３という段階が非常に高いところになりますと、現在でも未成魚の

半減、それを10年間続けないといけないというものがさらに厳しい措置を実施しないとい

けない、さらに長期間厳しい措置を実施しないといけないというようなことになります。 

 そういったものをどのようにして防いでいくかという観点から、現在水産庁は取り組ん

でおるわけでございますが、まず も大切な初歩的な点といたしましては、科学的に信頼

の足りる資源評価を実施するということになります。 

 これが、お手元の資料の２ページになります。２ページの１－１の太平洋クロマグロの

資源評価と、その次のページ１－２になります、今年２月末から３月上旬に、クロマグロ

の資源評価がＩＳＣで行われます。ここの資源評価は、２つのパーツから構成されており

ます。１つは、2014年から過去の資源変動がどうであったかと、そして、今時点の資源量

がどのようであるかという評価でございます。 

 ２つ目は、今の資源が、これからどのように変動していくかという将来の予測でござい

ます。こちらは、今の半減措置を継続したらどうなるかという予測に加えまして、ＷＣＰ
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ＦＣで決定されたことでございますけれども、小型魚を今の措置から10％削減、あるいは

大型魚を10％削減、あるいはその両方を実施したらどうなるかというようなシミュレーシ

ョンを行うこととなります。 

 次のページの１－２でございますが、このように、資源評価を実施していきますと、１

－２の上の表になりますけれども、これは2009年から2014年までの間に、資源評価が４回

行われておりますが、過去にさかのぼって資源評価を行うために、評価結果は微妙にずれ

がございます。大きな傾向は変わらないわけですが、評価結果そのものは微妙にずれが生

じてくるということになります。 

 こうなりますと、歴史的中間値や現存資源量との関係が前回の資源評価よりは変更、科

学的に言えば改善された結果が出てまいります。それにあわせて、その時点からいろいろ

な削減を行った場合にどうなるかという将来予測が行われ、これは全て研究者の範疇にな

りますけれども、現在の資源状況と今の削減措置との関係から、この措置の継続が十分か、

もし不十分であれば、どのようにしたらよろしいかというような提言が科学者のほうから

なされると、したがいまして、その十分か不十分かというような提言がなされると、それ

が、３月11日までのＩＳＣの資源評価で行われます。 

 次が、緊急ルールでございますが、長期的な管理目標のところで、より高い目標により

短期間にというガバの一つの理屈としては、今、資源が悪いのであるから、これ以上減る

可能性がないように、早く回復させるべきだというのが一つの論拠となっております。そ

うしますと、それを逆手にとりまして、これ以上減る可能性というのを除去すればいいで

はないかと、そうすれば、少し時間をかけてじっくりとどこに長期的管理目標を置いたら

いいかという議論ができるであろうという立場から、日本のほうで緊急ルールを提言した

次第です。 

 今ある回復措置に加えまして、もし加入崩壊なんかが生じた場合には、思い切った措置

をとればいいじゃないかという提言となります。 

 具体的に言いますと、歴史的に経験したことのない低加入状態が継続した際には、親魚

のこれ以上の減少を防ぎ、さらに未成魚から親魚への加入を促進するという両方の観点か

ら、全ての加盟国が相当厳しい措置をとるべきだという提案を行っていく予定としており

ます。 

 次のページをお開きください。 

 これが、緊急ルールの概念でございます。上下の青い実線は、それぞれ加入量と親魚資

源の変動でございますが、仮にこれから将来的に赤い線で示しますように、加入が非常に

悪い状態が過去に経験したことのないような状態が続いた場合に、親魚資源の削減を防ぐ

ために思い切った措置をとろうという論法となっております。 

 具体的なものにつきましては、またこれから順次検討ができ次第皆様方のほうに御報告、

相談させていただくことになろうかと思います。 
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 それから、４番目となりますのが、５ページ目の資料となりますが、漁獲証明制度でご

ざいます。 

 私が、 初のほうで申しましたように、もしＷＣＰＦＣのほうで十分な措置がとれない

のであれば、貿易制限とかそっち側の別の委員会のほうで規制措置をとるぞという動きも

あるわけですから、逆にじゃ国際貿易をしっかりモニターする制度をＷＣＰＦＣのほうで

とっていけばいいだろうと、それは、既に大西洋のクロマグロなんかで採用されている漁

獲証明制度というのをＷＣＰＦＣでも導入していけばいいのではないかという方向で検討

を始めることといたしております。 

 ただ、これの問題点と言いますのは、内外不差別の条件がございますので、輸出入のみ

ならず、漁獲されたものの国内流通もある程度、同様のモニターが求められますので、そ

この部分をいかにして簡素化、代替的なものができるかというのがこれからの検討課題と

なってまいります。 

 以上のような、４方向で、今年のクロマグロのＷＣＰＦＣの改革に当たっていくことと

しております。 

 国際関係は以上でございます。 

○管理課長 それでは、２の我が国における管理の方向性について、若干おさらいになり

ますが御説明をいたします。 

 今、参事官からは、話のあったクロマグロの資源状況も非常に悪いということで、昨年

から各国に割り当てが行われて、特に保護すべき30キロ未満の未成魚に関しましては、我

が国については4,007トン、これを超えた場合には、翌年の割り当てから減らしますよと

いう極めて厳しい数値が義務として守らなきゃいけないものが決められたわけであります。 

 こういう枠をどう守っていくのかということで、我が方としては、関係の団体さん、ま

た都道府県にいろいろな協議を行い、どうすればいいのかということで相談しながらやっ

てきたわけですけれども、こういう漁獲量の上限を定め管理するという場合に、ここでも

御審議いただいております漁獲可能量制度というのがございます。これは今まで７つの魚

種、今日御審議いただきましたズワイガニとか、スケトウダラとか、スルメイカとか、ア

ジ、サバ、イワシというようなものについて、漁獲可能量制度に基づきまして数量を定め、

管理を行っているわけですけれども、これとまずクロマグロ何が違うのかねというのが私

どもとしては考えていかねばなりません。 

 まず一つには、非常に典型的な浮き魚でございますので、１のところに書いてございま

すように、漁獲の状況が大きく年によって変わります。ところが、漁獲可能制度につきま

しては、来遊状況、資源の状況が変わったということで年の途中で、もしくは１年ごとに

漁獲可能量、つまり我が国上限量をみずからの意思で変えることできますが、クロマグロ

に関しましてはＷＣＰＦＣで決められた数字を守るということですから、資源の状況が変

わったとしても、日本が独自に変えることができないということが非常に大きな課題でご
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ざいます。また、4,007トン、先ほど申しましたように、越えれば来年から減るというこ

