
 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事

業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）業務に係る企画競争応募要領 

 

１ 総則 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推

進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）業務（以下「業務」という。）

に係る企画競争の実施については、この要領に定める。 

 

２ 業務内容 

(1) 令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築

推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）によるスマート水産業情報

システム及び各種サブシステムの整備等業務並びに同システムにより行う業務。 

なお、同事業によるスマート水産業情報システム及び構成するサブシステムの整

備等業務については、別紙１「令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート

水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）に

よるスマート水産業情報システム及びサブシステムの運用・保守、整備等業務仕様

書（以下「業務仕様書」という。）」のとおり。 

また、それ以外の同システムにより行う業務に関しては以下のとおり。 

①  漁獲報告サブシステム 

ア 法第 52 条第１項（法第 58 条において準用する場合を含む。）、第 90 条第

１項等で規定する報告事項にかかる情報について、漁獲報告システムに蓄積

し、集計する。 

イ システムにおいて取り扱われる漁獲情報等のエラーチェック及び分析を行

う。 

ウ エラーがあった場合には、必要に応じて情報等の修正を行う。  

エ 法及び許可省令に基づき、かつお・まぐろ漁船から提出される漁獲成績報告

書について、迅速な集計、確認、データ入力、エラーチェック及び分析を行う。 

オ エラーチェックに関しては、入力前の記述不備のチェック及び入力後の漁獲

物の生物特性、漁労活動等に関する範囲チェック並びに関連チェックの実施、

必要に応じて補正する。 

カ 条約海域等での混獲生物の生態を明らかにするための、かつお・まぐろ漁船

等が漁獲した混獲生物情報の集計・分析する。 

キ 各地域漁業管理機関へ提示するため、集計・確認・分析を行ったデータ を活

用し、求めに応じた資料の作成を行う。 

ク 各地域漁業管理機関で我が国に漁獲枠が割当てられた魚種等について、 そ

の漁獲情報（日別報告）をリアルタイムに把握、集計する。 

ケ 地域漁業管理機関の海域ごとに提出された漁船の漁獲報告について、定 型

集計又は非定型集計を行う。 

コ 法や許可省令に基づく漁獲報告等の信頼性確保のため、日別報告等と操業情 

報との整合性の調査及び確認を行う。 

サ 水産庁、水産庁清水事務所がセキュリティ性の高い VPN ネットワークを 通

じて漁獲情報等をリアルタイムで参照・集計する。 



シ 上記の結果を取りまとめ、報告書として水産庁へ提出する。 

② 広域資源管理サブシステム  

ア 資源管理サブシステム 

(ア) 知事管理漁業を営む者からの漁獲量については、毎月１０日までに、関係

都道府県から前々月（任意で関係都道府県から前月または当該月の情報の提

供があれば、これらも受け入れる。）のＴＡＣ対象魚種毎の漁獲量（個別情

報でなくＴＡＣ対象魚種毎の合計値）の提供を受け、集計する。 

(イ) 漁獲量報告の収集を含めた本業務全体を円滑かつ効率的に実施するた 

め、漁業関係者、市場関係者、都道府県及び水産庁の担当部局との間で、必

要な連絡・調整を緊密に行う。 

(ウ) 水産庁または受託者のホームページでの公開の用に供するため、今年度

事業の対象となる各管理年度における以下の情報（(ア)の情報を集計・加工

したもの）を、毎月１５日までに水産庁の担当部局に提出する。 

a ＴＡＣ対象魚種別・管理者別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別の漁

獲量（大臣管理分については前月末日までの累計値、知事管理分について

は前々月末日までの累計値とする。また、各月別の漁獲量を含む。） 

b 外国漁船による累計漁獲量（確定値）は、外国漁船漁獲情報システム と

連携することにより、ＴＡＣ対象種の漁期の最終月累計確定漁獲量に合算

する。 

c  ＩＱ管理対象魚種別・漁業者別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別

の漁獲量（月別及び日別の漁獲量を含む。） 

(エ) 資源管理システムの閲覧できる個人情報は、ＴＡＣ対象魚種毎に各報告

日別、各陸揚日別及びこれらの管理年度中の累計値であり、受託者が入手し

た最新のデータに基づき、毎日更新する。 

(オ) 資源管理システムにより収集・蓄積された漁獲量等の個別情報及びこれ 

ら個別情報を基に集計・解析・加工された情報については、少なくとも令和

４年度仕様書に記載された資源管理システムの情報保護措置の水準か、当

該水準よりも高い水準の保護措置を講じなければならない。 

(カ) 集計・加工した情報の一部を、資源管理システムを通じて、漁獲量等の情

報提供を受けた漁業者等に提供する。 

（ケ） 漁獲量報告の収集を含めた本業務全体を円滑かつ効率的に実施するため、

漁業関係者、市場関係者、都道府県及び水産庁の担当部局との間で、必要な

連絡・調整を緊密に行う。 

イ 外国漁船漁獲情報サブシステム 

(ア) 中国、韓国及びロシアとの漁業協定に基づき設置される共同委員会等に 

おいて毎年決定される操業条件等を外国漁船が遵守しているかを確認する

ため下記の a～d を行う。 

a 外国漁船の入出域状況（隻数等）や操業状況（漁獲量等）に関する情報 

の集計・整理・管理 

b 集計・整理した情報（漁船別日別漁獲量、漁船別累計漁獲量、漁業種類 

別日別漁獲量、漁業種類別累計漁獲量及び操業実績隻数等）の水産庁及び

漁業調整事務所並びに海上保安庁等水産庁が指定する取締機関への迅速



かつ正確な提供 

c 中国・韓国・ロシア漁船より四半期毎（ロシアは毎旬）に報告される月 

別の魚種別漁獲量等を用いた漁獲状況の把握 

d 漁船別日別漁獲量等と四半期報告を用いた、より具体的な漁獲量管理 

(イ) 漁獲量集計等のためのシステムサポート 

(ウ) 漁獲量等のデータを資源管理システムと連携し、漁獲量等のデータを管理

する。 

(エ) 上記(ア)により集計したデータについて、各国の管理年度毎にデータを 

確定し、年報を作成する。 

   

３ 予算額 

業務の予算総額は、532,328,000 円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内と

する。 

 

４ 参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者

であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」を有していること。 

(4) 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置

要領（平成 26 年 10 月 17 日付け 26 経第 879 号大臣官房経理課長通知）に基づく

指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

５ 提出書類 

(1)  令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築

推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）によるスマート水産業情

報システム及びサブシステムの運用・保守、整備等業務に係る企画書業務に係る

企画書（別紙様式第１号） 

   企画書には、「２ 業務内容」及び「別紙１ 業務仕様書」で求められる業務に

ついて、次の項目及び内容を提案するものとする。 

① 事業の遂行体制 

スマート水産業情報システム及び各種サブシステム等の概要、運用方針・方法、

保守管理、整備等を担当する者の人数、役割分担、並びに経理処理能力（共同提

案の場合は、構成する団体ごとの役割分担及び経理区分を明確にすること。）に

関する実施体制。 

② 企画提案を求める項目及び具体的な提案 

 ・スマート水産業情報システムを構成する各種サブシステムの概要、運用・保守

方針、コスト削減方法等 

・各種サブシステムに関係する漁獲情報の収集、整理、解析、加工、提供、デー

タの保存及び管理の具体的な方法 



・各種サブシステムにおける個人情報等の取扱いに関するセキュリティ対策の内

容 

・スマート水産業情報システムとしての各種サブシステムの連携・統合に係る取

組、検討方法、手順内容等 

・漁獲報告サブシステムの改修等に関する取組、検討方法、手順、内容等 

・電子情報処理システム全般に関する知見、知識 

・関係法令等に関する知見、知識 

・水産資源評価に関する知見、知識 

・システムの脆弱性、情報セキュリティインシデント等に関する対策の内容 

③ 実施スケジュール 

   システムごとに記載すること。 

④ 再請負の予定（再請負とは、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる

ことをいう。ただし、事務的業務（印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管

に類する業務）であって、再請負比率が、５０％以内であり、かつ、再請負する

金額が１００万円以下である場合を除く。） 

・予定している再請負先の、氏名又は名称・住所（再請負をする相手方が未定の

場合は、その相手方を選定する方法）、再請負を行う業務範囲、再請負の必要性

及び契約予定金額。 

⑤ 「別紙１業務仕様書」により、本業務請負者が該当システムを令和４年度受託

者から承継できず新たにシステムを構築する場合のスケジュール及び手法 

⑥ その他必要と認める事項 

(2) 経費内訳書 

業務を実施するために必要な経費の全ての額（消費税等の一切の経費を含む。）

を記載した内訳書（別紙様式第２号） 

(3)  令和４・５・６年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

(4) 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

    ※グループ提案の場合は、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは

構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約

締結書等を併せて提出すること 

(5) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）に

基づく認定（えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業）、次世代育成支援

対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づく認定（くるみん認定企業、トラ

イくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業）及び青少年の雇用の促進等に

関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）に基づく認定（ユースエール認定企業）を

受けている者である場合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況が分かる

資料 

（なお、基準に適合し、認定されている者であることを企画書に記載しておくこ

と。） 

 （6) 業務従事者リスト、当該業務従事者に係る履歴資料及び保護すべき情報の取

扱いに関する資料 

 

 ６ 応募に係る説明会の開催 



(1) 本事業に関する説明会を次のとおり開催する。 

日時：令和５年２月１３日（月） １０：００～ 

   場所：水産庁漁政部第２会議室（農林水産省南別館８階、ドア番号８２１） 

(2) 説明会に出席を希望する者は、令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマ

ート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事

業）業務に関する説明会出席届（別紙様式第３号）を令和５年２月９日までに「７

(3) 問合せ先」へ提出すること。 

(3) 説明会への出席は「４ 参加資格」に示す資格は要しない。 

 

７ 企画書等の提出期限等 

(1) 提出期限：令和５年３月６日（月）15 時まで 

(2) 提出方法：電子メール 

(3) 企画書等の提出先及び契約条項等に関する問合せ先 

      水産庁増殖推進部研究指導課   

     担当者 番浦（バンウラ）、渡部  電話 03-3502-8111（6790） 

       e-mail:smart_suisan＠maff.go.jp 

(4) 企画書等の作成に関する問合せ先 

    同上 

(5) 提出書類 

     ・企画書 

      ・経費内訳書 

      ・提出者の概要（会社概要等） 

(6) 提出に当たっての注意事項 

① 提出期限必着とし、期限を過ぎて農林水産省に到着したものは無効とする。 

② 提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行うこ

とはできない。また、返還も行わない。 

③ 提出された企画書等は、非公開とする。 

④ １者当たり１件の企画を限度とし、１件を超えて申込みを行った場合は全

てを無効とする。   

⑤ 虚偽の記載をした企画書等は、無効とする。 

⑥ 競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

 

８ 審査の実施 

(1) 審査は、「令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報シス

テム構築推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）に係る業務の企

画審査について」（別紙２）に基づき、提出された企画書等の内容について行い、

業務の目的に最も合致し優秀な企画を提出した１者を選定し、契約候補者とす

る。 

(2) 審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

 

９ 契約の締結 

    支出負担行為担当官水産庁長官は、契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の



制限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。 

 

10 その他 

(1) 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(2)  企画書等は、提出者に無断で使用しない。 

(3) 「暴力団排除に関する誓約事項」（別添２）について、企画書提出前に確認し 

  なければならず、企画書の提出をもってこれに同意したものとする。 

(4) 提出者に要求される事項 

① 提出者は、公示、企画競争応募要領及び調達における情報セキュリティ基準

並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項

を了知の上、応募しなければならない。 

  ② 提出者は、業務従事者リスト、次に示す履歴資料及び保護すべき情報の取扱

いに関する資料を上記７（1）の提出期限までに提出しなければならない。 

    なお、提出者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提 

出、当該事業を所管する課室の長との協議等に応じる義務を負うものとする。 

  ③ 業務従事者に係る履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。 

ただし、必要に応じ、追加資料の提出を求めることがある。 

   ア 各業務従事者ごとの氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績

その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍

その他文化的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。） 

  ④ 保護すべき情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。ただし、必要に

応じ、追加資料の提出を求めることがある。 

   ア 契約を履行する一環として提出者が収集、整理、作成等した一切の情報に

ついて、農林水産省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報とし

て取り扱うとともに、提出者の代表権を有する者、役員（持分会社にあって

は社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを

認められた者以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等

に対してその提供を要求してはならない旨を定める社内規則（契約締結時ま

でに施行予定であるときは、当該施行期日が明記された決裁済みの未施行規

則）の写し（仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が

仕様書と無関係であると判別できる態様により、黒塗り等の方法により消除

することができる。） 

   イ 提出者に係る親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサ

ー、フランチャイザー、コンサルタントその他の提出者に対して指導、監督、

業務支援、助言、監査等を行う者（ウにおいて「関係会社」という。）の一

覧及び提出者との資本又は契約（名称いかんを問わない何らかの合意をい

い、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。）の関係図 

   ウ 顧客との契約に基づき提出者以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じら

れた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが明記された

提出者とその関係会社との関係を規定する契約を化体する書面全ての写し

（仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と

無関係であると判別できる態様により、黒塗り等の方法により消除するこ



とができる。） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第１号 

番   号 

年 月 日 

 

水産庁増殖推進部研究指導課長 殿 

 

住所          

商号又は名称      

代表者氏名    

                                                         ※共同提案の場合は連名 

 

 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報

収集・管理等デジタル化推進事業）業務に係る企画書の提出について 

 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報収集

・管理等デジタル化推進事業）業務を受注したいので、別添のとおり企画書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

 所属/部署 

 氏名 

 電話 

 e-mail 

 

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること） 



１．事業の遂行体制 

 

 

 

２．企画提案を求める項目及び具体的な提案 

   ①・・・・・ 

 

 

  ②・・・・・ 

 

 

  ③・・・・・ 

 

 

  ④・・・・・ 

 

 

３．実施スケジュール 

 

 

 

４．再請負の予定 

 

 

 

５．「別紙１業務仕様書」により、本業務請負者が該当システムを令和４年度受託者から承継で

きず新たにシステムを構築する場合のスケジュール及び手法 

 

 

 

６．その他必要と認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

（注）内容は追加的に照会する必要がないよう、具体的かつ簡潔に記載すること。 



別紙様式第２号 

 

「令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情

報収集・管理等デジタル化推進事業）業務」経費内訳書（積算内訳） 

 

区分 

 

予算額 

 

備考 

 

整備費 

 

運用・保守費 

 

 

再請負費 

 

 

合  計 

 

 

○○○円 

 

 

 

 

○○○○円 

 

 

○○○○円 

 

 

旅費  ○○○円 

△費  ○○○円 

○費  ○○○円 

□費  ○○○円 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付すること。 

  ２ 複数団体による提案の場合は、その構成する者ごとに積算内訳を作成する。 

ただし、グループ提案の場合は、積算内訳に構成する団体の内訳を付すことでも可とする。 

３ 必要に応じて備考欄に説明を付すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第３号 

番   号 

年 月 日 

 

水産庁増殖推進部研究指導課長 殿 

 

住所          

商号又は名称      

代表者氏名       

                                                         ※共同提案の場合は連名 

 

 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報

収集・管理等デジタル化推進事業）業務に関する説明会出席届 

 

 令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業（漁獲情報収集

・管理等デジタル化推進事業）業務に関する説明会への出席を希望します。 

 

 

 

（担当者） 

 所属/部署 

 氏名 

 電話 

 e-mail 

 

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること） 

  



（別添） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ 

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警

察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 上記事項について、企画書の提出をもって誓約いたします。 

 

 



（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報

システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタ

ル化推進事業)によるスマート水産業情報システム及

びサブシステムの運用・保守、整備等業務仕様書 

 

 

 

 

 

農林水産省 
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１ 調達案件の概要 

(１)  調達件名 

スマート水産業情報システム構築推進事業のうちスマート水産業情報システム構築

推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）によるスマート水産業情報シ

ステム及び各種サブシステムの運用・保守、整備等業務 

 

(２) 調達の背景 

水産庁は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得

向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため「水産政策の改革」を公

表し、漁業法の改正等、水産施策の抜本的な見直しを進めている。そして、この改革

を下支えする取組として「スマート水産業」を推進しているところ、漁獲情報等のデ

ータを収集、分析、提供する「スマート水産業情報システム」を構築・運営すること

により、スマート水産業の取組を推進していくことが必要となっている。 

水産資源の持続的利用に向けては、資源評価の高度化のため、操業・水揚げデータ

をこれまで以上に大量かつ迅速に収集していく必要がある。令和２年 12月に施行され

た漁業法では、新たに知事許可漁業等の漁獲成績報告や資源管理の状況等の報告が義

務づけられており、漁獲情報の収集が制度として強化された。 

このため改正漁業法で新たに義務付けられた知事許可漁業等の漁獲成績報告等の情

報について、産地市場・漁協の販売システム等から電子的に収集しているところであ

る。 

また、改正漁業法に基づき、ＴＡＣによる管理を基本とした新たな資源管理システ

ムによる管理を実施しているところであり、この中で、既存のＴＡＣ魚種に加え、新

たなＴＡＣ魚種についても我が国漁船及び韓国・中国・ロシア等の外国漁船による漁

獲を全国的、網羅的に把握するとともに、ＩＱによる管理を開始した大臣許可漁業に

ついても、データを集計する必要性が生じている。 

更にかつお・まぐろ資源については、地域漁業管理機関により厳しい管理措置がと

られているため、責任ある漁業国・市場国として、漁獲情報なリアルタイムな漁獲情

報集計、分析による我が国漁獲割当の管理等が必要である。 

これらの水産資源の適切な管理とともに水産業の成長産業化のためには、収集した

データを利活用するための連携基盤の充実を図っていく必要がある。 

以上のような経緯及び実態を踏まえて、令和５年度においては、契約期間中、各種

サブシステムを常時稼働させ、併せて本システム全体を正常に稼働させるために必要

な保守管理を行うとともに、漁業種類の追加等にかかる各種サブシステムを利用した

漁獲情報等の収集及び集計、加工した情報提供の強化、関係機関との連絡調整等に的

確に対処し、並びに発生した諸問題（各種サブシステムの不具合）等の速やかな解決

を図ることとする。また、これら各種サブシステムについて、スマート水産業情報シ
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ステムとして、連携・統合を図ることにより、事務的負担やシステム経費負担の軽減

とともに、水産資源の評価と管理の高度化と水産業の成長産業化を促進することする。 

 

(３) 調達目的及び調達の期待する効果 

本業務は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるため、漁獲情

報等のデータを収集、分析、提供を行うスマート水産業情報システム及び各種サブシ

ステムについて適切に運用・保守を行う。また、各種サブシステムにおいて機能を拡

張するための要件定義から設計開発を行うとともにスマート水産業情報システムと

して各種サブシステムの連携・統合を図るための調査研究を行うことを目的とする。 

 

(４) 業務・情報システムの概要 

スマート水産業情報システム及び同システムを構成する各種サブシステムの概要を

示す。なお、各サブシステムのシステム構成図は別紙１－１のとおり。 

① スマート水産業情報システム 

スマート水産業情報システムは、漁獲報告サブシステム、広域資源管理サブシステ

ム、資源情報評価サブシステム、連携基盤サブシステム及び漁獲情報等伝達サブシス

テムのサブシステムから構成されるシステムである。 

各サブシステムは、その機能毎の目的に沿い個別に構築された経緯があり漁獲量情

報等類似のデータを扱うため、収集するデータの検証、標準化にかかる生産現場にお

ける調整を行いながら、連携に係る取組を進めている。 

② 漁獲報告サブシステム 

本システムは、スマート水産業情報システムを構成するサブシステムの一つである

が、更に水揚げ情報データベース、操業情報データベース、マスターデータベース、

漁獲報告データベースで構成されている。 

本システムにより、知事許可漁業等に関しては、産地市場・漁協等を経由して提供さ

れる水揚げ情報（日魚種別水揚げ量等）や漁業者から提供される操業情報（操業区域・

操業日数等）を、大臣許可漁業に関しては、操業情報（操業区域・操業日数等）を電子

的かつ一元的に収集、集計、確認、報告、提供等を行っている。また、漁獲報告システ

ムに漁獲情報等の電子的な収集・報告情報を送信するため、産地市場・漁協等の生産

現場において販売管理システムの改修等を行っており、令和２、３年度補正予算「漁

獲情報等デジタル化推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進事業」によりこの取組を

支援している。（具体的な仕様については、漁獲情報デジタル化推進全体計画を参照）。 

また、本システムにおいて、かつお・まぐろ漁業については、我が国が加盟している

５つの地域漁業管理機関の管理措置に迅速に対応するため、また、我が国かつお・ま

ぐろ漁業における国際資源管理の的確な実施の確保のため、漁業法、漁業の許可及び

取締り等に関する省令（昭和 38 年農林水産省令第５号。以下「許可省令」という。）
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に基づき、我が国かつお・まぐろ漁船から提出される漁獲成績報告書をデータベース

に取込み、集計、分析、管理する機能、登録している特定の漁船や魚種、航海の照会

機能を有している。 

③ 広域資源管理サブシステム 

水産庁、漁業者団体及び都道府県の担当部局が、漁業法に基づき指定された特定水

産資源に係る個別魚種毎の漁獲量の情報等（以下「資源管理情報」という。）を、漁業

を営む者（水産庁にあっては都道府県を含む。）から報告を受ける用に供されるもので

あり、併せて収集した各種情報の保存・蓄積及び必要な解析・加工を行い、これらの

うち一部の情報については、漁業関係者に還元（提供）できる能力を有する。 

また、本サブシステムは、更に３つのサブシステム（資源管理サブシステム・漁船

情報管理サブシステム・外国漁船漁獲情報サブシステム）から構成される。このうち

資源管理システムは、漁業者が資源管理情報の入力に使用するコンピューター端末機

と本事業の受注者が整備した情報機器（都道府県知事の管理に属する情報については

都道府県の担当部局を経由）をつなぐ一連のネットワークにより構成される。漁船情

報管理システムは、資源管理情報の入力に必要不可欠な漁船登録制度に基づく漁船登

録番号等を管理し、また、本システムのデータから漁船統計を集約するためのもので

ある。外国漁船漁獲情報システムは、協定に基づく韓国・中国・ロシアからの我が国

ＥＥＺ内の入出域報告や報告された漁獲量の管理のため、本事業の受注者が整備した

情報機器と水産庁の担当部局のコンピューター端末機の間を結んだネットワークによ

り構築される。 

なお、本事業においては、全国的な規模での資源管理の確実性を期す観点から、統

一された基準・仕様に基づいて都道府県知事が資源管理情報を確実かつ迅速に収集す

る事務を支援する業務（具体的には、資源管理情報を都道府県知事が管理する漁業者

から当該知事に報告する際に必要となるソフトウェア等の開発と、必要に応じてこれ

ら開発したソフトウェアの改修・保守管理の業務。以下「知事支援業務」という。）を

実施している。 

また、農林水産大臣が管理する漁業者に係る資源管理情報が書面により送付された

場合には、受注者がこれを入力する。 

④ 資源評価情報サブシステム（以下、fresco） 

 Frescoは、漁獲資源、栽培漁業対象種の種苗放流データや種苗生産データを管理に

関するデータベースシステム（fresco1）、海洋環境に関するデータベースシステム

（fresco2）、耳石画像／アーカイバルタグデータなどの調査データベースシステム

（fresco3）、画像データを格納・検索可能なデータベースシステム（fresco4）で構

成されている。 
⑤ 連携基盤サブシステム 

  スマート水産業情報システムで収集した情報は連携基盤を通じて情報提供を行うこ
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とを想定している。現在、各地に設置されているブイ等の ICT 機器から提供されてい

る海水温等の環境情報を行っている。 

 ⑥ 漁獲番号等伝達サブシステム 

水産流通適正化制度において必要な漁獲番号又は荷口番号の伝達、取引記録の作成・

保存が可能な機能を持つシステムであり、令和 3 年度補正予算により、生産段階の採

捕者から採捕者以降（産地市場よりも先の取引）の取扱事業者向けに機能を拡張した。 

 

 

図 1 スマート水産業情報システムの概要 

 

 
(５) 契約期間 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで。 

 

(６) 作業スケジュール 

作業スケジュールは次のとおり想定している。 
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図 2 作業スケジュール 

 

 

令和６年度以降

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

要件定義

設計・開発

要件定義

設計・開発

要件定義

設計・開発

運用・保守

要件定義

設計・開発

要件定義

設計・開発

運用・保守

要件定義

設計・開発

運用・保守

要件定義

設計・開発

運用・保守

連携基盤サブシステ
ム

資源情報評価サブシ
ステム

漁獲量情報の公
表にかかる改修

WCPFCの保存
管理措置等に基
づく電子報告に
かかるアプリ
ケーション開発

漁獲報告サブシステ
ム

漁船情報
管理サブ
システム

資源管理
サブシス
テム

広域資源
管理サブ
システム

TAC魚種拡大等
にかかる改修

漁獲報告サブシ
ステムと連携に
かかる改修

USBトークンを利
用したアクセス
手法等の見直し
にかかる改修

令和５年度
工程システム名

スマート水産業情報シ
ステム

知事許可漁業の
報告に係るデー
タエラー等にか
かる改修

サブシステムの
連携・統合にか
かる調査研究

取組内容

要件定義等

設計

開発・テスト

設計

要件定義等

要件定義等

設計

運用・保守

受入テスト

要件定義等

設計

開発・テスト

受入テスト

要件定義等

設計

開発・テスト

受入テスト

要件定義等

設計

開発・テスト

受入テスト

要件定義等

設計

運用・保守

運用・保守

運用・保守
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２ 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 

(１)  調達範囲 

本調達では、スマート水産業情報システム及び各種サブシステムを適切に運用・保

守するとともに、各サブシステムの機能拡張及び各種サブシステムの連携・統合に係

る調査研究並びに付帯する業務を行うものとする。 

本業務にパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めること

とする。 

また、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。 

なお、漁獲番号等伝達システムの運用・保守業務は別途調達することとしているた

め、本業務の対象外とする。 

 

(２) 調達案件及びこれと関連する調達案件 

① 調達案件名 

〇 スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情

報収集・管理等デジタル化推進事業)によるスマート水産業情報システム及び各種サブ

システムの運用・保守、整備等業務 

・スマート水産業情報システムの運用・保守業務 

・漁獲報告サブシステムの運用・保守業務 

・広域資源管理サブシステムの運用・保守業務 

・資源評価情報サブシステムの運用・保守業務 

・連携基盤サブシステムの運用・保守業務 

・スマート水産業情報システムを構成する各種サブシステムの連携・統合に係る調

査研究業務 

・漁獲報告サブシステムの改修に係る要件定義書作成及び設計・開発業務 

・広域資源管理サブシステムの改修に係る要件定義書作成及び設計・開発業務 

・資源評価情報サブシステムの改修に係る要件定義書作成及び設計・開発業務 

・連携基盤サブシステムの改修に係る要件定義書作成及び設計・開発業務 

〇 調達方式 

・企画競争 

〇 実施時期 

・契約候補者決定：令和５年３月中旬ごろ 

② 関連する調達案件名 

令和５年度水産流通適正化制度における電子化推進対策事業のうち漁獲番号等伝達

システムの運営・保守業務 

・調達方式：一般競争入札（総合評価落札方式） 

・実施時期：入札公告 令和５年２月頃、落札者決定 令和５年３月頃 
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３ 情報システムに求める要件 

(１) スマート水産業情報システム及び各種サブシステム共通要件 

① システムの円滑な運用を期する必要があるため、空白期間を生じさせることなく、

１年間（令和５年４月１日日本時間０時から令和６年３月３１日日本時間２４時まで）

を通じ、連続して保守・運営を行い、漁獲情報、資源管理情報等を収集する。 

② 資源管理情報及びこれら情報に必要な分析・加工を施したものについては、水産庁

の担当部局が指定したコンピューター端末機上で水産庁の担当官が常時閲覧でき、ま

た要すれば必要な加工を施すことができるようにする。 

③  本事業の受注者は、原則として、令和５年度事業の受注者（以下「令和５年度受注

者」という。）が本システム及び過去の資源管理情報（分析・加工したものを含む。）を

承継する。 

ただし、何らかの事由で本システムを令和４年度受注者から承継できない場合は、

本事業の受注者は、自己の負担で令和５年３月３１日日本時間２４時までに本システ

ムが有するのと同等の質と能力と備えたシステム（機器等整備を含む。）を新たに構築

し、令和４年度受注者から過去の資源管理情報を承継することにより、令和５年４月１

日日本時間０時から遅滞なく本事業を開始できるようにしなければならない。 

④ 本システムを令和４年度受注者から承継できず、やむなく新たに本システムを構築

せざるを得ない場合であって、本事業の受託を希望する者は、企画提案書に「ネットワ

ークシステムの新規開発理由書（様式自由）」を添付することとする。 

⑤ 2018 年６月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本

方針」が決定（最終改定は、2022年９月 30日）された。この中で、「クラウド・バイ・

デフォルトの原則」が政府方針として出されている。これらの状況を踏まえ、本システ

ムはクラウドサービスを利用する。 

⑥ 受注者は、各システムが円滑に機能することを目的として、また、漁業関係者、関

係都道府県、市場関係者等からの漁獲量の報告に係る問い合わせ等に的確に対応し、

問題の迅速な解決を図ることを目的として、専門的な知識を有する人員を常時配置す

るとともに、関係機関に対してこれら者への確実な連絡方法（複数）を通知する。 

⑦ 令和４年度受注者が現在運用・管理している本システムの内容・能力等の詳細につ

いては、本要領のほか、令和４年度仕様書を参照されたい。 

 

(２) 漁獲報告サブシステムの要件 

① 本システムは、法第 52条第１項（法第 58条において準用する場合を含む。）、第 90

条第１項等で規定する報告事項にかかる情報について、「水揚げ情報データベース」を

中心に「操業情報データベース」や「マスターデータベース」と連携し、「漁獲報告デ

ータベース」に水揚げ情報及び操業情報の内容を蓄積、集計、検索等でき、各データベ

ースは、マスターデータベースで採番した漁業者 ID を中核に各種テーブルで情報を
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変換・検索等できる機能を有する。 

② 漁協等から各データベースを通じて漁獲報告データベースに送付されたデータは各

都道府県の専用領域に収集され、都道府県庁が自県の漁業者の情報を閲覧・修正可能

とする。 

③ データ項目については、漁獲情報デジタル化推進全体計画に基本的な事項を示して

いるが、実際に送付する項目は都道府県が漁獲成績報告書等に求めるデータとなる。

なお、資源評価に必要なデータとして１隻あたりの日別・魚種別の漁獲量は必須とし

ている。 

④ 漁獲報告データベースに蓄積される各種データは、資源評価で利用できるよう、変

換や検索ができることとする。 

  － 個別システム等 

      漁獲報告システムを構成する個別データベースの要件については以下のとおり。 

ア 水揚げ情報データベース 

(ア) 漁協・産地市場の販売管理システム等から送信された水揚げ情報(ID 付き)を蓄

積できる。 

(イ) 水揚げ情報 DB のデータを属地、属人で検索・集計できる。 

(ウ) 都道府県等がデータを修正できる。 

(エ) 都道府県内の魚種/漁業種類の統一コードを全国標準コードに変換できる。 

(オ) 水揚げ情報データを資源評価で利用するために変換・検索できるほか、資源管

理システムに送信できる。 

(カ) 各データベースと連携できる。 

イ 操業情報データベース 

(ア) 都道府県内の漁業者がアプリケーションを利用して直接入力・送信された操業

情報データ（漁業者 ID 付）を蓄積できる。 

(イ) 都道府県等がデータを修正できる。 

(ウ) 都道府県内の魚種/漁業種類の統一コードを全国標準コードに変換できる。 

(エ) 操業情報データを資源評価で利用するために変換・送信等ができる。 

(オ) 各データベースと連携できる 

ウ マスターデータベース 

(ア) 都道府県における漁業者・漁船登録・知事許可の情報や大臣許可情報を整理し

て漁業者 ID を採番でき、都道府県は、マスターデータベースに情報をアップロー

ドすることにより、新たな漁業者の追加、更新等を行える。漁業者 ID は、10 桁

の数字で構成され、先頭 2桁が都道府県番号、3～9桁目がランダムな数字、10桁

目がチェックデジットとなっている。水揚げ情報データベース及び操業情報デー

タベースで収集された漁獲情報等は、IDを付されて漁獲報告データベースに送信

される。 
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(イ) 漁獲報告サブシステムの各データベースと連携できる。 

エ 漁獲報告データベース 

(ア)  知事許可漁業の漁獲成績報告書データについて、水揚げ情報データベース、操

業情報データベースとマスターデータベースの漁業者 ID・漁業種類コード等を照

合させて蓄積し、蓄積した情報をエクセルファイルに出力して確認できる。 

(イ)  大臣許可漁業の漁業関係者が入力した漁獲成績報告書（Excel）をマスターデ

ータベースと照合して漁業許可情報を確認して蓄積し、蓄積した情報を漁獲成績

報告書（Excel）に出力して確認できる。また、漁獲成績報告書データを資源評価

で利用するために変換・送信等できる。 

(ウ) 我が国かつお・まぐろ漁船から法及び許可省令に基づき提出される漁獲成績報

告書について、迅速な集計及び確認並びに報告を可能とするデータ入力、エラー

チェック及び分析ができる。また、エラーチェックに関しては、入力前の記述不

備のチェック及び入力後の漁獲物の生物特性、漁労活動等に関する範囲チェック

並びに関連チェックを行い、必要に応じて補正できる。 

(エ) 各地域漁業管理機関で我が国に漁獲枠が割当てられた魚種等について、その漁

獲情報をリアルタイムに把握するため、大西洋ビンナガ等の日別報告に関するシ

ステム運用を行う。また、漁獲報告データの編纂等を行うことができる。 

(オ) 条約海域等での混獲生物の生態を明らかにするため、我が国かつお・まぐろ漁

船が漁獲した混獲生物情報の集計・分析ができる。 

(キ) 水産庁関係機関がセキュリティ性の高いネットワークを通じて漁獲情報等をリ

アルタイムで参照・集計できる。 

 
(３) 広域資源管理サブシステムの要件 

広域資源管理サブシステムについては、現在及び過去の資源管理情報を蓄積・保存

し、必要に応じて、これら情報を単独又は相互に比較可能な形で集計・加工できる能

力を有するものとする。 

   － 個別システム 

本システム内の個別システムの要件については以下のとおり。 

① 資源管理サブシステム 

ア 資源管理システムで収集する情報は、漁業法に基づき漁業者から報告される漁獲

量を収集・集積した漁獲データとそれに対応する漁業者名、漁船登録番号等ＴＡＣ管

理の基礎となる情報、ＴＡＣ対象魚種以外の魚種で、資源管理・収入安定対策におけ

る履行確認（以下「履行確認」という。）に必要な漁業者から報告される漁獲量及び採

捕年月日等を収集・集積した漁獲データとそれに対応する漁業者名、漁船登録番号等

から構成されている。 

イ 資源管理システムは、「中央システム」と「団体システム」と「クロマグロ速報シ
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ステム」の３種のサブシステムにより構成されている。なお、団体システムにおいて

は、各団体及び都道府県において必要に応じ収集されるＴＡＣ対象魚種以外の魚種で、

履行確認に必要な情報の収集・集積・集計ができる機能も設定されている。なお、団

体システムは、システム環境設定を変更することにより、大臣管理用（中央団体や配

下の漁協等）や都道府県用の機能に指定できる。 

ウ 大臣管理区分の情報収集は、ＴＡＣ対象魚種別の漁獲量、採捕海域等（以下「漁獲

量等」という。）の報告を漁業者または漁業者から漁獲量等の報告を委任されている

団体（以下、漁業者等という。）所有のコンピューター端末機を通信回線により接続し

たネットワーク環境により、資源管理システムの中央システムを介して報告を受けて

いる。なお、資源管理システムの情報収集機能の一部として、漁獲量等を報告する漁

業者等が報告した当該情報を事後に再度確認し、要すれば修正報告ができるようにし

なければならない（修正報告は、原則として陸揚日の翌月１０日日本時間２４時まで

とし、以降の修正は水産庁担当部局へ確認を要する）。 

エ 知事管理区分の情報収集は、関係都道府県の水産担当部局等所有のコンピュータ

ー端末機を通信回線により接続したネットワーク環境により、資源管理システムの団

体システムを介して漁業者等から漁獲量等の報告を受け、これらの情報を活用して集

計･ 解析される。 

また、これらの集計･解析した情報（個人情報は除く）は、速やかに資源管理システ

ムの中央システムに登録され、漁業法第３０条第２項に基づく都道府県知事から農林

水産大臣への漁獲量等の報告とし、水産庁の担当部局に設置されたコンピューター端

末機で閲覧可能な状態になる。 

なお、資源管理システムの情報収集機能の一部として、要すれば修正報告ができる

ようにしなければならない（修正報告は、原則として陸揚日の翌月１０日日本時間２

４時までとし、以降の修正は都道府県水産担当部局へ確認を要する。また、中央シス

テムに登録後の修正報告は原則として陸揚日の翌々月１０日日本時間２４時までとし、

以降の修正は水産庁担当部局へ確認を要する）。 

オ 今年度事業で集計の対象なるＴＡＣ対象魚種別の漁獲量等の情報は、以下のとお

りである。また、今年度に新たに追加されるＴＡＣ魚種についても同様に情報の収集

を行っていくこととする。 

(ア) さんま：令和５管理年度及び令和６管理年度の漁獲量等 

(イ) すけとうだら：令和５管理年度の漁獲量等 

(ウ) まあじ：令和５管理年度及び令和６管理年度の漁獲量等 

(エ) まいわし：令和５管理年度及び令和６管理年度の漁獲量等 

(オ) まさば及びごまさば：令和４管理年度及び令和５管理年度の漁獲量等 

(カ) するめいか：令和５管理年度の漁獲量等 

(キ) ずわいがに：令和４管理年度及び令和５管理年度の漁獲量等 
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(ク) くろまぐろ：令和５管理年度令和６管理年度の漁獲量等 

カ 漁業法第２６条及び第３０条に基づきカの魚種について施行規則第１６条及び第

１９条に規定する事項について、収集、蓄積、加工、送信等を行い、水産庁担当部局

のコンピューター端末機で常時閲覧可能な状態にする。 

キ 漁業者等が、以下の(ア)、(イ)の情報（上記の情報を集計・加工したもの）を資源

管理システム上で常時閲覧できるようにする。なお、閲覧できる情報は、漁業者等が

報告した自身の漁獲量等の情報に係るもののみである。また、（ウ）の情報について

も、漁業者等が報告した自身の漁獲量等の情報及び当該システムで集計・加工した情

報のみを常時閲覧できるようにする。 

(ア) 過去（平成９年漁期以降）の各漁期・管理年度別・ＴＡＣ対象種類別・操業区域

別・操業時期別・漁業種類別漁獲量（各月別の漁獲量を含む。） 

(イ) 今年度事業で新たに収集の対象となるＴＡＣ対象魚種別・管理年度別・操業区域

別・操業時期別・漁業種類別の最新累計報告漁獲量（各月別の漁獲量を含む。） 

(ウ) ＩＱ管理対象の魚種別・管理年度別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別の最

新累計報告漁獲量（各月別及び日別の漁獲量を含む。） 

ク 資源管理システムは、本事業で収集した個人データを、水産庁担当部局の担当官が

受注者のサーバーにアクセスし、個人情報の保護などのために定められた手続きに従

うことにより、水産庁担当部局のコンピューター端末上で常時閲覧できるものでなけ

ればならない。なお、閲覧できる個人情報は、ＴＡＣ対象魚種毎に各報告日別、各陸

揚日別及びこれらの管理年度中の累計値であり、受注者が入手した最新のデータに基

づき、毎日更新する。 

ケ 上記に加えて、資源管理システムは、前項と同様の条件を満たすことを前提として、

水産庁担当部局の担当官が、前項の個人情報に加えて、以下の項目の情報を常時閲覧

できる機能を備える。なお、これら閲覧できる情報は、上記サにより毎日更新された

最新のデータに基づき、毎日自動的に更新されるものでなければならない。 

(ア) ＴＡＣの対象魚種別に、過去（平成８年から令和４年までの漁期及び管理年度）

の各年のＴＡＣ対象種毎の漁獲量についても、同様の処理・加工を行う。 

a 管理年度別・管理者別・操業区域別・操業時期別・漁業種類別・累計漁獲量（都

道府県別を含む。） 

b 上記 aの情報を暦年別、四半期別、月別、旬別に区分したもの 

(イ) 上記(ア)の各漁獲量毎のＴＡＣ（ＴＡＣ配分が「現行水準」の場合にあっては、

目安数量）に対する消化率（小数点第２位を四捨五入し、第１位まで表示。） 

コ 資源管理システムは、水産庁担当部局の担当官が、情報をリアルタイムで入手・把

握することを可能にするため、以下の能力を備えていなければならない。 

(ア) 漁獲量の報告者が（書面報告の場合は受注者が）資源管理システムに入力する

と同時に、水産庁担当部局のコンピューター端末機において、上記カ及びキの情
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報が閲覧できること。 

