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　この節では、我が国の資源管理の現状と課題について分析します。

（１）漁業資源の基本的性質と適切な資源管理の必要性

　漁業資源は生物資源として再生産可能な性質（自律更新性）を有しています。漁業資源量
に変動を及ぼす要因としては環境による影響も大きいものの、漁業活動による影響も無視で
きないことから、環境による影響も考慮しつつ、漁業活動を適切に管理していくことにより、
漁業資源を持続的に利用できるようにしていくことが必要です。
　長期的な観点から漁業資源を保存しながら持続的に利用していくためには、漁業活動を適
切に管理することを通じて、資源に対する利用の度合い（漁獲圧）を調整することが求めら
れます。水産資源学＊１では、このような漁業資源の性質を踏まえて、かねてより最大持続生
産量（MSY）という考えが示されています。海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条 
約）＊２においても、自国の排他的経済水域（EEZ）内の漁業資源について、最大持続生産量
を実現することのできる水準に資源を維持又は回復することが規定されています。
　その一方で、実際の漁業資源の管理に際して、最大持続生産量の様々な問題点が認識され
ているのも事実です。例えば、最大持続生産量は基本的に単一種に関する理論であるととも
に、魚種資源の成長・生残を極めて単純化・固定化したモデルで捉えていること、また、海
洋環境の変動や生物種間の関係を考慮していないこと等から、最大持続生産量のみに依拠し
た資源管理を行うことに意義が乏しい場合があることや、必要なデータの欠損や偏り等から、
実際の資源管理に適用し得る正確な最大持続生産量の値を得ることが不可能な場合がありま
す。漁業資源管理の一つの理念型としての最大持続生産量の重要性が減じることはありませ
んが、実際の資源管理においては、より現実に即した対応が求められるゆえんです。このた
め、利用可能なデータと最善の分析に基づき資源状況を評価した上で、資源の回復や維持の
ための管理措置を導入し、その結果をフィードバックさせながら、将来的に更なる対応を図
っていくといった柔軟かつ機動的な資源管理の在り方が、かねてより提唱されています。こ
のような資源管理のアプローチを順応的管理（adaptive management）と呼んでいます。
　このように漁業資源の管理は、理論と現実との接点を探る取組でもあり、一つの理論や管
理措置が全ての漁業資源や漁業に対する万能薬にはなり得ないことに留意する必要がありま
す。漁業資源の性質や海洋環境に加え、漁業の性質や社会経済的状況を総合的に加味した上
で、効果的で実施可能な対応をそれぞれのケースごとに検討・実施していくことが求められ
ます。このためには、漁業者、行政職員、科学者を始めとした関係者の継続的な努力と協力
が前提となることはいうまでもありません。また、このような取組が、消費者を始めとした
一般の方々に正しく理解されることもますます重要となっています。

＊１　漁業対象生物の資源変動や資源管理に関する学問
＊２　領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底等の海洋に関する諸問題について包括的に規律した条約。

166の国等が締結（平成26（2014）年９月現在）。我が国は、昭和58（1983）年２月に署名、平成８（1996）年６月
に批准し、同年７月に条約は我が国について発効。
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（２）資源管理の歴史

（第二次世界大戦前までの動き）
　我が国は古くから漁業が盛んであったため、近世以前から漁業者が共同で漁場を管理・利
用してきた歴史があります。江戸時代には、「磯は地付、沖は入会」という原則が示されま
した。これは、地先漁場については地元の漁村の漁業者が共同管理し、沖合については原則
として周辺の漁村の漁業者が共同で漁場を利用し、その利用の仕方については利用者相互間
で調整するというものです。
　明治時代に入り、政府は、明治８（1875）年にこのような従来の慣行を否定し、海面の官
有を宣言するとともに、漁業者による海面の利用については出願による貸与制とし、その際
に海面借区料を徴収する海面借区制を導入しました＊１。しかしながら、従来の権利が消滅し
た上に、これまでの漁業区域を拡張して出願する者も現れ、漁業現場に大きな混乱が生じた
ため、翌明治９（1876）年には実質的にこの布告を取り消し、従来の慣行の継続を認めるこ
ととしました。その後、明治34（1901）年に成立した旧「漁業法」によって江戸時代の制度
を尊重した形で漁業権制度や漁業組合制度等が定められ、これらの制度は、明治43（1910）
年の漁業法改正を経つつも第二次世界大戦直後まで続きました。

（現行の「漁業法＊２」等の制定）
　第二次世界大戦後、我が国の様々な制度が改革されていく一環として、漁業者及び漁業従
事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を