とですので、ここは例えばイカでもございましたが、定置漁業に関しましては非常に管理

が困難である、数量管理が難しい、目的採捕じゃないということで、今、若干で配分をし

ております。また、極めて零細な漁業者についても、基本的には若干で配分をし、管理を

行っていただいておるわけですけれども、4,007トンという数字が国に対して割り当てら

れているものですから、こういう定置なり、極めて零細な漁業者に対しても、１トン単位

の管理が必要になってくる。ここがほかの７魚種漁獲可能量の対象魚種とは大きく異なっ

ていると思っております。こういう厳しい中で、マグロの管理をどうするのかというのが

大きな課題であるわけでございます。 

 先ほど申しましたように、年によって、また地域によって、特に定置漁業については、

漁獲の状況、来魚状況が大きく変わってくるものですから、まず県配分が難しい場合がご

ざいます。特定の県に何トンと割り振ってもなかなか難しい、このようなリスクをまず回

避するために、少しでも緩和するためにブロックで割っていこうというのが今のやり方で

ございます。具体的には、６つのブロックに分けて管理を行うというやり方をしておりま

す。 

 さらに、８ページ目をごらんいただきたいんですけれども、６つのブロックだけでも足

りないよというような場合もございます。今年も太平洋の北部で割当量を若干超えたとい

うようなことが残念ながら生じております。一方で、余りとれてないという地域もござい

ます。このような地域間の格差を少しでも緩和するために、ブロック間で合わせてもう少

し大ブロックをつくったらどうだろうか。また、全国で１つか２つに定置のような管理の

難しいものについては、共同管理ができないだろうか、こういうことも今後検討していか

なきゃいけないわけでございます。 

 また、さらに、今年はクロマグロ型ＴＡＣということで銘打っておりますけれども、Ｔ

ＡＣ制度というのは、数量を決めるだけではなくて、その数量をどう守るのかと、計画に

基づいて管理をするというのがみそでございます。今回も、ブロック、さらに県に割ると

いうことを考えておるわけでありますが、この管理について、例えば３カ月ごと、もしく

は４カ月ごとに何トンというふうな目標とする数量を定めて、その枠の中でどういうふう

な管理ができるのか、一つには網起こしの期間を変えていくとか、さらには、網を上げる

とか、いろいろなことが考えられるわけですけれども、こういうことを計画をつくってし

っかりと管理していこうと、これがクロマグロ型の数量管理の基本になるというように思

っているわけでございます。 

 また、 終的には、数量の調整と、融通ということも考えていかなければいけないわけ

でありますけれども、そこは一つには数量が超えると、どうしてもほかのところに迷惑が

かかるということから、できるだけ枠の中でおさめていく、またブロックで管理をしてい

くというところで整理をしていきたいというふうに思っているわけでございます。 
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 まだまだ、クロマグロの管理というのは昨年始まったばかりでございますので、今後、

こういう計画をつくり、具体的にそれに基づく管理を行う中で、課題が当然出てくると思

います。その課題を整理しながら、どういうことであれば管理がうまくできるのか、どう

すればできるだけ、特に定置の場合にはサケですとか、ブリですとか、定置の経営の根幹

を支える魚種も多々ございます。このような魚種の時期に漁獲に影響が出ることのないよ

うに、そこは現場現場が工夫をしながらやっていかなきゃいけない、これについても県庁、

または漁業団体、いろいろなところと相談しあいながら、より現実的なものをつくってい

きたいというように思っているところであります。 

 後に、今後のスケジュールなんですけれども、10ページ目をごらんいただきたいと思

っております。 

 本日、資源管理分科会、この場でクロマグロの国際情勢、また国内のクロマグロの管理

の仕方について御説明をさせていただきました。今後、３月に資源評価の科学委員会が開

かれ、その後、いろいろな状況を広域漁業調整委員会なり、また、この資源管理分科会も

４月、また５月に予定させていただいておりますが、このような場でさまざまな御意見を

いただきながら、具体的な県の計画、また基本計画の素案というものについて説明をさせ

ていただきたいと思っております。ただ、ここで一つお断りしておきますが、この基本計

画なり、都道府県計画というのは、資源管理法に基づくものではございません。これはあ

くまでも漁獲可能量制度というのは、資源管理法の政令に魚種を指定し、いろいろな措置

を法的な担保措置も含めて総合的に管理する仕方でございますけれども、ここはあくまで

も、まず試行ということで、例えば、クロマグロを管理する場合どういうふうな計画にな

るのか、どういうふうにすればその数量が管理できるのかということを試みとしてやって

いくということでありますので、そこについては、誤解のないようにお願いしたいと思っ

ております。さらに、全国会議なり、またＷＣＰＦＣの委員会なり、こういうふうな場で、

我が国の主張すべきことはしっかり主張し、それに基づいて国内の措置も対応していくと

いうことになろうかと思っております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見などをよろしくお願いいたしま

す。 

○東村委員 東村でございます。幾つか質問がございます。 

 まず、中座していたので聞き漏らしたら申しわけないんですが、この太平洋のクロマグ

ロに関しては、漁獲をしている国が４カ国であり、例えば米国なんかは、直接的な利害関

係がほとんどなく、例えば回復今も厳しい……資料８の５ページのフェーズ１、達成され

ました後、より厳しい管理措置を設けるほうが望ましいとおっしゃったのか、ちょっと聞

き漏らしましたけれども、要するにどんどんどんどん厳しく目標値をレベルアップしてい
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くほうがいいような方向の意見を持つだろうというお話であったかと思います。その根拠