(イ) 表計算ソフト機能を内蔵し、水産庁の担当部局の担当官が、随時、必要なデー

タを抽出し、任意の様式に加工できること。 

サ 資源管理システムにより収集・蓄積された漁獲量等の個別情報及びこれら個別情

報を基に集計・解析・加工された情報については、少なくとも令和４年度仕様書に

記載された資源管理システムの情報保護措置の水準か、当該水準よりも高い水準の

保護措置を講じなければならない。 

② 漁船情報管理サブシステム 

ア ＴＡＣ制度など資源管理情報の基礎となる漁船登録番号や漁業許可番号などの漁

船情報の管理を行うシステムであり、また、漁船情報管理システムで得た情報により、

漁船統計を集約するほか、資源管理システムと連携し、必要な漁船情報が迅速に更新

できるものである。漁船情報管理システムは、都道府県に漁船登録申請された情報を

管理する「漁船登録システム」、大臣漁業の許可や知事許可の情報を管理する「漁業許

可システム」、水産庁において全国の漁船登録状況を把握する「漁船統計システム」、

水産庁におけて外国漁船許可情報の確認や沿岸クロマグロ漁業の承認船を管理する

「漁船情報総合管理システム」の４種のサブシステムにより構成されている。 

③ 外国漁船漁獲情報サブシステム 

外国漁船の操業状況を適切に管理するため、漁業協定に基づいて外国漁船から毎日

報告される日別漁獲報告、我が国ＥＥＺへの入出域報告などの報告データについて集

計を行い、これらの情報を総合的に一元管理するシステムであり、ＴＡＣ対象魚種に

ついて、資源管理システムと連携するものである。 

なお、本システムにより、下記の(ア)～(エ)を行うことができるものとする。 
ア 外国漁船の入出域状況（隻数等）や操業状況（漁獲量等）に関する情報の集計・整

理・管理 

イ 集計・整理した情報（漁船別日別漁獲量、漁船別累計漁獲量、漁業種類別日別漁獲

量、漁業種類別累計漁獲量及び操業実績隻数等）の水産庁及び漁業調整事務所並びに

海上保安庁等水産庁が指定する取締機関への迅速かつ正確な提供 

ウ 中国・韓国・ロシア漁船より四半期毎（ロシアは毎旬）に報告される月別の魚種別

漁獲量等を用いた漁獲状況の把握 

エ 漁船別日別漁獲量等と四半期報告を用いた、より具体的な漁獲量管理 

オ 漁獲量等のデータを効率的に管理するため、資源管理システムと連携する。 

 

(４) 資源評価情報サブシステムの要件 

漁業資源の調査・評価に必要となる主要魚種の漁業資源情報を収集・管理するため

のシステムである。 
fresco1、fresco2、fresco3、fresco4 のデータベースで構成されており、各機能要件は
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以下のとおり。 
① fresco1  
ア データの入力を行う入力フォーム画面を作成できる。 
イ 入力された漁業資源データを計測／収集し、データを登録・検索できる。 

②  fresco2 
ア 使用する測器データ変換パラメータを編集できる。 
イ 海洋環境データを入力／登録し、データを検索／参照できる。 

③ fresco3 
    ア アーカイバルタグデータなどのファイル単位の調査データを入力／登録し、デー

タを検索／参照できる。 
④ fresco4 
ア 画像データを登録／検索できる。 
⑤  fresco へのアクセスは、USB トークンを利用してアクセスできる。 
  

(５) 連携基盤サブシステムの要件 

ア ブイから送信される水温等の観測データを収集、登録し、提供することができる。 
イ  データ取得に際し、利用者ごとに識別可能な符号である ID を設定し、ゲートウェ

イ（GW）の認証として使用する。利用者は、ゲートウェイ（GW）を通過してデータ

を取得する。 
ウ ブイの観測データを、メールや FTP、HTTP など、送信方法にあわせてデータを

受信し、保存できる。 
エ ブイ等の環境データに関しては、観測項目や観測場所等をマスター 項目として持

ち、ブイマスターならびにブイデータを API で提供する。 
オ 海しる API 等連携基盤以外で作成したデータを連携 基盤からデータを取得する

ために URL を変換して連携基盤のゲートウェイを通してデータを取得できる。 
 

(６)  その他共通項目 

① 入出力項目、取扱量、データ量等 

本業務における主たる入出力項目及び取扱量については、以下のとおり。 

業務処理 
入出力

の区分 

主な入出力 

情報項目 
取扱量 データ量 利用目的 取得元  主な利用時間帯 

水揚げ情

報収集 
入出力 

提出年月日、

ID、水揚げ量 

年間約 

５千万件 

 

38GB 漁獲報告 漁業者等 
12時間 

（3時～18時） 

操業情報

収集 
入出力 

提出年月日、

ID、操業情報 

年間約 

6万件 

 

450MB 漁獲報告 漁業者等 

12時間 

（８時～20時） 

 

漁獲報告 

（知事許

可等） 

入力 

提出年月日、

ID、水揚げ量、

操業情報等 

年間約 

3千5百万

件 

27GB 漁獲報告 漁業者等 

12時間 

（８時～20時） 
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業務処理 
入出力

の区分 

主な入出力 

情報項目 
取扱量 データ量 利用目的 取得元  主な利用時間帯 

漁獲報告

（TAC） 

 

入力 水揚げ量等 
年間約12

万件 
90MB 漁獲報告 漁業者等 

12時間 

（８時～20時） 

 

資源評価 入出力 漁獲情報等 
年間約 

110万件 
10GB 資源評価 

水産試験

場等 

12時間 

（８時～20時） 

 

連携基盤 入出力 水温等 － 1.3GB 
海洋環境

把握 
漁業者等 24時間365日 

 

② 信頼性（完全性要件）に関する事項 

機器等の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確

保、データの真正性確保に係る対策要件については、以下のとおり。 

ア 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。 

イ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。 

ウ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。 

エ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及

び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。 

③ 拡張性に関する事項 

漁獲報告システムについては、全国の漁協・市場等のシステムの改修の進捗によ

り、漁獲情報等が増加していくことが見込まれるため、データ保存領域の拡張等が

容易に可能な構成とすること。 

④ 中立性に関する事項 

中立性として、求める要件は以下のとおり。 

ア 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、汎

用性のある技術仕様に基づくものとすること。 

イ 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全て汎用性のあるインタフェースを利

用して接続又はデータの入出力が可能であること。 

ウ 導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体（ＩＳＯ、ＩＥ

ＴＦ、ＩＥＥＥ、ＩＴＵ、ＪＩＳＣ等）が規定又は推奨する各種業界標準に準拠する

こと。 

⑤ 情報セキュリティに関する事項 

システム環境のセキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし、その水準

は、「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」を遵守した内容となる

よう努めることとする。 

⑥ 運用・保守に関する事項 

以下の管理については、クラウドサービスが提供する機能で可能な限り実現するこ

ととし、自動化を図ること。 
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運用管理、死活監視、稼働状況監視、セキュリティ監視、ジョブ管理、バックアッ

プ管理、ログ管理（送受信ログ等の保存）、ウイルスパターン更新管理、セキュリティ

パッチ更新管理、依頼作業対応、構成管理、文書管理、アカウント管理、データ管理、

障害対応、定例報告 

⑦ 稼働環境 

稼働環境については、以下を満たすこと。 

クラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）の

ISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。 

 

４ 作業の実施内容 

業務は、次により実施するものとする。 
本事業の受注者は、次に掲げる事項に留意し、以下の（１）から（23）までに係る業

務を担うものとする。 
・ 受注者は、水産庁増殖推進部研究指導課（以下「担当部署」という。）と随時協議

を行うこと。 
・ 担当部署との協議の内容は、受注者の責任において議事録に整理し、内容について

担当部署の承認を得ること。議事録は、協議の実施後、原則として３日以内（行政

機関の休日を除く。）に電子ファイルで担当部署にメールで提出すること。 
・ 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合その他必要がある場合は、事前に担

当部署と協議し、担当部署の指示に従い対応すること。 
・ 本仕様書は、上記目的に基づき実施する業務について最低限の基準を示したもので

ある。したがって、本仕様書に明示されていない事項であっても、業務を円滑に行

うために必要と認められる作業については、担当部署と協議し対応すること。な

お、協議の結果、本業務では対応できないと判断された場合には、担当部署に対処

方法等を提案すること。 
・ 受注者は、担当部署の指示に基づき、本業務の契約から７日以内（行政機関の休日

を除く）に業務実施計画書（運用、保守業務を含む）の案を提出することとし、そ

の後担当部署の承認を受けること。なお、記載内容は、デジタル・ガバメント推進

標準ガイドライン(2019年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO）連絡会議決定。以

下「標準ガイドライン」という。）を踏まえたものとする。 

・ 事業実施において、MAFFクラウドCoEからクラウドのシステム構成について、改

善点の指摘を受けた場合においては、水産庁と協議の上、対応を行う。 
(１) スマート水産業情報システム及び各種サブシステムの運用・保守業務共通 

① 受注者は、契約した金額の範囲内で、３．の情報システムに求める要件を満たし、

かつ、本システム及びシステムを構成する各システムが常時正常に稼働するよう、運

用、必要な機器整備、ソフトの開発・改修並びにこれら機器及びソフトの保守管理を４
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（２）及び(14)のとおり行う。ただし、広域資源管理システムの知事支援業務にあって

はシステムの運用、機器の整備・保守管理に要する経費は本事業の対象外とする。不具

合が生じた場合には、速やかに復旧させる。 

② 受注者は、「４（４）～（７）」により、改修等を行った機能についても、①に定め

る事項と同様に適切に運用・保守を行う。 

 

(２) 各種サブシステム個別運用・保守業務 

① 漁獲報告サブシステム 
ア システムにおいて取り扱われる漁獲情報等のエラーチェック及び分析を行い、エ

ラー等が発生している場合には、原因を究明し、設定変更等を行う。 

イ 資源評価の高度化等に対応するため、必要に応じてサブシステムの設定変更等を

行うとともに漁獲情報デジタル化推進全体計画の改定を行う。また、同計画に基づき

漁獲報告サブシステムを利用する都道府県等への運用サポートのほか、新たに漁獲

情報の電子的な報告を行う産地市場・漁協等があった場合には、技術的な助言、指導

を行う。 

ウ 対象魚種の追加、管理水域の変更等、保存管理措置の更新が各地域漁業管理機関

においてあった場合、漁獲報告システムに更新された保存管理措置を反映させるた

めの設定変更等を行う。 

エ  漁獲報告システム及びシステムを構成するデータベースの運用に必要な機器・ネ

ットワーク等を運用・保守する。 

オ システムにおいて取り扱われる各種漁獲情報等のエラーチェック及び分析を行い、

必要に応じて情報等の修正を行う。 

② 広域資源管理サブシステム 
ア 資源管理サブシステム 

ＴＡＣ対象魚種の拡大、新たな個別割当方式（ＩＱ方式）の導入に対応したシステ

ムの設定変更等を行う。 

イ 漁船情報管理サブシステム 

（ア） 都道府県に対し、漁船登録システム及び漁業許可システム（知事許可）の普及

等を図り、必要に応じて関係者と調整を行い、システムの設定変更等を行う。 

（イ） 漁業許可システム（大臣許可）について、許可業務に対応できるよう必要に応

じて関係者と調整を行い、システムの設定変更等を行う。 

(ウ) 外国漁船漁獲情報システムとの連携強化のために、外国語（中国・韓国・ロシ

ア・英語）に対応でき、各国との漁業協定及びその合意内容に基づいた許可業務

についてのシステムの設定変更等を行う。 

   また、沿岸クロマグロ漁業の承認船管理について、水産庁及び漁業調整事務所担

当部局担当官と調整を行い、必要に応じてシステムの設定変更等を行う。 
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ウ 外国漁船漁獲情報サブシステム 

（ア） 漁業協定やその合意内容に基づいたシステムの設定変更等を行う。 

③ 資源評価情報サブシステム 

ア システムにおいて取り扱われる資源調査データ等のエラーチェック及び分析を行

い、エラー等が発生している場合には、原因を究明し、設定変更等を行う。 

④ 連携基盤サブシステム 

ア システムにおいて取り扱われる海洋環境データ等のエラーチェック及び分析を行

い、エラー等が発生している場合には、原因を究明し、設定変更等を行う。 

 

(３) スマート水産業情報システムを構成する各種サブシステムの連携・統合にかかる

調査研究 

① スマート水産業情報システムを構成する各種サブシステムの連携・統合を図るため、

次の項目を行う。 

ア 現行のシステム構成、取り扱うデータ等を整理し、連携・統合にかかる課題の抽出、

分析、対応策の検討、取りまとめを行う。 

イ 漁獲報告の的確化、資源評価・管理の高度化やシステムの最適化等を図るため各種

サブシステムの改修、連携・統合、データ利活用等に係る検討に関しては、委員会、

WG 等を設置し、検討を行うこと。 

② スマート水産業情報システムの改修等にかかるロードマップについては、表１を想

定しているが、都道府県、漁業者等関係者との調整、地域漁業管理機関による決定に

より、変更の可能性がある。 

③ 都道府県のシステム担当者に対し、広報・普及を図るとともに、各システムに関す

る説明及び改修等の要望の把握を行うための会議を各々年１回程度開催する。なお、

会議の開催に当たっては、事前に十分な時間的余裕をもって、関係者との日程調整を

行うとともに、出席対象者に対して有効な手段を持って周知する。 

④ 本業務における検討結果をプロジェクト計画書に適宜反映するとともに、プロジェ

クト計画書を段階的詳細化し、内容変更の支援をする。 

⑤「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」を遵守したシステムの運

用体制を構築する。 

⑥ 各システムの質及び能力は、令和４年度の内容と同等若しくはそれ以上のものでなけ

ればならない。 

 

 表１：スマート水産業情報システム及び各種システムの改修に係るロードマップ 

   項 目  令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
１．スマート

水産業情報シ

①各種サブシス

テム間の連携・統

運用     
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ステム及び各

種サブシステ

ム共通 

合 設計・

開発 
    

②MAFF クラウ

ドへの移行、クラ

ウドネイティブ

化 

運用     

設計・

開発 
    

２．漁獲報告

サブシステム 
②知事許可漁業

の報告 
運用     

設計・ 
開発 

    

③大臣許可漁業

の報告 
運用     

設計・ 
開発 

    

④MAFF クラウ

ドへの移行、クラ

ウドネイティブ

化 

運用     

設計・

開発 
    

うちかつお・

まぐろ等国際

資源関係 

WCPFC（中西部

太平洋まぐろ類

委員会）の電子報

告に係る改修 

運用     

設計・

開発 
    

３．広域資源

管理サブシス

テム 

①漁船情報管理

サブシステムの

改修 

運用     

調査・

設計・

開発 

    

②MAFF クラウ

ドへの移行、クラ

ウドネイティブ

化 

運用     

設計・

開発 
    

③ TAC 魚 種 拡

大、IQ 導入に係

る改修 

運用     

設計・

開発 
    

４．連携基盤

サブシステム 
漁獲量情報の公

表に係る改修 
運用     

設計・

開発 
    

５．資源評価

情報サブシ

ステム 

①セキュリティ

対策 
運用     

設計・

開発 
    

②MAFF クラウ

ドへの移行、クラ

ウドネイティブ

化 

運用     

設計・

開発 
    

 

(４) 漁獲報告サブシステムの改修に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 

①  漁獲報告システムの改修を行うため、次の項目を行う。 

ア システムにおいて取り扱われる漁獲情報等のエラーチェック及び分析を行い、エ

ラー等において、システムの機能改修で対応が必要な場合には要件定義書、設計・開

発等の業務を行う。特に知事許可漁業の漁獲情報について、属地、属人の報告の混在

に起因する情報のダブルカウントの問題に対処する。 

イ WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会）の保存管理措置等の決定に基づき電子報告

を行うためのアプリケーションの開発のため、要件定義書、設計・開発等の業務を

行う。保存管理措置等の決定事項については、別紙１－２のとおり。  
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② 当該開発等にかかる要件定義書作成及び関連する業務については、「１（６）」及び

「４(８)～(13)」に基づいて行うこと。 

 

(５) 広域資源管理サブシステムの改修に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 

① 同サブシステムのうち資源管理サブシステム 
TAC 魚種拡大、IQ 導入に係る改修を行うため、要件定義書の作成、設計・開発等の

業務を行う。 
②   同サブシステムのうち漁船管理情報サブシステム 

漁船管理情報サブシステムが管理する漁業許可及び漁船情報について、漁獲報告サ

ブシステムのうちマスターデータベース等と連携可能とするため、要件定義書の作成、

設計等の業務を行う。 

③  当該開発等にかかる要件定義書作成及び関連する業務については、「１（６）」及び

「４(８)～(13)」に基づいて行うこと。 

 
(６) 資源評価情報サブシステムの改修に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 

① 現行の USBトークンを利用したアクセス手法等の見直しに関し、要件定義書の作成、

設計・開発等の業務を行う。 

② 当該開発等にかかる要件定義書作成及び関連する業務については、「１（６）」及び

「４(８)～(13)」に基づいて行うこと。 

 

(７) 連携基盤サブシステムの改修に係る要件定義書作成支援及び設計・開発業務 

① 漁獲報告サブシステムと連携の上、同システムで収集される漁獲量情報の公表に係

る改修のため、要件定義書の作成。設計等の業務を行う。 

② 当該開発等にかかる要件定義書作成及び関連する業務については、「１（６）」及び

「４(８)～(13)」に基づいて行うこと。 

 

(８)  要件定義書の作成 

受注者は、「４（４）～（７）」による改修等においては、要件定義書(案)を作成

し、担当部署の確認を受ける。情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ

要件策定マニュアル（2022年7 月29日 内閣サイバーセキュリティセンター）」の点

検を行い、要件定義書（案）に反映すること。 
 

(９) 要件の確認 

令和４年度中に発生した新たな課題や要件について確認の上、「要件一覧」にとり

まとめ、要件定義書に反映すること。 
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(10) 設計・開発実施計画書等の作成 

受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合を取りつつ、「４

(３)」で対象となった改修等にかかる設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領

の案を作成し、担当部署の確認を受けること。 

設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は標準ガイドライン「第

７章 設計・開発」で定義されているものとする。 

また、本業務における検討結果をプロジェクト計画書に適宜反映するとともに、プ

ロジェクト計画書を段階的詳細化し、内容変更の支援をすること。 

 

(11) 設計 

① 受注者は、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に基づき、本仕様書等に

定められた要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について担当部

署の確認を受けること。 

② 受注者は、情報システムの移行が必要な場合には、移行の方法、環境、ツール、段

取り等を記載した移行計画書を作成し、担当部署の確認を受けること。 

③ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想

定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作

業計画の案を作成し、担当部署の確認を受けること。 

 

(12) 開発・テスト 

① 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に

実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準（標準コーディング規約、セキ

ュアコーディング規約等）を定め、担当部署の確認を受けること。 

② 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確

認方法（例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜

き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等）を定め、担当部署の確認を受けるこ

と。 

③ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト

環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテス

ト計画書を作成し、担当部署の確認を受けること。 

④ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラ

ムの開発、テストを行うこと。 

⑤ 機能拡張に伴う性能について、既存システムよりも応答速度が低下しないように、負

荷テストで確認すること。また、機能拡張にともなうデータ量及び処理量の増加を考

慮した、クラウドのサイジングを行い、対応すること。 
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⑥  受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を農林水産省に報告するこ

と。 

⑦ 受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。 

 

(13)  受入テスト支援 

① 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等

の支援を行うこと。 

② 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を

行うこと。 

③ 受注者は、担当部署の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト

実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。 

 

(14)  情報システムの運用・保守 

① 受注者は、定常時運用・保守業務（システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、

サービスデスク提供等）を行うこと。具体的な実施内容・手順は運用計画及び保守作業

計画に基づいて行うこと。 

② 受注者は、運用計画及び保守作業計画に基づき、運用・保守業務の内容や工数など

の作業実績状況、サービスレベルの達成状況、システムの構成と運転状況（情報セキュ

リティ監視状況を含む。）、システムの定期点検状況、システムの利用者サポート、教

育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について必要に応じて運用・保守作業報

告書を取りまとめること。 

③  受注者は、定期的に運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因

の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。 

④ 受注者は、運用・保守作業報告書の内容について、定期的に担当部署にその内容を

報告すること。 

⑤ 受注者は、運用・保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行

い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は、

担当部署へ提出すること。 

⑥ 受注者は、クラウドサービスを運用・保守するにあたり、以下の事項を行う。 

ア 受注者は、ソフトウェアの情報をクラウドサービスの機能（AWSの場合、SSM（AWS 

Systems Manager）。Azureの場合 Azure Automationの Inventory） を利用して取得

し、出力結果を提出すること。 

イ 受注者は、構成管理及びパッチの適用について自動化すること。なお、自動化とは、

対象を選定し、タイミングをコントロールして適用することをいう。 

ウ 受注者は、原則、メンテナンスの際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサ

ービスプロバイダーのサービス（AWSの場合、AWS Systems Manager Session Manager ・
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AWS Systems Manager Fleet Manager。Azureの場合、Azure Bastion ）を利用して運

用すること 

エ 受注者は、インフラの設定変更があった場合はパラメータシートを更新し、担当部

署に提出すること。 

※パラメータシートに記載されているべき内容については、「4（18）成果物」の注意

書きを参照。 

オ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及び月額の運

用サービスの費用実績（Shared型の MSPサービスを利用した場合）を含め、それらを

一覧表にとりまとめ、半年分と１年分を年に２回担当部署に提出すること。また、担

当部署の求めに応じ、クラウドサービスの構成を適切に見直すための資料（AWS Cost 

Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR、Azure Cost Management 等の出力結果）

を提出すること。 

なお、Shared型の MSPサービスの利用とは、以下の定義のいずれかとする。 

・受注者が自社で Shared 型の MSP サービスを提供している企業の場合はそれを利用

すること。 

・ 受注者が自社で Shared型の MSPサービスを提供できない企業は、運用品質の均一

化と税金の無駄遣いを抑止するために外部企業が提供する MSP サービスを利用する

こと。 

・ 受注者が自社で Shared型の MSPサービスを提供できない企業において外部企業が

提供する MSP サービスの利用ではなく、複数の運用案件を受注することで自社内で運

用サービスの改善共通化（サービスデスク、監視サービス等）に取組んでいること。 

⑦  受注者は、担当部署が、システム運用・保守継続計画を作成又は更新することとな

った場合は、情報提供等の支援を行うこと。 

⑧  受注者は、システムの障害発生時（又は発生が見込まれる時）には、速やかに担当

部署に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、要件定義書の要件に示

す障害発生時運用・保守業務（障害検知、障害発生箇所の切り分け、保守事業者への連

絡、復旧確認、報告等）を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含め

るものとする。具体的な実施内容・手順は担当部署の指示に基づいて行うこと。 

⑨ 受注者は、システムの障害に関して事象の分析（発生原因、影響度、過去の発生実

績、再発可能性等）を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合に

は、恒久的な対応策を提案すること。 

⑩  受注者は、災害等の発生時には、担当部署の指示を受けて、運用・保守業務を実施

すること。なお、災害等の発生に備え、最低年 1 回は事前訓練を実施すること。 

⑪  受注者は、年１回、担当部署の指示に基づき、情報資産管理データとシステムの現

況との突合・確認（以下「現況確認」という。）を支援すること。 

⑫  受注者は、現況確認の結果、情報資産管理データとシステムの現況との間の差異が
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みられる場合は、担当部署の指示に従い、差異を解消すること。 

⑬  受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場

合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上担当部署に報告すること。 

⑭  受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとな

った場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上担当部

署に報告すること。 

⑮  受注者は、年間の運用・保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて作業計画

に対する改善提案を行うこと。この場合、次年度の運用・保守業務の調達に活かすた

め、改善提案を２回に分けて行うことが望ましい。 

なお、左記の改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運用体制において、マ

ネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用サービスの活用

についても検討し整理することとする。検討した結果、MSPサービスの活用を運用・保

守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等の活用を開始すること。また、上記の改

善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供するベストプラクティス

準拠状況を定期的に調査（AWSの場合、Trusted Advisor。Azureの場合、Azure Advisor）

し、検出項目の対応可否を検討し、担当部署の承認の上、対応すること。クラウド構成

のベストプラクティス（AWS の場合、AWS Well-Architected フレームワーク（信頼性・

運用上の優秀性）、Azureの場合、Microsoft Azure Well-Architected Framework（信

頼性・オペレーショナル エクセレンス））を活用し、年に 1度システムが適切に運用さ

れているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。 

⑯ 何らかの事情で現在利用しているクラウドサービスプロバイダーが変更になった場

合は、パブリッククラウド上に保管されたデータについては、ISMAPで規定された方法

でデータを消去すること、それが正しく運用されているか第三者による監査により証

明されていること。 

⑰ ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画

し、承認を得た上で対応すること。 

⑱ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テ

ストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は、担当部

署へ提出すること。 

⑲ 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変

更が生じる場合には、水産庁にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条

件に合致するか否かの確認を受けること 

⑳ 受注者は、水産庁が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情

報提供等の支援を行うこと。 

 
(15) 引継ぎ 
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① 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及

び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 

② 受注者は、他の運用事業者が本情報システムの運用を受注した場合には、次期運用

事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。 

③ 受注者は、水産庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける

要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情

報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 

④ 受注者は、次年度の受注者にクラウドサービス環境の引継ぎを行うこと。 

 

(16) 定例会等の実施 

① 受注者は、定例会を要件定義、改修等にかかるものに関しては月毎に、それ以外の

ものに関しては四半期毎に開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づ

き報告すること。 

② 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を

作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。 

③ 受注者は、会議終了後、3 日以内（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律

（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）を除く。）に議事録

を作成し、担当部署の承認を受けること。 

 

(17)  情報資産管理標準シートの提出 

①  受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2月 25日各府

省情報化統括責任者(CIO）連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。）「別紙２ 

情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管

理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。 

②  受注者は、担当部署から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実

績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 

③  受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、設計・開

発実施要領において定める時期に、提出すること。 

④  開発規模の管理 

情報システムの開発規模（工数、ファンクションポイント等）の計画値及び実績値 

⑤  ハードウェアの管理 

情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形

態、保守期限等 

⑥ ソフトウェアの管理 

情報システムを構成するソフトウェア製品の名称（エディションを含む。）、バージ

ョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等 
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⑦ 回線の管理 

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、

ネットワーク帯域等 

⑧ 外部サービスの管理 

情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの

外部サービス利用形態、使用期間等 

⑨ 施設の管理 

情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務

等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関す

る情報等 

⑩ 公開ドメインの管理 

情報システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、有効期限等 

⑪ 取扱情報の管理 

情報システムが取り扱う情報について、データマスタ名、個人情報の有無、格付等 

⑫ 情報セキュリティ要件の管理 

情報システムの情報セキュリティ要件 

⑬ 指標の管理 

情報システムの運用及び保守の間、把握すべきＫＰＩ名、ＫＰＩの分類、計画値等の

案 

 

(18)  成果物 

 成果物一覧は以下のとおり。なお、スマート水産業情報システム及び各種サブシス

テムの内容をまとめて提出することも可とする。 
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漁獲報告サ
ブシステム

広域資源管
理サブシス
テム

資源評価
情報サブシ
ステム

連携基盤サ
ブシステム

①　要件定義書
システムが達成する要件について、業務要件、機能要
件、非機能要件及び情報システムの実現案を具体的に定
義し、記述したもの。

○ 〇 〇 〇

②　設計・開発実施計画書
設計・開発を計画的に進めることを目的として、提案書
等に基づき、設計・開発工程について詳細化した計画を
定めたもの(「４(10)」参照)。

○ 〇 〇 〇

③　設計・開発実施要領
設計・開発を適正に管理し、その状況を可視化し共有す
ることを目的として、設計・開発工程の管理方法を記述
したもの(「４(10)」参照)。

○ 〇 〇 〇

④　設計・開発実施要領に
基づく管理資料

設計・開発実施要領にて規定した管理を行うために必要
な資料。会議体の一覧、体制図、進捗状況報告資料等
(「４(10)」参照)。

○ 〇 〇 〇

⑤　標準コーディング規約
（案）

システム開発にあたり、プログラミング等のルールを記
述したもの(「４(12)①」参照)。

○ 〇 〇 〇

⑥　設計書

後工程を実施するために必要なドキュメント。基本設計
書、詳細設計書、実体関連図（ＥＲＤ）、データ定義
書、情報システム関連図、ネットワーク構成図、ソフト
ウェア構成図、ハードウェア構成図、プログラム一覧等
(「４(11)」参照)。

○ 〇 〇 〇

⑦　ソースコード一式
情報システムを動作させるために必要なプログラムソー
スコード

○ ○ ○ ○

⑧　設計書やソースコード
一式の生成等に使用される
設定情報その他の必要な情
報一式

ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング
用のツール等を使用する場合のみ該当

△ △ △ △

⑨　実行プログラム一式
ソースコードから生成された、実際の動作に使用する実
行プログラム

○ ○ ○ ○

⑩　外部サービスに係る設
定情報その他の必要な情報

該当する場合のみ △ △ △ △

⑪　テスト計画書

テストを計画的に確実に進めることを目的として、提案
書等に基づき、開発したプログラムが設計どおりに動作
することを確認するための計画を記述したもの(「４(12)
③」参照)。

○ ○ ○ △

⑫　テスト仕様書
テストの確認項目、確認方法、予想される確認結果を記
述したもの。

○ ○ ○ △

⑬　単体テスト結果報告書
単体テストの結果について定量・定性的に分析した結果
を記述した報告資料。

○ ○ ○ △

⑨　結合テスト結果報告書
結合テストの結果について定量・定性的に分析した結果
を記述した報告資料。

○ ○ ○ △

⑩　総合テスト結果報告書
総合テストの結果について定量・定性的に分析した結果
を記述した報告資料。

○ ○ ○ △

⑪　脆弱性検査結果報告書
セキュリティの脆弱性について検査した結果を記述した
報告資料。

○ 〇 〇 △

⑫　テストデータ
各テストを実施するために情報システムに投入するデー
タ。

○ 〇 〇 △

⑬　操作手順書（一般利用
者向け及び情報システム管
理者向け）

一般利用者及び情報システム管理者向けに、情報システ
ムを使用する操作手順を記したもの。

〇 〇 〇 〇

⑭　運用計画（案）
提案書及び設計内容を踏まえ、監視・管理等の作業の概
要、体制、スケジュール等を記述したもの。

○ ○ ○ ○

⑮　保守作業計画（案）
提案書及び設計内容を踏まえ、保守作業の概要、体制、
スケジュール等を記述したもの。

○ ○ ○ ○

⑯　情報資産管理標準シー
ト

「４(17)」の各項目の内容を記述したもの。 〇 ○ ○ ○

⑰　情報セキュリティ管理
計画書

設計・開発業務を遂行する上での情報セキュリティの管
理方法等について記述したもの。

○ ○ ○ ○

⑱　運用・保守作業報告書
運用計画及び保守作業計画に基づき実施した業務内容等
について記述したもの。

○ ○ ○ ○

⑲　クラウドサービス利用
実績

クラウドサービスを利用した実績について記述したもの
（「4(14)⑥」を参照）。

○ ○ ○ ○

⑳クラウドサービスの機能
を利用したソフトウェア情
報等の出力結果

クラウドサービスの機能を利用したソフトウェア情報 ○ ○ ○ ○

㉑パラメータシート（運用
保守の場合はシステム構成
変更時のみ提出）

システムの構成変更等についてとりまとめたシート △ △ △ △

㉒　障害報告書（発生時）
障害発生時の対応及び障害の事象を分析した内容等を取
りまとめたもの。

○ ○ ○ ○

㉓　改善提案
 システム障害の発生や情報システム監査で問題点の指摘

等があった場合の対応案を記述したもの。
○ ○ ○ ○

㉔　スマート水産業情報シ
ステムを構成する各種サブ
システムの連携・統合にか
かる調査研究報告書

「４(３)①」の内容を取りまとめた報告書 〇 〇 〇 〇

㉕　引継ぎ書
「４(15)」の業務の実施において必要な事項を記述した
もの。

○ ○ ○ ○

注：パラメータの記載事項は以下の通り。
・ドメイン、アカウント、テナント、サブスクリプション、リソースグループ等の基本情報、
・IPアドレス管理
・利用するサービスで設定できるすべてのパラメータ

概要成果物名

納品対象システム
〇：提出対象、△：更新があった場合対象
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(19)  成果物の納品方法 

① 成果物は、全て日本語で作成すること。 

② 用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について

（令和 4年 1月 11日内閣文第 1号内閣官房長官通知）」を参考にすること。 

③ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にする

こと。 

④ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、水産庁から特別に示す場合を除

き、原則紙媒体は正１部・副１部、電磁的記録媒体は１部を納品すること。 

  なお、ソースコード、実行プログラム等のプログラムについては、電磁的記録媒体

のみで可とする。 

⑤ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列４番と

するが、必要に応じて日本産業規格 A列３番を使用すること。 

⑥ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office又は PDFのファイル形式で

作成し、CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。 

⑦ 納品後、水産庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品す

ること。 

⑧ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得る

こと。 

⑨ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの

ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意するこ

と。 

⑩ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確

認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処

すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パター

ンバージョン、確認年月日）を記載したラベルを貼り付けること。 

 
(20)  納入条件等 

納入期限は、契約書記載の履行期限とする。 

 
(21)  成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、水産庁が納品

場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

〒100－8907 東京都千代田区霞が関 1－2－1 

水産庁増殖推進部研究指導課（農林水産省南別館８階 ドア№本８１２） 

担当者 番浦（バンウラ）、渡部 
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(22)  作業の実施体制・方法 

① 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図３及び表１のと

おりであるが、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリ

ティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。 

なお、本業務の作業場所については、受注者の責任において用意すること。 

 

図３：本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制 
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表２：本業務における組織及び受注者に求める作業実施体制の役割 

 

②上記要件を満たしている場合においても PJMOは、以下の場合において本業務の作業要

員の交代を求めることができる。 

ア 十分なコミュニケーション能力がない時 

イ 業務品質が低く、問題を指摘したにもかかわらず改善が見られない時 

ウ 本業務を履行する上で AWSのスキルが不適当であると PJMOが認めた時 

③ 運用・保守を行う担当者には、以下の資格のいずれかを有する者を１名以上配置する

こと。 

ア AWS solutions architect associate 

イ AWS solutions architect professional 

ウ Azure Solutions Architect Expert 

エ Azure Solutions Architect Associate 

 なお、資格を有する人材を配置できない場合は、Solutions Architect（プリセールス

SE）や Microsoft社の Microsoft Professional Servicesなどの外部人材の支援を仰ぎ、

その助言を真摯に受け止め実施すること 

 

(23)  作業の管理に関する要領 

① 設計・開発 

受注者は、担当部署が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形

態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。そ

の際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品

質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策

組織等 本業務における役割 資格（いずれかの試験合格者を1名以上含む）及び実績

PMO 担当部署からのシステム開発等に係る相談対応を行う。

PJMO
スマート水産業情報システム及び各種サブシステムの管理組織として
業務の進捗等を管理する。

本業務受託者

本業務を実施する。
なお、体制については、サブシステム毎にチーム分けを想定している。シ
ステム連携は、サブシステム間の連携に係る部分や共通的な要件の整
理、検討、設計開発、運用保守を行う。

業務遂行責任者
業務全体を総括し、必要な意思決定を行う。また、各調達する組織・部
門と間の調整を図る。コミュニケーション窓口を担う。

年間取扱量（又はユーザー数）延べ10万件程度の規模の
情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の遂行
責任者としての経験を有すること。

チームリーダ
漁獲報告システム及び広域資源管理システムに関する設計・開発（改
修）、運用等において作業、運営状況の監視・監督を担う。

年間取扱量（又はユーザー数）延べ10万件程度の規模の
情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験
を有すること。

設計・開発担当者

スマート水産業情報システム：漁獲報告システム及び広域資源管理シ
ステムの連携・統合にかかる要件定義を担う。
漁獲報告システム：同システムの機能改修等にかかる要件定義、設
計・開発を担う。
システム連携：システムの連携・統合に係る設計、開発を担う。

情報処理技術を熟知しているとともに、最新の技術にも精
通しており、年間取扱量（又はユーザー数）延べ10万件程
度の規模の情報システムの設計・開発の経験を有するこ
と。

保守・運用等担当者
スマート水産業情報システム及び各種サブシステムに関する運用、保
守管理を行う。

情報処理技術を熟知しているとともに、最新の技術にも精
通しており、年間取扱量（又はユーザー数）延べ10万件程
度の規模の情報システムの運用、保守管理の経験を有す
ること。
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を行うこと。 

② 運用・保守 

   受注者は、水産庁が定める運用・保守実施要領に基づき、運用・保守業務に係るコ

ミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管

理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 

 

５ 作業の実施に当たっての遵守事項 

(１) 機密保持、資料の取扱い 

①  担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則（平成 27年

３月 31 日農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）、「農林水産省における個人

情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務

に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、「農林水産省における情報セキュ

リティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統

一基準群（以下「統一基準群」という。）に準拠することとされていることから、受注

者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響

分析を行うこと。 

② 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 

ア 委託した業務以外の目的で利用しないこと。 

イ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 

ウ 持出しを禁止すること。 

エ 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一

の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。 

オ  業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元

不可能な状態にすること。 

カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めること

や、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。 

キ 上記以外に、別紙１－４「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」基づき、

作業を行うこと。 

 

(２)  個人情報の取扱い 

① 個人情報の取扱いに係る事項について水産庁と協議の上決定し、書面にて提出する

こと。なお、以下の事項を記載すること。 

ア 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等

の管理体制（個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結

果において問題があった場合の対応等） 

② 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務な
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ど個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識

を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産省の了承

を得たうえで実施すること。 

③ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施

は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破

棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その

保証をすること。 

④ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）の漏えい等安全確保の

上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措

置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人

への対応等について直ちに報告すること。 

⑤ 受注者は、水産庁からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年１

回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の受入

れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱いに係る業

務を再委託する場合は、受注者（必要に応じ水産庁）は、原則として年１回以上の再委

託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難で

ある場合は、書面検査を行うこと。 

⑥ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解

除の措置を受けるものとする。 

 

(３) 標準ガイドラインの遵守 

本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的

な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解

説書（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）」 （以下「解説書」）を参考とする

こと。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを

参照し、その内容に従うこと。 

 

(４) その他文書、標準への準拠 

① アプリケーション・コンテンツの作成規程 

ア 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。 

イ  提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。 

ウ  実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログ

ラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 
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エ  電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等

がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーシ

ョン・コンテンツの提供先に与えること。 

オ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョ

ンのＯＳやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下さ

せる設定変更を、ＯＳやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリ

ケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 

カ サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が

本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツ

に組み込まれることがないよう開発すること。 

キ 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供する

こと。 

ク  詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供

に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテン

ツの作成及び提供を行うこと。 

ケ 当該調達案件の業務遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書と

の整合を確保して行うこと。 

コ 当該調達案件の業務の管理に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト管理要

領との整合を確保して行うこと。 

サ 開発に当たっては、コーディング規約に準拠して作業を行うこと。 

 
(５) 情報システム監査 

① 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客

観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合

は、農林水産省が定めた実施内容（監査内容、対象範囲、実施者等）に基づく情報シス

テム監査を受注者は受け入れること。（農林水産省が別途選定した事業者による監査を

含む）。 

②  情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担

当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 

 

(６) セキュリティ要件 

情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき、

実施すること。また、同マニュアルに基づく対策については、別紙１－５「情報システ

ムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づくセキュリティ対

策要件」を参照すること。 

また、以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件
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を点検すること。 