　漁業資源は常に子孫を増やそうとしています。このため、自然環境条件等が一定であると仮定すると、

ある魚種をある程度まで漁獲しても、その分だけ餌や生息場所等の自然環境に余裕ができるため、その魚

種の資源量は容易に元の水準まで戻ることができます。しかし、ある程度以上に漁獲すると、資源量の減

少に再生産能力が追いつかなくなっていき、親魚を完全に漁獲

してしまうと子孫は生まれず今後漁業はできなくなります。こ

れを図に表すと、漁獲努力量と持続生産量との関係は釣り鐘状

の曲線となり、その頂点は資源量を減少させずに持続的に達成

できる最大の漁獲量となります。これを最大持続生産量

（MSY：Maximum Sustainable Yield）といいます。

　なお、ある漁業資源をめぐる自然環境条件等は一定ではない

ことから、当該資源のMSYも一定ではなく、「その資源にとっ

ての現状の生物的、非生物的環境条件の下で持続的に達成でき

る最大の漁獲量」ということになります。

最大持続生産量（MSY）コラム

MSY

持
続
生
産
量

漁獲努力量

資料：（株）恒星社厚生閣「漁業管理」p96図５・６
に基づき水産庁で作成

MSY の概念図

＊１　明治８（1875）年太政官布告195号
＊２　昭和24（1949）年法律第267号



30

第
Ⅰ
章

第
１
部

発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として、昭和24（1949）年に現在の「漁
業法」が制定されました。これにより、我が国の漁業は新しい制度と権利関係に基づいて行
われることとなりましたが、関係者間の合意に基づいて漁業を管理していく理念が変わるも
のではありません。さらに、昭和37（1962）年には、指定漁業＊１制度の導入等を内容とする
改正が行われました。また、昭和26（1951）年には、漁業資源の保護培養を図り、その効果
を維持することにより漁業の発展に寄与するため、「水産資源保護法＊２」が制定されました。

（現行の「漁業法」等の概要）
　「漁業法」等に基づく漁業管理制度には、大別して漁業権制度と漁業許可制度があります。
養殖業、定置漁業、採貝採藻漁業及び固定式の網漁業等沿岸の一定の水面を占有して行われ
る漁業種類や、河川や湖沼等の公共の用に供する内水面で営まれる漁業等を漁業権漁業とし、
免許を受けた者に、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる
権利を与えています。また、使用する漁船の規模が比較的大きく漁業資源に影響を与えやす
いなど水産資源の保護培養及び漁業調整のため必要と考えられる漁業種類を許可漁業等と
し、漁船数や操業期間、漁船規模、漁具等を制限し、漁業資源に対して漁獲圧が過大なもの
とならないようにしています。
　漁業権は都道府県知事が海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会の意見を徴しつつ免
許します。特に漁業権漁業は、基本的に海域の一部を集団で利用するという側面があるため、
漁業協同組合等が、複数の漁業者が水面を利用する上での調整役となっており、漁業協同組
合等の中での話合いを通じて漁法・操業期間等に関する自主的な資源管理措置が実施されて
います。
　また、許可漁業は「漁業法」及び「水産資源保護法」又は農林水産省令若しくは都道府県
の規則に従い、農林水産大臣又は都道府県知事が許可しますが、概ね漁船規模が大きく広い
海域を漁場とする漁業種類は指定漁業として農林水産大臣が許可し、漁船規模が比較的小さ
く各都道府県の地先海面を漁場とするものは都道府県知事が許可を行っています。
　また、漁業権及び漁業の許可には、漁業資源の保護や漁業調整等の公益的見地から必要な
措置を制限又は条件として付すことができることとされており、これによって技術的規制等
を公的措置として実施しています。また、漁業権漁業や許可漁業以外の漁業についても、農
林水産省令や都道府県の規則により採捕する期間やサイズ等を規制していることがありま
す。
　なお、漁業権や漁業の許可にはそれぞれ有効期間が定められており、引き続きこれらに基
づいた漁業を行うためには、改めて農林水産大臣又は都道府県知事から免許又は許可を受け
ることが必要です。
　このほか、「漁業法」では、漁業調整委員会等に関する規定や、漁業取締りに関する事項
等も規定しています。

＊１　農林水産大臣の許可を受けなければ営むことができない漁業。対象となる漁業種類は、「漁業法第52条第１項の指
定漁業を定める政令」（昭和38（1963）年政令第６号）によって定められている。

＊２　昭和26（1951）年法律第313号
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（３）資源管理の手法