というのですか、例えば、クジラのように、クジラのようにと余り言わないほうがいいか

もしれませんが、ただただ環境のシンボルだから、でも魚はいっぱい海にいたほうが望ま

しいからとかいう、結構経済的ではないようなことが理由であるのか、それとも、別に何

らかの経済的なインセンティブがあるのかという点でございます。それによって、ちょっ

と再考する方策も変わってくるのかなという話。 

 ２番目は、国内の管理措置なんですが、どうしても定置というのがＴＡＣ管理に、本来

は、多分なじまないんだろうなと、本当はなじまないんだろうと思いますし、私、資源管

理のあり方検討会に出ていたときも、定置網の漁業者さんがもう１回入ってしまったマグ

ロが、もう全部逃がすか、とるかしかないですとおっしゃいました。けれども、例えばこ

んなにいろいろな技術が発達していれば、マグロだけ逃がせないのかという、そういう技

術の開発の方向というのは、例えばあり得るのか、それができたら物すごくマグロ管理に

関しては楽になるかと思います。 

 私も、福井で聞いていますと、やっぱりそんなに小さいマグロと大きいマグロを比べれ

ば、当然小さいマグロはすごく安いんだけれども、ほかの魚よりは高いので、入ったら欲

しいという意見は聞かれるんですが、やはり長い目で見たら、そこは我慢して、大きいマ

グロに、一匹のマグロが価値が何十倍にもなるわけですから、定置網のほうを何とか抑え

る方向のほうが経済的に全体で見たら望ましいのかなと、配分で見たらちょっと考えなき

ゃいけないことあるかと思います。この時点、一つは、アメリカ等々、余り太平洋クロマ

グロの漁獲の少ない国にとって高いレベルの目標の設定が望ましい、その背景は何なのか

ということと、もう一つ定置網は何とかならないのかという点です。すみません、よろし

くお願いいたします。 

○山川分科会長 では、 初の管理目標の件については、神谷参事官。 

○資源管理部参事官 お答えいたします。 

 アメリカは、国内法、正式な根拠というのはちょっと私は存じておりませんけれども、

国内の規則で、一般的に回復目標というのを食資源の20％にすべきだという協議的なもの

がございますので、そこは資源のよしあしとか、魚種とかには関係せずに、特に全部一般

的にそういうふうにやるべきだというようなことを主張しております。ただ、それが実質

アメリカの国内の全ての魚種に適用しているのとなれば、いろいろな利害関係のあるとこ

ろではいろいろ適用除外的なものを決めてはおりますけれども、少なくとも、太平洋クロ

マグロということに関しましては、アメリカは年間平均で100トンぐらい混獲しているだ

けですので、直接の大きな利害関係がございません。むしろ、環境保護的な圧力が強いと

いうことから、初期資源の20％というのをずっと主張しているということになります。 

 それがどのようなものかと申しますと、参考資料の３の７ページになります。これは、

赤く塗った部分が観測された、推計された実際の親魚資源量でありまして、上のほうの点
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線部分が、それから基づいて計算された漁業がないと仮定した場合の親魚量となります。

ですから、漁業がないと仮定した場合の親魚の20％というのは、その中間にある青い点線

となりまして、これを見ておわかりのように、この60年間一度も達成されたことのない数

値ということになります。ですから、我々としては、このような数値にならないように、

善の努力を果しているところでございます。 

○山川分科会長 では、定置網漁につきまして。 

○管理課長 今、東村委員の御発言、そのとおりだと思っておりまして、定置に関しまし

ては、やはり向こうから入ってきてしまうというようなことからどういうふうに管理する

のか、特に今回は、非常に数量が少ない管理である。こういう中で、急激に網に入ってき

てしまうこともございます。このような定置についてどう管理するのかというのが、一番

大きな課題であると思っております。ただ一方で、定置はしょうがないんだからとってし

まいますということになりますと、ほかの、例えば、はえ縄漁業なり、引き縄漁業なり、

ほかの漁業者の分が結果として漁獲量が減るというようなことにもなって、4,007トンと

いう枠がございますので。 

 この枠をどう守っていくのか、まず１つには、先ほど申しましたように、網起こしの期

間を変えることができないのか、特にサケとか、ブリとか、定置の主要魚種が入ってくる

時期はなかなかそういうことが難しいわけでありますけれども、マグロが入ってくる時期

にマグロをできるだけ抑制するようなことができないのか。また、網の口にスリットを設

けて、できるだけマグロが入ってこないような工夫ができないのかとか、さらには、キン

コ網の部分をあけるとか、網を上げるとかいうところまでも考えて、今回は計画をつくっ

ていただきたいというように思っているわけであります。いずれにしても、定置の部分が

マグロ管理の鍵を握っているわけでありますので、我が方とすると、定置の漁業者さん、

またはどういうことができるのかということについて、真摯に向き合いながら、相談を受

けながら進めていきたいというように思っております。 

○山川分科会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 平田委員。 

○平田特別委員 今の話で、定置網等については、管理が非常に大変だというのは、私ど

もも実感しております。私、まき網にずっと担当しているんですけれども、平成元年ごろ

から日本海にクロマグロの操業をしている中で、やはりまき網については、2011年から、

ＷＣＰＦＣの決定、水産庁さんの御指導、調整等に対して、非常に真摯に受けとめて、独

自の規制をやったり等、実施してきているのが現状でございます。 

 そういう中にあっても、先ほどからありますいろいろな法人さん等非難を浴びたり、そ

ういう形の中で、事業を行ってきているのがあるんですけれども、ここで要望というんで

すか、要求なんですけれども、漁業者の実態としては、約10年ほど前から、日本海のクロ
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マグロは増加してきているという実感として持っているんです。そういう中で、我々とし

ては、一番問題は、資源量と加入量の問題、これをいろいろ工夫があるとは思うんですけ

れども、旧態依然とした加入量の調査方法、評価方法ではなくて、これはまき網の操業実

態と漁獲量を交えたそれを十分生かせるような評価方法を早く確立していただくのが、加

入量としては適切じゃないかなというふうに思っているところでございます。今後につい

ても、予算措置がとられたと聞いておりますけれども、やっぱり積極的に実施していただ

きたいというふうに願うところでございます。 

○山川分科会長 よろしいですか。 

 お願いいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長です。 

 今の平田委員のおっしゃった点につきまして、平成28年度予算要求の中で、まさにその

点につきまして、いろいろ対応しようと思っておりまして、１つは、親の資源量をより正

確に把握するために、クロスキンアナラシス、要は親子関係を調べることによって、親と

子供をサンプリングして、遺伝子を調べると、その中で親子の対がわかるんですけれども、

その親子が出る割合を見ることによって、全体の親魚の資源量を直接推定できる方法とい

うのが 近いろいろなところで使われてきておりまして、これはミナミマグロ保存委員会

なんかでも既に使われているんですけれども、それを太平洋クロマグロにも採用して、よ

り直接的に、親の量を把握しようと考えております。 

 もう一つは、加入量は今まで引き縄の調査でやっておったんですけれども、引き縄でか

かるよりも更に小さい魚について新たに調査を行って、その部分の初期の加入量を把握す

るのを28年度から始めようと考えております。 

 もう一つは、まき網のデータは、今まで、資源評価の中ではなかなか取り入れるのは難

しかったんですけれども、まき網のデータもより積極的に取り入れて資源評価に役立てい

こうと、そういうことを28年度から開始する予定でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ではよろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 嘉山委員。 

○嘉山委員 実際に、去年の加入と、その前の年の加入で、自分なんか浜にいた感覚だと、

一昨年のほうが加入が悪い感覚があって、去年のほうが加入がいい感覚があるんですけれ

ども、実際にはどんな感じだったかというのがわかるんですか。 

○山川分科会長 神谷参事官。 

○資源管理部参事官 正確な加入量というのは、ＩＳＣの資源評価結果を待たねばなりま

せんけれども、引き側モニタリング調査とかによりますと、2014年の加入が非常に悪く、

2015年の加入というのはそれよりよかったというのが、大体研究者の共通した認識だろう
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と思います。 