・別紙１－６AWS/Azure設定確認リスト 

・別紙１－７Web システム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 

・クラウドアーキテクトのベストプラクティス（AWS Well-Architected Framework）
及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊

クラウド設計・開発編」に準拠すること。 
 

６ 成果物の取扱いに関する事項 

(１) 知的財産権の帰属 

① 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第 21条から

第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保

有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたも

の以外は、全て水産庁に帰属するものとする。 

② 水産庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、

改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示

できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及び

これらの利用を第三者に許諾すること（以下「複製等」という。）ができるものとする。

ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業

務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、

この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について

協議するものとする。 

③ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使

用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存

著作物の内容について事前に水産庁の承認を得ることとし、水産庁は、既存著作物等

について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関

し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら水産庁の責めに帰す場

合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、水産庁は係

る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注

者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

④ 本調達に係るプログラムに関する権利（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全て

の権利を含む。）及び成果物の所有権は、水産庁から受注者に対価が完済されたとき受

注者から水産庁に移転するものとする。 

⑤ 受注者は水産庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者

をして行使させないものとする。 

⑥ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に
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十分配慮し、これを行わないこと。 

 
(２) 契約不適合責任 

① 水産庁は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致（バグも含む。以

下「契約不適合」という。）が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正

等の履行の追完（以下「追完」という。）を請求することができ、受注者は、当該追完

を行うものとすること。ただし、水産庁が追完の方法についても請求した場合であっ

て、水産庁に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は水産庁が請求した方

法と異なる方法による追完を行うことができること。 

② 前記①にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することがで

きる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前期アに規定された追

完に係る義務を負わないものとすること。 

③ 水産庁は、当該契約不適合（受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。）

により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償 を請求することができること。 

④ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされな

い場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達す

ることができないときは、水産庁は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除するこ

とができること。 

⑤ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後１年以

内に水産庁から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検

収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった

とき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限

りでない。 

⑥ 前記①から⑤までの規定は、契約不適合が水産庁の提供した資料等又は水産庁の与

えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指

示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 

 
(３) 検収 

① 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに水産庁に内容の説明を実施

して検収を受けること。 

② 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、

改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時

までに再度納品すること。 

 

７ 応募参加資格に関する事項 

(１) 競争参加資格 
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① 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条の

規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契

約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

る。 

②  予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

③  令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」

を有していること（地方公共団体は除く）。 

④ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

 
(２) 受注実績 

① 応募者は、本業務と類似する事業の受注実績を過去５年以内に有すること。 

②  応募者は、本システムで利用中のクラウドサービスにおいてクラウド運用・保守を

行った実績を過去３年以内に有すること。 

 
(３) 複数事業者による共同提案 

① 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任

を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する連絡調整等を

行うこと。 

②  共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、

業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の

調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決する

こと。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。 

③ 共同提案を構成する全ての事業者は、本件への単独提案を行っていないこと。 

④ 応募参加要件については、共同事業体を構成する事業者の全てにおいて満たすこと。 

 
(４) 応募制限 

①  本業務を直接担当する農林水産省 ITテクニカルアドバイザー（旧農林水産省 CIO補

佐官に相当）、農林水産省全体管理組織（ＰＭＯ）支援スタッフ及び農林水産省最高情

報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条

に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関

係を有する事業者は、本書に係る業務に関して応募に参加できないものとする。 

 

８ 再委託に関する事項 

(１)  再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 
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① 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 

② 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできな

い。 

③ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 

④ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

⑤ 再委託を行う場合、再委託先が「７（４）応募制限」に示す要件を満たすこと。 

 
(２)  承認手続 

① 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらか

じめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託

の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を水産庁に提出し、

あらかじめ承認を受けること。 

② 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委

託に関する書面を水産庁に提出し、承認を受けること。 

③ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合（以下

「再々委託」という。）には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々

委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 

(３)  再委託先の契約違反等 

再委託先において、本業務仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義

務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、水産庁は、当該再委託先へ

の再委託の中止を請求することができる。 

 

９ その他特記事項 

(１) 前提条件等 

①  本業務仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本業務仕様書の内容が優先

する。 

②  本業務は、令和５年度の予算成立を条件とする。令和５年３月 31日以前に令和５年

度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う可能性がある。 

③  本業務受注後に業務仕様書（別添要件定義書を含む。）の内容の一部について変更を

行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって水産庁に申し入

れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微（委託料、納期に影響を及ぼ

さない）かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双

方が確認することによって変更を確定する。 

 
(２) 公示期間中の資料閲覧等 

本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、水
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産庁内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署ま

で連絡の上、閲覧日時を調整すること。 
① 資料閲覧場所 

東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁増殖推進部研究指導課 

（農林水産省南別館８階 ドアNo. 本812） 

②  閲覧期間及び時間 

ア 令和５年２月１４日から令和５年２月２１日まで 

イ 行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。（12 時から 13 時を除く。） 

③ 閲覧手続 

最大２名まで。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式１－１

「資料閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の７日前までに提出すること。また、

閲覧日当日までに別記様式２「機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。 
④ 閲覧時の注意 

閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。ま

た、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料

の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 
⑤ 連絡先 

水産庁増殖推進部研究指導課 電話03-6744-0205  
⑥ 事業者が閲覧できる資料 

閲覧に供する資料の例を次に示す。 
・漁獲情報デジタル化推進全体計画 
・令和４年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業システム整備推進事

業仕様書 

・令和４年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る「fresco システムクラウド移

行作業」調達仕様書 
・令和３年度スマート水産業推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進委託事業報

告書 

  ・令和３年度スマート水産業推進事業（数量管理システム強化事業）報告書 

     

(３) その他 

本仕様書について疑義等がある場合は、質問書により質問すること。なお、質問書に

対する回答は適宜行うこととする。 

 

10  附属文書 

・別紙１－１ システム構成図 

・別紙１－２ WCPFCの保存管理措置等の文書 
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・別紙１－３ ソフトウェア情報 

・別紙１－４ 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

・別紙１－５ 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに

基づくセキュリティ対策要件 

・別紙１－６ AWS/Azure設定確認リスト 

・別紙１－７ Webシステム／Webアプリケーションセキュリティ要件書 

・別記様式１－１ 資料閲覧申込書（含む機密保持誓約書）  

 
以 上 



情報システム構成図

スマート水産業情報システム全体像
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データ送信
（メール等）
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水産試験場等

赤字部が主たる追加
事項

〇漁獲報告サブシステムの構成図

資源評価情報
サブシステム

・セキュリティに係る改修

（別紙1－1）



水産研究所（国）
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〇漁獲報告サブシステムのうち、
水揚情報データベースの構成図
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○広域資源管理サブシステムの構成図

○連携基盤サブシステムの構成図
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〇スマート水産業情報システムのネットワーク概要

〇資源評価情報サブシステムの構成図
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COMMISSION 
FOURTEENTH REGULAR SESSION 

Manila, Philippines 
3 – 7 December 2017 

STANDARDS, SPECIFICATIONS AND PROCEDURES (SSPs) FOR ELECTRONIC 
REPORTING IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION 

Version notes 

Version WCPFC decision 
reference 

Description of updates Effective date 
(Refer para 4) 

2.0 WCPFC14 Summary 

report, Attachment T 

For adoption of ER for observer 

data 

9 June 2018 

1.0 WCPFC13 Summary 

Report, Attachment T 
For adoption of ER SSPs, for 

operational level catch and effort 

data  

9 June 2017 

Objectives for the SSP 

1. These SSPs are a set of data standards that, at a minimum:

a. provide a basis for those CCMs who are considering the implementation of
electronic reporting technologies in their fisheries;

b. provides a mechanism, for those CCMs who have commenced implementation of
electronic reporting technologies in their fisheries, to have the option of using
these technologies to facilitate their implementation of certain reporting
requirements to the Commission;

c. provides a basis for the Secretariats preparations to be ready to receive a
standardized set of electronically reported fisheries data from CCMs and as
appropriate from vessels;

（別紙１－２－１）
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d. takes into account current and developing fisheries monitoring and information 
management systems in use in WCPFC fisheries; and 
 

e.  where practicable, is mindful of existing and proposed data standards and formats 
in other regional bodies and RFMOs.     

 
Scope of application 
 

2. These SSPs apply initially to the following reporting requirements under these 
conservation and management measures or decisions of the WCPFC: 

a. Paragraph 3 and Annex 1 of Scientific Data to be Provided to the Commission. 
b. WCPFC ROP Minimum Standard Data Fields, latest version is as amended by 

WCPFC13 decisions. 
 

3. Until decided otherwise by the Commission, other forms of electronically reported data, 
and as appropriate hard copy formats, will continue to be acceptable forms of reporting 
from CCMs, and as appropriate from their vessels, to meet agreed reporting requirements 
under the above listed conservation and management measures or decisions of the 
WCPFC.   
 

4. These SSPs, including any agreed amendments or updates, will take effect six months or 
on 1 June of the year following the adoption of the relevant decision by the WCPFC, 
which ever date is the latest. 
 

Responsibilities of CCMs    
 

5. It shall be the responsibility of CCMs who choose to use electronic reporting 
technologies to meet certain WCPFC reporting requirements to: 

 
a. submit electronically reported data to the WCPFC Secretariat1 that includes the 

minimum required fields and also meets the structure and format specifications of 
Attachment 2 as appropriate; and 
 

b. submit electronically reported data to the WCPFC Secretariat that meet the 
electronic format specifications of Attachment 1.2 

 
6. It shall be the responsibility of CCMs to inform the WCPFC Secretariat of any 

confidentiality requirements that may need to be taken into account upon receipt of such 
data.  
 

 

                                                           
1 It is recognized that some CCMs, who are SPC members, submit data described in these Attachments to WCPFC 
via SPC-OFP 
2  The Commission may consider additional modes of transmission, such as modes involving direct links between 
the Commission’s and CCMs’ databases. 
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Responsibilities of the WCPFC Secretariat 
 

7. It shall be the responsibility of the WCPFC Secretariat to: 
 

a. develop and maintain the technical and administrative systems that ensure data 
confidentiality3 needed to receive electronically reported data from CCMs, which 
may be submitted and that meet the electronic format specifications of 
Attachment 1; 

 
b. acknowledge, upon receipt of electronically reported data from a CCM or as 

appropriate from a vessel, receipt of the data and indicate to the CCM and as 
appropriate to the vessel, in a timely manner whether the data meet the minimum 
data requirements and, if applicable, whether they meet the electronic formatting 
specifications of Attachment 1;   

 
c. monitor and report annually to the TCC, and as appropriate the SC, on the 

performance of these electronic reporting standards and their application and, as 
necessary, make recommendations for improvements or modifications;  

 
d. recommend continual improvements to these SSPs, including, where appropriate, 

standards and codes that are consistent with those used in other international fora, 
such as the FAO and UN/CEFACT4; and 

 
e. based on relevant decisions of the Commission, incorporate the necessary updates 

into a proposed revision of the SSPs, notify CCMs of the updates to the SSPs and 
invite comment before they come into effect; and 

 
f. ensure the electronic data standards are publically available and is suitably 

version controlled. 
--- 

 
 

 

                                                           
3 In accordance with applicable data confidentiality rules, including Rules and Procedures for the Protection, Access 
to, and Dissemination of Data Compiled by the Commission (2007 and 2009) 
4 UN/CEFACT is currently establishing an international fisheries data exchange system for fisheries (FLUX) which 
is planned to replace the North Atlantic Format (NAF).  UN/CEFACT FLUX may be used once all WCPFC fields 
are available in the UN/CEFACT library. http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/trade/2016/uncefact-adopts-
the-flux-standard-for-sustainable-fisheries-management/doc.html  
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Attachment 1. Electronic Formatting Specifications for logbook data and observer 
data 
 
These specifications describe the electronic files that CCMs must provide if they choose to 
choose to use electronic reporting technologies to meet the following WCPFC reporting 
requirements: 

i. Paragraph 3 and Annex 1 of Scientific Data to be Provided to the Commission. 
ii. WCPFC ROP Minimum Standard Data Fields, as amended by WCPFC decisions. 

 
A) File type 
 
The information must be provided in one of the following formats: 

Microsoft Excel file; Comma separated values (CSV) text file;   
Text file (TAB delimited); text file (no delimiters); XML; JSON; NAF 

 
The WCPFC preferred formats for receiving E-Reported operational catch and effort data and 
observer data are provided below. 
 

 
 
B) File name 
 
The name of the file must be: XX_ DDD_ VID_DEPDATE_<Table_Name>.EXT   
 

• XX – two letter ISO country code (CMM 2014-03 Att 7) of the CCM providing the file  

• DDD – type of report  (LOG – logbook e-data and OBS – Observer e-data) 
• VID – five digit integer assigned number for a vessels record on the WCPFC Record of 

Fishing Vessels (RFV) (CMM 2014-03) 

• DEPDATE – Departure date of the Vessel trip (format YYYYMMDD) 
• <Table_Name> – Respective (subset data) table name within this data type (refer to the 

relevant list of tables in the E-Reporting LOGSHEET data field standards and 
OBSERVER data field standards) 

• EXT – the standard file extension (according to one of the five available formats) 
⁻ XML 
⁻ TXT file – COMMA delimited (CSV) 
⁻ TXT file – TAB delimited 
⁻ TXT file – No delimiters 
⁻ XLS 

E-Reporting E-Monitoring

1. JSON

2. XML

3. NAF

4. XLS/CSV

5. TXT

1. JSON 1. JSON

2. XML 2. XML

3. XLS/CSV 3. XLS/CSV

4. TXT 4. TXT

5. NAF 5. NAF

Preferred format for receiving data        

(in order of preference)

LOGSHEET
(Pending review 

and approval)

OBSERVER
(Pending review 

and approval)

[NOT 

APPLICABLE]

Data type / Report Notes Status
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⁻ JSON 
⁻ NAF 

 
 
Example : FM_LOG_35641_20140214_PS_CATCH.CSV  
 
Represents a comma-delimited file provided by Federated States of Micronesia for an vessel trip 
for the vessel identified with WCPFC RFV id as ‘35641’ with a departure date of 14/03/2014; 
This file is the subset data for this trip corresponding to the PS_CATCH Table in the ER logbook 
data standards document 
 
 
 
C) File content and structure 
 
Each record in the electronic file represents a single report. Each record must have the structure 
specified in Attachment 1, including the same sequence of fields. 
Sample electronic reporting files with the proper formats are available from the Secretariat. 

 
 
 
 
 

--- 
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Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 

  E-REPORTING STANDARD DATA FIELDS  

OPERATIONAL LOGSHEET DATA 

5th December 2016 

CURRENT VERSION:  2.70 

DATE:  5th December 2016 

STATUS:  Adopted by WCPFC13 

  

Version 
Number 

Date Released Date and process 
approved 

Brief Description 

2.70 5th  December 
2016 

Adopted by 
WCPFC13 

Minor changes to field descriptions and reordering of fields based on discussion 
with Japan on 5th December 2016. 

2.60 1st December 
2016 

... Changes based on comments provided by Japan on 28th November 2016. 
 
Changed the column title “Validation Instructions” to “Notes” throughout, as 
suggested. 
 
Accepted all requested changes except the following: 

 Distinction made between the requirement for DATE only (WCPFC required 
field) and the DATE/TIME (not a WCPFC requirement), for departure date, 
unloading date and return-to-port dates. For both PS_TRIP and LL_TRIP 

 Removed the requirement for a “Carrier Vessel Id” under PS Unloading data 

 Suggested text in LL_TRIP for “PORT/PLACE OF DEPARTURE” and 
“PORT/PLACE OF UNLOADING” accepted. 

  Change to text in APPENDIX 2 accepted. 

 In APPENDIX 8, new text clarifies that “These codes are not WCPFC required 
fields.” 

 Accept that catch in weight under LL_CATCH_DATA is not a WCPFC required 
field. 

 For both purse seine and longline standards, updated to reflect that SET 
START TIME (and SET END TIME for purse seine) are a required WCPFC fields 
but that SET START DATE/TIME is not a WCPFC required field but must be 
included for other standards. This creates some redundancy which may need 
to be explained in more detail. 

2.50 21st  
November 

2016 

… Released to Japan and Chinese Taipei on 21st November 2016 in response to 
their comments provided prior to the 21st October deadline. 
 
Changes based on reviews and suggestions from several CCMs (mainly Japan 
and Chinese Taipei) and minor corrections, including: 
 

 Purse seine reason discard code : exchanged ‘4’ and ‘5’ (APPENDIX A8) 

 APPENDIX A5 – changed titles to be consistent with covering activity codes 
across all gear types (and not just purse seine) 

 Provide the correct XML tag for Purse seine discard field 

 Remove redundant <lath> and <lonh> from both purse seine and longline 
positional data fields. 

 
The substantive changes suggested by several CCMs include: 
 

 Reference to  WCPFC two-letter COUNTRY codes (web page yet to be 
developed) 

 Reference to WCPFC five-letter LOCATION codes (web page yet to be 
developed) 

 Clarified the benefits of using the Vessel identifier (“VID”) only instead of 
including all vessel attributes which would be inefficient (see APPENDIX 4) 
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Version 
Number 

Date Released Date and process 
approved 

Brief Description 

 Clarified that the fields that are not WCPFC minimum standard required data 
fields are classified in the WCPFC Field column with ‘N’. 

 In general, modify the description of data fields to be consistent with the 
descriptions in the WCPFC Scientific Data to be provided to the Commission. 

 Includes a contingency if the WCPFC LOCATION code for a port is not 
available. 

 Aligned Date/Time requirements to WCPFC standards where relevant. 
 
 

2.00 
(Draft) 

July 2015 July 2015  
WCPFC ERandEM 
meeting (Nadi, Fiji) 

First version draft accepted by the meeting 
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INTRODUCTION 
 
These tables set out the proposed standards for the provision of operational logsheet data fields collected 
in the WCPFC tropical purse seine fishery and the longline fisheries through E-Reporting. These tables 
provide the minimum requirements for data entities, data formats and data validation to be established for 
data submitted to the national and regional fisheries authorities from E-Reporting systems.  The data fields 
contained herein are based on information collected under the current regional standard data collection 
forms. This document acknowledges that national fisheries authorities require data (e.g. licence/permit 
numbers and for anticipated Catch Documentation System – CDS – requirements) that are not mandatory 
WCPFC minimum standard scientific data fields, so a column in these tables identifies whether the data 
field is a mandatory WCFPC data field1 or not.  
 
These E-Reporting data field standards are consistent with, and should be considered in conjunction with 
more detailed instructions2 on how to collect LOGBOOK data used by fleets active in the WCPFC area. 
 
These tables are intended for, inter alia, E-Reporting service providers who have been contracted to 
provide electronic systems to record LOGBOOK information on-board purse seine vessels.  
 
These tables may also be used to provide data that were not collected through E-Reporting.  
 

  

                                                           
1 The mandatory WCPFC data fields for operational LOGBOOK data are found in the “Scientific Data to be provided to the Commission - Attachment 

K, Annex 1. Standards for the Provision of Operational Level Catch and 
Effort Data” http://www.wcpfc.int/system/files/Scientific%20Data%20to%20be%20Provided%20to%20the%20Commission%20-
%20decision%20made%20by%20WCPFC10%20%28clean%29.pdf  
2 In addition to the WCPFC LOGBOOK data fields requirements, instructions for LOGBOOK data collection in the WCPFC Area are available with the 
regional standard catch and effort data collection forms at http://www.spc.int/oceanfish/en/data-collection/241-data-collection-forms.  

http://www.wcpfc.int/system/files/Scientific%20Data%20to%20be%20Provided%20to%20the%20Commission%20-%20decision%20made%20by%20WCPFC10%20%28clean%29.pdf
http://www.wcpfc.int/system/files/Scientific%20Data%20to%20be%20Provided%20to%20the%20Commission%20-%20decision%20made%20by%20WCPFC10%20%28clean%29.pdf
http://www.spc.int/oceanfish/en/data-collection/241-data-collection-forms
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1. PURSE SEINE LOGBOOK E-REPORTING STANDARDS 

1.1 DATA MODEL DIAGRAM 
 
The following basic data model diagram outlines the structure of the entities and their relationships for 
purse seine operational logsheet data collected by E-Reporting systems and submitted to national and 
regional fisheries authorities.  The tables that follow provide more information on the mechanisms of the 
links (relationships) between the entities.  The red-shaded entities are not included in the WCPFC minimum 
required scientific data fields. 
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1.2 PURSE SEINE TRIP-LEVEL DATA 

PS_TRIP 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” See Section 1.2 of Attachment K, Annex 1. in the Scientific Data to be provided to the Commission 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format notes Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. 

Can be NATURAL KEY or 

unique integer.  

NATURAL KEY would be 

VESSEL IDENTIFIER + 

DEPARTURE DATE 

   <TRIP_ID>  

VESSEL IDENTIFIER PROVIDE the WCPFC VID 

for the VESSEL 

undertaking this 

trip.  

 

REFER TO APPENDIX A4 

Using a vessel identifier field (“VID”) removes the 

redundancy of including all vessel attributes with each 

trip record and ensures standardisation and consistency 

through referencing the main Vessel Registry database. 

 

<VID> 

Y 

COUNTRY OF CHARTER PROVIDE the Country 

responsible for 

chartering the 

vessel, where 

relevant. 

 

This only applies if 

the vessel has been 

chartered according 

to the requirements 

under WCFPC CMM 2012-

05 – chartering 

notifications. 

CHAR(2) 

 

WCPFC alpha-2 two-letter 

country code (refer to 

WCPFC codes web page) 

 

UPPER CASE 

WCPFC alpha-2 two-letter country code (refer to WCPFC 

codes web page) 

 

This field must be completed if it has been listed as a 

chartered vessel on the WCPFC web site according to the 

requirements under WCFPC CMM 2012-05 – chartering 

notifications. 

CS <CHARTER> N 

AGENT FOR 

UNLOADING 

PROVIDE the name of 

the Agent for the 

Unloading 

CHAR(50) Where possible, link this field to a reference table of 

authorised Agents for unloading. (referential integrity) 

AN <AGENT> N 

TRIP NUMBER PROVIDE the trip 

number undertaken by 

this vessel for the 

year. Trip number is 

sequential, starting 

at 1 for first trip 

of the year for each 

vessel. 

INTEGER(2)  TN <TRIPNO> N 

PORT/PLACE OF 

DEPARTURE 

PROVIDE the Port of 

Departure. 

 

 

REFER TO APPENDIX A3 Must be valid WCPFC 5-letter LOCATION Code. 

In the rare case that the port is not in the WCFPC 

LOCATION codes, then the actual port name can be included 

and a WCFPC LOCATION code will be generated.  

 

PE <PORTDEPART> Y 

https://www.wcpfc.int/doc/data-01/scientific-data-be-provided-commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9
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PS_TRIP 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” See Section 1.2 of Attachment K, Annex 1. in the Scientific Data to be provided to the Commission 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format notes Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

If the start of a trip coincides with recommencing fishing 

operations or transiting to a fishing area after 

transhipping part or all of the catch at sea then “ATSEA” 

code shall be reported in lieu of the port of departure. 

 

PORT/PLACE OF 

UNLOADING 

PROVIDE the Port or 

Place of Return for 

Unloading. 

 

 

REFER TO APPENDIX A3 Must be valid WCPFC 5-letter LOCATION Code. In the rare 

case that the port is not in the WCFPC LOCATION codes, 

then the actual port name can be included and a WCFPC 

LOCATION code will be generated. 

 

If the end of a trip coincides with transhipping part or 

all of the catch at sea, then “ATSEA” code shall be 

reported in lieu of the port of unloading. 

 

PO <PORTUNLOAD> Y 

DATE OF DEPARTURE PROVIDE  DATE of 

departure for this 

trip  

REFER TO APPENDIX A1 ISO 8601 – Date only format 

 

The chronology of Departure date with respect to Date of 

arrival in port and the Days at sea must be valid. 

 

SD   <DATEDEPART>  Y 

DATE and TIME OF 

DEPARTURE 

PROVIDE Date and TIME 

of departure for this 

trip 

REFER TO APPENDIX A1 ISO 8601 - Date and times format 

 

The chronology of Departure date with respect to Date of 

arrival in port and the Days at sea must be valid. 

ST <DATETIMEDEP

ART> 

N 

DATE OF UNLOADING PROVIDE DATE of 

unloading  

REFER TO APPENDIX A1 ISO 8601 - Dates and times format 

 

The chronology of Arrival date with respect to Date of 

Departure and the Days at sea must be valid. 

 

ED <DATEUNLOAD>  Y 

DATE AND TIME OF 

UNLOADING 

PROVIDE the Date and 

TIME of unloading 

REFER TO APPENDIX A1 ISO 8601 - Date and times format 

 

The chronology of Departure date with respect to Date of 

arrival in port and the Days at sea must be valid. 

ET <DATETIMEUNL

OAD> 

N 

FISH ONBOARD – 

START 

PROVIDE the total 

amount of fish on-

board at the time of 

leaving port on this 

trip. 

NUMBER(4) WARNING: Should be a realistic amount.  For example, 

having catch >200 t. would be unrealistic? 

QS <AMOUNTSTART

> 

N 

FISH ONBOARD – END PROVIDE the total 

amount of fish on-

board AFTER ALL 

UNLOADINGs have been 

undertaken before the 

next trip. 

NUMBER(4) WARNING: Should be a realistic amount.  For example, 

having catch >200 t. would be unrealistic?   

 

Having catch greater than what was caught on the trip is 

not possible. 

 

QE <AMOUNTAFTER

> 

N 

https://www.wcpfc.int/doc/data-01/scientific-data-be-provided-commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9
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1.3 LICENSE/PERMIT DATA 

LICENSE 
PROVIDE each LICENSE/PERMIT that the vessel holds for the period of the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

   <TRIP_ID>  

FISHING 

PERMIT/LICENSE 

NUMBERS 

PROVIDE License/Permit number that 

the vessel holds for the period of 

the TRIP. 

 

CHAR(40) 

UPPER CASE 

Where possible, include validation to ensure the Permit 

format relevant to the agreement (national or sub-

regional) complies to the required format. 

LC <LICENSE_N

O> 

N 
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1.4 PS UNLOADING DATA 

PS_UNLOADING  
PROVIDE information for TRIP UNLOADING INFORMATION which covers one or several unloading events during or at the end of the trip to (i) carriers, (ii) on-shore processing plants (Canneries) and/or (iii) 

a net-share event with another catcher vessel 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

UNLOADING START 

DATE 

PROVIDE the start date for 

this specific Unloading 

event  

REFER TO 

APPENDIX A1 

ISO 8601 - Date format 

 

GMT/UTC time 

[YYYY]-[MM]-[DD]Z 

The chronology of Unload Start date with respect to other dates 

for the trip and unloading must be valid. 

 

SD <STARTDATE> N 

UNLOADING END 

DATE 

PROVIDE the end date for 

this specific Unloading 

event 

REFER TO 

APPENDIX A1 

ISO 8601 - Date format 

 

GMT/UTC time 

[YYYY]-[MM]-[DD]Z 

The chronology of Unload End date with respect to other dates 

for the trip and unloading must be valid. 

ED <ENDDATE> N 

CARRIER VESSEL 

IDENTIFIER 

If relevant, PROVIDE the 

WCPFC VID for the receiving 

CARRIER VESSEL for this 

specific Unloading event.  

 

Note that for NET-SHARE 

events, this could be 

another purse seine catcher 

vessel.  

 

REFER TO 

APPENDIX A4 

Using a unique vessel identifier field (“VID”) removes the 

redundancy of including all vessel attributes with each trip 

record and ensures standardisation and consistency through 

referencing the main (WCPFC) Vessel Registry database.   

 <CARR_VID> N 

CANNERY/ 

DESTINATION 

If relevant, PROVIDE the 

receiving 

CANNERY/DESTINATION for 

this specific Unloading 

event. 

 

CHAR(40) 

 

UPPER CASE 

Where possible, link this field to a reference table of 

authorised Canneries/Destinations (referential integrity) 

FD 

FN 

<DESTINATION> N 

SKJ UNLOADED PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of SKIPJACK 

unloaded in this specific 

Unloading event 

DECIMAL(7,3) 

CONTROL TOTAL CHECK: Total amounts for this trip should 

reconcile checking total trip catch, catch on-board at start, 

catch on-board at end and all unloading events. 

 

DQ <UNLOADSKJ> N 

YFT UNLOADED PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of 

YELLOWFIN unloaded in this 

specific Unloading event 

DECIMAL(7,3) DQ <UNLOADYFT> N 

BET UNLOADED PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of BIGEYE 

DECIMAL(7,3) DQ <UNLOADBET> N 
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PS_UNLOADING  
PROVIDE information for TRIP UNLOADING INFORMATION which covers one or several unloading events during or at the end of the trip to (i) carriers, (ii) on-shore processing plants (Canneries) and/or (iii) 

a net-share event with another catcher vessel 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

unloaded in this specific 

Unloading event 

MIXED TUNA 

UNLOADED 

PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of MIXED 

TUNA unloaded in this 

specific Unloading event 

DECIMAL(7,3) DQ <UNLOADMIX> N 

OTHERS UNLOADED PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of OTHERS 

unloaded in this specific 

Unloading event 

DECIMAL(7,3) DQ <UNLOADOTH> N 

REJECTS 

UNLOADED 

PROVIDE the total weight 

(metric tonnes) of REJECTED 

TUNA unloaded in this 

specific Unloading event 

DECIMAL(7,3) RT <UNLOADREJ> N 
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1.5 PS ACTIVITY DATA 

PS_ACTIVITY 
 PROVIDE information on the designated activities for each DAY AT SEA 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be DATE + START TIME OF 

ACTIVITY 

   <ACTIVITY_ID>  

DATE PROVIDE the DATE for each 

day that the vessel is at 

sea. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

Date may be automatically generated through VMS or other GPS-

type devices. 

  

DA <DATE_EVENT> Y 

START DATE/TIME 

OF ACTIVITY 

PROVIDE the DATE/TIME when 

the ACTIVITY started 

REFER TO 

APPENDIX A1 

Date / Time may be automatically generated through VMS or other 

GPS-type devices. 

 

This is not a WCPFC required field. 

ST <TIME_EVENT> N 

POSITION 

LATITUDE 

PROVIDE the LATITUDE 

position for the start of 

the set.  

If no sets were made during 

the DAY, then the WCPFC 

requirement is to provide 

the position LATITUDE at 

noon. 

REFER TO 

APPENDIX A2 

Position coordinates may be automatically generated through VMS 

or other GPS-type devices. 

 

The WCPFC requirement stipulates that the position of start of 

set should be reported in units of at least minutes of latitude 

and longitude. 

 

 

 

Some current data collection systems require the position for 

activities other than a fishing set, but this is not a WCPFC 

requirement.  

LT <LAT> Y 

POSITION 

LONGITUDE 

PROVIDE the LONGITUDE 

position for the start of 

the set. 

If no sets were made during 

the DAY, then the WCPFC 

requirement is to provide 

the position LONGITUDE at 

noon. 

REFER TO 

APPENDIX A2 

LG <LON> Y 

ACTIVITY PROVIDE each ACTIVITY of 

the vessel within the DAY. 

 

 

 

REFER TO 

APPENDIX A5 

The current WCPFC requirement is for this item to be reported 

for each set and for days on which no sets were made (with the 

activity ‘Searching’).  

 

Ensure relational integrity for certain values, for example, 

 

“1 – Fishing Set” must link to a SET record and perhaps to other 

tables  

 

“8 – Non-Set Well Transfer” must link to a WELL_TRANSFER record 

(this is not a WCPFC requirement) 

AT <ACT_ID> Y 
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1.6 PS SET LEVEL DATA 

PS_SET  
PROVIDE information for each FISHING SET 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be DATE + START TIME OF 

ACTIVITY 

 Link to ACTIVITY (SET)  <ACTIVITY_ID

> 

 

START TIME OF 

SET 

PROVIDE the start time of 

the set which is defined at 

the time the SKIFF is 

launched. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

WCPFC required fields. 

 

These TIMES should be GMT/UTC. 

 

These TIMES may be automatically generated through VMS or other 

GPS-type devices  

 

 

ST <SETST_TIME> Y 

END TIME OF SET PROVIDE the end time of the 

set which is defined as the 

time when the “RINGS UP” ON 

DECK. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

ET <SETEND_TIME

> 

Y 

START DATE/TIME 

OF SET 

PROVIDE the start date and 

time of the set which is 

defined at the time the 

SKIFF is launched. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

These fields overlap with the previous two fields but the DATE of 

set start and end are no WCPFC fields so are covered with these 

two fields. 

 

The Date and Time of the start and end of set should be GMT/UTC. 

 

Date and Time may be automatically generated through VMS or other 

GPS-type devices  

 

Date must also be provided with time since with the requirement 

to use UTC/GMT, it is possible for a set to go into the next 

(UTC/GMT) day. 

ST <SETSTART> N 

END DATE/TIME 

OF SET 

PROVIDE the end date and 

time of the set which is 

defined as the time when 

the “RINGS UP” ON DECK. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

ET <SETEND> N 

SCHOOL 

ASSOCIATION  

PROVIDE the School 

Associated Code 

REFER TO 

APPENDIX A6 

The code must be within the valid range as specified by the 

School Association code list in APPENDIX A6.  

 

 

SA <SCHOOL> Y 

SCHOOL 

ASSOCIATION 

NOTE 

PROVIDE information of the 

SCHOOL ASSOCIATION in cases 

where the school 

association is not covered 

in the list of School 

association codes 1. To 7.  

VARCHAR(30) Used only when the SCHOOL ASSOCIATION = 8 SA <SCH_NOTE> Y 
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1.7 PS CATCH DATA 

PS_CATCH 
 PROVIDE information on each species catch RETAINED from a SET 

FIELD Data Collection Instructions Field 

format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be DATE + START TIME OF 

ACTIVITY 

 Link to ACTIVITY (SET)  <ACTIVITY_ID>  

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be DATE + START TIME OF SET 

 Link to PS_SET  <PS_SET_ID>  

SPECIES CODE For each species taken in the set 

and RETAINED, PROVIDE the SPECIES 

CODE according to the FAO standard 

species code list  

CHAR(3) 

 

REFER TO APPENDIX 7.  DC <SP_CODE> Y 

SIZE CATEGORY For Yellowfin (YFT) and Bigeye tuna 

(BET) RETAINED catch, distinguish 

the catch by size category < 9kgs  

and > 9kgs) otherwise leave blank. 

CHAR(2) LG  - Large Fish (>= 9 kgs) 

SM  - Small Fish (< 9 kgs) 

<Blank>  -  Not applicable 

 

Validate that it can only be used for YFT and BET. 

DC <SP_SIZE> N 

WELL TO Well number where the catch is moved 

to. 

 

Set catch for this species/size 

category may be moved to more than 

one well.  (Used for Catch 

Documentation systems).  

CHAR(3) Valid code 

 

DIS – Discard of fish to sea from a well (e.g. due to 

spoilage) 

Snn – Starboard well with number = <nn> 

Pnn – Port well with number = <nn> 

Cnn – Central well with number = <nn> 

 

TC <WELL_TO> N 

CATCH WEIGHT PROVIDE the retained ESTIMATED CATCH 

WEIGHT (metric tonnes, to 3 decimal 

places if possible) covering this 

species/size category combination.  

DECIMAL(7,3

) 

Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DC <SP_RET_MT> Y 

CATCH NUMBER PROVIDE the retained CATCH NUMBER 

covering this species/size category 

combination. This is only required 

for non-target species. 

INTEGER(6) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DC <SP_RET_NO> N 
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1.8 PS DISCARD DATA 

PS_DISCARD  
PROVIDE information on each species catch DISCARDED from a SET.  

As a WCFPC requirement, note that purse seine vessels fishing in EEZs and on the high seas within the area bounded by 20ºN and 20ºS are required to retain 

on board and then land or transship at port all bigeye, skipjack, yellowfin tuna generally (See paragraph 30 of CMM2015-01). 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be DATE + START TIME OF 

ACTIVITY 

 Link to ACTIVITY (SET)  <ACTIVITY_ID>  

SET IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be DATE + START TIME OF SET 

 Link to PS_SET  <PS_SET_ID>  

SPECIES CODE For each species taken in 

the set and DISCARDED, 

PROVIDE the SPECIES CODE 

according to the FAO 

standard species code list 

CHAR(3) 

 

REFER TO APPENDIX 7. DI <SP_CODE> Y 

DISCARDED 

WEIGHT  

PROVIDE the 

DISCARDED/RELEASED 

ESTIMATED WEIGHT (metric 

tonnes, to 3 decimal places 

if possible) covering this 

species.  

DECIMAL(7,3) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

 

DI <SP_DISC_MT> N 

DISCARDED 

NUMBER 

PROVIDE the 

DISCARDED/RELEASED NUMBER, 

where appropriate.  

 

INTEGER(6) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DI <SP_DISC_NO> N 

REASON FOR 

DISCARD 

PROVIDE the reason for the 

DISCARD. 

  

INTEGER(1) REFER TO APPENDIX 8. DI <DISC_REA_ID> N 

REASON FOR 

DISCARD NOTE 

PROVIDE information of the 

REASON FOR DISCARD in cases 

where the code is not 

covered in the list of 

Reason codes 1. To 4.  

VARCHAR(30) Used only when the REASON FOR DISCARD = 5 DI <DISC_NOTE> N 
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1.9 PS WELL TRANSFER DATA 

WELL_TRANSFER  
PROVIDE information on each WELL TRANSFER or NET-to-WELL TRANSFER when the relevant ACTIVITIES are recorded 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be VESSEL + DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY would 

be DATE + START TIME OF 

ACTIVITY 

 Link to ACTIVITY (SET or WELL TRANSFER)  <ACTIVITY_ID>  

WELL FROM Well number or the NET (in 

the case of a set) where 

the catch is coming from. 

CHAR(3) Valid code 

 

Snn – Starboard well with number = <nn> 

Pnn – Port well with number = <nn> 

Cnn – Central well with number = <nn> 

 

TC <WELL_FROM> N 

WELL TO Well number where the catch 

is moved to. Note that this 

includes DISCARDs of fish 

from the well. 

CHAR(3) Valid code 

 

DIS – Discard of fish to sea from a well (e.g. due to spoilage) 

Snn – Starboard well with number = <nn> 

Pnn – Port well with number = <nn> 

Cnn – Central well with number = <nn> 

 

TC <WELL_TO> N 

SPECIES CODE For each species catch 

transferred, PROVIDE the 

SPECIES CODE according to 

the FAO standard species 

code list  

CHAR(3) 

UPPER CASE 

 

REFER TO APPENDIX 7.  TC <SP_CODE_WELL> N 

SIZE CATEGORY For Yellowfin (YFT) and 

Bigeye tuna (BET) 

transferred catch, 

distinguish the catch by 

size category < 9kgs  and > 

9kgs) otherwise leave 

blank. 

CHAR(2) LG  - Large Fish (>= 9 kgs) 

SM  - Small Fish (< 9 kgs) 

<Blank>  -  Not applicable 

 

Validate that it can only be used for YFT and BET. 

DC <SP_WELL_SIZE> N 

WEIGHT 

TRANSERRED 

PROVIDE the WEIGHT (metric 

tonnes, to 3 decimal places 

if possible) of the species 

transferred.  

DECIMAL(6,3)  TC <SP_WELL_MT> N 
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2. LONGLINE LOGBOOK E-REPORTING STANDARDS 

2.1 DATA MODEL DIAGRAM 
 

The following basic data model diagram outlines the structure of the entities and their relationships for 
longline operational logsheet data collected by E-Reporting systems and submitted to national and regional 
fisheries authorities. The tables that follow provide more information on the mechanisms of the links 
(relationships) between the entities. The red-shaded entities are not included in the WCPFC minimum 
required scientific data fields. 
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2.2 LONGLINE TRIP-LEVEL DATA 

LL_TRIP 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” See Section 1.2 of Attachment K, Annex 1. in the Scientific Data to be provided to the Commission 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. 

Can be NATURAL KEY or 

unique integer.  NATURAL 

KEY would be VESSEL 

IDENTIFIER + DEPARTURE 

DATE 

   <TRIP_ID>  

VESSEL 

IDENTIFIER 

PROVIDE the WCPFC VID 

for the VESSEL 

undertaking this trip.  

 

REFER TO 

APPENDIX A4 

Using a vessel identifier field (“VID”) removes the redundancy of 

including all vessel attributes with each trip record and ensures 

standardisation and consistency through referencing the main 

Vessel Registry database. 

 <VID> Y 

COUNTRY OF 

CHARTER 

PROVIDE the Country 

responsible for 

chartering the vessel, 

where relevant. 

 

This only applies if the 

vessel has been 

chartered according to 

the requirements under 

WCFPC CMM 2012-05 – 

chartering 

notifications. 

CHAR(2) 

 

WCPFC alpha-2 

two-letter 

country code 

(refer to WCPFC 

codes web page) 

 

UPPER CASE 

WCPFC alpha-2 two-letter country code (refer to WCPFC codes web 

page) 

 

This field must be completed if it has been listed as a chartered 

vessel on the WCPFC web site according to the requirements under 

WCFPC CMM 2012-05 – chartering notifications. 

CS <CHARTER> N 

AGENT FOR 

UNLOADING 

PROVIDE the name of the 

Agent for the Unloading 

CHAR(50) Where possible, link this field to a reference table of 

authorised Agents for unloading. (referential integrity) 

AN <AGENT> N 

TRIP NUMBER PROVIDE the trip number 

undertaken by this 

vessel for the year. 

Trip number is 

sequential, starting at 

1 for first trip of the 

year for each vessel. 

INTEGER(4)  TN <TRIPNO> N 

PRIMARY TARGET 

SPECIES 

PROVIDE the Primary 

Target species for this 

trip 

CHAR(3)   

REFER TO APPENDIX A7 

 

DC <SP_CODE_TAR

GET> 

N 

PORT/PLACE OF 

DEPARTURE 

PROVIDE the Port of 

Departure 

CHAR(5) 

UPPERCASE 

REFER TO APPENDIX A3 WCPFC LOCATION CODE. In the rare case that 

the port is not in the WCFPC LOCATION codes, then the actual port 

name can be included and a WCFPC LOCATION code will be generated. 

 

If the start of a trip coincides with recommencing fishing 

operations or transiting to a fishing area after transhipping 

part or all of the catch at sea then “ATSEA” code shall be 

PE <PORTDEPART> Y 

https://www.wcpfc.int/doc/data-01/scientific-data-be-provided-commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9
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LL_TRIP 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” See Section 1.2 of Attachment K, Annex 1. in the Scientific Data to be provided to the Commission 
FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

reported in lieu of the port of departure. 

 

PORT/PLACE OF 

UNLOADING 

PROVIDE the Port of 

Return for Unloading  or 

indicate TRANSHIPMENT AT 

SEA 

CHAR(5) 

UPPERCASE 

REFER TO APPENDIX A3 WCPFC LOCATION CODE. In the rare case that 

the port is not in the WCFPC LOCATION codes, then the actual port 

name can be included and a WCFPC LOCATION code will be generated. 

 

If the end of a trip coincides with transhipping part or all of 

the catch at sea, then “ATSEA” code shall be reported in lieu of 

the port of unloading. 

 

PO <PORTUNLOAD> Y 

DATE OF 

DEPARTURE 

PROVIDE DATE and TIME of 

departure for this trip  

REFER TO 

APPENDIX A1 

ISO 8601 – Date only format 

If the start of a trip coincides with recommencing fishing 

operations or transiting to a fishing area after transhipping 

part or all of the catch at sea then date for the transhipment at 

sea shall be indicated. 

SD   <DATEDEPART>  Y 

DATE and TIME 

OF DEPARTURE 

 

PROVIDE TIME of 

departure for this trip 

REFER TO 

APPENDIX A1 
ISO 8601 - Date and times format 

 

The chronology of Departure date with respect to Date of arrival 

in port and the Days at sea must be valid. 

ST <DATETIMEDEP

ART> 

N 

DATE OF 

UNLOADING 

PROVIDE DATE of 

unloading or indicate 

DATE for the 

TRANSHIPMENT AT SEA 

REFER TO 

APPENDIX A1 

ISO 8601 – Date only format 

If the end of a trip coincides with transhipping part or all of 

the catch at sea, then date for the transhipment at sea shall be 

indicated. 

ED  <DATEUNLOAD>  Y 

DATE and TIME 

OF UNLOADING 

PROVIDE DATE and TIME of 

unloading or indicate 

TIME for the TRANSIPMENT 

AT SEA 

REFER TO 

APPENDIX A1 
ISO 8601 - Date and times format 

 

If the end of a trip coincides with transhipping part or all of 

the catch at sea, then date for the transhipment at sea shall be 

indicated. 

 

The chronology of Departure date with respect to Date of arrival 

in port and the Days at sea must be valid. 

ET <DATETIMEUNL

OAD> 

N 

 

  

https://www.wcpfc.int/doc/data-01/scientific-data-be-provided-commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9
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2.3 LICENSE/PERMIT DATA 

LICENSE 
PROVIDE each LICENSE/PERMIT that the vessel holds for the period of the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

   <TRIP_ID>  

FISHING 

PERMIT/LICENSE 

NUMBERS 

PROVIDE License/Permit number that 

the vessel holds for the period of 

the TRIP. 

 

CHAR(40) 

UPPER CASE 

Where possible, include validation to ensure the Permit 

format relevant to the agreement (national or sub-

regional) complies to the required format. 

LC <LICENSE_N

O> 

N 

 

  



 

24 
 

2.4 LL ACTIVITY/SET DATA 

LL_ACTIVITY 
 PROVIDE the following information on EACH FISHING SET; if there was no fishing set on that day, provide information on the MAIN ACTIVITY 

FOR THAT DAY AT SEA 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY 

would be DATE + START TIME 

OF ACTIVITY 

   <ACTIVITY_ID>  

ACTIVITY PROVIDE each ACTIVITY of 

the vessel within the DAY. 

 

 

REFER TO 

APPENDIX A5 
The current WCPFC requirement is for this item to be reported 

for each set and for days on which no sets were made.  

AT <ACT_ID> Y 

DATE/TIME 

ACTIVITY 

Not a WCPFC Requirement. 

 

PROVIDE the NOON DATE/TIME 

for each day that the 

vessel is at sea when a 

set was not made on that 

day,  OR the START 

DATE/TIME of the SET 

REFER TO 

APPENDIX A1 

Date and Time may be automatically generated through VMS or 

other GPS-type devices. 

 

 

 

DA <ACT_DATETIME> N 

START TIME OF 

SET 

PROVIDE the start of the 

set. 

REFER TO 

APPENDIX A1 

 

Date and Time may be automatically generated through VMS or 

other GPS-type devices. 

 

ST <SETSTART> Y 

POSITION 

LATITUDE 

PROVIDE the LATITUDE 

position when the set 

started 

REFER TO 

APPENDIX A2 

The WCPFC requirement stipulates that the position of start of 

set should be reported in units of at least minutes of latitude 

and longitude.   

 

If no sets are made on that day, the noon position is to be 

reported. 

 

Position coordinates may be automatically generated through VMS 

or other GPS-type devices. 

LT <LAT>  Y 

POSITION 

LONGITUDE 

PROVIDE the LONGITUDE 

position when the set 

started 

REFER TO 

APPENDIX A2 

LG <LON>  Y 

NUMBER OF 

BRANCHLINES  

PROVIDE the NUMBER OF 

BRANCHLINES (synonymous to  

HOOKS BETWEEN FLOATS  and 

BRANCHLINES between 

FLOATS) for this set 

 

NUMBER(2) The “Number of Branchlines” are also commonly referred to as 

“Hooks between floats” or “Branchlines between FLOATS” for some 

fleets. 

 

The code must be within the valid range.  Only relevant with 

ACTIVITY = “1 – FISHING SET” 

 

SA <HK_BTWN_FLT> Y 

NUMBER OF 

HOOKS 

PROVIDE the total number 

of HOOKs per set  

NUMBER(4) The code must be within the valid range (e.g. < 5,000 hooks).   

 

SA <HOOKS> Y 
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LL_ACTIVITY 
 PROVIDE the following information on EACH FISHING SET; if there was no fishing set on that day, provide information on the MAIN ACTIVITY 

FOR THAT DAY AT SEA 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

Only relevant with ACTIVITY = “1 – FISHING SET” 

2.5 LL CATCH DATA 

LL_CATCH 
 PROVIDE information on each species catch from a SET 

FIELD Data Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Notes NAF 

CODE 

XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

 Link to TRIP information  <TRIP_ID>  

ACTIVITY 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can 

be NATURAL KEY or unique 

integer.  NATURAL KEY 

would be DATE + START TIME 

OF ACTIVITY 

 Link to ACTIVITY (SET)  <ACTIVITY_ID>  

SPECIES CODE For each species taken in 

the set, PROVIDE the 

SPECIES CODE according to 

the FAO standard species 

code list  

CHAR(3) 

UPPER CASE 

 

REFER TO APPENDIX 8. DC <SP_CODE_RET> Y 

CATCH NUMBER PROVIDE the retained CATCH 

NUMBER OF FISH covering 

this species.  

INTEGER(6) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DC <SP_RET_NO> Y 

CATCH WEIGHT PROVIDE the retained CATCH 

ESTIMATED WEIGHT (metric 

tonnes to three decimal 

places) for this species.  

DECIMAL(6,3) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DC <SP_RET_MT> N 

DISCARDED / 

RELEASED 

NUMBER 

PROVIDE the NUMBER of this 

species DISCARDED or 

RELEASED.  

INTEGER(6) Validate that it is within the acceptable range for this 

species.  (Refer to the SPECIES_RANGE table provided) 

DC <SP_DISC_NO> Y 
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APPENDICES 

APPENDIX A1 – DATE/TIME FORMAT 
 
The DATE and DATE/TIME formats must adhere to the following standard: 

ISO 8601 - Dates and times format – both local and UTC dates 
 
[YYYY]-[MM]-[DD] Z  for fields designated as UTC date 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]  for fields designated as LOCAL date 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MM]Z for fields designated as UTC date/time 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MM] for fields designated as LOCAL date/time 

 
 

APPENDIX A2 – POSITION/COORDINATE FORMAT 
 
Annex 1 of WCPFC Scientific Data to be provided to the Commission stipulates that the position of start of set 
should be reported in units of at least minutes of latitude and longitude.  The Latitude and Longitude 

coordinates must adhere to the ISO 6709 – Positions in degrees and minutes (to 3 decimal places where relevant). 
 

LATITUDE +/- DDMM.MMM 
LONGITUDE +/- DDDMM.MMM 

 
 

 

APPENDIX A3 – LOCATION CODES 
 
The PORT LOCATION Codes must adhere to the list of valid WCPFC 5-letter LOCATION codes [UPPERCASE  CHAR(5)  ] 
 
In the rare case that the port is not in the WCFPC LOCATION codes, then the actual port name can be included and a 
WCFPC LOCATION code will be generated. 
 
(Refer to the relevant WCPFC Codes web page link: Attachment 7 of CMM 2014-03 Conservation and Management 
Measure on Standards, Specifications and Procedures for the WCPFC RFV:  https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2014-
03/standards-specifications-and-procedures-western-and-central-pacific-fisheries) 
 

 

https://www.wcpfc.int/doc/data-01/scientific-data-be-provided-commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9
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APPENDIX A4 – VESSEL IDENTIFICATION 
 
Using a single vessel identifier field (“VID”) in the LL_TRIP and PS_TRIP removes the redundancy of including all vessel attributes with each trip record and ensures 
standardisation and consistency through the direct referencing to the WCPFC Register of Fishing Vessels (RFV) and other Vessel Registry databases (e.g. the 
IMO/UVI standards, the FFA Vessel Register and the PNA Vessel Register).  
 
The WCPFC RFV vessel identifier (“VID”) will be used as the vessel identifier except in cases where, for example, it is more convenient to use the unique national 
vessel identifier (e.g. IRSC) and in these cases, the must be a link between the national vessel identifier and the WCPFC RFV VID established and available. 
 
The attributes for the VESSEL should already be maintained in the WCFPC RFV (and other Vessel Registry databases, where relevant) and so can be obtained 
through reference in using the “VID”; as such, there is no requirement to include the vessel attributes with the E-Reported logsheet data.   
 
The following table lists the type of information that can be accessed in the WCFPC RFV (and other registers) by using the “VID” as the reference. 
 
FIELD Data Collection Instructions Field format notes Validation rules XML TAG WCPFC 

FIELD 

VESSEL NAME 

PROVIDE the VESSEL attributes which 

should be consistent with the 

attributes stored in the WCPFC and 

FFA Regional Vessel Registers 

CHAR(30) 

UPPER CASE 

Must be consistent with the WCPFC and FFA Vessel 

Registers   

<VESSELNAME> Y 

COUNTRY OF 

VESSEL  

REGISTRATION 

CHAR(2) 

WCPFC alpha-2 two-

letter country code 

(refer to WCPFC codes 

web page) 

UPPER CASE 

WCPFC alpha-2 two-letter country code (refer to 

WCPFC codes web page) 

 

Must be consistent with the WCPFC and FFA Vessel 

Registers 

 

Country of registration is distinct from the 

chartering nation, where relevant 

<COUNTRYREG> Y 

VESSEL 

REGISTRATION 

NUMBER  

CHAR(20) 

 

UPPER CASE 

Must be consistent with the WCPFC and FFA Vessel 

Registers   

<REGNO> Y 

FFA VESSEL 

REGISTER NUMBER  

INTEGER(5) 

 

 

Must be consistent with the FFA Vessel Register   <FFAVID> N 

WCPFC RFV VID INTEGER(10) Must be consistent with the WCPFC RFV  <WIN> Y 

UNIVERSAL 

VESSEL 

IDENTIFIER 

(UVI) 

INTEGER(10) 

 

Must be consistent with the WCPFC and FFA Vessel 

Registers   

<IMO_UVI> N 

VESSEL 

INTERNATIONAL 

CALLSIGN 

CHAR(10) 

 

UPPER CASE 

Must be consistent with the WCPFC and FFA Vessel 

Registers   

<IRCS> Y 
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APPENDIX A5 – ACTIVITY CODES 
 

ACT_ID Description 
PURSE SEINE 

LOGSHEET 
LONGLINE 
LOGSHEET 

PURSE SEINE 
OBSERVER 

1 Set Y Y Y 

2 Searching  Y N Y 

3 Transit Y Y Y 

4 No fishing - Breakdown Y Y Y 

5 No fishing - Bad weather Y Y Y 

6 In port Y Y Y 

7 Net cleaning set Y N Y 

8 Investigate free school Y N Y 

9 Investigate floating object Y N Y 

10 Deploy - raft, FAD or payao Y N Y 

11 Retrieve - raft, FAD or payao Y N Y 

12 No fishing - Drifting at day's end N N Y 

13 No fishing - Drifting with floating object N N Y 

14 No fishing - Other reason  (specify)  N N Y 

15 Drifting -With fish aggregating lights N N Y 

16 Retrieve radio buoy  N N Y 

17 Deploy radio buoy  N N Y 

18 Transhipping or bunkering N Y Y 

19 Servicing FAD or floating object Y N Y 

20 Helicoptor takes off to search N N Y 

21 Helicopter returned from search N N Y 

 

APPENDIX A6 – PURSE SEINE TUNA SCHOOL ASSOCIATION CODES 

 
SCHOOL Description SCHOOL TYPE CATEGORY 

1 Unassociated  (free school) UNASSOCIATED 
2 Feeding on Baitfish (free school) UNASSOCIATED 
3 Drifting log, debris or dead animal ASSOCIATED 
4 Drifting raft, FAD or payao ASSOCIATED 

5 Anchored raft, FAD or payao ASSOCIATED 

6 Live whale ASSOCIATED 
7 Live whale shark ASSOCIATED 
8 Other  (please specify)  

9 No tuna associated  

 

APPENDIX A7 – SPECIES CODES 
 

Refer to the FAO three-letter species codes:  

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en 

 

  

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en
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APPENDIX A8 – PURSE SEINE REASON FOR DISCARD 
These codes are not WCPFC required fields. 

REASON 
CODE 

Description 

1 FISH DAMAGED / UNFIT FOR  CONSUMPTION 

2 VESSEL FULLY LOADED 

3 GEAR FAILURE 

4 OTHER REASON (SPECIFY) 

5 NON-TARGET SPECIES 
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Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 

 E-REPORTING STANDARD DATA FIELDS 

OPERATIONAL OBSERVER DATA 

CURRENT VERSION:  2.80 

DATE:  5th December 2017 

STATUS:  Adopted by WCPFC14 

 

Version 
Number 

Date 
Approved 

Approved by Brief Description 

2.80 5th 
December 

2017 

WCPFC14 Text added to indicate that, until such time as the requirements of 
UN/CEFACT standards are incorporated into this document, these standards 
do not apply to the WCPFC ROP data collected by European Union (EU) 
observer programmes operating in the WCPFC Area, and that data from 
these observer programmes can be provided to the WCPFC in UN/CEFACT 
format.   

2.70 16th 
November 

2017 

TBA Addresses the updates requested by Japan and Chinese Taipei prior to the 
TCC13-recommended deadline of 21st October 2017, and include: 
 
 Clarification on requirements for Vessel Identifier. 
 Requirement related to Observer Name 
 Requirement related to Vessel Fish Hold capacity and Freezer type 
 Clarification on requirement for DISCARD for PS catch reporting 
 Embark Lat/Lon and Disembark Lat/Lon are not mandatory ROP data 

fields.   

2.60 December 
2016 

TBA The changes suggested by Japan and Chinese Taipei immediately before and 
during WCFPC13 (Thirteenth Regular Session of the Commission, December 
2016, Nadi, Fiji), include: 
 

 Further modifications of the description of data fields to be consistent 
with the descriptions in the WCPFC ROP minimum data fields, where 
relevant, including. 

o Inclusion of IMO number as a required vessel attribute field 
o Clarification that Freezer type is included and reported each 

trip 
o Added a new field to align with WCPFC ROP standards for 

purse seine retained and discarded catch (instead of more 
detailed FATE code) 

 Clarified the inclusion of WCPFC ROP standard fields for Observer Trip 
Monitoring 

 Clarification and modifications to align the WCPFC ROP standard fields for 
FAD data fields 

2.50 November 
2016 

Ongoing update 
only 

The substantive changes suggested by several CCMs who reviewed the 
documents include: 
 

 Reference to  WCPFC two-letter COUNTRY codes (web page yet to be 
developed) 

 Reference to WCPFC five-letter LOCATION codes (web page yet to be 
developed) 

 Clarified the benefits of using the Vessel identifier (“VID”) only instead of 
including all vessel attributes which would be inefficient (see APPENDIX 4) 

 Clarified that the fields that are not WCPFC Regional Observer Programme 
(ROP) minimum data fields are classified in the WCPFC Field column with 
‘N’. 

 In general, modify the description of data fields to be consistent with the 
descriptions in the WCPFC ROP minimum data fields, where relevant. 

http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
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 Includes a contingency if the WCPFC LOCATION code for a port is not 
available. 

 Aligned Date/Time requirements to WCPFC ROP standards where 
relevant. 

2.00 July 2016 Ongoing update 
only – this version 
was reviewed but 
no opportunity to 
approve. 

 Recommendations for update of WCFPC ROP data fields approved by 
WCPFC12, including  
o New codes for species interaction in longline (Table A32) 
o Several bird mitigation fields collected at the SET LEVEL 
o Offal management field collected at SET level 
o Enhanced Shark line information collected at SET level 
o Wire trace moved to TRIP level 
o Longline hook type information moved to SET level 

 Add fields for date-time and position for each catch event and each float 
retrieval which are automatically generated from EM systems  

1.00 
(Draft) 

July 2015 WCPFC ERandEM 
meeting (Nadi, Fiji) 

First version draft accepted by the meeting 

 

Suggestions for future versions 
1. Number each of the data fields in the WCPFC ROP minimum data fields so the same fields in this document can be 

referenced with the corresponding data-field number. This suggestion will be incorporated into this document when there is 
agreement to update the WCPFC ROP minimum data fields. This implementation will facilitate the cross-referencing 
between the required WCPFC fields and this document. In the longer term, the metadata database will further improve the 
referencing of these data fields.   

 

Contents 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 33 

1. PURSE SEINE OBSERVER E-REPORTING STANDARDS ........................................................................ 34 

1.1 DATA MODEL DIAGRAM .....................................................................................................................................................34 
1.2 TRIP-LEVEL DATA ................................................................................................................................................................35 
1.3 DAILY SUMMARY DATA ......................................................................................................................................................40 
1.4 ACTIVITY LOG DATA............................................................................................................................................................41 
1.5 SET-LEVEL DATA .................................................................................................................................................................42 
1.6 SET CATCH DATA ................................................................................................................................................................44 
1.7 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DATA ..................................................................................................................................45 
1.8 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DETAILS DATA ....................................................................................................................48 
1.9 LENGTH SAMPLE DATA .......................................................................................................................................................49 
1.10 INDIVIDUAL LENGTH DATA.................................................................................................................................................50 
1.11 TRIP MONITORING SUMMARY ...........................................................................................................................................51 
1.12 TRIP MONITORING COMMENTS .........................................................................................................................................51 
1.13 VESSEL/AIRCRAFT SIGHTINGS DATA...................................................................................................................................52 
1.14 CREW DATA ........................................................................................................................................................................53 
1.15 MARINE DEVICES DATA ......................................................................................................................................................54 
1.16 WELL TRANSFER DATA .......................................................................................................................................................55 
1.17 PURSE SEINE GEAR DATA ...................................................................................................................................................56 
1.18 PURSE SEINE VESSEL SUPPORT DATA .................................................................................................................................57 
1.19 FAD MATERIAL DATA..........................................................................................................................................................58 
1.20 FAD MATERIAL DETAIL .......................................................................................................................................................59 
1.21 OBSERVER POLLUTION REPORT .........................................................................................................................................60 
1.22 OBSERVER POLLUTION DETAILS .........................................................................................................................................61 
1.23 OBSERVER JOURNAL ..........................................................................................................................................................61 
1.24 PURSE SEINE TRIP REPORT .................................................................................................................................................62 

2. LONGLINE OBSERVER E-REPORTING STANDARDS ................................................................... 64 

2.1 DATA MODEL DIAGRAM ................................................................................................................................................64 
2.2 TRIP-LEVEL DATA ..........................................................................................................................................................65 
2.3 SET-LEVEL DATA ............................................................................................................................................................66 
2.4 SET-HAUL LOG DATA .....................................................................................................................................................69 

http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions


WCPFC14 Summary Report Attachment T_ Att 2b 

32 
 

2.5 SET CATCH DATA ............................................................................................................................................................70 
2.6 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DATA ........................................................................................................................72 
2.7 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DETAILS DATA ........................................................................................................72 
2.8 TRIP MONITORING QUESTIONS ...................................................................................................................................72 
2.9 TRIP MONITORING COMMENTS ...................................................................................................................................72 
2.10 VESSEL/AIRCRAFT SIGHTINGS DATA .........................................................................................................................72 
2.11 MARINE DEVICES DATA .................................................................................................................................................72 
2.12 CREW DATA .....................................................................................................................................................................73 
2.13 LONGLINE GEAR DATA ..................................................................................................................................................74 
2.14 POLLUTION REPORT ......................................................................................................................................................76 
2.15 OBSERVER JOURNAL ......................................................................................................................................................76 
2.16 LONGLINE TRIP REPORT ...............................................................................................................................................77 

APPENDICES ...................................................................................................................................... 79 

APPENDIX A1 – DATE/TIME FORMAT .......................................................................................................................................79 
APPENDIX A2 – POSITION/COORDINATE FORMAT ................................................................................................................79 
APPENDIX A3 – LOCATION CODES .............................................................................................................................................79 
APPENDIX A4 – VESSEL IDENTIFICATION ................................................................................................................................80 
APPENDIX A5 – PURSE SEINE OBSERVER ACTIVITY CODES ..................................................................................................81 
APPENDIX A6 – PURSE SEINE TUNA SCHOOL ASSOCIATION CODES ....................................................................................81 
APPENDIX A7 – PURSE SEINE TUNA SCHOOL/ FAD DETECTION CODES .............................................................................81 
APPENDIX A8 – SPECIES CODES ..................................................................................................................................................82 
APPENDIX A9 – OBSERVER FATE CODES ..................................................................................................................................82 
APPENDIX A10 – OBSERVER CONDITION CODES ....................................................................................................................83 
APPENDIX A11 – LENGTH CODES ...............................................................................................................................................84 
APPENDIX A12 – SEX CODES .......................................................................................................................................................84 
APPENDIX A13 – Vessel activity (SSI interaction) codes .......................................................................................................85 
APPENDIX A14 – SIZE and SPECIES COMPOSIION SAMPLE PROTOCOL ..............................................................................85 
APPENDIX A15 – MEASURING INSTRUMENTS Codes ..............................................................................................................85 
APPENDIX A16 – TRIP MONITORING QUESTION Codes .........................................................................................................86 
APPENDIX A17 – VESSEL / AIRCRAFT SIGHTINGS Codes .......................................................................................................87 
APPENDIX A18 – ACTION Codes .................................................................................................................................................87 
APPENDIX A19 – Purse seine CREW JOB Codes .......................................................................................................................88 
APPENDIX A20 – MARINE DEVICES Codes ................................................................................................................................89 
APPENDIX A21 – DEVICE USAGE codes .....................................................................................................................................89 
APPENDIX A22 – WEIGHT MEASUREMENT codes ...................................................................................................................90 
APPENDIX A23 – GONAD STAGE codes ......................................................................................................................................90 
APPENDIX A24 – FAD ORIGIN codes ..........................................................................................................................................91 
APPENDIX A25 – FAD DETECTION codes ..................................................................................................................................91 
APPENDIX A26 – FAD MATERIAL codes ....................................................................................................................................91 
APPENDIX A27 – FAD TYPE codes ..............................................................................................................................................92 
APPENDIX A28 – POLLUTION GEAR codes ...............................................................................................................................92 
APPENDIX A29 – POLLUTION MATERIALS codes ....................................................................................................................92 
APPENDIX A30 – POLLUTION SOURCE codes ...........................................................................................................................92 
APPENDIX A31 – POLLUTION TYPE codes ................................................................................................................................92 
APPENDIX A32 – SPECIES/GEAR INTERACTION CODES .........................................................................................................93 

 

  



WCPFC14 Summary Report Attachment T_ Att 2b 

33 
 

INTRODUCTION 
 
These tables set out the proposed standards for the provision of operational OBSERVER data fields collected 
in the WCPFC tropical purse seine and the longline fisheries through E-Reporting. These tables provide the 
minimum requirements for data entities, data formats and data validation to be established for data 
submitted to the national and regional fisheries authorities from E-Reporting systems.  The data fields 
contained herein are based on information collected under the current regional standard data collection 
forms. This document acknowledges that national fisheries authorities require certain data fields that are not 
mandatory WCPFC ROP minimum data fields (for example, for anticipated Catch Documentation System – 
CDS – requirements), so a column in these tables identifies whether the data field is a mandatory WCFPC 
data field1 or not.    
 
It is acknowledged that, until such time as the requirements of UN/CEFACT standards are incorporated 
into this document, the proposed standards laid out in this document do not apply to European Union (EU) 
observer programmes operating in the WCPFC Area and that E-Reported WCPFC ROP minimum data fields 
collected by these observer programmes can be provided to the WCPFC in UN/CEFACT format.   
 
These E-Reporting data field standards are consistent with, and should be considered in conjunction with 
more detailed instructions2 on how to collect observer data provided by fleets active in the WCPFC area. 
 
These tables are intended for, inter alia, E-Reporting service providers who have been contracted to provide 
electronic systems to record OBSERVER data collected on-board purse seine vessels.  
 
These tables may also be used to provide data that were not collected through E-Reporting.  
 
 

  

                                                           
1 The minimum standard WCPFC Regional Observer programme (ROP) data fields for purse seine data are found in the 
“WCPFC ROP Minimum Standard Data Fields & Instructions” http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-
including-instructions   
2 In addition to the minimum WCPFC ROP data fields, instructions for observer data collection in the WCPFC Area are 
available with the regional standard observer data collection forms at http://www.spc.int/oceanfish/en/data-
collection/241-data-collection-forms, general information/instruction for observers at 
http://www.spc.int/OceanFish/en/ofpsection/fisheries-monitoring/observers and 
http://www.spc.int/OceanFish/en/certification-and-training-standards.  

http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
http://www.spc.int/oceanfish/en/data-collection/241-data-collection-forms
http://www.spc.int/oceanfish/en/data-collection/241-data-collection-forms
http://www.spc.int/OceanFish/en/ofpsection/fisheries-monitoring/observers
http://www.spc.int/OceanFish/en/certification-and-training-standards
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1. PURSE SEINE OBSERVER E-REPORTING STANDARDS 

1.1 DATA MODEL DIAGRAM 

 

The following basic data model diagram outlines the structure of the entities and their relationships for purse 
seine operational OBSERVER data collected by E-Reporting systems.  The tables that follow provide more 
information on the mechanisms of the links (relationships) between the entities. 
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1.2 TRIP-LEVEL DATA 

OBS_TRIP3 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD4 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL KEY 

or unique integer.  NATURAL KEY would be 

VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

OBSPRG_CODE 

OBSERVER SERVICE PROVIDERS 

identification– National or sub-regional 

observer programmes  

 

For national programmes, this is the 

COUNTRY_CODE + ‘OB’ for example, ‘PGOB’ 

– for the PNG national observer 

programme. 

 

For Sub-regional programmes, the 

following codes are used. 

 

‘TTOB’ – US Multilateral Treaty Observer 

programme 

 

‘FAOB’ – FSM Arrangement Observer 

Programme 

Char (4) 

Observer programme code must be must valid 

country. 

   

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter 

Country Codes 

For example, refer to WCPFC codes web 

page5  

<OBSPRG_CODE> 

Y 

OBS_NAME 

Observer NAME.  

 

 

 

VarChar (50) 

For SPC/FFA member country observer 

providers, an observer code will also be 

used (see OBS_CODE) and must exist in the 

SPC/FFA regional Observer programme 

database.   

 

The unique 5-letter observer codes are 

generated and maintained by Regional 

agencies. For example, the unique 5-letter 

observer code for SPC/FFA country 

observers is maintained by SPC/FFA and 

used in the WCPFC observer database. 

 

<OBS_NAME> 

Y 

                                                           
3 However, the definition of "start of an observer trip" requires some clarification within the WCPFC.  For example, "start of (observer) trip" could be defined to occur when a vessel (a) leaves port 
with the observer or (b) receives the observer at the sea (after a transhipment, for example, which would designate the start of a new trip). 
4 Indicates whether it is a WCPFC ROP minimum data field or not.   
5 The WCPFC standard codes web page is yet to be implemented 

http://www.wcpfc.int/doc/table-rop-data-fields-including-instructions
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OBS_TRIP3 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD4 

It is recognised that some national 

observer programmes for domestic vessels 

will provide their own observer codes 

which will then be translated into the 

regional agency observer code.     

OBS_CODE 

An observer CODE will be provided in 

this field. In these cases, the code 

will be unique and link to a reference 

table which will include Observer Name, 

Nationality of observer, Observer 

provider, etc.. 

 

 

Char (5) 

For SPC/FFA member country observer 

providers, an observer code will be used 

and must exist in the SPC/FFA regional 

Observer programme database.   

 

The unique 5-letter observer codes are 

generated and maintained by Regional 

agencies. For example, the unique 5-letter 

observer code for SPC/FFA country 

observers is maintained by SPC/FFA and 

used in the WCPFC observer database. 

 

It is recognised that some national 

observer programmes for domestic vessels 

will provide their own observer codes 

which will then be translated into the 

regional agency observer code.     

<OBS_CODE> 

N 

TRIPNO 

Unique TRIPNO for each observer in a 

given year  (Regional Standard) 

 

Use the last two digits of the trip year 

followed by a dash and increment number 

for each trip in a year FOR THAT 

OBSERVER.  YY-XX, for example, ‘14-01’  

would represent the first trip for an 

observer in the calendar year 2014 

Char (5) Must adhere to the regional standard <TRIPNO> 

N 

TRIPNO_INTERNAL 

TRIPNO as allocated and used by the 

respective Observer service provider.  

(If this system is different from the 

regional standard (e.g. the US PS MLT 

observer programme trip number uses the 

format ‘24LP/xxx’ ) 

VarChar (15)   <TRIPNO_INT> 

N 

DATE and TIME OF 

DEPARTURE from 

PORT 

Depart DATE/TIME the vessel leaves a 

port to start its fishing campaign 
REFER TO APPENDIX A1 Data should be reported in UTC DATE/TIME. <DATE_DEP_PORT> 

Y 

 

DATE and TIME OF 

EMBARKATION  

DATE/TIME the observer leaves the port 

(departs or embarks) to start their 

observer trip. If embarking at sea, this 

REFER TO APPENDIX A1 Data should be reported in UTC DATE/TIME. <DATE_EMBARK> 

Y 
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OBS_TRIP3 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD4 

will be different from the DATE/TIME of 

Vessel departure from port. 

DATE AND TIME OF 

RETURN IN PORT 

DATE/TIME for the vessel to return to 

port 
REFER TO APPENDIX A1 Data should be reported in UTC DATE/TIME. <RET_DATE> 

Y 

DATE AND TIME OF 

DISEMBARKATION 

DATE/TIME the observer disembarks from 

the vessel to end the observer trip. If 

disembarking at sea, this will be 

different from the DATE/TIME of Vessel 

return to port. 

 

REFER TO APPENDIX A1 Data should be reported in UTC DATE/TIME. <DATE_DISEMBARK> 

Y 

GEAR_TYPE Link to ref_gears table Char (1) 
Must be a valid GEAR:  ‘L’ – Longline;  

‘S’ – Purse seine;  ‘P’ – Pole-and-line 
<GEAR_TYPE> 

Y 

FISHING 

PERMIT/LICENSE 

NUMBERS 

PROVIDE License/Permit number that the 

vessel holds for the period of the TRIP. 

 

CHAR(40) 

UPPER CASE 

Where possible, include validation to 

ensure the Permit format relevant to the 

agreement (national or sub-regional) 

complies to the required format. 

<LICENSE_NO> N 

VESSEL IDENTIFIER PROVIDE the appropriate identifier for 

the VESSEL undertaking this trip.  

 

The WCPFC ROP minimum data field 

requirement is to provide at least the 

Vessel Name, Registration number and 

call sign as “Vessel Identifiers”.  

 

Provision of WCPFC VID is not mandatory 

at this stage, but is encouraged. 

 

REFER TO APPENDIX A4 

Using a vessel identifier field (“VID”) 

removes the redundancy of including all 

vessel attributes with each trip record 

and ensures standardisation and 

consistency through referencing the main 

Vessel Registry database.  

 

Refer to APPENDIX A4, which lists other 

vessel attributes, some of which are 

mandatory under WCPFC ROP minimum data 

field requirements. 

 

Future review of ROP minimum data 

standards should consider the inclusion of 

the WCPFC RFV VID as a mandatory field. 

 

<VID> 

Y 

VERSN_ID Data standards version Int   <VERSN_ID> N 

COUNTRY_CODE 
Two letter COUNTRY CODE for the country 

who organise the trip 
Char (2) 

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter 

Country Codes 

For example, refer to WCPFC Codes web page  

<COUNTRY_CODE> 

N 

PORT OF DEPARTURE PROVIDE name of the Port where the 

vessel departs 

REFER TO APPENDIX A3 

Must be valid WCPFC 5-letter LOCATION 

Code. In the rare case that the port is 

not in the WCFPC LOCATION codes, then the 

actual port name can be included and a 

WCFPC LOCATION code will be generated. 

<DEP_PORT> Y 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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OBS_TRIP3 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD4 

PORT OF RETURN PROVIDE name of the Port where the 

vessel returns 

REFER TO APPENDIX A3 Must be valid WCPFC 5-letter LOCATION 

Code. In the rare case that the port is 

not in the WCFPC LOCATION codes, then the 

actual port name can be included and a 

WCFPC LOCATION code will be generated.  

<RET_PORT> Y 

EMBARK_LAT 
The actual depart LAT position  for the 

observer trip  (if embarking AT SEA) 

REFER TO APPENDIX A2 Future review of ROP minimum data 

standards should consider the inclusion of 

this field. 

<EMBARK_LAT> N 

EMBARK_LON 
The actual depart LON position  for the 

observer trip  (if embarking AT SEA) 

REFER TO APPENDIX A2 Future review of ROP minimum data 

standards should consider the inclusion of 

this field. 

<DISEMBARK_LON> N 

DISEMBARK_LAT 
The actual depart LAT position  for the 

observer trip  (if disembarking AT SEA) 

REFER TO APPENDIX A2 Future review of ROP minimum data 

standards should consider the inclusion of 

this field. 

<DISEMBARK_LAT> N 

DISEMBARK _LON 
The actual depart LON position  for the 

observer trip  (if disembarking AT SEA) 

REFER TO APPENDIX A2 Future review of ROP minimum data 

standards should consider the inclusion of 

this field. 

<DISEMBARK_LON> N 

VESOWNER NAME of the vessel owner NVarChar (50)  <VESOWNER> Y 

HULL MARKINGS 
Check compliance with CMM2004-03 and its 

successor measures 
NVarChar (50) 

The hull markings should be consistent 

with CMM2014-03 and its successor 

measures; these are virtually the same as 

the FAO standards on vessel markings 

except that a few letters disallowed in 

the FAO standards are permitted in 

CMM2004-03 and its successor measures. 

<HULL_MARKINGS> Y 

WIN MARKINGS 
Check compliance with CMM2004-03 and its 

successor measures 
NVarChar (50)  <WIN_MARKINGS> Y 

FISH HOLD CAPACITY 

The total maximum amounts in metric Tons 

(MT) that the vessel freezers, wells and 

other fish storage areas on a vessel can 

hold. 

INTEGER(4) 

Note that observer data providers may use 

a separate vessel attributes table, linked 

via a vessel identifier field (“VID”) 

which removes the redundancy of including 

this vessel attribute at the observer trip 

level and ensures standardisation and 

consistency.  

 

See APPENDIX A4, which lists the vessel 

fields to be provided and may be 

represented by a separate VESSEL 

attributes table. 

 

<F_HOLD_CAP> Y 

VESCAPT_NAME NAME of the captain of the vessel NVarChar (50)  <VESCAPTAIN> Y 

VESCAPT_NATION NATIONALITY of the captain of the vessel  

 
Char (2) 

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter 

Country Codes 

<CAPT_CO_CODE> 
Y 
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OBS_TRIP3 
“The start of a trip is defined to occur when a vessel (a) leaves port after unloading part or all of the catch to transit to a fishing area or (b) recommences fishing operations or transits to a fishing area after 
transshipping part or all of the catch at sea (when this occurs in accordance with the terms and conditions of article 4 of Annex III of the Convention, subject to specific exemptions as per article 29 of the 

Convention).” 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD4 

 For example, refer to WCPFC Codes web page  

VESCAPT_ID_DOC The Document that confirms nationality 

of the captain.  

NVarChar (20)  <CAPT_ID_DOC> 
Y 

VESMAST_NAME NAME of the fishing master NVarChar (50)  <VESMASTER>  

VESMAST_NATION NATIONALITY of the vessel MASTER 

 

 

Char (2) 

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter 

Country Codes 

For example, refer to WCPFC Codes web page  

<VESCAPT_CO_CODE> 

Y 

VESMAST_ID_DOC The Document that confirms nationality 

of the Fishing Master. 

NVarChar (20)  <VESCAPT_ID_DOC> 
Y 

CREW_TOTAL 

Total number of CREW on-board, including 

captain and officers, during the trip 

(does not include observer). 

Int   <CREW_NUMBER> Y 

CREW_OTHERS 
Total number of the crews excluding 

captain and fishing master. 
Int 

If collecting these data by nationality, 

there is a separate table called CREW_DATA 

to provide this information.  

<CREW_OTHERS> Y 

BOARD_NATION 

Nationality of any boarding vessel. When 

at sea indicate if any patrol vessels 

made a boarding name and nationality of 

the vessel making the boarding 

Char(2) 

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter 

Country Codes 

For example, refer to WCPFC Codes web page  

<CAPT_CO_CODE> 

Y 

SPILL 
FLAG to indicated the trip was a SPILL 

SAMPLE trip 
Bit   <SPILL> N 

CADET 
FLAG to indicated whether the trip was 

observed  by a CADET  observer 
Bit   <CADET> N 

SHARKTARGET 
FLAG to indicated a trip has targeted 

SHARKS (LONGLINE trips only) 
Bit   <SHARKTARGET> N 

COMMENTS General comments about the trip NText   <COMMENTS> N 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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1.3 DAILY SUMMARY DATA 

PS_OBS_DAY 
The observer must provide the information in this table (daily logged DAY) for EACH DAY AT SEA for the period of the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

DAY LOG 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

LOCAL DAY LOG DATE  

  <S_DAY_ID> Y 

DAY_START Local/Ship’s Date and time at the 

start of daily activities. 