○嘉山委員 それで、９ページの太平洋北部海域の漁獲上限346トンよりもとれているん

です、460トンと超えているんですけれども、これが、この魚に関して、結構な割合で

2014年生まれが多いんじゃないかなと思うんですけれども、その辺は、 終的に、年齢分

けとかしています。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

○資源管理部参事官 感覚的に言いますと、ここでとれているのが大体2013年生まれだろ

うと思われます。2013年の加入が非常によかったというところがございます。 

○嘉山委員 ということは30キロぐらいありますけれども。 

○資源管理部参事官 大体２歳魚前後。 

 それはその経験を踏まえますと、水産庁のほうで、毎年加入量速報とかいうのを出して

おるわけなんですけれども、それを受けることによって、大体自分がとれる自分のところ

でとれる魚が、１歳魚なのか２歳魚なのかというのはわかると思いますので、そういうの

から将来的な方向性というのは、ある程度わかっていくんだろうと思います。 

 それをさらに発展させて、より正確に加入量を把握すれば、それから適正な漁獲量の試

算ができるだろうというようなところまで我々持っていきたいと考えておりまして、それ

が……すみません、ちょっと私のほうで話してですけれども、お手元の資料の４ページの

漁獲管理ルールのところの、加入量が大きく変動する特性を踏まえ、加入水準に応じた柔

軟性のあるルールの提案を検討というところにつなげていくこととしております。 

○嘉山委員 あとは、太平洋北部の、現在操業自粛要請ということになっているんで、実

際には、今、操業は自粛されているんですか。 

○沿岸・遊漁室長 沿岸・遊漁室長の藤田でございます。 

 操業自粛要請は、現在も継続しておりますけれども、現実問題といたしましては、太平

洋北部のブロックは主漁期でないということで、採捕がほとんど進んでいないと、そうい

う状況でございます。 

○嘉山委員 サケの定置に一緒に入るということなんで、もうサケの定置の漁期が終わっ

ているんで、同時にクロマグロの漁期も終わったような感じ気になるんですけれども。 

○沿岸・遊漁室長 今、おっしゃいましたのは、宮城県とか、岩手県の話でございます。

太平洋北部につきまして、非常に漁獲がよかったのは、昨年は北海道のブリ定置、たまた

ま10月まで非常に漁獲が良好でございまして、それに混じって非常に大量に、１日に何十

トンも入ったということで漁獲が進んだということでございますので、そういうことを反

省いたしまして、今年うまくブレーキをかけることについて、御検討をお願いしていると

いう状況でございます。 

○嘉山委員 ありがとうございます。 

○山川分科会長 東村委員。 
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○東村委員 もう一度すみません。ちょっとまた教えていただきたいことがあります。 

 私の質問に回答していただいた例の漁獲がないと仮定した場合の親魚量の20％というの

は、何と言うか、例えば20％という、特に根拠はないかと思うのですね。漁獲がないと仮

定した場合の数値というのも実は計算式によっていろいろ出るものだというふうに理解し

ています。だけれども、資源は早く回復したほうがいいんだとか、危ない資源は守らなけ

ればいけないんだということ自体は、言葉自体は、とても耳障りがいいので、結構みんな

納得すると思うんです。ですから、そこで、なぜに日本の考える漁獲措置が極めてリーズ

ナブルであるかということをぜひぜひ主張していっていただきたいなということと、もち

ろん回答でいただいたことですけれども、その裏にある緊急措置です。というのはかなり

機動的に動けるようなものでなければならないとなると、本当に操業自粛要請が出てしま

うような状況で、きちんと操業自粛要請が守られるようなことが将来的には太平洋クロマ

グロを日本が、関係諸国が利用していく方法なんだということを、関係者の方も操業自粛

要請が出たら、やっぱり嫌だとは思うんですが、そこは守っていっていただけるようなう

まい説明を私は自分でこういうふうにしたらいいんですかというのはできませんけれども、

よろしくお願いしたいと思います。 

 すみません。ありがとうございます。 

○資源管理部参事官 Ｂ０20％の根拠ですけれども、北門先生とかがもし間違っていれば

と指摘していただきたいんですけれども、これまで経験的にほかの魚種でＢ０20％という

のが大体ＭＳＹの近似値であろうということが知られておりますので、クロマグロについ

てもそれが本当かどうかというのは別にして、準用するということだと理解しております。 

○山川分科会長 この件につきましては、また国際的な場で御議論いただくことかと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、先ほど今後のスケジュールのところでも事務局から御説明ありましたけれども、

太平洋クロマグロの資源管理全般について、幅広く御意見をお聞きしながら進めたいとい

う旨の御説明がありました。本日、早速ではございますけれども、この分科会におきまし

て、参考意見の聴取を行いたいと思いますけれども、そのことについて何か御意見ありま

すでしょうか。 

 では、早速ですけれども、参考意見の聴取ということで始めたいと思います。 

 では、本日は水産資源や資源解析に造詣の深い研究者お二人の方にお越しいただいてお

りますので、それぞれのお立場から太平洋クロマグロの資源管理全般について御意見を伺

いたいと思います。 

 まず初めに、鳥取県水産試験場長をされておりました増田伸哉様より、よろしくお願い

いたします。 

○増田参考人 増田です。よろしくお願いします。 
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 まずお断りしておきたいのですが、私は現役の研究者ではございません。もう現役を退

きまして、かなりの年数がたちますので、なかなか資源評価や現在のデータを使っての資

源解析というようなところのコメントはできません。ただ、私は、日本海の中で大中型ま

き網によって漁獲されるクロマグロにつきまして、しばらくの間、お付き合いをさせてい

ただいておりますので、まずその日本海のクロマグロというところの視点でお話をさせて

いただきたいというのと、今日配りました資料につきましては、皆さんもこれまで資源量

だとか、資源評価の細かい数字、食傷気味だと思われますので、少し変わった資料を持っ

てまいりました。過去のクロマグロの歴史、それから我々山陰の人とのかかわりというと

ころについて、少しお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、スライドの１枚目ですけれども、これは有名なマイワシの資源の長期の変動でご