REFER TO APPENDIX A1  <START_DATE> N 

UTC_DAY_START UTC equivalent of DAY_START REFER TO APPENDIX A1  <UTC_START_DATE> N 

LOG_NOFISH_N Provide the Number of logs sighted 

but no schools association. 

SmallInt  <LOG_NOFISH_N> N 

LOG_FISH_N Provide the Number of log associated 

schools sighted. 

SmallInt  <LOG_FISH_N> N 

SCH_FISH_N Provide the numbers of school sighted 

at that day. 

SmallInt  <SCH_FISH_N> Y 

FAD_FISH_N Provide the Number of anchored FADs 

sighted. 

SmallInt  <FAD_FISH_N> N 

FAD_NOFISH_N Provide the Number of anchored FADS 

sighted but no schools association. 

SmallInt  <FAD_NOFISH_N> N 

GEN3TODAY_ANS For the entire logged day, provide 

the FLAG to indicate that incident 

has occurred on GEN3. 

Char (1) Must be consistent with the GEN-3 data.  <GEN3TODAY_ANS> N 

DIARYPAGE Journal page # which has detail 

explanations of the incident 

VarChar (50)  <DIARYPAGE> N 
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1.4 ACTIVITY LOG DATA 

PS_OBS_ACTIVITY 
The observer must PROVIDE a record of EACH change in ACTIVITY for EACH DAY AT SEA for the period of the trip. This is 

effectively the OBSERVER’s ACTIVITY LOG 
FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

ACTIVITY LOG 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

DAY LOG DATE + ACTIVITY LOG TIME 

  <S_LOG_ID> Y 

DAY_START Local/Ship’s Date and time at the 

start of daily activities. 

REFER TO APPENDIX A1 (Identical to field in PS_OBS_DAY) <START_DATE> N 

UTC_DAY_START UTC equivalent of DAY_START REFER TO APPENDIX A1 (Identical to field in PS_OBS_DAY) <UTC_START_DATE> N 

ACT_TIME Record ships time for each activity 

as indicated on the activity code 

table. 

REFER TO APPENDIX A1 Must be consistent with the start of DAY log 

DATE. The combined DATE/TIME may be provided in 

this field.  

<ACT_TIME> Y 

UTC_ACT_TIME UTC equivalent of ACT_TIME REFER TO APPENDIX A1 Must be consistent with the start of DAY log 

UTC DATE. The combined UTC DATE/TIME may be 

provided in this field. 

<UTC_ACT_TIME> N 

LAT Latitude at which this ACTIVITY LOG 

recorded 

REFER TO APPENDIX A2  <LAT> Y 

LON Longitude at which this ACTIVITY LOG 

recorded. 

REFER TO APPENDIX A2  <LON> Y 

S_ACTIV_ID Purse seine activity code.  REFER TO APPENDIX A5  <S_ACTIV_ID> Y 

SCHAS_ID School association code.  REFER TO APPENDIX A6  <SCHAS_ID> Y 

DETON_ID Provide method of detection of fish. 

Use Detection id. code. Must be 1-6 

or 0 for no information. 

REFER TO APPENDIX A7  <DETON_ID> Y 

BEACON Beacon number where available. (there 

may be a regional standard numbering 

system in the future). 

NVarChar (20) Can only be recorded where an activity is 

related to an event for investigating, 

deploying, retrieving or setting on a floating 

object.  REFER TO APPENDIX A5 

<BEACON> N 

COMMENTS Observer comments related to this 

activity 

NText  <COMMENTS> N 
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1.5 SET-LEVEL DATA 

PS_OBS_SET 
The observer must PROVIDE the following information for EACH FISHING SET for the period of the trip.  

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME  

 Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record 

where S_ACTIV_ID = 1 (A fishing set). 

<S_SET_ID> Y 

SET_NUMBER Unique # for the SET ni this trip Int  <SET_NUMBER> N 

SKIFFOFF_TIME LOCAL DATE/TIME for the START OF SET. 

DEFINED as the START of SET – Local 

DATE/Time when net skiff off with net 

REFER TO APPENDIX A1  <SKIFFOFF_TIME> Y 

SKIFFOFF_UTC UTC DATE & TIME of START of SET REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to SKIFFOFF_TIME <SKIFFOFF_UTC> N 

WINCHON_TIME LOCAL DATE/TIME when winches start to 

haul the net. 

REFER TO APPENDIX A1  <WINCHON_TIME> N 

WINCHON_UTC UTC DATE & TIME when winches start to 

haul the net. 

REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to WINCHON_TIME <WINCHON_UTC> N 

RINGUP_TIME LOCAL DATE/TIME when purse ring is 

raised from the water. 

REFER TO APPENDIX A1  <RINGUP_TIME> N 

RINGUP_UTC UTC DATE & TIME when purse ring is 

raised from the water. 

REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to RINGUP_TIME <RINGUP_UTC> N 

SBRAIL_TIME LOCAL DATE/TIME when brailing begins. REFER TO APPENDIX A1  <SBRAIL_TIME> N 

SBRAIL_UTC UTC DATE & TIME when brailing begins. REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to SBRAIL_TIME <SBRAIL_UTC> N 

EBRAIL_TIME LOCAL DATE/TIME when brailing ends. REFER TO APPENDIX A1  <EBRAIL_TIME> N 

EBRAIL_UTC UTC DATE & TIME when brailing ends. REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to EBRAIL_TIME <EBRAIL_UTC> N 

STOP_TIME LOCAL DATE/TIME for the END of SET - 

Time when net skiff comes on-board 

i.e. end of set. 

REFER TO APPENDIX A1  <STOP_TIME> Y 

STOP_UTC UTC DATE & TIME – Date &Time when net 

skiff comes on-board i.e. end of set. 

REFER TO APPENDIX A1 Must be aligned to STOP_TIME <STOP_UTC> N 

LD_BRAILS Sum of all brails Decimal (8,3)  <LD_BRAILS> N 

LD_BRAILS2 Sum of brails (#2)- only where a 

second type of brailer was used 

Decimal (8,3)  <LD_BRAILS2> N 

MTTOTAL_OBS Total observed catch (TUNA and 

BYCATCH) (mt) 

Decimal (8,3)  <MT_TOTAL_OBS> N 

MTTUNA_OBS TOTAL amount of TUNA observed  (mt) Decimal (8,3) Derived from and consistent with MTTOTAL_OBS 

minus all the bycatch (mt) listed under 

PS_OBS_CATCH for this SET  

<MTTUNA_OBS> N 

TOTSKJ_ANS 

S
K
I
P
J
A
C
K
 FLAG to indicate whether SKJ 

is presence in the set catch 

Char (1)  <TOTSKJ_ANS> N 

PERC_SKJ % of SKJ in the set catch Int  <PERC_SKJ> N 

MTSKJ_OBS Metric Tonnes of SKJ in the 

set catch 

 

Decimal (8,3) Determined from MTTUNA_OBS and PERC_SKJ fields <MTSKJ_OBS> N 
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PS_OBS_SET 
The observer must PROVIDE the following information for EACH FISHING SET for the period of the trip.  

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TOTYFT_ANS 

Y
E
L
L
O
W
F
I
N
 

FLAG to indicate whether YFT 

is presence in the set catch 

Char (1)  <TOTYFT_ANS> N 

PERC_YFT % of YFT in the set catch Int  <PERC_YFT> N 

MTYFT_OBS Metric Tonnes of YFT in the 

set catch 

Decimal (8,3) Determined from MTTUNA_OBS and PERC_YFT fields <MTYFT_OBS> N 

LARGE_YFT_ANS FLAG to indicate YFT in the 

set catch 

 

Char (1)  <LARGE_YFT_ANS> N 

PERC_LARGE_YFT % of large YFT in the set 

catch 

 

Int  <PERC_LARGE_YFT> N 

NB_LARGE_YFT # of large YFT in the set 

catch 

Int  <NB_LARGE_YFT> N 

TOTBET_ANS 

B
I
G
E
Y
E
 

FLAG to indicate whether BET 

is presence in the set catch 

Char (1)  <TOTBET_ANS> N 

PERC_BET % of BET in the set catch 

 

Int  <PERC_BET> N 

MTBET_OBS Metric Tonnes of BET in the 

set catch 

Decimal (8,3) Determined from MTTUNA_OBS and PERC_BET fields <MTBET_OBS> N 

LARGE_BET_ANS FLAG to indicate BET in the 

set catch 

Char (1)  <LARGE_BET_ANS> N 

PERC_LARGE_BET % of large BET in the set 

catch 

Int  <PERC_LARGE_BET> N 

NB_LARGE_BET # of large BET in the set 

catch 

Int  <NB_LARGE_BET> N 

COMMENTS comments NText  <COMMENTS> N 

B_NBTAGS Record as much information as 

possible on any Tags recovered 

SmallInt  <B_NBTAGS> Y 
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1.6 SET CATCH DATA 

PS_OBS_CATCH 
The observer must PROVIDE the following CATCH DETAILS for each species retained or discarded in EACH FISHING SET for the 

period of the trip. 
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME  

 Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record where 

S_ACTIV_ID = 1 (A fishing set). 

<S_SET_ID> Y 

CATCH 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME + 

SPECIES CODE + FATE CODE 

  <S_CATCH_ID> Y 

SP_CODE Species code.  Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <SP_CODE> Y 

RET_DISC Use ‘R’ for Retained or ‘D’ for 

Discarded  

Char (1)  <RET_DISC> Y 

FATE_CODE FATE of this catch.  This field 

provides more detail on FATE and 

indicates whether it was RETAINED, 

DISCARDED or ESCAPED, and any 

specific processing. 

Char (3) REFER TO APPENDIX 9 <FATE_CODE> N 

COND_CODE CONDITION of this catch. Relevant for 

the Species of Special Interest. 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <COND_CODE> N 

OBS_MT Observer’s visual estimate of TOTAL 

Species catch in metric tonnes. 

OBTAINED from the visual estimate of 

% of TUNA SPECIES in the respective 

fields for SKJ, YFT and BET in the 

table PS_OBS_SET.  For BYCATCH 

species, this is the visual estimate, 

where relevant. 

Decimal (8,3) The field RET_DET indicates whether this represents 

retention or discard of this species. 

<OBS_MT> Y 

OBS_N Species catch (in numbers).  OBTAINED 

from the visual estimate, which may 

be relevant for DISCARDs of TUNA, the 

discards/retained catch of BILLFISH 

and most other bycatch species. 

 

Entry into this field is mandatory 

for any Species of Special interest. 

Int For Species of Special interest (Mammals, Turtles, 

Birds and Sharks)  there must be a corresponding set 

of records in the Species of Special interest table. 

<OBS_N> N 

COMMENTS Are there any comments for this 

species catch ? (Y/N) 

NText  <COMMENTS> N 
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1.7 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DATA 

OBS_SSI 
The observer must PROVIDE the following SPECIES OF SPECIAL INTEREST CATCH DETAILS for each species retained, released or 

discarded in EACH FISHING SET for the period of the trip.  There may be one or many records for each SSI record in 

PS_OBS_CATCH. When SIGHTED only, then this table is linked to the OBS_TRIP database table.  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER - 

PS 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + SET START DATE + 

SET START TIME  

 To be used to link to PS_OBS_SET when relevant 

 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record where 

S_ACTIV_ID = 1 (A fishing set). 

<S_SET_ID> Y 

CATCH IDENTIFIER - 

PS 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + SET START DATE + 

SET START TIME + SPECIES CODE + 

FATE CODE 

 To be used to link to PS_OBS_CATCH when relevant 

 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be a link to the corresponding PS_OBS_CATCH 

record for this SSI 

 

<S_CATCH_ID> Y 

SET IDENTIFIER – 

LL 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + SET START DATE + 

SET START TIME  

 To be used to link to LL_OBS_SET when relevant 

 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record where 

S_ACTIV_ID = 1 (A fishing set). 

<L_SET_ID> Y 

CATCH IDENTIFIER – 

LL 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + SET START DATE + 

SET START TIME + SPECIES CODE + 

FATE CODE 

 To be used to link to LL_OBS_CATCH when relevant 

 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be a link to the corresponding PS_OBS_CATCH 

record for this SSI 

 

<L_CATCH_ID> Y 

SSI CATCH 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + DAY LOG + 

SIGHTING TIME + SPECIES CODE + 

FATE CODE 

  <SSI_ID> Y 

SGTYPE Type of Interaction : 'L' - 

Landed; "S"- Sighted; "I" - 

Interacted with Gear 

Char (1) Must be 'L' – Landed on deck; "S"- Sighted; "I" - 

Interacted with Gear 

<SGTYPE> Y 

SSI_DATE Record ships date and time of 

interaction 

REFER TO 

APPENDIX A1 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

<SSI_DATE> Y 
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OBS_SSI 
The observer must PROVIDE the following SPECIES OF SPECIAL INTEREST CATCH DETAILS for each species retained, released or 

discarded in EACH FISHING SET for the period of the trip.  There may be one or many records for each SSI record in 

PS_OBS_CATCH. When SIGHTED only, then this table is linked to the OBS_TRIP database table.  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record – 

ACT_DATE 

UTC_SSI_DATE [UTC equivalent of SSI_DATE] REFER TO 

APPENDIX A1 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record – 

UTC_ACT_DATE 

<UTC_SSI_DATE> N 

LAT Latitude at which this SSI was 

encountered 

REFER TO 

APPENDIX A2 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record – LAT 

<LAT> Y 

LON Longitude at which this SSI was 

encountered 

REFER TO 

APPENDIX A2 

When SGTYPE = ‘L’ or ‘I’ 

 

Must be consistent with PS_OBS_ACTIVITY record – LON 

<LON> Y 

SP_CODE SSI Species encountered. Link to 

species table 

Char (3) REFER TO APPENDIX 8. 

 

Must correspond to the PS_OBS_CATCH record 

<SP_CODE> Y 

SP_DESC Extended Species Description NText  <SP_DESC> N 

LANDED_COND_CODE Condition when landed on Deck or 

at start of interaction with 

vessel's gear Condition code on 

LANDING 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <LANDED_COND_CODE> Y 

LANDED_COND_DESC Description of Condition when 

landed on Deck or at start of 

interaction with vessel's gear 

NText  <LANDED_COND_DESC> N 

LANDED_HANDLING Description of handling on landing NText  <LANDED_HANDLING> N 

LANDED_LEN Length of landed species Decimal (5,1)  <LANDED_LEN> Y 

LEN_CODE Length measurement code of the 

individual 

Char (2) REFER TO APPENDIX 11 <LEN_CODE> Y 

GENDER Sex code of the individual Char (1) REFER TO APPENDIX 12 <LANDED_SEX_CODE> Y 

RELEASE_COND_CODE Condition on RELEASE/DISCARD, or 

at the END of interaction with 

vessel's gear. Condition code on 

RELEASE/DISCARD, or at the END of 

interaction with vessel's gear 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <REL_COND_CODE> Y 

RELEASE_COND_DESC Description of Condition on 

RELEASE/DISCARD, or at the END of 

interaction with vessel's gear 

NText  <REL_COND_DESC> N 

SP_GR_CODE Species/Gear interaction  Char (3) _APPENDIX_A10_–APPENDIX A32 – SPECIES/GEAR 
INTERACTION CODES 

<SP_GR_CODE> N 

SHK_FIN_WT_KGS Estimated SHARK FIN WEIGHT (kgs) Decimal (5,0)  <SHK_FIN_WT_KGS> Y 

SHK_FIN_BODY_KGS Estimated SHARK CARCASS WEIGHT 

(kgs) 

Decimal (5,0)  <SHK_FIN_BODY_KGS> Y 

TAG_RET_NO Tag Number recovered from animal NVarChar (7) <TAG_RET_NO> Y 
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OBS_SSI 
The observer must PROVIDE the following SPECIES OF SPECIAL INTEREST CATCH DETAILS for each species retained, released or 

discarded in EACH FISHING SET for the period of the trip.  There may be one or many records for each SSI record in 

PS_OBS_CATCH. When SIGHTED only, then this table is linked to the OBS_TRIP database table.  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TAG_RET_TYPE Type of Tag recovered from animal NVarChar (5) Record as much as information as possible on any 

Tags recovered.  At least these fields should be 

recorded. 

<TAG_RET_TYPE> N 

TAG_RET_ORG Origin of Tag recovered from 

animal (Organisation) 

NVarChar (10) <TAG_RET_ORG> N 

TAG_PLACE_NO Tag number placed on animal NVarChar (14) <TAG_PLACE_NO> N 

TAG_PLACE_TYPE Type of Tag placed on animal NVarChar (8) <TAG_PLACE_TYPE> Y 

TAG_PLACE_ORG Origin of Tag placed on animal 

(Organisation) 

NVarChar (10) <TAG_PLACE_ORG> Y 

INTACT_ID Vessel activity when INTERACTION 

occurs 

Int REFER TO APPENDIX 13 <INTACT_ID> Y 

INTACT_OTHER Other types of interaction NVarChar (20)  <INTACT_OTHER> N 

INT_DESCRIBE Description of the interaction NText  <INT_DESCRIBE> Y 

SGACT_ID Vessel activity when SIGHTING 

occurs 

Int REFER TO APPENDIX 13 <SGACT_ID> N 

SGACT_OTHER Indicates "other" Vessel Activity NVarChar (20)  <SGACT_OTHER> N 

SIGHT_N Number of individuals sighted SmallInt  <SIGHT_N> Y 

SIGHT_ADULT_N Number of adults sighted SmallInt  <SIGHT_ADULT_N> N 

SIGHT_JUV_N Number of juveniles sighted SmallInt  <SIGHT_JUV_N> N 

SIGHT_LEN Estimated overall length (Average 

if more than one individual) 

NText  <SIGHT_LEN> N 

SIGHT_DIST Distance of sighted animals from 

vessel 

Decimal (7,3)  <SIGHT_DIST> N 

SIGHT_DIST_UNIT Units used for SIGHT_DIST INT 1 = Metres; 2 = kilometres; 3 = Nautical miles <SIGHT_DIST_UNIT> N 

SIGHT_DIST_NM Distance in nautical miles Decimal (10,4)  <SIGHT_DIST_NM> N 

SIGHT_BEHAV Description of behaviour of 

Sighted animals 

NText  <SIGHT_BEHAV> N 
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1.8 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DETAILS DATA 

OBS_SSI_DETAILS 
The observer must PROVIDE the following SPECIES OF SPECIAL INTEREST CATCH DETAILS for EACH FISHING SET for the period of the 

trip.  The specific detail of each interaction needs to be recorded/stored here.  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SSI CATCH 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + DAY LOG + 

SIGHTING TIME + SPECIES CODE + 

FATE CODE 

 Link to OBS_SSI table <SSI_ID> Y 

SSI DETAILS 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + DAY LOG + 

SIGHTING TIME + SPECIES CODE + 

FATE CODE 

  <SSI_DET_ID> Y 

START_END Indication of “START” or “END” of 

interaction 

Char (1) Must be either ‘S’ for START  or ‘E’ for END <START_END> N 

SSI_NUMBER Number of animals interacted Int  <SSI_NUMBER> N 

COND_CODE CONDITION at the point of 

recording (either START or END) 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <COND_CODE> N 

DESCRIPTION Descriptions of the interaction VarChar (100)  <DESCRIPTION> N 
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1.9 LENGTH SAMPLE DATA 

PS_LFSAMPLE 
PROVIDE the information related to the size (length) and species composition SAMPLE from each FISHING SET. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME  

  <S_SET_ID> Y 

LF SAMPLE 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

DAY LOG + SET START DATE + SET START 

TIME + SAMPLE_TYPE 

  <S_LFSAMP _ID> Y 

SAMPLETYPE_ID Sample Type CHAR(1) REFER TO APPENDIX 14 <SAMPLETYPE_ID> N 

OTHER_DESC Description other sampling type NText  <OTHER_DESC> N 

FISH_PER_BRAIL Target # of fish for sampling SmallInt  <FISH_PER_BRAIL> N 

MEASURE_CODE MEASURING INSTRUMENT Char (1) REFER TO APPENDIX 15 <MEASURE_CODE> N 

COMMENTS Comments  about the sampling NText  <COMMENTS> N 

BRAIL_FULL_N # of Full brail count SmallInt  <BRAIL_FULL_N> N 

BRAIL_78_N # of Seven eighths brail count SmallInt  <BRAIL_78_N> N 

BRAIL_34_N # of Three quarter  brail count SmallInt  <BRAIL_34_N> N 

BRAIL_23_N # of Two third brail count SmallInt  <BRAIL_23_N> N 

BRAIL_12_N # of Half brail count SmallInt  <BRAIL_12_N> N 

BRAIL_13_N # of One third brail count SmallInt  <BRAIL_13_N> N 

BRAIL_14_N # of One quarter brail count SmallInt  <BRAIL_14_N> N 

BRAIL_18_N # of One eighth brail count SmallInt  <BRAIL_18_N> N 

BRAIL_N Total number of brails SmallInt  <BRAIL_N> N 

SUM_BRAILS Sum of All Brails Decimal (7,2)  <SUM_BRAILS> N 

SAMPLED_BRAIL_N

UM 

# of sampled brail Int  <SAMPLED_BRAIL_NUM> N 

MEASURED_N # of samples measured Int  <MEASURED_N> N 
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1.10 INDIVIDUAL LENGTH DATA 

PS_LFMEAS 
PROVIDE the individual fish measurements from the SAMPLE from each FISHING SET. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME  

  <S_SET_ID> Y 

LF SAMPLE 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

DAY LOG + SET START DATE + SET START 

TIME + SAMPLE_TYPE 

  <S_LFSAMP _ID> Y 

LF MEASURE 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

DAY LOG + SET START DATE + SET START 

TIME + SAMPLE_TYPE + SEQ_NUMBER 

  <S_LFMEAS_ID> Y 

SEQ_NUMBER Measurement number. Int  <SEQ_NUMBER> N 

SP_CODE Link to species table Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <SP_CODE> Y 

LEN Length (cm).  

 

 

SmallInt Expectation that that the following measurements have 

been taken by the observers, as instructed. 

 

TUNA SPECIES - Upper jaw to fork length; LEN_CODE = 

‘UF’ 

SHARK SPECIES -  total length;  LEN_CODE = ‘TL’  

BILLFISH SPECIES - Lower jaw to fork length for 

billfish. LEN_CODE = ‘LF’ 

<LEN> Y 

LEN_CODE Record measurement methods given in 

codes 

   Y 
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1.11 TRIP MONITORING SUMMARY 

OBS_TRIPMON 
PROVIDE the details of the OBSERVER GEN-3 “OBSERVER VESSEL TRIP MONITORING FORM”.  One record per question. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

TRIP MONITORING 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

UNIQUE SEQ NUMBER 

  <TRIPMON_ID> Y 

QUESTION_CODE Unique CODE for each question in GEN3 Char (4) REFER TO APPENDIX 16 <QUESTION_CODE> Y 

ANSWER Record the Answer to each question.  

There is also an indicator whether 

this has been answered or NOT 

Char (1) MUST BE ‘Y’, ‘N’ or ‘X’- not answered  <ANSWER> Y 

JOURNAL_PAGE Additional explanation and 

information for any YES response 

(including reference to the journal 

page) 

NText  <JOURNAL_PAGE> Y 

 

1.12 TRIP MONITORING COMMENTS 

OBS_TRIPMON_COMMENTS 
PROVIDE the details of the OBSERVER GEN-3 “OBSERVER VESSEL TRIP MONITORING FORM”.  One record per day of trip monitoring 

reported event/incident. 
FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

TRIP MONITORING 

COMMENTS 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

UNIQUE SEQ NUMBER 

  <TRIPMON_DET_ID> Y 

GEN3_DATE Date of the incident on GEN3 REFER TO APPENDIX A1  <GEN3_DATE> N 

COMMENTS Detail description of the incident NText  <COMMENTS> N 
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1.13 VESSEL/AIRCRAFT SIGHTINGS DATA 

VES_AIR_SIGHT 
PROVIDE the details on the GEN-1 form -- VESSEL AND AIRCRAFT SIGHTINGS / FISH, BUNKERING and OTHER TRANSFERS LOGS 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SIGHTING 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SIGHT_DATE_TIME 

  <SIGHT_ID> Y 

SIGHT_DATE_TIME Date/Time of sighting REFER TO APPENDIX A1   <SIGHTING_DATE> Y 

LAT Latitude of SIGHTING REFER TO APPENDIX A2  <LAT> Y 

LON Longitude of SIGHTING REFER TO APPENDIX A2  <LON> Y 

VESSEL 

IDENTIFIER 

PROVIDE the WCPFC VID for the VESSEL 

sighted (if this is possible) 
REFER TO APPENDIX A4 

Record VID if the vessel can be identified on the 

WCPFC RFV 
<VID> 

N 

S_NAME Record sighted vessel or aircraft 

name, where possible 
 

Record this information if the vessel cannot be 

identified on the WCPFC RFV 

<S_NAME> 
Y 

S_IRCS Record sighted vessel or aircraft 

call-sign, where possible 
 <S_IRCS> 

Y 

S_FLAG Record flag of sight vessel, if 

possible 
 <S_FLAG> 

Y 

S_OTHER-MARKING Record other vessel markings, if 

possible 
 <S_MARK> 

Y 

VATYP_ID Vessel / Aircraft type Int REFER TO APPENDIX 17  <VATYP_ID> Y 

BEARING_DIR Bearing (0-360 degrees) SmallInt   <BEARING_DIR> Y 

DISTANCE 
Record estimated distance from 

observers vessels to sighted vessel 
Decimal (7,3) 

Check the sighting on the radar and use the 

distance indicated, f not available use your 

estimate. 

<DISTANCE> 

Y 

DIST_UNIT Units of Distance INT  1 = Metres; 2 = kilometres; 3 = Nautical miles <DIST_UNIT> Y 

ACTION_CODE Action of Vessel/Aircraft sighted Char (2) 

REFER TO APPENDIX 18 for Vessel/Aircraft 

sightings only – only allow actions where FORM 

USED = ‘GEN-1’ 

<ACTION_CODE> 

Y 

COMMENTS Comments NText   <COMMENTS> Y 
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1.14 CREW DATA 

PS_CREW 
PROVIDE the details of each PURSE SEINE CREW member on this TRIP. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

CREW IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

CREW NAME 

  <S_CREW_ID> Y 

VSJOB_ID CREW JOB TYPE  Int REFER TO APPENDIX 19 <VSJOB_ID> N 

NAME Name of the person in this position NVarChar (50)   <NAME> N 

COUNTRY_CODE 
Nationality of the person in this 

position 
Char (2) 

Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter Country Codes 

For example, refer to WCPFC Codes web page 

 

WCPFC requirements are to list crew by nationality 

(non-binding). 

<COUNTRY_CODE> 

N 

EXP_YR Experience in Years SmallInt   <EXP_YR> N 

EXP_MO Experience in months SmallInt   <EXP_MO> N 

COMMENTS Comments  NText   <COMMENTS> N 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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1.15 MARINE DEVICES DATA 

VES_ELEC 
PROVIDE information on the standard Marine Electronic devices. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

TRIP/VESSEL 

DEVICE 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

DEVICE_ID 

  <V_DEVICE_ID> Y 

DEVICE_ID Marine Device CODE.   Int Refer to APPENDIX 20 -  the DEVICES should only be 

available according to the respective gear code (e.g. 

“S” for purse seine or “L” for longline is in the GEAR 

LIST CODES column )   

<DEVICE_ID> Y 

ONBOARD_CODE Is this DEVICE SIGHTED ONBOARD ? Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <ONBOARD_CODE> Y 

USAGE_CODE Is this DEVICE USED ? Char (3) Refer to APPENDIX 21 <USAGE_CODE> N 

MAKE_DESC Description of Make NVarChar (30)  <MAKE_DESC> N 

MODEL_DESC Description of Model NVarChar (30)  <MODEL_DESC> N 

COMMENTS Comments NText  <COMMENTS> N 
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1.16 WELL TRANSFER DATA 

WELL_TRANSFER 
PROVIDE information for each transfer to/from storage WELLs during the trip. 

This may become mandatory WCPFC data collection related to CDS. 
FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> N 

WELL TRANSFER 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

TRX_DATE 

  <S_WELL_TRX_ID> N 

TRX_DATE DATE and TIME of fish transfer REFER TO APPENDIX A1  <TRX_DATE> N 

ACTION_CODE WELL TRANSFER ACTION CODE Char (2) REFER TO APPENDIX 18  for Well transfers only – 

only allow actions where FORM USED = ‘PS-5 

<ACTION_CODE> N 

SOURCE Fish transfer source 

Can be the ‘NET’  and valid well 

number or a VESSEL 

VarChar (80) Can be the ‘NET’  and valid well number or a 

VESSEL 

<SOURCE> N 

DESTINATION Description of the transfer 

destination 

Can be Well No., vessel, SHORE or 

DISCARD 

VarChar (80) Can be Well No., vessel, SHORE or DISCARD <DESTINATION> N 

WELL_MT Weight of the fish transfer Decimal (8,3)  <WELL_MT> N 

CHANGE Change of transfer – add or remove Char (1) Must be either ‘+’, ‘-‘ or ‘0’ (for no change) <CHANGE> N 

NEW_TOTAL New cumulative to for the transfer Decimal (8,3)  <NEW_TOTAL> N 

ON_LOGSHEET FLAG to indicate the transfer has 

been stated on the logsheet 

Char (1)  <ON_LOGSHEET> N 

COMMENTS Comments made on the fish transfer NText  <COMMENTS> N 
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1.17 PURSE SEINE GEAR DATA 

PS_GEAR 
PROVIDE information on the PURSE SEINE GEAR on the vessel. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

PS GEAR IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE  

  <S_GEAR_ID> Y 

PB_MAKE Power block make NVarChar (20)  <PB_MAKE> N 

PB_MODEL Power block model NVarChar (20)  <PB_MODEL> N 

PW_MAKE Purse winch make NVarChar (20)  <PW_MAKE> N 

PW_MODEL Purse winch model NVarChar (20)  <PW_MODEL> N 

NET_DEPTH Max depth of the net SmallInt  <NET_DEPTH> Y 

NET_DEPTH_UNIT_ID Net Depth unit of measurement 

M – metres;  Y- Yards; F-Fathoms 

Char(1) Must be M, Y, F or blank <NET_DEPTH_UNIT_ID> Y 

NET_LENGTH Max length of the net SmallInt  <NET_LENGTH> Y 

NET_LENGTH_UNIT_ID Net Length unit of measurement 

M – metres;  Y- Yards; F-Fathoms 

Char(1) Must be M, Y, F or blank <NET_LENGTH_UNIT_ID> Y 

NET_STRIPS Number of net strips SmallInt  <NET_STRIPS> N 

NET_HANG_RATIO Max net hang ratio SmallInt  <NET_HANG_RATIO> N 

MESH_MAIN Main Mesh size SmallInt  <MESH_MAIN> Y 

MESH_MAIN_UNIT_ID Main mesh size unit of measurement 

C – centimetres;  I - Inches 

Char(1) Must be C, I or blank <MESH_MAIN_UNIT_ID> Y 

BRAIL_SIZE1 Brail #1 Capacity Decimal (5,1)  <BRAIL_SIZE1> Y 

BRAIL_SIZE2 Brail #2 Capacity Decimal (5,1)  <BRAIL_SIZE2> Y 

BRAIL_TYPE Brailing Type Description NText  <BRAIL_TYPE> N 
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1.18 PURSE SEINE VESSEL SUPPORT DATA 

PS_VESS_SUPPORT 
PROVIDE information on the PURSE SEINE VESSEL SUPPORT information. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

PS VESS SUPPORT 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE  

  <S_VESSUP_ID> Y 

SPEEDBOATS_N Number of Speedboats SmallInt  <SPEEDBOATS_N> Y 

TOW_N Number of Tow boats SmallInt  <TOW_N> Y 

AUXBOATS_N Number of Auxiliary boats SmallInt  <AUXBOATS_N> Y 

LIGHT_N Number of light boats SmallInt  <LIGHT_N> Y 

TENDERBOATS_YN Do other tender boats work with 

Catcher ? 

Char(1)  <TENDERBOATS_YN> N 

SKIFF_MAKE Make of SKIFF Varchar(20) Must be M, Y, F or blank <SKIFF_MAKE> N 

SKIFF_HP Horsepower of SKIFF  Int  <SKIFF_HP> N 

HELI_MAKE Make of Helicopter Varchar(20)  <HELI_MAKE> Y 

HELI_MODEL Model of helicopter Varchar(20)  <HELI_MODEL> Y 

HELI_REG_NO Helicopter registration number Varchar(20)  <HELI_REG_NO> Y 

HELI_RANGE Range of Helicopter (see 

HELI_RANGE_UNIT) 

Int Must be C, I or blank <HELI_RANGE> Y 

HELI_RANGE_UNIT Unit of distance for range of 

Helicopter 

Char(1) ‘K’ in kms ; ‘N’ in nautical miles <HELI_RANGE_UNIT> Y 

HELI_COLOUR Colour of Helicopter Varchar(20))  <HELI_COLOUR> Y 

HELI_SERVICES_N No. of vessels that this 

helicopter services 

SmallInt  <HELI_SERVICES_N> N 
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1.19 FAD MATERIAL DATA  

PS_FAD_MATERIAL 
PROVIDE information on the FAD MATERIAL observed during the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

FAD EVENT 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + FAD EVENT 

DATE/TIME 

  <FAD_ID> Y 

FAD_EVENT_DATE DATE/TIME of the FAD sighting 

(observation event).  

REFER TO APPENDIX A1 
 

<FAD_EVENT_DATE> Y 

OBJECT_NUMBER Number allocated for the object.  

(related to “FAD Markings or 

numbers”)  

SmallInt  <OBJECT_NUMBER> Y 

ORIGIN_CODE Original CODE of the FAD REFER TO APPENDIX A24  Code 5 or 6 used for FADs with radio buoy 

attached 

<ORIGIN_CODE> Y 

FAD_DET_CODE FAD Detection CODE  REFER TO APPENDIX A25   <FAD_DET_CODE> Y 

DEPLOYMENT_DATE Date of FAD deployment REFER TO APPENDIX A1  <DEPLOYMENT_DATE> N 

LAT LAT position of deployment REFER TO APPENDIX A2  <LAT> Y 

LON LON position of deployment REFER TO APPENDIX A2  <LON> Y 

SSI_TRAPPED FLAG to indicate whether any SSI 

are trapped on the FAD  

Char (1)  <SSI_TRAPPED> N 

AS_FOUND_CODE CODE to indicate whether the FAD 

“as Found”  

Int  <AS_FOUND_CODE> N 

AS_LEFT_CODE CODE to indicate whether the FAD 

“as Left”  

Int  <AS_LEFT_CODE> N 

MAX_DEPTH_M Max DEPTH of the FAD in metres Decimal (5,1)  <MAX_DEPTH_M> Y 

LENGTH_M Max LENGTH of the FAD in metres Decimal (5,1)  <LENGTH_M> Y 

WIDTH_M Max WIDTH of the FAD in metres Decimal (5,1)  <WIDTH_M> Y 

BUOY_NUMBER Buoy number stated on the FAD NVarChar (20)  <BUOY_NUMBER> Y 

MARKINGS Markings on the FAD NVarChar (50)  <MARKINGS> Y 

COMMENTS Comments made by the observer 

about the FAD 

NText  <COMMENTS> Y 

 

  



WCPFC14 Summary Report Attachment T_ Att 2b 

59 
 

1.20 FAD MATERIAL DETAIL 

PS_FAD_MATERIAL_DETAIL 
PROVIDE information on the FAD MATERIAL DETAIL observed during the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

FAD EVENT 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + FAD EVENT 

DATE/TIME 

  <FAD_ID> Y 

MATERIAL_CODE FAD Material CODE REFER TO APPENDIX A26 Material Code must exist in the ref_ids 

table 

<MATERIAL_CODE> Y 

IS_ATTACHMENT FLAG to indicate if there is an 

attachment to the FAD 

Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <IS_ATTACHMENT> Y 
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1.21 OBSERVER POLLUTION REPORT  

OBS_POLLUTION 
PROVIDE information any Pollution observed during the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

POLLUTION EVENT 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + INCIDENT 

DATE/TIME 

  <POLL_ID> Y 

INC_DATE DATE & TIME of the incident REFER TO APPENDIX A1  <INC_DTIME> N 

LAT Latitude where incident occurred REFER TO APPENDIX A2  <LAT> N 

LON Longitude where incident occurred REFER TO APPENDIX A2  <LON> N 

PORT_ID PORT where incident occurred REFER TO APPENDIX A3  <PORT_ID> N 

ACTIV_ID Activity when event occurred REFER TO APPENDIX A5  <ACTIV_ID> N 

VESSEL IDENIFIER REFER TO APPENDIX A4 

VATYP_ID Vessel / Aircraft type Int REFER TO APPENDIX 17  <VATYP_ID> N 

BEARING_DIR Compass Bearing to offending 

vessel 

SmallInt  <BEARING_DIR> N 

DISTANCE Distance to offending vessel Decimal (7,3)  <DISTANCE> N 

COMMENTS Additional comments NText  <COMMENTS> N 

STICKERS_ANS Response to "Stickers" question Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <STICKERS_ANS> N 

AWARE_ANS Response to "MARPOL" question Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <AWARE_ANS> N 

ADVISED_ANS Response to "INFRINGEMENTS" 

question 

Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <ADVISED_ANS> N 

PHOTOS_ANS Response to "PHOTOS" question Char (1) ‘Y’ or ‘N’ <PHOTOS_ANS> N 

PHOTO_NUMBERS Number of photos taken on the 

incident 

NVarChar (50)  <PHOTO_NUMBERS> N 
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1.22 OBSERVER POLLUTION DETAILS 

OBS_POLLUTION_DETAILS 
PROVIDE information any Pollution details observed during the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

POLLUTION EVENT 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE + INCIDENT 

DATE/TIME 

  <POLL_ID> Y 

POLLUTIONTYPE_ID Pollution type code REFER TO APPENDIX A31 Some, but not all codes in listed in the 

relevant APPENDICES are WCPFC required 

fields. 

 

For example, Disposal of OFFAL MANAGEMENT is 

a WCFPC required field. 

 

<POLLUTIONTYPE_ID> N 

MATERIAL_ID Pollution Materials code REFER TO APPENDIX A29 <MATERIAL_ID> N 

POLL_GEAR_ID Pollution Gear code REFER TO APPENDIX A28 <POLL_GEAR_ID> N 

POLL_SRC_ID Pollution Source code REFER TO APPENDIX A30 <POLL_SRC_ID> N 

POLL_DESC Description of pollution type NText <POLL_DESC> N 

POLL_QTY Description of pollution quantity NText <POLL_QTY> 
N 

 

1.23 OBSERVER JOURNAL 

OBS_JOURNAL 
PROVIDE a description of the day’s activities in a daily journal record for the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Notes XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> N 

DAILY JOURNAL 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE  

  <OBS_JRNL_ID> N 

JRNL_DATE DATE of Journal entry REFER TO APPENDIX A1  <JRNL_DATE> N 

JRNL_TEXT Daily journal entry  NText  <JRNL_TEXT> N 
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1.24 PURSE SEINE TRIP REPORT 

PS_TRIP_REPORT 
PROVIDE descriptive information on the trip. 

Refer to the relevant sections in http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1334-2014-ps-trip-report-  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL KEY 

or unique integer.  NATURAL KEY would be 

VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> N 

1_BACKGROUND (Refer to relevant section in link above) NText  <1_BACKGROUND> N 
2_0_CRUISE_SUMMARY (Refer to relevant section in link above) NText  <2_0_CRUISE_SUMMARY> N 
2_1_AREA_FISHED (Refer to relevant section in link above) NText  <2_1_AREA_FISHED> N 
2_2_END_OF_TRIP (Refer to relevant section in link above) NText  <2_2_END_OF_TRIP> N 
3_0_DATA_COLLECTED (Refer to relevant section in link above) NText  <3_0_DATA_COLLECTED> N 
4_0_VESSEL_CREW Refer to relevant section in link above) NText  <4_0_VESSEL_CREW> N 
4_1_VESS_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <4_1_VESS_INFO> N 
4_2_CREW_NATION Refer to relevant section in link above) NText  <4_2_CREW_NATION> N 
4_2_1_PIC Refer to relevant section in link above) NText  <4_2_1_PIC> N 
4_3_FISHING_GEAR Refer to relevant section in link above) NText  <4_3_FISHING_GEAR> N 
4_3_1_BRAIL Refer to relevant section in link above) NText  <4_3_1_BRAIL> N 
4_3_2 NET Refer to relevant section in link above) NText  <4_3_2 NET> N 
4_4_ELEC Refer to relevant section in link above) NText  <4_4_ELEC> N 
4_5_SAFETY_EQ Refer to relevant section in link above) NText  <4_5_SAFETY_EQ> N 
4_6_OTHER_GEAR Refer to relevant section in link above) NText  <4_6_OTHER_GEAR> N 
5_0_FISH_STRATEGY Refer to relevant section in link above) NText  <5_0_FISH_STRATEGY> N 
5_1_FLOAT_SCHS Refer to relevant section in link above) NText  <5_1_FLOAT_SCHS> N 
5_2_FREE_SCHS Refer to relevant section in link above) NText  <5_2_FREE_SCHS> N 
5_3_SET_TECH Refer to relevant section in link above) NText  <5_3_SET_TECH> N 
5_4_VESS_ADV Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_VESS_ADV> N 
5_5_HELICOPTER Refer to relevant section in link above) NText  <5_5_HELICOPTER> N 
5_6_FISH_SUCC Refer to relevant section in link above) NText  <5_6_FISH_SUCC> N 
5_7_FISH_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <5_7_FISH_INFO> N 
6_0_COC Refer to relevant section in link above) NText  <6_0_COC> N 
7_0_ENVIRON Refer to relevant section in link above) NText  <7_0_ENVIRON> N 
8_1_TARGET_RET Refer to relevant section in link above) NText  <8_1_TARGET_RET> N 
8_2_TARGET_DISC Refer to relevant section in link above) NText  <8_2_TARGET_DISC> N 
8_3_TARGET_LOG Refer to relevant section in link above) NText  <8_3_TARGET_LOG> N 
8_4_BYCATCH Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_BYCATCH> N 
8_4_1_BYC_LOG_COMP Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_1_BYC_LOG_COMP> N 
8_4_2_BILL Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_2_BILL> N 
8_4_3_SHARKS_RAYS Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_3_SHARKS_RAYS> N 
8_4_4_OTHER_BY-CATCH Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_4_OTHER_BY-CATCH> N 
8_4_5_UNSPEC_SP_CODES Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_5_UNSPEC_SP_CODES> N 
8_4_6_SSI_LAND Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_6_SSI_LAND> N 
8_4_7_SSI_INTERACT Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_7_SSI_INTERACT> N 
8_4_8_SSI_SIGHT Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_8_SSI_SIGHT> N 
9_0_SAMPLING Refer to relevant section in link above) NText  <9_0_SAMPLING> N 

http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1334-2014-ps-trip-report-
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PS_TRIP_REPORT 
PROVIDE descriptive information on the trip. 

Refer to the relevant sections in http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1334-2014-ps-trip-report-  
FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

9_1_GRAB Refer to relevant section in link above) NText  <9_1_GRAB> N 
9_2_SPILL Refer to relevant section in link above) NText  <9_2_SPILL> N 
9_3_OTHER Refer to relevant section in link above) NText  <9_3_OTHER> N 
10_0_OTHER_PROJ Refer to relevant section in link above) NText  <10_0_OTHER_PROJ> N 
11_0_WELL_LOAD Refer to relevant section in link above) NText  <11_0_WELL_LOAD> N 
12_0_VESS _DATA Refer to relevant section in link above) NText  <12_0_VESS _DATA> N 
13_0_GENERAL Refer to relevant section in link above) NText  <13_0_GENERAL> N 
14_0_ TRIP_MON Refer to relevant section in link above) NText  <14_0_ TRIP_MON> N 
14_1_CLARIFY Refer to relevant section in link above) NText  <14_1_CLARIFY> N 
14_2_RECOMMEND Refer to relevant section in link above) NText  <14_2_RECOMMEND> N 
14_3_CREW_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <14_3_CREW_INFO> N 
14_4_MEDICAL Refer to relevant section in link above) NText  <14_4_MEDICAL> N 
14_5_PHOTOS Refer to relevant section in link above) NText  <14_5_PHOTOS> N 
14_6_OTHER INFO Refer to relevant section in link above) NText  <14_6_OTHER INFO> N 
15_0_PROBS Refer to relevant section in link above) NText  <15_0_PROBS> N 
15_1_FORM_CH_RECS Refer to relevant section in link above) NText  <15_1_FORM_CH_RECS> N 
16_0_CONCL Refer to relevant section in link above) NText  <16_0_CONCL> N 
17_0_ACKS Refer to relevant section in link above) NText  <17_0_ACKS> N 

http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1334-2014-ps-trip-report-
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2. LONGLINE OBSERVER E-REPORTING STANDARDS 

2.1 DATA MODEL DIAGRAM 

 

The following basic data model diagram outlines the structure of the entities and their relationships for purse 
seine operational OBSERVER data collected by E-Reporting systems.  The tables that follow provide more 
information on the mechanisms of the links (relationships) between the entities. 
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2.2 TRIP-LEVEL DATA 

 

(see the common OBS_TRIP table under  1.2  TRIP-LEVEL DATA) 
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2.3 SET-LEVEL DATA 

LL_OBS_SET 
The observer must PROVIDE the following information for EACH FISHING SET/HAUL during the trip.  

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL KEY 

or unique integer.  NATURAL KEY would be 

VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL KEY 

or unique integer.  NATURAL KEY would be 

VESSEL + DEPARTURE DATE + SET START DATE 

+ SET START TIME  

  <L_SET_ID> Y 

SET_NUMBER Unique # for the SET in this trip Int  <SET_NUMBER> N 

OBSERVED_YN Flag to indicate whether set was 

observer or not. 

Bit  <OBSERVED_YN> N 

SET_START_DATE Date and time the first buoy is thrown 

into the water to start the setting of 

the line. 

REFER TO APPENDIX A1  <SET_START_DATE> Y 

SET_START_LAT Take the GPS reading at the time the 

first buoy is thrown into the water. 

REFER TO APPENDIX A2  <SET_START_LAT> Y 

SET_START_LON  <SET_START_LON> Y 

SET_END_DATE Date and time the last buoy (usually has 

radio beacon attached) at the end of the 

mainline thrown into the water. 

REFER TO APPENDIX A1  <SET_END_DATE> Y 

SET_END_LAT Take the GPS reading at the time the 

last buoy is thrown into the water. 

REFER TO APPENDIX A2  <SET_START_LAT> Y 

SET END LON  <SET_START_LON> Y 

HK_BT_FLT Number of hooks between floats SmallInt Must be 1-60, or -1 for no information. < HK_BT_FLT > Y 

BASK_SET Number of baskets set. SmallInt  <BASK_SET> Y 

BASK_OBSERVED Number of basket observed (bottom of 

form, Nov 07 version) 

SmallInt  <BASK_OBSERVED> Y 

HOOK_SET Total number of hooks used in a set. SmallInt  <HOOK_SET> Y 

HOOK_OBSERVED Number of hooks observed and data 

recorded. 

SmallInt  <HOOK_OBSERVED> N 

FLOAT_LENGTH Length of floatline (m) SmallInt  <FLOAT_LENGTH> Y 

LSPEED Line-shooter setting speed. Decimal (5,1)  <LSPEED> Y 

LSPEED_UNIT_ID Link to ref_ids table CHAR(1) Must be ‘M’ for metres/second or ‘K’ for 

knots 

<LSPEED_UNIT_ID> Y 

BRANCH_INTVL Time interval (secs.) between branchline 

sets. 

SmallInt  <BRANCH_INTVL> Y 

BRANCH_DIST Mainline distance between branchlines 

(m). 

Decimal (4,1)  <BRANCH_DIST> Y 

VESSEL_SET_SPEED Vessel setting Speed (Knots). Decimal (5,1)  <VESSEL_SET_SPEED> N 

LIGHTSTICKS Number of lightsticks used SmallInt  <LIGHTSTICKS> Y 

TDRS Number of Time Depth recorders used SmallInt  <TDRS> Y 

BRANCH_LENGTH Length of branchline (m) (If all are of 

a consistent length, otherwise use next 

set of fields). 

Decimal (4,1)  <BRANCH_LENGTH> Y 

BRANCH_0_20 Number of branchlines between successive 

floats that are < 20 m. 

SmallInt  <BRANCH_0_20> N 
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LL_OBS_SET 
The observer must PROVIDE the following information for EACH FISHING SET/HAUL during the trip.  

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

BRANCH_20_34 Number of branchlines between successive 

floats that are 20-35 m. 

SmallInt  <BRANCH_20_34> N 

BRANCH_35_50 Number of branchlines between successive 

floats that are 35-50 m. 

SmallInt  <BRANCH_35_50> N 

BRANCH_50_99 Number of branchlines between successive 

floats that are > 50 m. 

SmallInt  <BRANCH_50_99> N 

SHARKLINE The total number of hooks that have been 

hung directly from the floatline for 

this set. Also referred to as Shark 

lines. 

SmallInt  <SHARKLINE> Y 

TAR_SP_CODE Target Species id recorded on the form 

for this set (refer to the SPECIES 

table) 

Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <TAR_SP_CODE> Y 

TARGET_TUN_YN ADDITIONAL FLAG indication for MULTIPLE 

targeting 

Bit  <TARGET_TUN_YN> Y 

TARGET_SWO_YN ADDITIONAL FLAG indication for MULTIPLE 

targeting 

Bit  <TARGET_SWO_YN> Y 

TARGET_SKH_YN ADDITIONAL FLAG indication for MULTIPLE 

targeting 

Bit  <TARGET_SKH_YN> Y 

SETDETAILS General notes on the setting procedures. 

Any comments relating to the setting 

strategy. For example has there been any 

specific targetting of shark in this 

set. 

NText  <SETDETAILS> N 

BAIT1_SP_CODE Bait species id. # 1  Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <BAIT1_SP_CODE> Y 

BAIT2_SP_CODE Bait species id. # 2  Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <BAIT2_SP_CODE> Y 

BAIT3_SP_CODE Bait species id. # 3 Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <BAIT3_SP_CODE> Y 

BAIT4_SP_CODE Bait species id. # 4  Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <BAIT4_SP_CODE> Y 

BAIT5_SP_CODE Bait species id. # 5 Char (3) REFER TO APPENDIX 8. <BAIT5_SP_CODE> Y 

BAIT1_W Weight of bait species #1 used, (kg) SmallInt  <BAIT1_W> N 

BAIT2_W Weight of bait species #2 used, (kg) SmallInt  <BAIT2_W> N 

BAIT3_W Weight of bait species #3 used, (kg) SmallInt  <BAIT3_W> N 

BAIT4_W Weight of bait species #4 used, (kg) SmallInt  <BAIT4_W> N 

BAIT5_W Weight of bait species #5 used, (kg) SmallInt  <BAIT5_W> N 

BAIT1_H Hook number(s) in basket that Bait 1 was 

placed 

NVarChar (25) (Hook numbers separated by commas) <BAIT1_H> N 

BAIT2_H Hook number(s) in basket that Bait 2 was 

placed 

NVarChar (25) (Hook numbers separated by commas) <BAIT2_H> N 

BAIT3_H Hook number(s) in basket that Bait 3 was 

placed 

NVarChar (25) (Hook numbers separated by commas) <BAIT3_H> N 

BAIT4_H Hook number(s) in basket that Bait 4 was 

placed 

NVarChar (25) (Hook numbers separated by commas) <BAIT4_H> N 

BAIT5_H Hook number(s) in basket that Bait 5 was 

placed 

NVarChar (25) (Hook numbers separated by commas) <BAIT5_H> N 

BAIT1_DYED_YN FLAG indication on dyed on bait used #1  SmallInt  <BAIT1_DYED_YN> Y 
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LL_OBS_SET 
The observer must PROVIDE the following information for EACH FISHING SET/HAUL during the trip.  

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

BAIT2_DYED_YN FLAG indication on dyed on bait used #2 SmallInt  <BAIT2_DYED_YN> Y 

BAIT3_DYED_YN FLAG indication on dyed on bait used #3 SmallInt  <BAIT3_DYED_YN> Y 

BAIT4_DYED_YN FLAG indication on dyed on bait used #4 SmallInt  <BAIT4_DYED_YN> Y 

BAIT5_DYED_YN FLAG indication on dyed on bait used #5 SmallInt  <BAIT5_DYED_YN> Y 

TORI_LINES_YN FLAG indication on tori lines used SmallInt  <TORI_LINES_YN> Y 

BIRD_CURTAIN_YN FLAG indication on side setting with 

bird curtain and weighted branch lines  

SmallInt  <BIRD_CURTAIN_YN> Y 

WT_LINES_YN FLAG indication on weighted lines used SmallInt  <WT_LINES_YN> Y 

DIST_WT_HK Record the distance in metres from where 

the bottom of the weight is attached on 

the branch line to the eye of the look. 

SmallInt  <DIST_WT_HK> Y 

UW_CHUTE_YN FLAG indication on underwater chute used SmallInt  <UW_CHUTE_YN> N 

DEEP LINE SHOOTER FLAG indication on whether deep 

lineshooter was used for this set used 

SmallInt  <DEEP_LINE> Y 

HKSJAPAN_SIZE Japanese hook size NVarChar (50)  <HKSJAPAN_SIZE> Y 

HKSJAPAN_PERC % of Japanese-style hook TinyInt  <HKSJAPAN_PERC> N 

HKSJAPAN_ORS Japanese-style hook offset, rings and/or 

swivels 

NVarChar (5)  <HKSJAPAN_ORS> N 

HKSCIRCLE_SIZE Circle hook size NVarChar (50)  <HKSCIRCLE_SIZE> Y 

HKSCIRCLE_PERC % of Circle hook TinyInt  <HKSCIRCLE_PERC> N 

HKSCIRCLE_ORS Circle hook offset, rings and/or swivels NVarChar (5)  <HKSCIRCLE_ORS> N 

HKSJ_SIZE J hook size NVarChar (50)  <HKSJ_SIZE> Y 

HKSJ_PERC % of J hook size TinyInt  <HKSJ_PERC> N 

HKSJ_ORS J hook offset, rings and/or swivels NVarChar (5)  <HKSJ_ORS> N 

HKSOTH_TYPE Other hook types description NVarChar (50)  <HKSOTH_TYPE> Y 

HKSOTH_SIZE Other hook type size NVarChar (50)  <HKSOTH_SIZE> Y 

HKSOTH_PERC % of Other hook types TinyInt  <HKSOTH_PERC> N 

HKSOTH_ORS Others types of hook offset, rings 

and/or swivels 

NVarChar (5)  <HKSOTH_ORS> N 

OFFAL MANAGEMENT FLAG indication whether the vessel used 

management of offal discharge 

SmallInt  <OFFAL_MGMT> Y 
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2.4 SET-HAUL LOG DATA  

LL_SETHAULLOG 
Integrated GPS/VMS into the E-Reporting system would typically PROVIDE the following log information for EACH SET/HAUL 

during the period of the trip; E-Reporting provides the opportunity for high frequency position logging and therefore more 

precision of the position of the individual catch.  
FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + SET 

START DATE + SET START TIME  

  <L_SET_ID> Y 

SETHAUL LOG 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + SET 

START DATE + SET START TIME + LOG DATE 

+ LOG TIME 

  <L_SETHAULOG_ID> Y 

LOG_DATE Date/TIME of log reading REFER TO APPENDIX A1  Date and time required. <LOG_DATE> N 

SETHAUL 

Status of gear at this logged 

date/time : Set (S) Haul (H), Soak (K) 

or Float retrieved (F) 

Char (4)  Must be either ‘S’, ‘H’, ‘K’ or ‘F’ <SETHAUL> 

N 

STEND_ID 

Indicator for status of the SET-HAUL 

 

83 – First log record for the SET 

(start of SET information) 

84 – Last log record for the SET (end 

of SET information) 

85 – First log record for the HAUL 

(start of HAUL information) Corresponds 
to when the first buoy of the mainline 

is hauled from the water to start the 

haul 

86 – Last log record for the HAUL (end 

of HAUL information. Corresponds to 

when the last buoy of the mainline is 

hauled from water to end the haul. 

91 – Float retrieval  

Int 

Must be 83, 84, 85, 86, 91 or NULL 

 

The WCPFC requirements are for the date/time 

and position (lat/lon) are required for Start 

and End of set, and Start and End of Haul only. 

 

NULL is used in this field for any other logged 

position. 

 

<STEND_ID> 

N 

LAT Latitude (long format) REFER TO APPENDIX A2   <LAT> N 

LON Longitude (long format) REFER TO APPENDIX A2   <LON> N 

COMMENTS Comments NText   <COMMENTS> N 

FLOAT_ID 
Unique identifier for the Float 

retrieved 
NVARCHAR(15) 

Only used when Float retrieved (STEND_ID = 91) 

E-Monitoring ONLY 
<FLOAT_ID> 

N 

HK_BT_FLT 
Hooks between this float retrieved and 

the next float 

SmallInt Must be 1-60, or -1 for no information. 

Only used when Float retrieved (STEND_ID = 91) 

E-Monitoring ONLY 

<HK_BT_FLT> N 
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2.5 SET CATCH DATA 

LL_OBS_CATCH 
The observer must PROVIDE the following CATCH DETAILS for each species catch in EACH FISHING HAUL for the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

SET IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME  

  <L_SET_ID> Y 

CATCH 

IDENTIFIER 

Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

SET START DATE + SET START TIME + 

CATCH EVENT DATE + CATCH EVENT TIME 

  <L_CATCH_ID> Y 

CATCH_DATE 

Date of individual catch event.  This 

should relate to the DATE of the SET 

END or HAUL – see “SET_END_DATE” 

FIELD IN LL_SET. 

REFER TO APPENDIX A1   <CATCH_DATE> 

Y 

CATCH_DTIME Date/TIME of individual catch event REFER TO APPENDIX A1   <CATCH_DTIME> N 

HOOK_NO Hook number that the fish is caught 

on count hooks from the last float 

hauled on board to next float hauled 

on board. Hook number=99 represents 

catch on a hook hanging directly from 

the floatline (the “Sharkline”). 

SmallInt  <HOOK_NO> Y 

SP_CODE Species code.  Char (3) REFER TO APPENDIX 8. 

 

Only shark species can have a FATE as ‘RFR’ and 

‘DFR’. 

<SP_CODE> Y 

FATE_CODE FATE of this catch.  This indicates 

whether it was RETAINED, DISCARDED or 

ESCAPED, and any specific processing. 

Char (3) REFER TO APPENDIX 9 

Only shark species can have a FATE as ‘RFR’ and 

‘DFR’. 

 

<FATE_CODE> Y 

COND_CODE CONDITION of this catch on caught. 

(or maybe also be referred as on 

“Landing”). Relevant for the Species 

of Special Interest. 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <COND_CODE> Y 

COND_REL_CODE CONDITION of this catch on 

RELEASE/DISCARD. Relevant for the 

Species of Special Interest. 

Char (2) REFER TO APPENDIX 10 <COND_REL_CODE> Y 

LEN Length (cm).  SmallInt Refer to SPECIES RANGE table for these species <LEN> Y 

LEN_CODE Length measurement code Char (2) REFER TO APPENDIX 11 <LEN_CODE> Y 

WT Weight (kgs) – must be measured 

weight and not a visual estimate 

Decimal (5,1)  <WT> N 

WT_CODE Weight code.  Char (2) REFER TO APPENDIX 22 <WT_CODE> N 

SEX_CODE SEX of fish Char (1) REFER TO APPENDEX 12 <SEX_CODE> Y 
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LL_OBS_CATCH 
The observer must PROVIDE the following CATCH DETAILS for each species catch in EACH FISHING HAUL for the trip. 

FIELD Data Collection Instructions Field format notes Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

SP_GR_CODE Species/Gear interaction.  Required 

for Species of Special Interest 

(SSIs) 

Char (3) _APPENDIX_A10_–APPENDIX A32 – SPECIES/GEAR 
INTERACTION CODES 

<SP_GR_CODE> N 

GSTAGE_CODE GONAD STAGE CODE Char (1) REFER TO APPENDIX 23 <GSTAGE_CODE> N 

COMMENTS Comments. For TAG recoveries, record 

as much as information as possible on 

any Tags recovered 

NVarChar (40)  <COMMENTS> Y 

LAT Latitude (long format) REFER TO APPENDIX A2  Position of each catch event E-Monitoring ONLY <LAT> N 

LON Longitude (long format) REFER TO APPENDIX A2  Position of each catch event E-Monitoring ONLY <LON> N 
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2.6 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DATA 

(see  1.7  SPECIES OF SPECIAL INTEREST DATA) 

2.7 SPECIES OF SPECIAL INTEREST DETAILS DATA 

(see  1.8  SPECIES OF SPECIAL INTEREST DETAIL DATA) 

2.8 TRIP MONITORING QUESTIONS 

(see  1.11  TRIP MONITORING DATA) 

2.9 TRIP MONITORING COMMENTS 

(see  1.12  TRIP MONITORING COMMENTS) 

2.10 VESSEL/AIRCRAFT SIGHTINGS DATA 

(see  1.13  VESSEL/AIRCRAFT SIGHTINGS) 

2.11 MARINE DEVICES DATA 

 (see  1.15  MARINE DEVICES DATA) 
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2.12 CREW DATA 

VES_CREW 
PROVIDE the summary details of VESSEL CREW by NATIONALITY on this TRIP. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

CREW IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL 

KEY or unique integer.  NATURAL KEY 

would be VESSEL + DEPARTURE DATE + 

COUNTRY_CODE 

  <V_CREW_ID> Y 

COUNTRY_CODE Nationality of the CREW Char (2) 
Refer to valid WCPFC alpha-2 two-letter Country Codes 

For example, refer to WCPFC Codes web page 
<COUNTRY_CODE> 

N 

CREWCOUNT Total number of crew on board during 

the trip  

SmallInt  <CREWCOUNT> Y 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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2.13 LONGLINE GEAR DATA 

LL_GEAR 
PROVIDE information on the LONGLINE GEAR on the vessel. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> Y 

LL GEAR IDENTIFIER Internally generated. Can be 

NATURAL KEY or unique integer.  

NATURAL KEY would be VESSEL + 

DEPARTURE DATE   

  <L_GEAR_ID> Y 

WIRETRACE_ANS Presence of wire trace (Y/N) Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<WIRETRACE_ANS> Y 

WIRETRACE_TXT 

If wire traces used on all 

lines during the trip then 

record "ALL LINES" If the 

vessel used wire traces on 

certain branch lines during the 

trip record, where possible, 

information on the location of 

the branch line where used 

NVarChar(20)  <WIRETR_TXT> Y 

MLINEHAUL_ANS Usage of Mainline hauler (Y/N) Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<MLINEHAUL_ANS> Y 

MLINEHAUL_USAGE_CODE Link to ref_usage table Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <MLINEHAUL_USAGE_CODE> N 

MLINEHAUL_COMMENTS Comments on Mainline Hauler     NVarChar (50)  <MLINEHAUL_COMMENTS> N 

BLINEHAUL_ANS Usage of Branchline hauler 

(Y/N) 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<BLINEHAUL_ANS> Y 

BLINEHAUL_USAGE_CODE Link to ref_usage table Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <BLINEHAUL_USAGE_CODE>  

BLINEHAUL_COMMENTS Comments on Branchline Hauler     NVarChar (50)  <BLINEHAUL_COMMENTS> N 

BLINE_MAT1_DIAM Branchlines (Material #1) 

diameter 

Decimal (4,1)  <BLINE_MAT1_DIAM> N 

BLINE_MAT2_DIAM Branchlines (Material #2) 

diameter 

Decimal (4,1)  <BLINE_MAT2_DIAM> N 

LSHOOT_ANS Usage of Line shooter (Y/N) Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<LSHOOT_ANS> Y 

LSHOOT_USAGE_CODE Link to ref_usage table Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <LSHOOT_USAGE_CODE> N 

LSHOOT_COMMENTS Comments on Line shooter     NVarChar (50)  <LSHOOT_COMMENTS> N 

BAITTHR_ANS Usage of Automatic bait thrower 

(Y/N) 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<BAITTHR_ANS> Y 

BAITTHR_USAGE_CODE Link to ref_usage table Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <BAITTHR_USAGE_CODE> N 

BAITTHR_COMMENTS Comments on Automatic Bait 

thrower     

NVarChar (50)  <BAITTHR_COMMENTS> N 

BRANCHATT_ANS Usage of Automatic branchline 

attacher (Y/N) 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<BRANCHATT_ANS> Y 

BRANCHATT_USAGE_CODE Link to ref_usage table Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <BRANCHATT_USAGE_CODE> N 
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LL_GEAR 
PROVIDE information on the LONGLINE GEAR on the vessel. 

FIELD Data Collection Instructions Field format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

BRANCHATT_COMMENTS Comments on Automatic 

Branchline attacher     

NVarChar (50)  <BRANCHATT_COMMENTS> N 

WEIGHTED BRANCH 

LINE_ANS 

Usage of weight branch line 

(Y/N) 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<WBRANCH_ANS> Y 

(60) 

STRATEGIC OFFAL 

DISPOSAL_ANS 

Usage of strategic offal 

disposal (Y/N) 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<SODIS_ANS> Y 

(66) 

WT_SCA_ANS Weighing scales (Y/N) Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<WT_SCA_ANS> N 

WT_SCA_USAGE_CODE Weighing scales USAGE  Char (3) REFER TO APPENDIX 21 <WT_SCA_USAGE_CODE> N 

WT_SCA_COMMENTS Comments on Automatic B 

Weighing scales     

NVarChar (50)  <WT_SCA_COMMENTS> N 

MLINE_COMP Composition of mainline NText  <MLINE_COMP> N 

BLINE_COMP Composition of branchlines NText  <BLINE_COMP> N 

MLINE_MAT Mainline material NVarChar (15)  <MLINE_MAT> Y 

MLINE_MAT_DESC Mainline material description NVarChar (50)  <MLINE_MAT_DESC> N 

MLINE_LEN Mainline length (nm) Decimal (5,1)  <MLINE_LEN> Y 

MLINE_DIAM Mainline diameter (mm) Decimal (4,1)  <MLINE_DIAM> Y 

BLINE_MAT1 Branchline material (Material 

#1) 

NVarChar (40)  <BLINE_MAT1> Y 

BLINE_MAT1_DESC Branchlines (Material #1) 

description 

NVarChar (50)  <BLINE_MAT1_DESC> Y 

BLINE_MAT2 Branchline material (Material 

#2) 

NVarChar (40)  <BLINE_MAT2> Y 

BLINE_MAT2_DESC Branchlines (Material #2) 

description 

NVarChar (50)  <BLINE_MAT2_DESC> Y 

BLINE_MAT3 Branchline material (Material 

#3) 

NVarChar (40)  <BLINE_MAT3> Y 

BLINE_MAT3_DESC Branchlines (Material #3) 

description 

NVarChar (50)  <BLINE_MAT3_DESC> Y 

SEAWATER_ANS Refrigeration method - Sea 

water ? 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<SEAWATER_ANS> Y 

BLASTFREEZER_ANS Refrigeration method - blast 

freezer ? 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<BLASTFREEZER_ANS> Y 

ICE_ANS Refrigeration method - Ice ? Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<ICE_ANS> Y 

CHILLEDSEAWATER_ANS Refrigeration method - Chilled 

Sea water ? 

Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<CHILLEDSEAWATER_ANS> Y 

OTHERSTORAGE_ANS Refrigeration method - other ? Char (1) Must be ‘Y’, ‘N’ or ‘X’ (observer did not respond 

to this question) 

<OTHERSTORAGE_ANS> Y 

OTHERSTORAGE_DESC Refrigeration method – other 

description 

NVarChar (50)  <OTHERSTORAGE_DESC> Y 
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2.14 POLLUTION REPORT  

 (see  1.20  POLLUTION REPORT and 1.21  POLLUTION DETAILS) 

2.15 OBSERVER JOURNAL 

 (see  1.22  OBSERVER JOURNAL) 
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2.16 LONGLINE TRIP REPORT 

LL_TRIP_REPORT 
PROVIDE descriptive information on the trip. 

Refer to the relevant sections in http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1318-2014-ll-trip-report  
FIELD Data Collection Instructions Field 

format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

TRIP IDENTIFIER Internally generated. Can be NATURAL KEY 

or unique integer.  NATURAL KEY would be 

VESSEL + DEPARTURE DATE 

  <OBSTRIP_ID> N 

1_BACKGROUND (Refer to relevant section in link above) NText  <1_BACKGROUND> N 

2_0_CRUISE_SUMMARY (Refer to relevant section in link above) NText  <2_0_CRUISE_SUMMARY> N 
2_1_AREA_FISHED (Refer to relevant section in link above) NText  <2_1_AREA_FISHED> N 
2_2_END_OF_TRIP (Refer to relevant section in link above) NText  <2_2_END_OF_TRIP> N 
3_0_DATA_COLLECTED (Refer to relevant section in link above) NText  <3_0_DATA_COLLECTED> N 
3_1_OTHER_DATA_COLL (Refer to relevant section in link above) NText  <3_1_OTHER_DATA_COLL> N 
4_0_COC Refer to relevant section in link above) NText  <4_0_COC> N 
5_1_VESS_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <5_1_VESS_INFO> N 
5_2_CREW_NATION Refer to relevant section in link above) NText  <5_2_CREW_NATION> N 
5_2_1_PIC Refer to relevant section in link above) NText  <5_2_1_PIC> N 
5_3_ELEC Refer to relevant section in link above) NText  <5_3_ELEC> N 
5_3_1_RADIO_BUOYS Refer to relevant section in link above) NText  <5_3_1_RADIO_BUOYS> N 
5_4_FISHING_GEAR Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_FISHING_GEAR> N 
5_4_1_MAINLINE Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_1_MAINLINE> N 
5_4_2_BRANCHLINES Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_2_BRANCHLINES> N 
5_4_3_FLOATLINES Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_3_FLOATLINES> N 
5_4_4_BLINE_WTS Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_4_BLINE_WTS> N 
5_4_5_FISH_HOOKS Refer to relevant section in link above) NText  <5_4_5_FISH_HOOKS> N 
5_5_SAFETY_EQ Refer to relevant section in link above) NText  <5_5_SAFETY_EQ> N 
5_6_REGRIG Refer to relevant section in link above) NText  <5_6_REGRIG> N 
5_7_OTHER_GEAR Refer to relevant section in link above) NText  <5_7_OTHER_GEAR> N 
6_0_FISH_STRATEGY Refer to relevant section in link above) NText  <6_0_FISH_STRATEGY> N 
6_1_FISHERY_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <6_1_FISHERY_INFO> N 
6_2_OCEAN_FEATURES Refer to relevant section in link above) NText  <6_2_OCEAN_FEATURES> N 
6_3_SET_HAUL Refer to relevant section in link above) NText  <6_3_SET_HAUL> N 
6_4_TARGET_DEPTH Refer to relevant section in link above) NText  <6_4_TARGET_DEPTH> N 
6_5_BAITING Refer to relevant section in link above) NText  <6_5_BAITING> N 
6_6_MITIGATION Refer to relevant section in link above) NText  <6_6_MITIGATION> N 
6_6_1_FISH_OFFAL Refer to relevant section in link above) NText  <6_6_1_FISH_OFFAL> N 
6_7_HAUL_PROCESS Refer to relevant section in link above) NText  <6_7_HAUL_PROCESS> N 
6_8_UNUSUAL_SET Refer to relevant section in link above) NText  <6_8_UNUSUAL_SET> N 
6_9_CHANGES_SETS Refer to relevant section in link above) NText  <6_9_CHANGES_SETS> N 
7_1_WEATHER Refer to relevant section in link above) NText  <7_1_WEATHER> N 
7_2_SEA_COND Refer to relevant section in link above) NText  <7_2_SEA_COND> N 
7_3_MOON_PHASE Refer to relevant section in link above) NText  <7_3_MOON_PHASE> N 
8_1_TARGET_CATCH Refer to relevant section in link above) NText  <8_1_TARGET_CATCH> N 
8_1_1_TARGET_PROC Refer to relevant section in link above) NText  <8_1_1_TARGET_PROC> N 

http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1318-2014-ll-trip-report
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LL_TRIP_REPORT 
PROVIDE descriptive information on the trip. 

Refer to the relevant sections in http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1318-2014-ll-trip-report  
FIELD Data Collection Instructions Field 

format 

notes 

Note XML TAG WCPFC 

FIELD 

8_1_2_TARGET _DISC Refer to relevant section in link above) NText  <8_1_2_TARGET _DISC> N 
8_1_3_TARGET_DAMAGE Refer to relevant section in link above) NText  <8_1_3_TARGET_DAMAGE> N 
8_2_1_OTHER_TUN_BILL Refer to relevant section in link above) NText  <8_2_1_OTHER_TUN_BILL> N 
8_2_2_SHARKS_RAYS Refer to relevant section in link above) NText  <8_2_2_SHARKS_RAYS> N 
8_2_3_OTHER_BY-CATCH Refer to relevant section in link above) NText  <8_2_3_OTHER_BY-CATCH> N 
8_3_UNSPEC_SP_CODES Refer to relevant section in link above) NText  <8_3_UNSPEC_SP_CODES> N 
8_4_1_SSI_LAND Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_1_SSI_LAND> N 
8_4_2_SSI_INTERACT Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_2_SSI_INTERACT> N 
8_4_3_SSI_MAM Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_3_SSI_MAM> N 
8_4_4_SSI_SIGHT Refer to relevant section in link above) NText  <8_4_4_SSI_SIGHT> N 
9_0_TRANS Refer to relevant section in link above) NText  <9_0_TRANS> N 
10_1_TAGS Refer to relevant section in link above) NText  <10_1_TAGS> N 
10_2_STOMACH Refer to relevant section in link above) NText  <10_2_STOMACH> N 
10_3_OTHER Refer to relevant section in link above) NText  <10_3_OTHER> N 
11_0_ TRIP_MON Refer to relevant section in link above) NText  <11_0_ TRIP_MON> N 
11_1_CLARIFY Refer to relevant section in link above) NText  <11_1_CLARIFY> N 
11_2_RECOMMEND Refer to relevant section in link above) NText  <11_2_RECOMMEND> N 
11_3_CREW_INFO Refer to relevant section in link above) NText  <11_3_CREW_INFO> N 
11_4_MEDICAL Refer to relevant section in link above) NText  <11_4_MEDICAL> N 
11_5_PHOTOS Refer to relevant section in link above) NText  <11_5_PHOTOS> N 
11_6_OTHER INFO Refer to relevant section in link above) NText  <11_6_OTHER INFO> N 
12_0_VESS _DATA Refer to relevant section in link above) NText  <12_0_VESS _DATA> N 
13_0_GENERAL Refer to relevant section in link above) NText  <13_0_GENERAL> N 
14_0_PROBS Refer to relevant section in link above) NText  <14_0_PROBS> N 
14_1_FORM_CH_RECS Refer to relevant section in link above) NText  <14_1_FORM_CH_RECS> N 
15_0_CONCL Refer to relevant section in link above) NText  <15_0_CONCL> N 
16_0_ACKS Refer to relevant section in link above) NText  <16_0_ACKS> N 

 

http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/1318-2014-ll-trip-report
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APPENDICES 

APPENDIX A1 – DATE/TIME FORMAT 

 
The DATE and DATE/TIME formats must adhere to the following standard: 

ISO 8601 - Dates and times format – both local and UTC dates 
 
[YYYY]-[MM]-[DD] Z  for fields designated as UTC date 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]  for fields designated as LOCAL date 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MM]Z for fields designated as UTC date/time 

 
[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MM] for fields designated as LOCAL date/time 

 
 

APPENDIX A2 – POSITION/COORDINATE FORMAT 

 
The Latitude and Longitude coordinates must adhere to the ISO 6709 – Positions  
Degrees and minutes (to 3 decimal places where relevant). 
 

LATITUDE +/- DDMM.MMM 
LONGITUDE +/- DDDMM.MMM 

 
 

APPENDIX A3 – LOCATION CODES 

 
The PORT LOCATION Codes must adhere to the list of valid WCPFC 5-letter LOCATION codes [UPPERCASE  CHAR(5)  ] 
 
In the rare case that the port is not in the WCFPC LOCATION codes, then the actual port name can be included and a 
WCFPC LOCATION code will be generated. 
 
(Refer to the relevant WCPFC Codes web page link) 
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APPENDIX A4 – VESSEL IDENTIFICATION 

 
Using a single vessel identifier field (“VID”) in OBS_TRIP removes the redundancy of including all vessel 
attributes with each trip record and ensures standardisation and consistency through the direct referencing 
to the WCPFC Register of Fishing Vessels (RFV) and other Vessel Registry databases (e.g. the IMO/UVI 
standards, the FFA Vessel Register and the PNA Vessel Register).  
 
The WCPFC RFV vessel identifier (“VID”) will be used as the vessel identifier except in cases where, for 
example, it is more convenient to use the unique national vessel identifier (e.g. IRSC) and in these cases, 
the must be a link between the national vessel identifier and the WCPFC RFV VID established and available. 
 
The attributes for the VESSEL should already be maintained in the WCFPC RFV (and other Vessel Registry 
databases, where relevant) and so can be obtained through reference in using the “VID”; as such, there is 
no requirement to include the vessel attributes with the E-Reported observer data.   
 
The following table lists the type of information that can be accessed in the WCFPC RFV (and other 
registers) by using the “VID” as the reference. 
 
FIELD Data 

Collection 

Instructions 

Field format 

notes 

Validation instructions XML TAG WCPFC 

FIELD 

VESSEL NAME 

PROVIDE the 

VESSEL 

attributes 

which should 

be 

consistent 

with the 

attributes 

stored in 

the WCPFC 

and FFA 

Regional 

Vessel 

Registers 

CHAR(30) 

UPPER CASE 

Must be consistent with the 

WCPFC and FFA Vessel Registers   

<VESSELNAME> Y 

COUNTRY OF 

VESSEL  

REGISTRATION 

CHAR(2) 

WCPFC alpha-

2 two-letter 

country code 

(refer to 

WCPFC codes 

web page) 

UPPER CASE 

WCPFC alpha-2 two-letter 

country code (refer to WCPFC 

codes web page) 

 

Must be consistent with the 

WCPFC and FFA Vessel Registers 

 

Country of registration is 

distinct from the chartering 

nation, where relevant 

<COUNTRYREG> Y 

VESSEL 

REGISTRATION 

NUMBER  

CHAR(20) 

 

UPPER CASE 

Must be consistent with the 

WCPFC and FFA Vessel Registers   

<REGNO> Y 

FFA VESSEL 

REGISTER 

NUMBER  

INTEGER(5) 

 

 

Must be consistent with the FFA 

Vessel Register   

<FFAVID> N 

WCPFC RFV 

VID 

INTEGER(10) Must be consistent with the 

WCPFC RFV  

<WIN> N 

UNIVERSAL 

VESSEL 

IDENTIFIER 

(UVI) 

INTEGER(10) 

 

Must be consistent with the 

WCPFC and FFA Vessel Registers   

<IMO_UVI> N 

IMO_OR_LR INTEGER(7) Record of IMO number or Lloyd’s 

Register number (fishing vessel 

at least 100GT or 100GRT) 

  

VESSEL IRCS 

- CALLSIGN 

CHAR(10) 

 

UPPER CASE 

Must be consistent with the 

WCPFC and FFA Vessel Registers   

<IRCS> Y 

CRUISING 

SPEED 

INTEGER(3) Cruising speed (not top speed) <C_SPEED> Y 

FISH HOLD 

CAPACITY 

INTEGER(4) The total maximum amounts in 

metric Tons (MT) that the 

vessel freezers, wells and 

other fish storage areas on a 

vessel can hold. 