ざいます。御存じだと思いますけれども、随分長い間、人間の漁獲圧が直接資源に影響を

与えている以前の頃から大きく変動しているというところでございます。 

 あまり知られておりませんけれども、クロマグロにつきましても、国内外で長期変動が

確認されているというのを示したのが、２枚目のスライドでございます。 

 これにつきましては、上段の方は古文書による日本近辺の豊凶の変動を、下の方は地中

海の定置網のクロマグロの変動につきまして表したものであり、大体50年から100年ぐら

い前から資源の変動が起こっていたというところでございます。 

 スライドの３枚目ですけれども、我が国では、20世紀において２回のクロマグロの豊漁

期が知られております。まず第１回目の豊漁期は、1935年、昭和10年前後でございます。

これは、鳥取県と島根県の統計の資料から引っ張ってきたものでございます。このときの

漁獲量については、どの程度正確なのかというところの精査を今後していかないといけな

いのですけれども、鳥取県では、ピークのときは900トンを超え、島根県では1,500トン漁

獲されておりまして、これは現在、大中型まき網が漁獲している平均漁獲量よりもはるか

に多いということでございますし、当時の鳥取県、島根県の漁法は、定置網あるいは地曳

き網でございました。特に、鳥取県では、漁獲の大半は地曳き網、非動力の漁船で網を引

っ張っていく地曳き網で獲られているというところを注目していただきたいと思います。 

 それを示すスライドが４枚目のスライドでございまして、これは鳥取市の近傍での操業

風景だと思いますけれども、地曳き網で大きな、人間と比べていただくとおわかりになる

かと思いますけれども、100キロを超えるようなマグロが漁獲されています。 

 その次のスライドは、これは鳥取県西部の弓ヶ浜半島、向こうに見えますのが島根半島

でございますけれども、そこのごく沿岸で行われた漁法の風景でございます。ここで注目

していただきたいのは、なぜ産卵親魚がごく沿岸まで来て、どうして非動力船で大群をま

いて漁獲しているかという点について、改めて考えてみておく必要があるのではないかと

思います。 

 その次のスライドが、当時の新聞記事でございます。ここで注目していただきたいのは、
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「五十年振りで沿岸に押し寄せたマグロ」というような見出しもございますけれども、少

なくとも、昭和７年の時点ですけれども、それよりも50年前にも大きな大群が沿岸のほう

に押し寄せたというような記録があったから、このような見出しが出てきたのではないか

というふうに思っておりますし、この時代は全国各地でこのような記録がされております。 

 もう少しさかのぼって、次のスライドですけれども、これは鳥取県の青谷町にある弥生

時代の上寺地遺跡という遺跡でございますが、ここには、クロマグロの脊椎骨であるとか、

そのクロマグロを漁獲した大きな針が出土しておりますし、さらにもう少しさかのぼりま

すと、これは飛鳥時代の出雲地方の情報誌、出雲風土記でございますけれども、島根県と

か美保湾のごく沿岸のほうの村の名産品の中で、マグロというものが取り上げられており

ます。 

 次のスライドは、日本海の中で、マグロの産卵場がいつ形成されたかというような議論

が色々あったかと思いますけれども、これは、昭和10年に発行された水産研究史という雑

誌の中に投稿されました論文でございます。これは抜粋ですけれども、この研究者は、既

に日本海の中には幼魚から成魚まで普通に分布していまして、ここで獲られるマグロとい

うのは生殖腺が発達して、日本海の中でマグロは産卵して、生育しているというように結

論づけております。 

 次のスライドは、これは現在の日本海における大中型まき網の水揚げの状況を示したも

のでございます。 

 ここで、先にちょっと定置網のところで申し忘れたのですけれども、戦前の漁獲量を見

ると、当時の漁獲努力量は小さかったにもかかわらず、漁獲量が短期間で減少し漁期が長

期間維持されていません。一方現在では、大中型まき網にマグロの漁獲については、昭和

57年から日本海では本格化しまして、既に34年も漁獲が続いており、戦前の投入漁獲量に

比べるとはるかに多いのですけれども、漁期が長期にわたって形成されているというのが

特徴かと思います。 

 次のスライドが、日本海でまき網が開始されました直後の漁場でございます。小さくて

見づらく申し訳ありませんが、この当時は、隠岐島より西部で漁場が中心的に形成されて

おります。 

 次のスライドですけれども、これは、少し古いのですが近年のクロマグロの漁場の位置

を示したものでございまして、能登半島以北のほうにも形成されまして、漁場が北に移動

している傾向がうかがえております。 

 その下は、境港に水揚げされましたマグロの体長組成の系年変化を示しております。こ

れを見てお分かりかと思いますが、ざっと言いますと、大中型まき網は、日本海の大体３

歳魚の卓越年級のものを古くは４年から６年かけて利用しておりました。ところが、近年、

特に2004年以降につきましては、その期間が減少しておりまして、さらに現在はその傾向

が強まっているように思っています。 



45 

 

 

 

 後のグラフでございますけれども、これにつきましては、水産庁のほうでまとめた親

魚量の変化と日本海の大中型クロマグロの水揚げ量を重ねたものでございます。1982年、

昭和57年でございますけれども、日本海での大中型まき網での漁獲が実施されました。こ

れの因果関係というのは、よくわからないのですけれども、親の資源量は大中型まき網で

捕獲されて以降も増加しています。1990年の後半になりますと、対馬暖流系のマイワシ資

源が減少しその影響で、日本海での大中型まき網の着業統数が大幅減少しまして、単純に

言いますと、投入漁獲量も減少しているのですけれども、親魚量も減っているという状況

にございますし、一方その下のグラフを見ていただきますと、親魚量が減少している中で、

日本海の大中型のまき網というのは漁獲量が増大をしているというような傾向がございま

す。これをどういうふうにとらえるのかというところも早急に解明していただきたいと思

っております。 

 それで、何が言いたいかということでございますけれども、今、マグロの資源というの

が減少しているというのは、漁業の観点で、議論されているというところが多いかと思い

ますけれども、果たして気候変動の影響というものは本当にないのだろうか、というとこ

ろがございます。クロマグロに与える人為的影響と環境影響の強さについて、きちんと検

証していくということが必要になってくるのではないかと思っておりますし、クロマグロ

の歴史を通してみますと、環境や生態的な条件によって戦前にも漁獲されていますし、日

本人は、縄文、弥生時代から、食料資源として利用してきたというところで、特に、日本

海では、産卵親魚を古代から現代まで普通に利用しているというところがございます。 

 クロマグロの資源の問題も比較的短期の情報で現在論じられておりますけれども、やは

り歴史を認識して、理解して論じるということが大切だと思いますし、クロマグロの漁獲

の歴史の伝承も今後は必要になってくるのではないかと思っております。 

 日本海での大中型まき網クロマグロにかかわった人間といたしましては、大中型のまき

網は、結構透明度の高い漁業ではないかと思っております。 

 御説明するのを忘れておりましたけれども、先ほどの体長組成図の中に、図中の数量、

右上の体長変化のところのグラフでございますけれども、これは、水揚げ実数、そして市

場で体長、体重が測定された数字でございます。多い年は、２万尾近くの体長、体重のデ

ータセットがそろっておりますし、これに加えて、大中型まき網につきましては、漁期が

開始されたとき当時から漁獲の情報、それから生殖の状況だとか、体重、体長のデータセ

ットがそろっておりますが、沿岸漁業につきましては、まだ十分ではないということで、

引き続きこのデータセットを、沿岸のほうでも精力的に集めていただきたいなと思ってお

ります。それから、せっかくこのようなデータがある中で、資源解析を行う上で十分なフ

ァクターである資源量指数等々に、まき網のデータが利用されてきませんでした。先ほど

お答えがあったかと思いますけれども、やはり今後は、まき網のデータ等も積極的に活用

していただきたいなというふうに思っております。 
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 日本海のクロマグロの立場が、まだまだ不明瞭で科学的に解明されてない部分があるか

と思いますので、先ほど言われたもののほかに、日本海の再生産がクロマグロの資源全体

の影響に及ぼすことも含めまして、ぜひ早急に解明をしていただきたいなというふうに思

っております。 

 後に、本席に私が呼び出されました意義でございますけれども、なぜ現役の水産試験

場から研究者が招かれなかったかというところでございます。クロマグロの資源問題は、

中央ではいろいろ議論されていまして、重要な案件であると思います。ただ、逆の見方を

しますと、地方自治体は、本当にクロマグロ資源を重要な資源として認識すべきであろう

ということでございます。これは、ちょっと極端な例でございますけれども、クロマグロ

というのは、地元にとどまることなく非常に広範囲を移動するというところで、地先、地

先で、その生活史の一時期を過ごすものを漁獲しておりますので、なかなか研究しづらい

という面はございますけれども、クロマグロの資源全体を見渡して、意見を述べる研究者

というものを自治体も育てていく必要があるのではないかと思いますし、今後は、やはり

地方でも、クロマグロ資源を総合的に考えて研究者を育てるという人材育成が非常に大切

になってくると思いますので、やはり人材育成の部分については、国レベルでしっかり地

方の研究者をフォローアップしていただきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、東京海洋大学大学院準准授の北門利英様よりよろしくお願いいたし

ます。 

○北門参考人 御紹介ありがとうございます。東京海洋大学の北門と申します。 

 私、水産資源解析および資源管理を専門としており、クジラやマグロ類等の国際資源に

かかわることが多く、特に今回の案件であります太平洋クロマグロにつきましても、2012

年の資源評価の会議から参加させていただいております。そういう意味では、昨今の太平

洋クロマグロにかかわる話題につきましては、特に注視をしているところでもあります。 

 太平洋クロマグロとよく比較される対象としまして大西洋クロマグロ、それからミナミ

マグロの２種があると思います。大西洋クロマグロに関しましては、東西各種漁業関係国

も多いということで、太平洋クロマグロと随分違ったコントラストがあり、またミナミマ

グロに関しましては生息海域区域が狭く比較的管理がしやすいということで、マグロ類の

管理の中でも成功例の一つとしてよく取り上げられると思います。 

 さて太平洋クロマグロですけれども、この２種と違う点としまして、単一系群として扱

える一方で、広い範囲の海域に生息しており、かつ高度回遊性であり、さらに漁業も多種

多様であるということで、資源評価比較的難しい部類に入るのではないかと思います。太

平洋クロマグロの資源解析というのは、実は国際資源でよく使われている統合型モデルと

よばれる水産資源解析の中でも 先端の資源評価方法を使っています。この方法を利用す
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るためには、生物学的、生態学的な情報がかなり必要になってきまして、それに加えて漁

業データ、漁獲データ、それからＣＰＵＥ等の資源動向を占う情報の高精度化が要求され

るという状況になっています。 

 2012年の会議から参画しておると申し上げましたけれども、そのときはデータの扱いに

加えて、どうやって資源評価するのかと、すなわち 先端のモデルを使うにしても使い方

の議論でかなりもめまして、それでも一定のレベルの解析の下で結果が出てきたというと

ころでした。今回の2016年の評価につきましても、当方も来週から参加しますけれども、

個人的な印象も含めて申し上げますと、資源評価のデータとして資源動を表すＣＰＵＥ、

それから体長組成を使うのですが、それぞれデータのフィッティングは前回と比較してか

なり向上してきており、そのようなモデルの基での資源評価という意味では、かなり評価

の精度も上がってきているのではないかと思います。 

 それから、浮魚の特徴としまして、加入等の不確実性が大きいう点も挙げられますが、

それに伴う不確実性の評価自身はかなり向上していまして、そういう資源評価プラス不確

実性の評価という客観的推測という点でもかなり向上したんじゃないかと思います。 

 その背景としましては、データの収集、かつ先ほど人材育成という話もありましたが、

国際水研が中心となって、各県の漁業機関、それから水産試験場、そして大学等も参画し

まして資源評価をしているわけですけれども、そういうチームワークと資源評価する、資

源管理のシミュレーション等をするためのチームワーク、チーム力というのがかなり上が

ってきているのではないかなと、そのように評価しています。 

 今日、神谷参事官のほうから御説明がありました資料について、２点ほど私見を述べさ

せていただきますと、既に太平洋クロマグロに関しましては、小型魚も大型漁獲量の大型

削減ということで、資源管理の措置を講じているわけですが、さらに今後2016年の太平洋

クロマグロ資源評価の結果をもちろんベースにして今後さらに将来予測等の実施がされる

ことになっておりますが、もちろん現行の措置の維持の継続というのをもう一つの手段だ

と思いますけれども、さらに仮に必要があればということですけれども、小型魚プラス大

型魚の捕獲量を削減というシミュレーションをするというふうなことで進められています

ので、これにつきましては現行の小型魚の半減というのは魚が小さいうちに獲るのはやめ

よう産卵するぐらい大きくなってからとりましょうという、そういう意味での成長乱獲を

避けるための手段でありますけれども、小型魚の削減だけじゃなくて大型魚の削減も同時

にすることによって産卵資源量の乱獲も防ぐと、そういう意味では非常にバランスのとれ

た管理が今後できるんじゃないかというふうに思います。今回の資源評価会議の結果を得

て、シミュレーション等でこれから検討されるということですので、その辺楽しみに注視

していきたいなというふうに思っています。 

 それから、もう１点、緊急ルールについてのお話がありました。この緊急ルール、加入

がよくなれば例えば現状のＴＡＣをさらに修正するということも必要な措置として考えら
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れると思います。その加入量というのは特に浮魚の場合重要というのは当然なのですけれ