<F_HOLD_CAP> Y 

LOA 
INTEGER(3) Specify length overall and the 

unit 

<LOA> Y 

TONNAGE 

INTEGER(4) Specify the Gross registered 

tonnage (GRT) or Gross Tonnage 

(GT) and the unit 

<V_TONNAGE> Y 

ENGINE POWER 
INTEGER(5) Specify the engine power and 

the power units 

<ENG_POWER> Y 
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APPENDIX A5 – PURSE SEINE OBSERVER ACTIVITY CODES 

 

S_ACTIV_ID Description 
FAD reference   

(to record BEACON field) 
FORM Code 
version (old) 

1 Set YES 1 

2 Searching   2 

3 Transit  3 

4 No fishing - Breakdown  4 

5 No fishing - Bad weather  5 

6 In port - please specify  6 

7 Net cleaning set  7 

8 Investigate free school  8 

9 Investigate floating object YES 9 

10 Deploy - raft, FAD or payao YES 10D 

11 Retrieve - raft, FAD or payao YES 10R 

12 No fishing - Drifting at day's end  11 

13 No fishing - Drifting with floating object YES 12 

14 No fishing - Other reason  (specify)   13 

15 Drifting -With fish aggregating lights YES 14 

16 Retrieve radio buoy  YES 15R 

17 Deploy radio buoy  YES 15D 

18 Transhipping or bunkering  16 

19 Servicing FAD or floating object YES 17 

20 Helicoptor takes off to search  H1 

21 Helicopter returned from search  H2 

 

APPENDIX A6 – PURSE SEINE TUNA SCHOOL ASSOCIATION CODES 

 
S_ACTIV_ID Description SCHOOL TYPE CATEGORY 

1 Unassociated  (free school) UNASSOCIATED 
2 Feeding on Baitfish (free school) UNASSOCIATED 
3 Drifting log, debris or dead animal ASSOCIATED 
4 Drifting raft, FAD or payao ASSOCIATED 

5 Anchored raft, FAD or payao ASSOCIATED 

6 Live whale ASSOCIATED 
7 Live whale shark ASSOCIATED 
8 Other  (please specify)  

9 No tuna associated  

APPENDIX A7 – PURSE SEINE TUNA SCHOOL/ FAD DETECTION CODES 

 
DETON _ID Description 

1 Seen from vessel 

2 
Seen from helicopter;   
Use when vessel gets to the school of tuna that helicopter either:  
1. reported on; or  2. dropped buoy on. 

3 Marked with beacon 

4 Bird radar 

5 Sonar / depth sounder 

6 Info. from other vessel 

7 Anchored FAD / payao (recorded) 

8 Marked with Satellite/GPS Beacon 

9 Navigation Radar 

10 Lights 

11 Flock of birds sighted from vessel 

12 Other – please specify 

13 FAD being deployed (so not detected) 
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20 Unknown 

APPENDIX A8 – SPECIES CODES 

 

Refer to the FAO three-letter species codes:  

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en 

 

APPENDIX A9 – OBSERVER FATE CODES 

 

FATE CODE DESCRIPTION 

DCF Discarded - Line cut or Other                      

DDL Discarded - Difficult to land                      

DFR Discarded - fins removed and trunk discarded       

DFW Discarded - Discarded from well                    

DGD Discarded - Gear damage                            

DNS Discarded - No space in freezer                    

DOR Discarded - other reason (specify)                 

DPA Discarded - Protected species - Alive              

DPD Discarded - Protected species - Dead               

DPQ Discarded - poor quality                           

DPS Discarded - protected species (e.g. turtles)       

DPU Discarded - Protected Species - Condition unknown  

DSD Discarded - Shark damage                           

DSO Discarded - rejected (struck off before landing)   

DTS Discarded - too small                              

DUS Discarded - Undesirable species                    

DVF Discarded - Vessel fully loaded                    

DWD Discarded - Whale damage                           

ESC Escaped                                            

RCC Retained - Crew Consumption                        

RFL Retained - Filleted                               

RFR Retained  - fins removed and trunk retained        

RGG Retained  - gilled and gutted (retained for sale)  

RGO Retained - gutted only                             

RGT Retained - gilled gutted and tailed (for sale)     

RHG Retained  - headed and gutted (Marlin)             

RHT Retained - Headed, gutted and tailed               

RMD Retained - fins removed/trunk retained (MANDATORY) 

ROR Retained  - other reason (specify)                 

RPT Retained  - partial (e.g. fillet, loin)            

RSD Retained  - Shark damage                           

RTL Retained - Tailed                                  

RWD Retained - Whale Damage                            

RWG Retained - Winged                                  

RWW Retained  - whole                                  

UUU Unknown - not observed                             

 

 

  

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en
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APPENDIX A10 – OBSERVER CONDITION CODES 

 

CONDITION 
CODE Description 

A0 Alive but unable to describe condition 

A1 Alive and healthy 

A2 Alive, but injured or distressed 

A3 Alive, but unlikely to live 

D  Dead 

U  Condition, unknown 
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APPENDIX A11 – LENGTH CODES 

 

Length 
Code Description 

AN Anal fin length                          

BL Bill to fork in tail                     

CC Curved Carapace Length                   

CK Cleithrum to anterior base caudal keel   

CL carapace length (turtles) 

CW Carapace width                           

CX Cleithrum to caudal fork                 

EO Posterior eye orbital to caudal fork     

EV Posterior eye orbital to vent            

FF 1st dorsal to fork in tail               

FN Weight of all fins (sharks)              

FS 1st dorsal to 2nd dorsal                 

FW Fillets weight                           

GF Gilled, gutted, headed, flaps removed    

GG Gilled and gutted weight                 

GH Gutted and headed weight                 

GI Girth                                    

GO Gutted only (gills left in)              

GT Gilled, gutted and tailed                

GX Gutted, headed and tailed                

LF lower jaw to fork in tail 

NM not measured 

OW Observer's Estimate                      

PF pectoral fin to fork in tail 

PS Pectoral fin to 2nd dorsal               

SC Straight Carapace Length                 

SL Tip of snout to end of caudal peduncle   

TH Body Thickness (Width)                   

TL tip of snout to end of tail 

TW total width (tip of wings - rays) 

UF upper jaw to fork in tail 

US Upper jaw to 2nd dorsal fin              

WW Whole weight                             

 

APPENDIX A12 – SEX CODES 

 

Sex Code Description 

F Female 

I Indeterminate (checked but unsure) 

M Male 

U Unknown (not checked) 
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APPENDIX A13 – Vessel activity (SSI interaction) codes 

 

Activity 
Code for 

interaction Description 

1 SETTING 

2 HAULING 

3 SEARCHING 

4 TRANSITING 

5 OTHER 

 

APPENDIX A14 – SIZE and SPECIES COMPOSIION SAMPLE PROTOCOL 

 

Sample 
Type Description 

R Random (GRAB)  sample  

S SPILL sample  

B Bycatch only sampling 

F Small-fish only sampling 

O Other type of sampling protocol (please specify) 

 

 

APPENDIX A15 – MEASURING INSTRUMENTS Codes 

 

Measure 
Code Description 

B BOARD 

C CALLIPER - ALUMINIUM 

E EYE 

R RULER 

T TAPE 

U UNKNOWN 

W CALLIPER - WOOD 
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APPENDIX A16 – TRIP MONITORING QUESTION Codes 

 

QUESTION 
CODE 

Description WCPFC 
Question 

WCPFC 
ROP Q# 

RS-A 
Did the operator or any crew member assault, obstruct, resist, delay, refuse boarding 
to, intimidate or interefere with observers in the performance of their duties 

Y 14 

RS-B Request that an event not be reported by the observer Y 13 

RS-C Mistreat other crew N  

RS-D Did operator fail to provide observer with food, accommodation, etc. Y 15 

NR-A Fish in areas where the vessel is not permitted to fish Y 10 

NR-B Target species other than those they are licenced to target N  

NR-C Use a fishing method other than the method the vessel was designed or licensed Y 16 

NR-D Not display or present a valid (and current) licence document onboard N  

NR-E Transfer or transship fish from or to another vessel Y 12 

NR-F Was involved in bunkering activities N  

NR-G Fail to stow fishing gear when entering areas where vessel is not authorised to fish Y 23 

WC-A Fail to comply with any Commission Conservation and Management Measures (CMMs) Y 9 

WC-B High-grade the catch Y 8 

WC-C Fish on FAD during FAD Closure N  

LP-A Inaccurately record vessel position on vessel log sheets for sets, hauling and catch Y 1 

LP-B Fail to report vessel positions to countries where required Y 11 

LC-A Inaccurately record retained 'Target Species' in the Vessel logs [or weekly reports] Y 2 

LC-B Inaccurately record 'Target Species' Discards Y 3 

LC-C Record target species inaccurately [eg. combine bigeye/yellowfin/skipjack catch] Y 6 

LC-D Not record bycatch discards N  

LC-E Inaccurately record retained bycatch Species Y 4 

LC-F Inaccurately record discarded bycatch species Y 5 

SI-A Land on deck Species of Special Interest (SSIs) N  

SI-B Interact (not land) with SSIs Y 7 

PN-A Dispose of any metals, plastics, chemicals or old fishing gear Y 20 

PN-B Discharge any oil Y 21 

PN-C Lose any fishing gear Y 17 

PN-D Abandon any fishing gear Y 18 

PN-E Fail to report any abandoned gear Y 19 

SS-A Fail to monitor international safety frequencies Y 22 

SS-B Carry out-of-date safety equipment N  
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APPENDIX A17 – VESSEL / AIRCRAFT SIGHTINGS Codes 

 

CODE Description 

1 SINGLE PURSE SEINE 

2 LONGLINE 

3 POLE AND LINE 

4 MOTHERSHIP 

5 TROLL 

6 NET BOAT 

7 BUNKER 

8 SEARCH, ANCHOR OR LIGHT BOAT 

9 FISH CARRIER 

10 TRAWLER 

11 LIGHT AIRCRAFT 

12 HELICOPTER 

13 OTHER 

 

 

APPENDIX A18 – ACTION Codes 

 

Action 
Codes Description 

 
SPC/FFA FORM Used (for reference) 

AG Aground GEN6 

BG Bunkering (transfer of fuel), vessel observer is on is GIVING GEN1, GEN6 

BR Bunkering (transfer of fuel), vessel observer is on is RECEIVING GEN1, GEN6 

CR Retained from a set solely because of catch-retention rules PS5 

DF Dumping of fish GEN1 

DS Discarded into the sea PS5 

FI Fishing GEN1, GEN6 

FO Fish On-board PS5 

FS From set PS5 

NF Not fishing GEN1 

OG Other, vessel observer is on is GIVING GEN1 

OR Other, vessel observer is on is RECEIVING GEN1 

PF Possibly fishing GEN1 

SG Set sharing, vessel observer is on is GIVING GEN1 

SR Set sharing, vessel observer is on is RECEIVING GEN1,PS5 

TG Transferring fish between vessels, vessel observer is on is GIVING GEN1,PS5, GEN6 

TR Transferring fish between vessels, vessel observer is on is RECEIVING GEN1,PS5, GEN6 

UL Unloaded at cannery or cool store PS5 

WT Transferred between wells PS5 

 
GEN1 – Vessel / Aircraft sightings 
GEN6 – Pollution Report 
PS-5 – Purse seine Well transfer 
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APPENDIX A19 – Purse seine CREW JOB Codes 

 

CODE Description 

1 CAPTAIN 

2 NAVIGATOR/MASTER 

3 MATE 

4 CHIEF ENGINEER 

5 ASSISTANT ENGINEER 

6 DECK BOSS 

7 COOK 

8 HELICOPTER PILOT 

9 SKIFF MAN 

10 WINCH MAN 

11 HELICOPTER MECHANIC 

12 CREW 

13 NAVIGATOR 

14 FISHING MASTER 

15 RADIO OPERATOR 

16 TRANSLATOR 

 

  



WCPFC14 Summary Report Attachment T_ Att 2b 

89 
 

APPENDIX A20 – MARINE DEVICES Codes 
 

Code Description 
WCPFC 
FIELD 

GEAR LIST 
CODES 

1 BATHYTHERMOGRAPH  MBT                    YES     

2 BIRD RADAR                               YES SP  

3 CHART PLOTTER                            YES LSP 

4 DEPTH SOUNDER      YES LSP 

5 DOPPLER CURRENT MONITOR                  YES     

6 SATELLITE BUOY YES S   

7 FISHERY INFORMATION SERVICES             YES LSP 

8 GPS                                      YES LSP 

9 NAVIGATIONAL RADAR #1                    YES LP  

10 RADIO BUOYS - CALL-UP                    YES LSP 

11 RADIO BUOYS - NON CALL-UP                YES LSP 

12 RADIO BEACON DIRECTION FINDER            YES LSP 

13 SATELLITE - HF TELEX YES     

14 SEA SURFACE TEMP. GAUGE                  YES LP  

15 SONAR                                    YES LSP 

16 HF RADIO TELEPHONE                       YES     

17 SMART-LINK PHONE                         YES     

18 TRACK PLOTTER                            YES LSP 

19 VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS)                                      YES LSP 

20 WEATHER FACSIMILE                        YES LP  

21 WEATHER SATELLITE MONITOR                YES     

22 NET SOUNDER                               - LSP 

23 BINOCULARS                                - P   

24 ECHO SOUNDING BUOY                        - S   

25 EPIRB                                    -     

 

APPENDIX A21 – DEVICE USAGE codes 
 

Code Description 

XXX Not mentioned 

ALL used all the time for fishing 

BRO broken now but used normally 

NA  Not applicable / Not filled 

NOL no longer ever used 

OIF used only in transit 

RAR used rarely 

SIF used often but only in fishing 

TRA used all the time 
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APPENDIX A22 – WEIGHT MEASUREMENT codes 

 

Weight 
measurement 

code Description 

CW Captain's Estimate                       

FN Weight of all fins (sharks)              

FW Fillets weight 

GF Gilled, gutted, headed, flaps removed    

GG Gilled and gutted 

GH Gutted and headed 

GO Gutted only (gills left in) 

GT Gilled, gutted and tailed 

GX Gutted, headed and tailed 

NM Not measured                             

OW Observer's Estimate                      

TW Trunk weight 

WW Whole weight 

 

APPENDIX A23 – GONAD STAGE codes 
 

Gonad 
stage 
code Short description Description 

N No information       No information                                     

I Immature             Ovary small and slender. Cross-section round       

E Early Maturing       Enlarged, pale yellow ovaries. Ova not visible.    

L Late Maturing        Enlarged, turgid, orange-yellow ovaries. Ova opaque 

M Mature               
Enlarged, richly vascular, orange ovaries, losing turgidity. 
Ova translucent.                                                   

R Ripe                 
Greatly enlarged ovaries, not turgid. Ova easily dislodged 
and extruded by pressure.                                                   

S Spent                
Flaccid, vascular ovaries. Most ova gone. Often dark 
orange-red coloration.                                                   

R Recovering           Vascular ovaries. Next batch of ova developing.                                                   
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APPENDIX A24 – FAD ORIGIN codes 
FAD ORIGIN 

CODE Description 

1 Your vessel deployed this trip 

2 Your vessel deployed previous trip 

3 Other vessel (owner consent) 

4 Other vessel (no owner consent) 

5 Other vessel (consent unknown) 

6 Drifting and found by your vessel 

7 Deployed by FAD auxiliary vessel 

8 Origin unknown 

9 Other origin 

 

APPENDIX A25 – FAD DETECTION codes 
FAD 

DETECTION 
CODE Description 

1 Seen from Vessel (no other method) 

2 Seen from Helicopter 

3 Marked with Radio beacon 

4 Bird Radar 

6 Info. from other vessel 

7 Anchored (GPS) 

8 Marked with Satellite Beacon 

9 Navigation Radar 

10 Lights 

11 Flock of Birds sighted from vessel 

12 Other (please specify) 

13 Vessel deploying FAD (not detected) 

 

APPENDIX A26 – FAD MATERIAL codes 
FAD 

MATERIAL 
CODE Description 

1 Logs, Trees or debris tied together 

2 Timber/planks/pallets/spools 

3 PVC or Plastic tubing 

4 Plastic drums 

5 Plastic Sheeting 

6 Metal Drums (i.e. 44 gallon) 

7 Philippines design drum FAD 

8 Bamboo/Cane 

9 Floats/Corks 

10 Unknown (describe) 

11 Chain, cable rings, weights 

12 Cord/rope 

13 Netting hanging underneath FAD 

14 Bait containers 

15 Sacking/bagging 

16 Coconut fronds/tree branches 

17 Other (describe) 
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APPENDIX A27 – FAD TYPE codes 
FAD TYPE 

CODE Description 

1 Man-made object (Drifting FAD) 

2 Man-made object (Non FAD) 

3 Tree or log (natural, free floating) 

4 Tree or logs (converted into FAD) 

5 Debris (flotsam bunched together) 

6 Dead Animal (specify; i.e. whale, horse, etc.) 

7 Anchored Raft, FAD, or Payao 

8 Anchored Tree or Logs 

9 Other (please specify) 

10 Man-made object (Drifting FAD)-changed 

 

APPENDIX A28 – POLLUTION GEAR codes 
POLLUTION GEAR 

CODE DESCRIPTION 

1 Lost during fishing 

2 Abandoned 

3 Dumped 

 

APPENDIX A29 – POLLUTION MATERIALS codes 
POLUTION 

MATERIALS CODES DESCRIPTION 

1 Plastics 

2 Metals 

3 Waste Oils 

4 Chemicals 

5 Old fishing gear 

6 General garbage 

 

APPENDIX A30 – POLLUTION SOURCE codes 
POLLUTION 

SOURCE CODES DESCRIPTION 

1 Vessel Aground/Collision 

2 Vessel at Anchor/Berth 

3 Vessel Underway 

4 Land Based Source 

5 Other 

 

APPENDIX A31 – POLLUTION TYPE codes 
POLLUTION TYPE 

CODES DESCRIPTION 

1 Waste dumped overboard 

2 Oil splillages and leakages 

3 Abandoned or Lost Fishing Gear 
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APPENDIX A32 – SPECIES/GEAR INTERACTION CODES 

 

CONDITION 
CODE Description 

G01 Entangled 

G02 Hooked externally 

G03 Hooked internally 

G04 Hooked in mouth (SSI & Sharks) 

G05 Hooked deeply – throat stomach (SSI & Sharks) 

G06 Hooked unknown 

 

 

 



（別紙１－２－２） 

 

  
COMMISSION  

NINETEENTH REGULAR SESSION 
Da Nang, Vietnam 

27 – 3 December 2022 
 

CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURE ON DAILY CATCH AND EFFORT  
REPORTING  

 
Conservation and Management Measure 2022-XX1 

 
 

The Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock in the Western and 
Central Pacific Ocean:  
 
Concerned that full and accurate data from fishing vessels is required to inform stock assessment and other 
scientific evaluation;  
 
Noting that operational level catch and effort data provides significant value to scientific assessment; 
 
Noting that members of the Pacific Community cooperate to ensure consistent reporting frameworks for 
vessels licensed to fishing in their EEZs through a regional log sheet (“SPC/FFA/PNAO Regional 
logsheet”) that is amended from time to time to ensure consistency with all current requirements of the 
WCPFC “Scientific Data to be Provided to the Commission”; 

Further noting the requirements in Article 8 of the Convention for the Commission to take measures for 
high seas fisheries that are compatible with those that apply in EEZs;  
 

Desiring to ensure consistent levels of reporting and usefulness of data for all vessels fishing in the 
Convention Area;  
 

Adopts in accordance with Article 10 of the WCPFC Convention:  
 

1. Each CCM shall ensure that the master of each vessel flying its flag in the Convention Area shall 
complete an accurate electronic log of every day that it spends on the high seas of the Convention Area, 

 
1 This measure replaces CMM 2013-05 and will come into effect on 1 January 2024 
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including trips that include fishing in an EEZ under bilateral arrangements as well as high seas in one 
trip, as follows2 3:  

i. for days with fishing operations, the log must be completed by recording the effort and catch 
at the end of each fishing operation (i.e. end of a purse-seine set, end of a longline -haul, or at 
the end of the day in the case of all other fishing methods); or  

ii. for days with no fishing operations but where any other “fishing effort4” occurred, then the 
relevant activities (e.g. “SEARCHING”, “DEPLOY/RETRIEVE FAD”) must be entered in the 
log at the end of the day; or  

iii. for days with no fishing operations and no other ‘fishing effort4’, the main activity of the day 
must be entered in the log at the end of the day. 
 

2. Information recorded for each day with fishing operations shall, at a minimum, include the following:  
i. The information specified in sections 1.3 to 1.6 of ANNEX 1 of the Scientific Data to be  

Provided to the Commission;  
ii. Catch information about other species not listed in those sections, but required to be reported 

by CCMs under other Commission decisions such as, inter alia, key shark species according to 
FAO species codes.  

iii. Interaction information about other species not listed in those sections, but required to be 
reported by CCMs under other Commission decisions such as, inter alia, key cetaceans, 
seabirds and sea turtles. 

 
3. Each CCM shall require the master of each vessel referred to in paragraph 1 to provide the required 

information (as set out in paragraph 2) electronically to its national authority or its designated institution 
within 15 days: 

i. of the end of a trip; and 
ii. where applicable, of the end of every transhipment event at sea.   

 
4. Each CCM shall submit to the Commission the required information electronically (as set out in 

paragraph 2) by April 30 of the following year as required by Scientific Data to be provided to the 
Commission, and where possible in accordance with the agreed Standards, Specifications and 
Procedures for Electronic Reporting in the WCPFC – operational catch and effort data. 

 
5. Each CCM shall require the master of each vessel flying its flag in the Convention Area to keep an 

accurate and unaltered original or copy of the required information pertaining to the current trip on 
board the vessel at all times during the course of a trip. 

 
6. Non-compliance with this measure shall be considered in accordance with CMM 2010-06 or its 

successor. 
 

7. This CMM is without prejudice to existing or additional reporting requirements. 
  

 
2 Fishing vessels less than 24 meters in length may keep a daily written log until 1 January 2026, by which time they 
shall keep a daily electronic log.  Troll vessels targeting albacore may keep a daily written log until 1 January 2025, 
by which time they shall keep a daily electronic log. 
3 Notwithstanding paragraphs 1 and 3, a fishing vessel shall keep a daily written log if its electronic log is 
malfunctioning. 
4 According to Article 1(d) of the Convention  
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Consideration of CMM 2013-06  
1) CCMs shall develop, interpret and apply conservation and management measures in the context of and 
in a manner consistent with the 1982 Convention and Articles 24, 25 and 26 of the Agreement. To this 
end, CCMs shall cooperate, either directly or through the Commission, to enhance the ability of 
developing States, particularly the least developed among them and SIDS and territories in the 
Convention Area, to develop their own fisheries for highly migratory fish stocks, including but not 
limited to the high seas within the Convention Area.  

 
This proposed amendment to CMM 2013-05 would not impact the ability of developing States, including 
SIDS and territories in the Convention Area, to develop their fisheries. The proposed amendment seeks to 
put into place electronic reporting of catch and effort data from the high seas, noting that WCPFC-
TCC18-2022-RP10 reported that “E-reporting implementation continues to expand throughout Pacific 
Islands countries that will result in an increase in coverage of LONGLINE operational data submissions 
adhering to the WCPFC E-Reporting standards in the future”. 

 
2) The Commission shall ensure that any conservation and management measures do not result in 
transferring, directly or indirectly, a disproportionate burden of conservation action onto SIDS and 
territories.  

The proposal seeks to amend CMM 2013-05 but would not transfer a disproportionate burden of 
conservation action to SIDS and Territories as most of the SIDS have implemented or are moving 
towards implementing electronic reporting (see WCPFC-TCC18-2022-RP10). 

 
3) In considering any new proposal the Commission shall apply the following questions to determine the 
nature and extent of the impact of the proposal on SIDS and territories in the Convention Area:  

a) Who is required to implement the proposal?  

The proposal is applicable to flag CCMs who have fishing vessels fishing in the high seas.   

b) Which CCMs would this proposal impact and in what way(s) and what proportion?  

This proposal would require any CCM operating in the high seas in the WCPFC Convention area to 
electronically report their catch and effort data to the national authority and the Commission in 
accordance with the relevant standards. 

c) Are there linkages with other proposals or instruments in other regional fisheries management 
organisations or international organisations that reduce the burden of implementation?  

FFA Members, at FFC112 (2020) reaffirmed a commitment to progressively adopt electronic reporting 
for fishing vessels operating within their exclusive economic zones and the high seas. The Commission is 
required under Article 10 of the Convention to adopt compatible measures in the high seas. 

d) Does the proposal affect development opportunities for SIDS? 

This proposed amendment would not create any loss of opportunity to fish and access resources by SIDS 
and Territories. The proposal only seeks to require electronically reporting of catch and effort data in the 
high seas.  Whilst there may be a marginal administrative burden on the governments of SIDS and 
Territories in requiring their vessels that fish in the high seas to implement this requirement, as noted in 
the annual report on performance of the E-Reporting Standards (WCPFC-TCC18-2022-RP10), e-

https://meetings.wcpfc.int/node/17445
https://meetings.wcpfc.int/node/17445
https://meetings.wcpfc.int/node/17445
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reporting implementation continues to expand throughout CCMs, in particular, the Pacific Islands 
countries. 

e) Does the proposal affect SIDS domestic access to resources and development aspirations?  

No, this proposal would not affect access to fisheries resources in the WCPFC area and therefore would 
not impact the development aspirations of SIDS and Territories.  

f) What resources, including financial and human capacity, are needed by SIDS to implement the 
proposal?  

Flag CCMs would need to ensure that their flag vessels in the high seas implement the proposed 
amendment by having the required tools onboard their vessels for the vessel master to electronically 
record and report the catch and effort data and send that through to the national authority. Vessel masters 
would need to be trained on the use of the tool but again, as mentioned, most PICS SIDS are 
implementing or moving towards implementing e-reporting. 

g) What mitigation measures are included in the proposal?  

Whilst there are no mitigation measures included in the proposal, the proposed amendment is, as noted 
above, something that PIC SIDS are moving towards.  

h) What assistance mechanisms and associated timeframe, including training and financial support, 
are included in the proposal to avoid a disproportionate burden on SIDS?  

This proposed amendment puts into practice what the majority of SIDS and many CCMs are 
implementing so it would not impose a high administrative, monitoring and enforcement burden on 
SIDS.   
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ソフトウェア名 バージョン メーカ名 サポート期限

1 Amazon Cloudfront - AWS -

2 Amazon CloudWatch - AWS -

3
Amazon S3(Amazon Simple Storage
Service)

- AWS -

4 Amazon Cognito - AWS -

5 Amazon API Gateway - AWS -

6 AWS NAT Gateway - AWS -

7 AWS ELB(Elastic Load Balancing) - AWS -

8 AWS Fargate - AWS -

9 Amazon ECS - AWS -

10
Amazon RDS(Amazon Relational
Database Service)

SQL Server AWS -

11
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux2 AWS 2024/6/30

12
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux2 AWS 2024/6/30

13
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux2 AWS 2024/6/30

14
Amazon RDS(Amazon Relational
Database Service)

PostgreSQL AWS -

15
Amazon S3(Amazon Simple Storage
Service)

- AWS -

16 AWS ELB(Elastic Load Balancing) - AWS -
17 Eclipse 4.7以降 eclipse.org -
18 Java SE 8.0. java.com -
19 Windows Server 2016 SE 64bit - Microsoft 2027/1/12
20 Apache Ver.2.4.41 apache.org -
21 Apache Tomcat9 Ver.9.0.37 apache.org -

22
Interstage Information Intergrator
Enterprise Edition

Ver.11.3.1 富⼠通 -

23 Netseeds DB 連携オプション Ver.V40 富⼠通 -
24 Enterprise Postgres Standerd Edition Ver.11.1 富⼠通 -
25 OpenSSL 1.0.2u apache.org -

26 Amazon Corretto11
Amazon
Corretto11

AWS 2027/9 

27 Amazon CloudWatch - AWS -
28 Trend Micro Deep Security Trend Micro -
29 Spring Boot Ver.2.7.0 2023/11/18

30
Trend Micro Cloud One（販売者 Trend
Micro）

Trend Micro
Cloud Oneの最新
に

AWS Marketplace-

31 AWS CloudTrail - AWS -
32 Amazon CloudWatch - AWS -
33 AWS Config - AWS -

ソフトウェア情報



34 AWS Data Transfer - AWS -

35
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux2 AWS 2024/6/30

36
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux2 AWS 2024/6/30

37
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Windows10 AWS 2025/10/14

38 AWS ELB(Elastic Load Balancing) - AWS -
39 AWS Glue - AWS -
40 awskms(AWS Key Management Service) - AWS -
41 AWS Lambda - AWS -

42
Amazon Aurora(Relational Database
Service)

Aurora
PostgreSQL ３.
４.2(PostgreSQL1
1.9互換性）

AWS 2024/1/31

43 Amazon Route 53 - AWS -
44

Amazon SES(Amazon Simple Email
Service)

- AWS -

45
Amazon SNS(Amazon Simple Notification
Service)

- AWS -

46
Amazon QueueService(Amazon Simple
Queue Service)

- AWS -

47
Amazon S3(Amazon Simple Storage
Service)

- AWS -

48 AWS Support(Business)Dollar - AWS -
49

Amazon VPC(Amazon Virtual Private
Cloud)

- AWS -
50 AWS WAF - AWS -
51 Eclipse

2019-09 R
(4 13 0)

eclipse.org -
53 Python Ver.３.8 python.jp 2024/10/14

54 Java
AdoptOpenJDK
11.0.4

java.com 2024/10

55 JQuery 3.2.1 jquery.com -
56 Microsoft Teams 1.5.00.31168 Microsoft -
57 TortoiseSVN 1.10.0 THE TORTOISESV-
58 Amazon Simple Storage Service (S3) - AWS -
59 Apache 2.4.54 apache.org -
60 Apache Tomcat 9.0.36 apache.org -
61 AWS Backup - AWS -

62
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux AWS 2023/06/30

63
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Linux AWS 2023/06/30

64
Amazon RDS(Amazon Relational
Database Service)

PostgreSQL 13.7 AWS 2025/11/13

65
Amazon S3(Amazon Simple Storage
Service)

- AWS -

66 AWS ELB(Elastic Load Balancing) - AWS -
67 Django 3.2.8 DSF 2024/4
68 Python 3.9.2 Python.org 2025/10
70 jQuery 3.6.0 jquery.com -
71 PostgreSQL 11.2 postgresql.org 2023/11
72 Docker 20.10.20 Docker -



73 Visual Studio Code 1.70 Microsoft -
74 AWS CodeCommit - AWS -
75 Git 2.37.1 git-scm-com -
76 Apache 2.4.54 apache.org -
77 Microsoft Teams - Microsoft -
78 Microsoft 365 - Microsoft -
79 Visual Studio - Microsoft -
80 Microsoft Excel 2016 - Microsoft 2025/10/14
81 Visual Studio - Microsoft -
82 Microsoft Excel 2016 - Microsoft 2025/10/14
83 C# - Microsoft -
84 Microsoft Excel 2016 - Microsoft 2025/10/14

85
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Amazon Liunx AWS 2023/06/30

86
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Windows2016 AWS -

87
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Windows2016 AWS -

88
Amazon RDS(Amazon Relational
Database Service)

PostgreSQL11.16 AWS 2023/11/09

89
Amazon S3(Amazon Simple Storage
Service)

- AWS -

90
Amazon VPC(Amazon Virtual Private
Cloud)

- AWS -
91

Amazon VPC(Amazon Virtual Private
Cloud)

- AWS -
92 AWS ELB(Elastic Load Balancing) - AWS -
93 Django 2.2 DSF 2024/4
95 jQuery 3.3.1 jquery.com -
96 PostgreSQL 11.2 postgresql.org 2023/11
97 Docker 20.10.20 Docker -
98 Visual Studio Code 1.70 Microsoft -
99 AWS CodeCommit - AWS -

100 Git 2.37.1 git-scm-com -
101 Apache 2.4.54 apache.org -
102 Microsoft Teams - Microsoft -
103 Microsoft 365 - Microsoft -
104 Microsoft Excel 2016 - microsoft 2025/10/14
105 Microsoft Access 2016 - microsoft 2025/10/14
106 React.js - reactjs.org -
107 AWS Amplify - AWS -
108 Amazon Cloudfront - AWS -
109 Amazon Cognito - AWS -
110 Amazon API Gateway - AWS -
111 Amazon DynamoDB AWS
112 Amazon CloudWatch - AWS -
113 Amazon Simple Storage Service (S3) - AWS -

114
AWS Identity and Access Management
(IAM)

- AWS -

115
Amazon EC2(Amazon Elastic Compute
Cloud)

Windows2016 AWS 2027/01/12

116 Visual Studio 2017 15.2 Microsoft 2027/04



117 Amazon Simple Storage Service (S3) - AWS -
118 PostgreSQL 11.3 postgresql.org 2023/11/09
119 AWS Backup - AWS -
120 Microsoft Excel 2019 - Microsoft 2025/10/14
121 Microsoft Access 2019 - Microsoft 2025/10/14
122 JCCH PKI プライベート CA - グレアス 運⽤中サポート
123 Red Hat Enterprise Linux 8 Ver.8.0 RedHat 2029/5/31

124 Microsoft Windows Server Ver.2019 Microsoft

125 2019 Base

126 Amazon RDS for Oracle 19c Ver.19.0.0.0 Amazon 2027/4/30

127 Trend Micro Cloud One - Trend Micro -

128 SI Object Browser for OracleVer.21 Ver.21 System Integrator -

129 SPREAD for Windows Forms15.0J Ver.15.0J GrapeCity -
130 Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 Ver.2017 Microsoft 2027/4/13
131 MotionBorad Ver.6.3 Ver.6.3 WingArc1st -
132 ActiveState Perl Ver.5.36 Perl.org 2025/5/27

133 Trend Micro Deep Security Agent - Trend Micro -

134 SSM Agent - Amazon -

135 CloudWatch Agent - Amazon -
136 EC2Launch v2 - Amazon -
137 AWS Client VPN for Windows - Amazon -

注1：2022年度及び2023年度第1四半期にサポート期限切れとなるものについては、2022年度中に最新版等に更新予定。

2029/1/9

注2：事業者は情報システムのソフトウェア情報を確認の上、2023年度第2四半期及び2024年度第１四半期にサポート期
限切れを迎えるものについては、⽔産庁が別途指定するバージョンとするとともに、アプリケーションソフトウェアの改
修を実施すること。
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情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 

 

Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守 

１ 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則（平成

27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明を受けるとともに、本業務に係

る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

 なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群（以下「統一基準

群」という。）に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて

規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 

２ 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

３ 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施し

ていること。 

 

Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供 

１ 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者（契

約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員）の所属・専門性

（保有資格、研修受講実績等）・実績（業務実績、経験年数等）及び国籍に関する情報を記

載した資料を提出すること。 

 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業

務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等にお

ける従事者に関する情報（○○国籍の者が△名（又は□％）等）を記載すること。また、この

場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供するこ

と。 

２ 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいず

れかの証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC27001 等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等 

（２）プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等 

（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」

を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が４に達し、

かつ各評価項目の成熟度が２以上であることが確認できる確認書 

（４）MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組

を実施している実績 

 

Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じる

ことを証明する資料を提出すること。 
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（１）本業務上知り得た情報（公知の情報を除く。）については、契約期間中はもとより契約終了

後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。 

（２）本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結す

ること。 

（３）本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われ

ないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること（例えば、品

質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者

機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。）。 

（４）本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったとき

に、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順

及び体制（例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求され

た場合には提出するなど）を整備していること。 

（５）本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該

情報（複製を含む。以下同じ。）を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送

信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 

（６）本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 

（７）農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農

林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査（サイバーセキュリ

ティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）第 25 条第１項第２号に基づく監査等を含む。以下

同じ。）を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実

施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 

（８）本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると

認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 

（９）本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生

した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出

すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防

止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 

（10）情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を

立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 

２ 受託者は、私物（本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。）の機器

等を本業務に用いないこと。 

３ 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフ

トウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適

切に対処するとともに、確認結果（確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定

義ファイルのバージョン等）を成果物等に記載又は添付すること。 

４ 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要
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となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担

当部署に書面で報告すること。 

 

Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要

件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 

（１）情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物

へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 

ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務

の成果物に明記すること。 

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要

な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 

（ア）農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監

視する機能 

（イ）不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通

信を監視する機能 

（ウ）農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能 

（エ）端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能 

（オ）サーバ装置等の機器の動作を監視する機能 

（２）開発する情報システムに関連する脆（ぜい）弱性への対策が実施されるよう、以下を含む

対策を本業務の成果物に明記すること。 

ア 既知の脆（ぜい）弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構

成要素としないこと。 

イ 開発時に情報システムに脆（ぜい）弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実

装方針を定めること。 

ウ セキュリティ侵害につながる脆（ぜい）弱性が情報システムに存在することが発覚した

場合に修正が施されること。 

エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 

２ 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む

措置を適切に実施すること。 

（１）情報システムのセキュリティ要件の適切な実装 

   ア 主体認証機能 

イ アクセス制御機能 

ウ 権限管理機能 

エ 識別コード・主体認証情報の付与管理 

オ ログの取得・管理 
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カ 暗号化機能・電子署名機能 

キ 暗号化・電子署名に係る管理 

ク ソフトウェアに関する脆（ぜい）弱性等対策 

ケ 不正プログラム対策 

コ サービス不能攻撃対策 

サ 標的型攻撃対策 

シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定 

ス 政府ドメイン名（go.jp）の使用 

セ 不正なウェブサイトへの誘導防止 

ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知 

（２）情報セキュリティの観点に基づく試験の実施 

ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施す

ること。 

イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 

ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。 

（３）情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策 

ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アク

セス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。 

イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。 

ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われている

ことを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法

を定め実施すること。 

エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。 

３ 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置が

ある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 

４ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実

装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。 

（１）情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備 

（２）情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法 

（３）情報システムの保守における情報セキュリティ対策 

（４）運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリテ

ィ対策 

（５）利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告 

（６）「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者

(CIO）連絡会議決定)の別紙３に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した

情報資産管理標準シートの提出 
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（７）情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時におけ

る、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるた

めの情報システムの改修等 

５ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移

行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。 

（１）情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備 

（２）運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施 

（３）情報セキュリティインシデント（可能性がある事象を含む。以下同じ。）を認知した際の対処

方法の確立 

６ 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容

を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。 

（１）監視するイベントの種類 

（２）監視体制 

（３）監視状況の報告手順 

（４）情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順 

（５）監視運用における情報の取扱い（機密性の確保） 

７ 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆（ぜい）弱性が存在することを発見

した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆（ぜ

い）弱性の対策を行うこと。 

８ 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システ

ムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、

基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低

下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。 

９ 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意

図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守

に係る作業についての記録を管理すること。 

10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報シス

テムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。 

（１）情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策 

（２）情報システム廃棄時の不要な情報の抹消 

 

Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービ

スに対して、Ⅷの措置を講じること。 

１ ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、
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当該認証の証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

２ クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを

提出すること。（提出時点で有効期限が切れていないこと。） 

（１）ISO/IEC 27017 又は ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）クラウドセキュリティ認

証制度に基づく認証 

（２）セキュリティに係る内部統制の保証報告書（SOC 報告書（Service Organization Control 

Report）） 

（３）情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書（クラウド情

報セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付された CS 言明書等） 

３ クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる

場合には、当該クラウドサービスのデータセンター（バックアップセンターを含む。）は国内に

限ること。 

４ クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラ

ウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前（サービス廃止等の１年

以上前が望ましい。）に担当部署へ通知すること。 

５ クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省の

データについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上

において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 

６ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場

合は提供すること。なお、証跡は１年間以上保存することが望ましい。 

７ インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。 

８ クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託さ

れている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。 

９ クラウドサービスにおける脆（ぜい）弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。 

10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対

策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標

（RPO）等の指標を提示すること。 

 なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数

の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。 

11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセ

ス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 

12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実

に抹消できること。 

13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報につ

いて、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 

14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林
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水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱う

ため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。 

 

Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保 

 受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特

定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等（以下「機器等」という。）を納品、賃貸借等

をする場合には、以下の措置を講じること。 

１ 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう

適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施

状況を証明する資料を提出すること。 

２ 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除

できる体制を整備していること。 

３ 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 

４ 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 

５ 脆（ぜい）弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認

できること。 

６ ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該

認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。（提出時点で有効期限が切れ

ていないこと。） 

７ 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サ

ポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフト

ウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事

前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年

数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 

８ 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 

（１）調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況（セキュリティ要件に係る試験

の実施手順及び結果） 

（２）機器等に不正プログラムが混入していないこと（最新の定義ファイル等を適用した不正プ

ログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えら

れていないことを確認した結果等） 

 

Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法 

１ 本業務に係る全ての契約（クラウドサービスを含む。以下同じ。）に関して訴訟の必要が生

じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 

２ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする
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こと。 

 

Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保 

１ 受託者は、本業務の一部を再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業

者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合には、受託者が上

記Ⅱの１、Ⅱの２及びⅢの１において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関

する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を

提出し、農林水産省の許可を得ること。 

２ 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託

先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を

定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほ

か、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査

を受け入れるものとすること。 

３ 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策

の履行状況を報告すること。 

 

Ⅸ 資料等の提出 

 上記Ⅱの１、Ⅱの２、Ⅲの１、Ⅴの１、Ⅴの２、Ⅵの１及びⅥの６において提出することとして

いる資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証

明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の

総合評価のための書類に添付して提出すること。 

 

Ⅹ 変更手続 

 受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとす

る場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 
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情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルにも基づくセキュリテ

ィ対策要件 
 
○システムの可用性確保 
サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として 

48 時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備える

こと。 
 
○通信経路の分離 
不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回

線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するこ

と。 
 
○不正通信の遮断 
通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを

通信回線上にて遮断する機能を備えること。 
 
○通信のなりすまし防止 
情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとと

もに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。 
 
○サービス不能化の防止 
サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス停止の脅威の軽減に有効な機能

を活用して情報システムを構築すること。 
 
○不正プログラムの感染防止 
不正プログラム（ウイルス、ワーム、ボット等）による脅威に備えるため、想定される不正プ

ログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不

正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 
 
○不正プログラム対策の管理 
システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該機能の動作

状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 
 
○ログの蓄積・管理 

情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用

記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、１年間保管するとともに、不正の検知、原因特

定に有効な管理機能（ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等）を備えること。 
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○ログの保護 
ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、

ログのアーカイブデータの保護（消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減）のための措置を含む設

計とすること。 
 
○時刻の正確性確保 

情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を

容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 
 
○侵入検知 

不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して所属する府省庁外と送受信される通信内容

を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 
 
○サービス不能化の検知 
サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回

線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 
 
○主体認証 

情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスす

る主体の認証を行う機能として、知識による主体認証方式（ＩＤ、パスワード）を採用すること。 
 
○ライフサイクル管理 
主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント（識別コード、主体認証情

報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）するための機能を備えること。 
 
○アクセス権管理 
情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を

職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 
 
○管理者権限の保護 

特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 
 
○通信経路上の盗聴防止 
通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信回線を

暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推

奨暗号リスト」を参照し決定すること。 
 
○保存情報の機密性確保 
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情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限でき

る機能を備えること。また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないこ

とに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴ

リズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。 
 
○保存情報の完全性確保 

情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は

改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 
 
○システムの構成管理 
情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデント

の発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成（ハードウェア、ソフトウェア

及びサービス構成に関する詳細情報）が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成と

し、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又

は機能を備えること。 
 
○調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

機器等の製造工程において、府省庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられ

ており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提

出すること。 
 
○情報セキュリティ水準低下の防止 
情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケー

ションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 
 
○プライバシー保護 

情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形

で第三者に送信されないようにすること。 
  
 
○構築時の脆弱性対策 
情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するた

め、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入

すること。 
 
○情報の物理的保護 

情報の漏えいを防止するため、使用する端末の保管場所の施錠やワイヤーロック等によって、

物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 
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○侵入の物理的対策 

物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置（重要情報を

扱う装置）については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 
 
○運用時の脆弱性対策 
運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成す

るソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システ

ム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 
 
○委託先において不正プログラム等が組み込まれることへの対策 

情報システムの構築において、府省庁が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないこと

を保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明す

る書類（例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図）

を提出すること。本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認する

ために、府省庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリ

ティ監査を受け入れること。 
また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報

セキュリティを確保すること。 
 
 



AWS/Azure設定確認リスト 凡例：〇：責任者、△：サポート

MAFFクラウド管理者(PMO) PJMO

IDおよびアクセス管理

組織が許可したアカウントの管理 〇

管理者アカウントに対する多要素認証の利用 △ 〇 多要素認証を設定していない限りあらゆるAWS/Azureリソースの操作が出来ないよう設定

管理者アカウントに紐づく最新の連絡先の登録と定期的な見直し △ 〇 年度末に実施

必要最低限の管理者権限の割当て △ 〇
AWS：Configを利用して実施

Azure：Azure Policyを利用して実施

グループを利用した権限の設定 〇

管理者アカウントに関する復旧手段の確保 〇

すべてのアカウントへのパスワードポリシーの適用 △ 〇
AWS：Configを利用して実施

Azure：Azure Policyを利用して実施

アクセスキー、サービスアカウントキー等の適切な管理 〇

管理者アカウントと日常的に使用するアカウントの分離 〇 ユーザーの払い出しはPJMO管理

アカウント・権限・認証情報の定期的な見直し 〇 年度末に実施

AWSにおいて考慮すべき設定

AWS サポートセンターへのアクセス設定 〇

IAMに保存されているサーバ証明書の管理 〇

IAM Access analyzerの有効化 〇

Azureにおいて考慮すべき設定

Microsoft Azure サポートセンターへのアクセス設定 〇

Azure App Serviceに保存されているサーバ証明書の管理 〇

ログの記録と監視

ログの有効化及び取得 △ 〇 MAFFクラウド管理者側で有効化の為の手順を作成し、PJMOに配布

ログの一元管理 △ 〇

ログの保護 △ 〇 管理者アカウントで保管

ログの監視/通知の設定 △ 〇

AWS：アクセスログなどは管理者アカウント側でGuardDutyを用いて対応。

Azure：アクセスログなどは管理アカウント側でMicrosoft Defender for Cloudを用いて対応。

そのほかのログについてはPJMOに一任。

ネットワーク

ロードバランサの接続設定 〇

仮想マシン

最新のOSパッチの適用確認 〇

不正プログラム対策ソフトウェアの導入 〇

攻撃対象となるネットワークポートへのアクセス制限 〇

ストレージ

匿名/公開アクセスの禁止 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

ストレージアクセスの通信設定 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

AWSにおいて考慮すべき設定

Amazon RDSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Amazon EBSの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Azureにおいて考慮すべき設定

Azure Databaseの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

MFA Deleteの有効化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

Azure Disk Storageの暗号化 △ 〇 不適切設定を有効化し、管理者アカウントで監視

【PaaS/IaaS】基本的な設定すべきセキュリティ対策（AWS/Azure）
担当

役割分担に関する補足
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1 認証・認可 1.1 ユーザー認証 1.1.1 特定のユーザーや管理者のみに表⽰・実⾏を許可すべき画⾯や機能、API

では、ユーザー認証を実施すること
特定のユーザーや管理者のみにアクセスを許可したいWebシステムでは、
ユーザー認証を⾏う必要があります。また、ユーザー認証が成功した後に
はアクセス権限を確認する必要があります。そのため、認証済みユーザー
のみがアクセス可能な箇所を明⽰しておくことが望ましいでしょう。
リスクベース認証や⼆要素認証など認証をより強固にする仕組みもありま
す。不特定多数がアクセスする必要がない場合には、IPアドレスなどによ
るアクセス制限も効果があります。
OpenIDなどIdP(ID Provider)を利⽤する場合には信頼できるプロバイダ
であるかを確認する必要があります。IdPを使った認証・認可を⾏う場合
も他の認証・認可に関する要件を満たすものを利⽤することが望ましいで
す。

必須

1.1.2 上記画⾯や機能に含まれる画像やファイルなどの個別のコンテンツ（⾮
公開にすべきデータは直接URLで指定できる公開ディレクトリに配置し
ない）では、ユーザー認証を実施すること

必須

1.1.3 多要素認証を実施すること 多要素認証（Multi Factor Authentication: MFA）とは、例えばパスワー
ドによる認証に加え、TOTP (Time-Based One-Time Password：時間
ベースのワンタイムパスワード）やデジタル証明書など⼆つ以上の要素を
利⽤した認証⽅式です。⼿法については NIST Special Publication 800-
63B などを参照してください。

推奨

1.2 ユーザーの再認証 1.2.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページに遷移する際には、再認証を実施
すること

ユーザー認証はセッションにおいて最初の⼀度だけ実施するのではなく、
重要な情報や機能へアクセスする際には再認証を⾏うことが望ましいで
しょう。

推奨

1.2.2 パスワード変更や決済処理などの重要な機能を実⾏する際には、再認証
を実施すること

推奨

1.3 パスワード 1.3.1 ユーザー⾃⾝が設定するパスワード⽂字列は最低 8⽂字以上であること 認証を必要とするWebシステムの多くは、パスワードを本⼈確認の⼿段と
して認証処理を⾏います。そのためパスワードを盗聴や盗難などから守る
ことが重要になります。

必須

1.3.2 登録可能なパスワード⽂字列の最⼤⽂字数は64⽂字以上であること パスワードを処理する関数の中には最⼤⽂字数が少ないものもあるので注
意する必要があります。

必須

1.3.3 パスワード⽂字列として使⽤可能な⽂字種は制限しないこと 任意の⼤⼩英字、数字、記号、空⽩、Unicode⽂字など任意の⽂字が利⽤
可能である必要があります。

必須

1.3.4 パスワード⽂字列の⼊⼒フォームはinput type="password"で指定する
こと

基本的にinputタグのtype属性には「password」を指定しますが、パス
ワードを⼀時的に表⽰する可視化機能を実装する場合にはこの限りではあ
りません。

必須

1.3.5 ユーザーが⼊⼒したパスワード⽂字列を次画⾯以降で表⽰しないこと
（hiddenフィールドなどのHTMLソース内やメールも含む）

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1.3.6 パスワードを保存する際には、平⽂で保存せず、Webアプリケーション

フレームワークなどが提供するハッシュ化とsaltを使⽤して保存する関数
を使⽤すること

関数が存在しない場合にはパスワードは「パスワード⽂字列＋salt（ユー
ザー毎に異なるランダムな⽂字列）」をハッシュ化したものとsaltのみを
保存する必要があります。（saltは20⽂字以上であることが望ましい）
パスワード⽂字列のハッシュ化をさらに安全にする⼿法としてストレッチ
ングがあります。

必須

1.3.7 ユーザー⾃⾝がパスワードを変更できる機能を⽤意すること 必須
1.3.8 パスワードはユーザー⾃⾝に設定させること

システムが仮パスワードを発⾏する場合はランダムな⽂字列を設定し、
安全な経路でユーザーに通知すること

推奨

1.3.9 パスワードの⼊⼒欄でペースト機能を禁⽌しないこと ⻑いパスワードをユーザーが利⽤出来るようにするためにペースト機能を
禁⽌しないようにする必要があります。

推奨

1.3.10 パスワード強度チェッカーを実装すること 使⽤する⽂字種や⽂字数を確認し、ユーザー⾃⾝にパスワードの強度を⽰
せるようにします。またユーザーIDと同じ⽂字列や漏洩したパスワードな
どのリストとの突合を⾏う必要があります。⼿法については NIST 
Special Publication 800-63B などを参照してください。

推奨

1.4 アカウントロック機能について 1.4.1 認証時に無効なパスワードで10回試⾏があった場合、最低30分間はユー
ザーがロックアウトされた状態にすること

パスワードに対する総当たり攻撃や辞書攻撃などから守るためには、試⾏
速度を遅らせるアカウントロック機能の実装が有効な⼿段になります。ア
カウントロックの試⾏回数、ロックアウト時間については、サービスの内
容に応じて調整することが必要になります。

必須

1.4.2 ロックアウトは⾃動解除を基本とし、⼿動での解除は管理者のみ実施可
能とすること

推奨

1.5 パスワードリセット機能について 1.5.1 パスワードリセットを実⾏する際にはユーザー本⼈しか受け取れない連
絡先（あらかじめ登録しているメールアドレス、電話番号など）にワン
タイムトークンを含むURLなどの再設定⽅法を通知すること

連絡先については、事前に受け取り確認をしておくことでより安全性を⾼
めることができます。
使⽤されたワンタイムトークンは破棄し、有効期限を12時間以内とし必
要最低限に設定してください。

必須

1.5.2 パスワードはユーザー⾃⾝に再設定させること 必須
1.6 アクセス制御について 1.6.1 Web ページや機能、データをアクセス制御（認可制御）する際には認証

情報・状態を元に権限があるかどうかを判別すること
認証により何らかの制限を⾏う場合には、利⽤しようとしている情報や機
能へのアクセス（読み込み・書き込み・実⾏など）権限を確認することで
アクセス制御を⾏うことが必要になります。
画像やファイルなどのコンテンツ、APIなどの機能に対しても、全て個別
にアクセス権限を設定、確認する必要があります。
これらはアクセス権限の⼀覧表に基づいて⾏います。
CDNなどを利⽤してコンテンツを配置するなどアクセス制御を⾏うことが
困難な場合、予測が困難なURLを利⽤することでアクセスされにくくする
⽅法もあります。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
1.6.2 公開ディレクトリには公開を前提としたファイルのみ配置すること 公開ディレクトリに配置したファイルは、URLを直接指定することでアク

セスされる可能性があります。そのため、機微情報や設定ファイルなどの
公開する必要がないファイルは、公開ディレクトリ以外に配置する必要が
あります。

必須

1.7 アカウントの無効化機能について 1.7.1 管理者がアカウントの有効・無効を設定できること 不正にアカウントを利⽤されていた場合に、アカウントを無効化すること
で被害を軽減することができます。 推奨

2 セッション
管理

2.1 セッションの破棄について 2.1.1 認証済みのセッションが⼀定時間以上アイドル状態にあるときはセッ
ションタイムアウトとし、サーバー側のセッションを破棄しログアウト
すること

認証を必要とするWebシステムの多くは、認証状態の管理にセッションID
を使ったセッション管理を⾏います。認証済みの状態にあるセッションを
不正に利⽤されないためには、使われなくなったセッションを破棄する必
要があります。セッションタイムアウトの時間については、サービスの内
容やユーザー利便性に応じて設定することが必要になります。また、
NIST Special Publication 800-63B などを参照してください。

必須

2.1.2 ログアウト機能を⽤意し、ログアウト実⾏時にはサーバー側のセッショ
ンを破棄すること

ログアウト機能の実⾏後にその成否をユーザーが確認できることが望まし
い。

必須

2.2 セッションIDについて 2.2.1 Webアプリケーションフレームワークなどが提供するセッション管理機
能を使⽤すること

セッションIDを⽤いて認証状態を管理する場合、セッションIDの盗聴や推
測、攻撃者が指定したセッションIDを使⽤させられる攻撃などから守る必
要があります。
また、セッションIDは原則としてcookieにのみ格納すべきです。

必須

2.2.2 セッションIDは認証成功後に発⾏すること
認証前にセッションIDを発⾏する場合は、認証成功直後に新たなセッ
ションIDを発⾏すること

必須

2.2.3 ログイン前に機微情報をセッションに格納する時点でセッションIDを発
⾏または再⽣成すること

必須

2.2.4 認証済みユーザーの特定はセッションに格納した情報を元に⾏うこと 必須
2.3 CSRF（クロスサイトリクエストフォージェ

リー）対策の実施について
2.3.1 ユーザーにとって重要な処理を⾏う箇所では、ユーザー本⼈の意図した

リクエストであることを確認できるようにすること
正規ユーザー以外の意図により操作されては困る処理を⾏う箇所では、
フォーム⽣成の際に他者が推測困難なランダムな値（トークン）を
hiddenフィールドやcookie以外のヘッダーフィールド（X-CSRF-TOKEN
など）に埋め込み、リクエストをPOSTメソッドで送信します。フォーム
データを処理する際にトークンが正しいことを確認することで、正規ユー
ザーの意図したリクエストであることを確認することができます。
また、別の⽅法としてパスワード再⼊⼒による再認証を求める⽅法もあり
ます。
cookieのSameSite属性を適切に使うことによって、CSRFのリスクを低
減する効果があります。SameSite属性は⼀部の状況においては効果がな
いこともあるため、トークンによる確認が推奨されます。

必須

3 ⼊⼒処理 3.1 パラメーターについて 3.1.1  URLにユーザーID やパスワードなどの機微情報を格納しないこと URLは、リファラー情報などにより外部に漏えいする可能性がありま
す。そのため URLには秘密にすべき情報は格納しないようにする必要
があります。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
3.1.2 パラメーター（クエリーストリング、エンティティボディ、cookieな

どクライアントから受け渡される値）にパス名を含めないこと
ファイル操作を⾏う機能などにおいて、URL パラメーターやフォー
ムで指定した値でパス名を指定できるようにした場合、想定して
いないファイルにアクセスされてしまうなどの不正な操作を実⾏されて
し まう可能性があります。

必須

3.1.3 パラメーター要件に基づいて、⼊⼒値の⽂字種や⽂字列⻑の検証を⾏う
こと

各パラメーターは、機能要件に基づいて⽂字種・⽂字列⻑・形式を定義す
る必要があります。⼊⼒値に想定している⽂字種や⽂字列⻑以外の値の⼊
⼒を許してしまう場合、不正な操作を実⾏されてしまう可能性がありま
す。サーバー側でパラメーターを受け取る場合、クライアント側て
゙の⼊⼒値検証の有無に関わらず、⼊⼒値の検証はサーバー側で実
施する必要があります。

必須

3.2 ファイルアップロードについて 3.2.1 ⼊⼒値としてファイルを受け付ける場合には、拡張⼦やファイルフォー
マットなどの検証を⾏うこと

ファイルのアップロード機能を利⽤した不正な実⾏を防ぐ必要がありま
す。画像ファイルを扱う場合には、ヘッダー領域を不正に加⼯したファイ
ルにも注意が必要です。

必須

3.2.2 アップロード可能なファイルサイズを制限すること 圧縮ファイルを展開する場合には、解凍後のファイルサイズや、ファイル
パスやシンボリックリンクを含む場合のファイルの上書きにも注意が必要
です。

必須

3.3 XMLを使⽤する際の処理について 3.3.1 XMLを読み込む際は、外部参照を無効にすること ⼿法についてはXML External Entity Prevention Cheat Sheetなどを参
照してください。
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Ent
ity_Prevention_Cheat_Sheet.html

必須

3.4 デシリアライズについて 3.4.1 信頼できないデータ供給元からのシリアライズされたオブジェクトを受
け⼊れないこと

デシリアライズする場合は、シリアライズしたオブジェクトにデジタル署
名などを付与し、信頼できる供給元が発⾏したデータであるかを検証して
ください。

必須

3.5 外部リソースへのリクエスト送信について 3.5.1 他システムに接続や通信を⾏う場合は、外部からの⼊⼒によって接続先
を動的に決定しないこと

外部から不正なURLやIPアドレスなどが挿⼊されると、SSRF(Server-
Side Request Forgery)の脆弱性になる可能性があります。外部からの⼊
⼒によって接続先を指定せざるを得ない場合は、ホワイトリストを基に⼊
⼒値の検証を実施するとともに、アプリケーションレイヤーだけではなく
ネットワークレイヤーでのアクセス制御も併⽤する必要があります。

推奨

4 出⼒処理 4.1 HTMLを⽣成する際の処理について 4.1.1 HTMLとして特殊な意味を持つ⽂字（< > " ' &）を⽂字参照によりエス
ケープすること

外部からの⼊⼒により不正なHTMLタグなどが挿⼊されてしまう可能性が
あります。「<」→「&lt;」や「&」→「&amp;」、「"」→「&quot;」の
ようにエスケープを⾏う必要があります。スクリプトによりクライアント
側でHTMLを⽣成する場合も、同等の処理が必要です。実装の際にはこれ
らを⾃動的に実⾏するフレームワークやライブラリを使⽤することが望ま
しいでしょう。また、その他にもスクリプトの埋め込みの原因となるもの
を作らないようにする必要があります。
XMLを⽣成する場合も同様にエスケープが必要です。

必須

4.1.2 外部から⼊⼒したURLを出⼒するときは「http://」または「https://」
で始まるもののみを許可すること

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
4.1.3 <script>...</script>要素の内容やイベントハンドラ（onmouseover=””

など）を動的に⽣成しないようにすること
<script>...</script>要素の内容やイベントハンドラは原則として動的に
⽣成しないようにすべきですが、jQueryなどのAjaxライブラリを使⽤する
際はその限りではありません。ライブラリについては、アップデート状況
などを調べて信頼できるものを選択するようにしましょう。

必須

4.1.4 任意のスタイルシートを外部サイトから取り込めないようにすること 必須
4.1.5 HTMLタグの属性値を「"」で囲うこと HTMLタグ中のname=”value”で記される値(value)にユーザーの⼊⼒値を

使う場合、「”」で囲わない場合、不正な属性値を追加されてしまう可能
性があります。

必須

4.1.6 CSSを動的に⽣成しないこと 外部からの⼊⼒により不正なCSSが挿⼊されると、ブラウザに表⽰される
画⾯が変更されたり、スクリプトが埋め込まれる可能性があります。

必須

4.2 JSONを⽣成する際の処理について 4.2.1 ⽂字列連結でJSON⽂字列を⽣成せず、適切なライブラリを⽤いてオブ
ジェクトをJSONに変換すること

適切なライブラリがない場合は、JSONとして特殊な意味を持つ⽂字（ " \ 
, : { } [ ] ）をUnicodeエスケープする必要があります。

必須

4.3 HTTPレスポンスヘッダーについて 4.3.1 HTTPレスポンスヘッダーのContent-Typeを適切に指定すること ⼀部のブラウザではコンテンツの⽂字コードやメディアタイプを誤認識さ
せることで不正な操作が⾏える可能性があります。これを防ぐためには、
HTTPレスポンスヘッダーを「Content-Type: text/html; charset=utf-
8」のように、コンテンツの内容に応じたメディアタイプと⽂字コードを
指定する必要があります。

必須

4.3.2 HTTPレスポンスヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないよ
うにすること

HTTPヘッダーフィールドの⽣成時にユーザーが指定した値を挿⼊できる
場合、改⾏コードを⼊⼒することで不正なHTTPヘッダーやコンテンツを
挿⼊されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、HTTPヘッ
ダーフィールドを⽣成する専⽤のライブラリなどを使うようにすることが
望ましいでしょう。

必須

4.4 その他の出⼒処理について 4.4.1 SQL⽂を組み⽴てる際に静的プレースホルダを使⽤すること SQL⽂の組み⽴て時に不正なSQL⽂を挿⼊されることで、SQLインジェク
ションを実⾏されてしまう可能性があります。これを防ぐためにはSQL⽂
を動的に⽣成せず、プレースホルダを使⽤してSQL⽂を組み⽴てるように
する必要があります。
静的プレースホルダとは、JIS/ISOの規格で「準備された⽂(Prepared 
Statement)」と規定されているものです。

必須

4.4.2 プログラム上でOSコマンドやアプリケーションなどのコマンド、シェ
ル、eval()などによるコマンドの実⾏を呼び出して使⽤しないこと

コマンド実⾏時にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、外部から任意
のコマンドを実⾏されてしまう可能性があります。コマンドを呼び出して
使⽤しないことが望ましいでしょう。

必須

4.4.3 リダイレクタを使⽤する場合には特定のURLのみに遷移できるようにす
ること

リダイレクタのパラメーターに任意のURLを指定できる場合（オープンリ
ダイレクタ）、攻撃者が指定した悪意のあるURLなどに遷移させられる可
能性があります。

必須

4.4.4 メールヘッダーフィールドの⽣成時に改⾏コードが⼊らないようにする
こと

メールの送信処理にユーザーが指定した値を挿⼊できる場合、不正なコマ
ンドなどを挿⼊されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、不
正な改⾏コードを使⽤できないメール送信専⽤のライブラリなどを使うよ
うにすることが望ましいでしょう。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
4.4.5 サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤する際に、テンプレートの変更

や作成に外部から受け渡される値を使⽤しないこと
サーバ側のテンプレートエンジンを使⽤してテンプレートを組み⽴てる際
に不正なテンプレートの構⽂を挿⼊されることで、任意のコードを実⾏さ
れる可能性があります。
外部から渡される値をテンプレートの組み⽴てに使⽤せず、レンダリング
を⾏う際のデータとして使⽤する必要があります。
また、レンダリング時にはクロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在
しないか確認してください。

必須

5 HTTPS 5.1 HTTPSについて 5.1.1 Webサイトを全てHTTPSで保護すること 適切にHTTPSを使うことで通信の盗聴・改ざん・なりすましから情報を
守ることができます。次のような重要な情報を扱う画⾯や機能では
HTTPSで通信を⾏う必要があります。
・⼊⼒フォームのある画⾯
・⼊⼒フォームデータの送信先
・重要情報が記載されている画⾯
・セッションIDを送受信する画⾯
HTTPSの画⾯内で読み込む画像やスクリプトなどのコンテンツについて
もHTTPSで保護する必要があります。

必須

5.1.2 サーバー証明書はアクセス時に警告が出ないものを使⽤すること HTTPSで提供されているWebサイトにアクセスした場合、Webブラウザ
から何らかの警告がでるということは、適切にHTTPSが運⽤されておら
ず盗聴・改ざん・なりすましから守られていません。適切なサーバー証明
書を使⽤する必要があります。

必須

5.1.3 TLS1.2以上のみを使⽤すること SSL2.0／3.0、TLS1.0／1.1には脆弱性があるため、無効化する必要があ
ります。使⽤する暗号スイートは、7.2.1を参照してください。

必須

5.1.4 レスポンスヘッダーにStrict-Transport-Securityを指定すること Hypertext Strict Transport Security(HSTS)を指定すると、ブラウザが
HTTPSでアクセスするよう強制できます。

必須

6 cookie 6.1 cookieの属性について 6.1.1 Secure属性を付けること Secure属性を付けることで、http://でのアクセスの際にはcookieを送出
しないようにできます。特に認証状態に紐付けられたセッションIDを格納
する場合には、Secure属性を付けることが必要です。

必須

6.1.2 HttpOnly属性を付けること HttpOnly属性を付けることで、クライアント側のスクリプトからcookie
へのアクセスを制限することができます。

必須

6.1.3 Domain属性を指定しないこと セッションフィクセイションなどの攻撃に悪⽤されることがあるため、
Domain属性は特に必要がない限り指定しないことが望ましいでしょう。

推奨

7 その他 7.1 エラーメッセージについて 7.1.1 エラーメッセージに詳細な内容を表⽰しないこと ミドルウェアやデータベースのシステムが出⼒するエラーには、攻撃のヒ
ントになる情報が含まれているため、エラーメッセージの詳細な内容はエ
ラーログなどに出⼒するべきです。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
7.2 暗号アルゴリズムについて 7.2.1 ハッシュ関数、暗号アルゴリズムは『電⼦政府における調達のために参

照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）』に記載のものを使⽤
すること

広く使われているハッシュ関数、疑似乱数⽣成系、暗号アルゴリズムの中
には安全でないものもあります。安全なものを使⽤するためには、『電⼦
政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リ
スト）』や『TLS暗号設定ガイドライン』に記載されたものを使⽤する必
要があります。

必須

7.3 乱数について 7.3.1 鍵や秘密情報などに使⽤する乱数的性質を持つ値を必要とする場合に
は、暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤すること

鍵や秘密情報に予測可能な乱数を⽤いると、過去に⽣成した乱数値から⽣
成する乱数値が予測される可能性があるため、ハッシュ関数などを⽤いて
⽣成された暗号学的な強度を持った疑似乱数⽣成系を使⽤する必要があり
ます。

必須

7.4 基盤ソフトウェアについて 7.4.1 基盤ソフトウェアはアプリケーションの稼働年限以上のものを選定する
こと

脆弱性が発⾒された場合、修正プログラムを適⽤しないと悪⽤される可能
性があります。そのため、⾔語やミドルウェア、ソフトウェアの部品など
の基盤ソフトウェアは稼働期間またはサポート期間がアプリケーションの
稼働期間以上のものを利⽤する必要があります。もしアプリケーションの
稼働期間中に基盤ソフトウェアの保守期間が終了した場合、危険な脆弱性
が残されたままになる可能性があります。

必須

7.4.2 既知の脆弱性のないOSやミドルウェア、ライブラリやフレームワーク、
パッケージなどのコンポーネントを使⽤すること

利⽤コンポーネントにOSSが含まれる場合は、SCA（ソフトウェアコンポ
ジション解析）ツールを導⼊し、依存関係を包括的かつ正確に把握して対
策が⾏えることが望ましいでしょう。

必須

7.5 ログの記録について 7.5.1 重要な処理が⾏われたらログを記録すること ログは、情報漏えいや不正アクセスなどが発⽣した際の検知や調査に役⽴
つ可能性があります。認証やアカウント情報の変更などの重要な処理が実
⾏された場合には、その処理の内容やクライアントのIPアドレスなどをロ
グとして記録することが望ましいでしょう。ログに機微情報が含まれる場
合にはログ⾃体の取り扱いにも注意が必要になります。

必須

7.6 ユーザーへの通知について 7.6.1 重要な処理が⾏われたらユーザーに通知すること 重要な処理（パスワードの変更など、ユーザーにとって重要で取り消しが
困難な処理）が⾏われたことをユーザーに通知することによって異常を早
期に発⾒できる可能性があります。

推奨

7.7 Access-Control-Allow-Originヘッダーについ
て

7.7.1 Access-Control-Allow-Originヘッダーを指定する場合は、動的に⽣成せ
ず固定値を使⽤すること

クロスオリジンでXMLHttpRequest (XHR)を使う場合のみこのヘッダー
が必要です。不要な場合は指定する必要はありませんし、指定する場合も
特定のオリジンのみを指定する事が望ましいです。

必須

7.8 クリックジャッキング対策について 7.8.1 レスポンスヘッダーにX-Frame-OptionsとContent-Security-Policyヘッ
ダーのframe-ancestors ディレクティブを指定すること

クリックジャッキング攻撃に悪⽤されることがあるため、X-Frame-
OptionsヘッダーフィールドにDENYまたはSAMEORIGINを指定する必要
があります。
Content-Security-Policyヘッダーフィールドに frame-ancestors 'none' 
または 'self' を指定する必要があります。
X-Frame-Options ヘッダーは主要ブラウザーでサポートされていますが
標準化されていません。CSP レベル 2 仕様で frame-ancestors ディレク
ティブが策定され、X-Frame-Options は⾮推奨とされました。

必須
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項⽬ ⾒出し 要件 備考 必須可否
7.9 キャッシュ制御について 7.9.1 個⼈情報や機微情報を表⽰するページがキャッシュされないよう Cache-

Control: no-store を指定すること
個⼈情報や機密情報が含まれたページはCDNやロードバランサー、ブラウ
ザなどのキャッシュに残ってしまうことで、権限のないユーザーが閲覧し
てしまう可能性があるためキャッシュ制御を適切に⾏う必要があります。

必須

7.10 ブラウザのセキュリティ設定について 7.10.1 ユーザーに対して、ブラウザのセキュリティ設定の変更をさせるような
指⽰をしないこと

ユーザーのWebブラウザのセキュリティ設定などを変更した場合や、認証
局の証明書をインストールさせる操作は、他のサイトにも影響します。

必須

7.11 ブラウザのセキュリティ警告について 7.11.1 ユーザーに対して、ブラウザの出すセキュリティ警告を無視させるよう
な指⽰をしないこと

ブラウザの出す警告を通常利⽤においても無視させるよう指⽰をしている
と、悪意のあるサイトで同様の指⽰をされた場合もそのような操作をして
しまう可能性が⾼まります。

必須

7.12 WebSocketについて 7.12.1 Originヘッダーの値が正しいリクエスト送信元であることが確認できた場
合にのみ処理を実施すること

WebSocketにはSOP (Same Origin Policy)という仕組みが存在しないた
め、Cross-Site WebSocket Hijacking(CSWSH)対策のためにOriginヘッ
ダーを確認する必要があります。

必須

7.13 HTMLについて 7.13.1 html開始タグの前に<!DOCTYPE html>を宣⾔すること DOCTYPEで⽂書タイプをHTMLと明⽰的に宣⾔することでCSSなど別
フォーマットとして解釈されることを防ぎます。

必須

7.13.2 CSSファイルやJavaScriptファイルをlinkタグで指定する場合は、絶対パ
スを使⽤すること

linkタグを使⽤してCSSファイルやJavaScriptファイルを相対パス指定し
た場合にRPO (Relative Path Overwrite) が起きる可能性があります。

必須

8 提出物 8.1 提出物について 8.1.1 サイトマップを⽤意すること 認証や再認証、CSRF対策が必要な箇所、アクセス制御が必要なデータを
明確にするためには、Webサイト全体の構成を把握し、扱うデータを把握
する必要があります。そのためには上記の資料を⽤意することが望ましい
でしょう。

必須

8.1.2 画⾯遷移図を⽤意すること 必須
8.1.3 アクセス権限⼀覧表を⽤意すること 誰にどの機能の利⽤を許可するかまとめた⼀覧表を作成することが望まし

いでしょう。
必須

8.1.4 コンポーネント⼀覧を⽤意すること 依存しているライブラリやフレームワーク、パッケージなどのコンポーネ
ントに脆弱性が存在する場合がありますので、依存しているコンポーネン
トを把握しておく必要があります。

推奨

8.1.5 上記のセキュリティ要件についてテストした結果報告書を⽤意すること ⾃社で脆弱性診断を実施する場合には「脆弱性診断⼠スキルマッププロ
ジェクト」が公開している「Webアプリケーション脆弱性診断ガイドライ
ン」などを参照してください。

推奨



（別記様式１－１） 

 

 

資料閲覧申請書 

 

 

申込日： 令和  年  月  日   

 

 

１ 会 社 名： 

 

 

２ 住   所： 

 

 

３ 担当者名： 

 

 

４ 電話番号： 

 

 

５ E-mailアドレス： 

 

 

６ 閲覧日時： 令和  年  月  日  時 

 

 

７ 閲覧者氏名： 

       ： 

       ： 

       ： 

 

 

 

 

 

  



（別記様式１－１） 

水産庁増殖推進部研究指導課 宛 

 

機密保持誓約書 

 

当社は、「スマート水産業情報システム構築推進事業のうちスマート水産業情報システム

構築推進事業（漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業）によるスマート水産業情報シス

テム及び各種サブシステムの運用・保守、整備等業務」（以下「本件業務」という）に係る

資料閲覧に当たり、下記の事項を厳守することを誓約します。 

記 

 

１ 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、次の情報を除き農林水産省

が開示した情報（以下「閲覧情報」という）を、本件業務を調達する目的以外に使用又は

第三者に開示若しくは漏洩しません。 

① 開示の時点ですでに公知のもの、又は、当社の責めによらずして公知となったもの 

② 正当な第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの 

③ 開示の時点ですでに保有しているもの 

 

２ 当社は、閲覧情報を第三者に開示若しくは漏洩することのないように必要な措置を講

じます。 

 

３ 閲覧資料については、一切複製、複写、撮影、記録、又は閲覧場所からの持ち出しを行

いません。 

 

４ 本件業務に係る調達の期間中及び終了後にかかわらず、本誓約を遵守いたします。 

 

５ 当社が本誓約に違反し、閲覧情報を本調達の目的以外に使用又は第三者に開示若しく

は漏えい等した場合、当社は、一切の責任を負担し、これにより農林水産省が被った一切

の損害を賠償します。また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けること

とし、誠実に対応します。 

 

令和  年  月  日 

住   所 

会 社 名 

氏  名                      印 

 



別紙２ 

令和５年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁

獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務の企画審査について 

 

１ 企画審査委員会 

    提出された企画書等の内容について審査を行う。 

（１）日時：令和５年３月 10 日（金）10 時～            

（２）構成：審査委員長 研究指導課長 ほか審査委員４名              

                 

２ 企画書等の審査 

（１）以下の各項目を次の採点基準に基づき、各委員ごとに採点するものとする。 

① 応募資格 

       可又は不可 

② 経理処理能力の有無（区分経理、内部牽制体制)。 

・優(十分満足できる)           (１０点) 

・良(満足できる)            ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)   ( ３点) 

・不可(満足できない)          (  ０点) 

③ 事業の理解度 

・優(十分満足できる)          (１０点) 

・良(満足できる)            ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)   ( ３点) 

・不可(満足できない)          (  ０点) 

④ 事業の実施手順 

・優(十分満足できる)          (１０点) 

・良(満足できる)            ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)   ( ３点) 

・不可(満足できない)          (  ０点) 

⑤ 情報システム設計・開発及び運用に関する知見・実績 

・優(十分満足できる)          (１０点) 

・良(満足できる)            ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)   ( ３点) 

・不可(満足できない)          (  ０点) 

⑥ 関係法令、施策に関する知見、知識 

・優(十分満足できる)          (１０点) 

・良(満足できる)            ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)    ( ３点) 

・不可(満足できない)           (  ０点) 

⑦ 水産資源評価に関する知見、知識 

・優(十分満足できる)           (１０点) 



・良(満足できる)             ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)    ( ３点) 

・不可(満足できない)           (  ０点) 

⑧ 事業の実施体制 

・優(十分満足できる)           (１０点) 

・良(満足できる)             ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)    ( ３点) 

・不可(満足できない)           (  ０点) 

⑨ 経費の妥当性（見積書） 

・優(十分満足できる)           (１０点) 

・良(満足できる)             ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)    ( ３点) 

・不可(満足できない)           (  ０点) 

⑩ 企画提案内容の実現性 

・優(十分満足できる)           (１０点) 

・良(満足できる)             ( ５点) 

・可(満足できるレベルよりやや劣る)    ( ３点) 

・不可(満足できない)           (  ０点) 

⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進 

      ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の法令に基づく認定を受け

ているか。 

      女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企

業）、次世代育成支援対策法に基づく認定（くるみん認定企業、トライくるみん認

定企業、プラチナくるみん認定企業）及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基

づく認定（ユースエール認定企業）を受けている者であるか。 

ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」と

いう。）に基づく認定 

a プラチナえるぼし        （５）※１ 

b えるぼし３段階目         （４）※２ 

c えるぼし２段階目         （３）※２ 

d えるぼし１段階目        （２）※２ 

e 行動計画               （１）※３ 

 ※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定 

 ※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

   なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 

    ※３ 常時雇用する労働者の数が３００人以下の事業者に限る（計画期間が満 

     了していない行動計画を策定している場合のみ）。 

 

イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

a プラチナくるみん認定企業      （５点）   ※４ 



b くるみん認定企業（令和４        (３点）  ※５ 

          年４月１日以降の基準）     

c くるみん認定企業（平成２       （３点）  ※６ 

          ９年４月１日～令和４年３ 

           月３１日までの基準）       

d トライくるみん認定企業      （３点） ※７ 

e くるみん認定企業（平成２       （２点） ※８ 

         ９年３月３１日までの基準）    

※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定 

※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法

施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令

和３年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行

規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定 

に基づく認定 

※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改

正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則

第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、※８の認定を除く。） 

※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第

３号及び第４号の規定に基づく認定 

※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法

施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下

「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進

法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項の規定に基づ 

く認定 

ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 

a ユースエール認定（４） 

※ア～ウのうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点

を行う。 

 

⑫ マイナンバーカードの利活用等に関する指標 

ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（公

的個人認証法）第 17 条第 1 項第 4 号、5 号若しくは 6 号に該当する事業者であっ

て、同条第 4 項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者

又は同法第 29 条第１項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事

業者 

認定事業者 (２) 

※１ 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、２点とすること。 

イ 官民データ活用推進基本法第 10 条第 2 項に規定する電子情報処理組織を使用

して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第 3 条第 1 項に定める署名

用電子証明書又は第 22 条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加



する事業者 

電子入札事業者 （４） 

ウ 上記ア及びイのいずれも該当する事業者 （５） 

   

（２）①～⑫までの採点を合算した計数を総得点として、その点数の最も多い者を契約候 

 補者とする。 

 

（３）総得点が同点の場合、次の基準で契約候補者を決定する。 

  ア ｢優」の数が多い方を契約候補者とする。 

  イ ｢優｣の数も同数の場合は、｢良｣の数が多い方を契約候補者とする。 

  ウ ｢可｣の数も同数の場合は、くじ引きにより決定する。 

 

３ 企画審査結果の報告 

  企画審査委員会で決定した者の企画書及びその企画による「令和５年度スマート水産

業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デ

ジタル化推進事業)業務」仕様書を、大臣官房参事官（経理）へ報告する。 
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