ども、加入量の動向を見て漁獲アップを決めるというのはミナミマグロでも検討されてい

ますし、私のほうでも、クジラの資源を扱うことが多いんですけれどもクジラもＲＭＰと

いう管理手法が確立されていますけれども、加入等が悪くなったらその分現状の捕獲数を

少し修正するとか、というような加入動向あるいは環境動向を見て、現状のＴＡＣを修正

するというようなことも実は検討されつつあります。その場合、逆に加入が悪くなること

ばかりを考えるわけじゃなくて、仮に加入がよくなった場合のごほうびも必要じゃないか

と、そういう意味では、加入がよくなってすぐに漁獲枠を上げるというわけじゃなくて、

多少のラグは必要だと思います。御提案の緊急ルールは仮に下げるほうばっかりじゃなく

て、ＴＡＣを上げるという意味でもうまく働いてくれるような形になればと思います。こ

ういう緊急ルールというのは、実は今国際的な資源管理、あるいは国内そうですけれども、

資源管理の枠組みとして、資源管理方策、評価法というもとで、シミュレーションを通し

て、どういうとり方が目標達成に も近道なのかということを議論するフレームワークが

あるんですけれども、現行のとり方に加えて、緊急ルール、下げるだけじゃなくて上げる

ほうの緊急も含めて検討する、そういうシミュレーションが今年の資源評価会議の結果を

得て議論されることを個人的には望みたいと思います。 

 まとめと言いますか、幾つか私見を述べただけではございますが、太平洋クロマグロの

今年の資源評価の結果というのは、シナリオに応じて以前とは結果が多少変わるとは思う

んですけれども、現状のデータからは傾向等はそれほど大きくは変わり得ないと思います

ので、それらを基に将来の目標を達成するような資源管理のあり方について議論を進めて

いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまのお二人の御意見に対しまして何か御質問等ありましたらよろしくお願

いいたします。 

 参考人への御質問以外にも全体的な御意見などもありましたら御発言いただきたいと思

います。 

 お願いします。 

○柳内委員 柳内でございます。 

 今の参考人のお話の終盤で環境変動の反映みたいなものが資源評価等であるというお話

ありましたけれども、現行の、今日もいろいろスケトウダラとかスルメイカとかの資源の

評価、ＴＡＣのあり方も議論あったんですが、今の日本のＴＡＣ魚種で環境変動の反映と

いうのは、ちょっと私が勉強不足だったら恐縮なんですが、されている余地があるか、そ

ういったのはどういう状況なんでしょうか。 

○山川分科会長 お願いいたします。 
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○北門参考人 私が知る範囲ですけれども、水産庁の方にお答えしていただいたほうがい

いのかもしれませんが、クロマグロにつきましては、資源評価で環境変動を取り入れてい

るというよりもむしろ将来予測のシミュレーションのところで、加入のいいフェーズ、悪

いフェーズ、普通のフェーズというのがありまして、シミュレーションする際に、将来の

加入の不確実性をどこからとってくるかと、あるいはそういうときに、環境状態のいい、

悪い、普通の状態等からサンプリングをしてくるというようなことをやっていて、資源評

価の中で取り入れてというよりも、むしろ将来予測のところを取り入れている部分という

のが多いのではないかというふうに思います。 

 資源評価のほうですけれども、加入関係、ところで親子関係で環境変動等をされている

ところが、もし具体的な種としたら、山川先生もし覚えていらっしゃれば挙げていただき

たいですけれども。 

○山川分科会長 ＴＡＣ対象種につきまして、親子関係という再生産関係を明示的に求め

て、それを期待値の周りにある程度のバラつきをもたせてというような、そういうやり方

ではないですけれども、再生産成功率、それが将来もしこういうふうに変動したらどうな

るであろうかという、そういうシミュレーションは将来予測としてやっておりますので、

そういった点では、ある程度クロマグロなんかとも近いような、そういったやり方をやっ

ているんじゃないかなというふうに思います。 

○柳内委員 我々はまき網でもイワシ、サバだったり、とっているもんですけれども、ち

ょっと近年の水温のあり方とか、我々の経験を超えてくる場面が増えているような気もし

ている、若人だけが将来をどう予測できるかというのが影響力はちょっと変わってきてい

るのかななんて不安もあるもんですから、その辺の経験も引き続き進めていただければと

思います。 

○山川分科会長 はいよろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 先ほどのスケトウのときにもちょっと御説明しましたけれども、メイン

の資源評価とは別に、資源変動要因分析事業というのを並行してやっていまして、それで、

個別具体的な魚種について説明するのはちょっと資料がないので無理なんですけれども、

端的に言うと、水温とか、あと潮流とか、餌環境とか、そういうものが将来の加入にどう

いうふうな影響を与えるかという分析をやって、例えば、さっき申し上げたのは、スケト

ウダラの日本海系群であれば、産卵場の温度がこういうときであって、かつ流れがこうい

うときは加入がいいだろうと。今の状況はこうだから、これは加入がいい状況にならない

から将来予測にはそれを役立てるとか、そういう形で魚種ごとにいろいろ環境要因と加入

の関係を分析して、わかったところについては、資源評価の中に組み込んでいくというこ

とをやってきております。それで、この事業は一応27年度終わりなんですけれども、来年

以降もまた引き続きそういう分析をやっていくつもりでございますので、なるべく環境条

件が資源の変動に与える影響というのを解明できるように努力は続けていきたいと思って
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おります。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、先ほどからも環境変動に対する御意見等ありましたけれども、増田様からも長期

的に見た場合に、もともと大きく変動している資源なんじゃないかと、そういう御指摘も

ありました。歴史的な視点から物事を論じていくべきだというような、そういう御意見も

ありました。一方で、国際的な資源評価の場では、もし漁獲がなかったとしたら、どれく

らいもともと資源があったであろうかというＢ０の話が先ほどあって、それの20％という

ような、そういう基準で議論が進みつつあるというような、そういう話があったわけです。

以上のような長期的な変動の議論と、Ｂ０の議論、そういったところをどういうふうにう

まく折り合いをつけていくのかというようなことが大事なところではないかなと、私は資

源管理分科会長という立場ではなくて、資源研究者個人としての意見ということなんです

けれども、重要になるんじゃないかなというふうにも思います。 

 北門先生からは、資源評価の現状について御紹介ありました。資源評価の精度もかなり

新のもの、やり方を使って、精度も向上してきているとのことですし、不確実性の評価

がちゃんと行われるようになってきているということですので、その辺は国際的な研究者

の集まりの中で、きちんと評価がなされていくということを期待していきたいと思います。 

 あと、国内的には、そういう国際的な場で議論されてきたことをいかにきちんと履行し

ながら責任ある行動をとっていくのかというようなことが求められるんだろうと思います。

そういう視点からも、むしろ国際的な議論を日本としてリードしていっていただいて、何

か変な方向に議論が向いていかないように水産庁の方々はよろしく頑張っていただければ

というふうに思います。 

 今回は、太平洋のクロマグロの議論なんですけれども、例えばほかの大西洋のクロマグ

ロなんか見ますと、今もう資源はＶ字回復しているわけです。それもたまたま上昇局面に

当たったんじゃないかというような、そういう議論もあったりするわけですけれども、し

かし大西洋の例では、漁獲枠を削減してきっちりと守るようにした。特に先ほども事務局

から御紹介ありましたけれども、漁獲証明制度をきっちりとやるようになったと、それま

ではなかなか実際の漁獲量の全部が必ずしも把握されていたわけではない、そういったと

ころにきちんと漁獲証明制度を導入して、それらの成果も相まって、ちょうど上昇局面に

資源に大きなダメージを与えることなく管理がうまくなされていった。そういうことがＶ

字回復につながっていったんじゃないかなというふうに個人的には考えております。 

 そういうことで、太平洋のクロマグロにつきましても、昔は、ごく沿岸でも非動力船で

もとれるような、そういう資源だったというような増田様からの御紹介もありましたけれ

ども、もともとはそういう資源だったんだというようなことを念頭に、今後いいほうに向

けていっていただけたらなというふうに思います。 

 あと、やはり東村委員からも御指摘ありましたけれども、定置網の管理をどういうふう
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にするのかとか、国内調整問題、いろいろあるんだろうというふうに思います。ブロック

内で管理するとか、それから場合によってはブロック間で何らかの仕組みを考えるとか、

何かその辺は関係者の方々とよく調整していただいて、実際には全体の漁獲枠がまだ残っ

ているにもかかわらず地域的には漁業をストップしないといけないとか、変な方向になっ

てしまわないように、よく仕組みを考えていただければなというふうに思います。 

 例えば、管理期間を一本化するというような話もありましたけれども、そういう期間を

どこで切るのかというようなことでも、定置網を場合によって停止というような措置がと

られた場合に、ほかの対象魚種に対してどれくらいの影響が出るのかというようなことが

結構違ってくるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺も関係者の方々よく御

議論されて調整されていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。 

 そういうことで、いろいろと長々と申し上げましたけれども、私の個人的な意見という

ことでよろしくお願いいたします。 

 そのほかに、このクロマグロに関しまして、御発言、御意見等ございますでしょうか。 

 ほかに御発言等ありませんでしたら、事務局から太平洋クロマグロについて、次回の進

め方を御説明願います。 

○管理課長 先ほどの資料でも御説明いたしましたけれども、次回の資源管理分科会、４

月に予定しておりますが、資源管理分科会で引き続き太平洋クロマグロについて御議論い

ただきたいと思っております。具体的には、太平洋クロマグロの資源管理全般についての

意見を募集し、この分科会におきまして御発言をいただくということを考えております。

１人当たりはおよそ３分程度、非常に短い時間になろうかと思いますけれども、なるべく

多くの方に御発言をいただいて御議論いただこうというように思っております。意見募集

の案内・周知につきましては、本日の分科会のほか、３月に開催される広域漁業調整委員

会においても御案内をしたいと思っておりまして、意見の募集は、お住まいの都道府県水

産主務課を通じてお申し込みいただくということを考えております。各都道府県には、当

方より事前に依頼しておりますので、まずはお住まいの都道府県庁に御相談いただくとい

う形にしたいというように思っております。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

 意見募集を行うというようなことですので、委員の皆様におかれましては、周りの方々

にも、そういったことでご周知いただければというふうに思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 ほかにもし、この件に関して御質問等ありませんでしたら、その他に移りたいと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。 

 では、その他に移りたいと思います。 

 何かその他のことについて委員の方々。 
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 東岡委員。 

○東岡委員 全漁調連の東岡です。 

 カツオ漁のことについてちょっとお尋ねしたいんですけれども、ここ数年来、日本の沿

岸にカツオが来遊してくる量がだんだんと少なくなりまして、日本の伝統的漁法であるカ

ツオのひき縄漁が壊滅的な痛手をこうむっておりますので、カツオの研究をしている先生

方がいらっしゃりましたら、この現状を踏まえてどういうような原因で日本の沿岸にカツ

オが来なくなってしまったのかというのを研究していただきたいと思います。 

 それと、太平洋沿岸には、カツオに関する漁業者が多数おりまして、それこそ大きな事

業でございますので、水産庁のほうもひとつ情報収集を行い、各県の代表的なところに行

って情報が集まれば、そういうところでいろいろ発表してほしいと思っております。ひと

つよろしくお願いします。 

○山川分科会長 何か水産庁の補足の発言ございますか。 

○資源管理部参事官 カツオにつきましては、今科学的にははっきりした関係というのは

証明されていないんですけれども、ただ、水産庁としては、熱帯水域での漁獲の増大、要

するにとり過ぎが日本近海の来遊減少に結びついているんだろうという前提で、それが実

証される方向に物事を交渉に臨んでおります。 

 具体的には、科学の分野では、日本に上ってくるカツオというのが熱帯紀元であるとい

うことをどう証明するかということが大事な仕事になりますし、行政的には、仮に熱帯水

域ではとり過ぎが原因で上がってこないんであれば、当然熱帯水域での漁獲を減らすべく

動かないといけないと。じゃ具体的に言うと、熱帯のほうでは、外国のまき網漁船の隻数

が増大しておりますので、それをどうやって削減するかという、その実現に向けて取り組

んでいるというところでございます。ただ、今すぐ成果がお示しできないのは、熱帯の水

域は二十何カ国が入り乱れて漁獲をしておりまして、ある意味みんなそこの状況で満足し

ておると、北の水域で漁獲しているのは日本だけなんで、現実として、日本の意見が非常

に通りづらいという部分はありますけれども、そこはさまざまな交渉上のあらゆる努力を

研究して、北の水域へのカツオの回遊が戻るように、行政の面でも科学の面でも努力して

いきたいと思っております。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

○漁場資源課長 追加で調査の件なんですけれども、一昨年ぐらいから今おっしゃられた

ようなことが非常に顕著になってきましたので、今年度から、カツオの回遊について新た

に調査を初めておりまして、これは今神谷参事官が言ったように、南の漁獲が資源に影響

を与えるのか、それともそもそも回遊経路が、例えばエルニーニョとか、海流変動によっ

て、回遊時期や回遊経路が変わってしまったのかというのを解明するために、南のほうに

船を出して、カツオの回遊経路や環境との関係やなんかも調査するのを今年度から初めて

おりますので、その結果を見ながら、また考えていきたいと思っております。 
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○東岡委員 ありがとうございます。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにその他ございますでしょうか。 

 では、特にないようでございましたら、次回の会合の日程について事務局から御案内願

います。 

○管理課長 次回の資源管理分科会でございますけれども、先ほど申しましたように、４

月中下旬をめどに開催をお願いしたいと考えております。何か緊急な必要がございました

場合には、それ以前に開催するということになると思いますが、できるだけその場合には

早期に連絡をさせていただきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、日程につきましては、後日、事務局から調整させていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 そういうことでよろしくお願いいたします。 

 以上で、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、

大変議題が多くございまして、非常に長時間にわたり御議論いただきまして、大変どうも

お疲れさまでございました。 

 これをもちまして、本日の資源管理分科会を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 
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