　漁業資源の保存と持続的な利用を達成するため、古くから国内外で多岐にわたる資源管理
措置が講じられています。また、科学技術の発達等により新たな手法も導入されています。
このような背景には、漁業資源の特性や状況を踏まえ、資源全体に対する漁獲圧の調整だけ
でなく、産卵親魚を残すといったより細やかな対策が求められることや、様々な漁業が営ま
れる中、措置の実施可能性や漁業経営への影響等を勘案する必要があること等が関係してい
ます。
　これら資源管理の手法を大きく分けると、①漁船の規模や隻数等を制限すること等によっ
て漁獲努力量を管理し、漁獲圧力を入口で制限する投入量規制（インプットコントロール）、
②漁船設備や漁具の仕様を規制すること等により、若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮す
る技術的規制（テクニカルコントロール）、③漁獲可能量（TAC）の設定等により漁獲量を
制限し、漁獲圧力を出口で規制する産出量規制（アウトプットコントロール）の３つに分類
できます（図Ⅰ−２−１）。もちろんこのような分類は絶対的なものではなく、それぞれの
手法が互いに背反するものでもありません。例えば、投入する漁具の規模や数を制限するこ
とは、投入量規制であると同時に技術的規制でもあります。また、それぞれの手法は単独で
行うよりも、複数を組み合わせることによってより高い効果が発揮されます。例えば、産出
量規制である漁獲可能量（TAC）を遵守するための措置として、操業隻数を制限（投入量
規制）したり、漁具の使用を規制（技術的規制）することが広く行われています。いずれに
しても、それぞれの手法には絶対的な優劣があるわけではなく、各々利点と課題があること
から、実際には、漁業の形態や漁業者の数、漁業資源の状況等の諸要素を勘案し、これらの
管理手法を適切に選択し、組み合わせながら資源管理を行っていく必要があります。

（TAC制度とIQ・ITQ方式）
　歴史的にみると、我が国では、許認可制度等を通じて漁船の規模や数、操業期間・海域、
漁船の設備や漁具の仕様等を厳しく管理するなど、投入量規制と技術的規制をきめ細かく組
み合わせて資源管理を行ってきました。加えて、国連海洋法条約の批准に伴う平成８（1996）

資料：水産庁

図Ⅰ－２－１　３つの資源管理手法の相関図

投入量規制
（インプット・
コントロール） 

技術的規制
（テクニカル・
コントロール） 

産出量規制
（アウトプット・
コントロール）

例：漁船隻数の制限 

例：若齢魚の漁獲制限

例：漁具の仕様の
　　制限

例：禁漁区・
　　禁漁期間 

例：漁獲可能量　
　　（TAC） 

例：漁獲努力可能量
　　（TAE）
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年の「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律＊１」の制定により、TAC制度による産出
量規制を実施する体制を整えており、現在、サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サ
バ類（マサバ及びゴマサバ）、スルメイカ及びズワイガニが対象種となっています。これら
７魚種の生産量は、我が国の海面漁船漁業生産量の４割近くを占めています＊２。
　一般にTAC制度を実施するための手法については、TACを分割せず総枠として管理する
方式（以下「総枠管理による方式」といいます。）、漁業者あるいは漁船ごとに漁獲枠を割り
当てて管理する（IQ:Individual Quota）方式、更にはIQ方式を前提に、漁業者間で個別漁獲
枠の移譲を認める譲渡性個別漁獲枠（ITQ：Individual Transferable Quota）方式の３つに
分類することがよくみられ、投入量規制や技術的規制と組み合わせて資源管理が行われてい
ます。
　「総枠管理による方式」は、特定の漁業資源を対象にして、その増減に応じ機動的に管理
することが可能であるほか、漁獲の集中による資源への悪影響を招かないよう分割配分や自
主的管理が行われる場合には、需要に応じた供給と漁業経営の安定に貢献するといった効用
があります。その一方、競争的な漁獲が起きやすいことから、漁船の規模や数の増加といっ
た過剰投資が起きやすいこと、漁獲が短期的に集中し、その後は漁獲可能な魚が少なくなり
操業期間が大幅に短くなりがちであること、無理な操業等により洋上での安全性がないがし
ろにされやすいことといった弊害が指摘されています。ただし、我が国においては、漁業許
可等を通じて漁船数等を厳しく管理していることに加え、TACを大臣漁業管理団体及び関
係都道府県に配分し、各漁業団体・都道府県が、配分されたTACの利用計画や管理協定を
策定して操業が行われることにより、こうした弊害が大きな問題となっている事例はみられ
ません。このように、「総枠管理による方式」については、TAC制度を柔軟に運用すれば直
ちに弊害が生じるものではなく、漁獲枠を団体や都道府県に配分する方法も含めて、様々な
方途があることに留意する必要があります。
　IQ方式については、個別の漁獲を細やかに管理することによってTAC制度の実効性確保
に貢献するほか、あらかじめ定められた個別漁獲枠の下で、操業コストを抑えて水揚金額が
上がるような漁業者の経営努力を促す効果が見込まれます。その一方で、割当量が低価格魚
によって満たされてしまうことを避けるため、価値の低い小型魚等が洋上で投棄されるおそ
れがあること、割当量を超過して漁獲した際に漁獲量が正確に報告されない懸念があること、
漁獲量の把握や、小型魚等の洋上投棄・漁獲量の虚偽報告等の防止のための監視取締コスト
がかかること等が指摘されています。
　我が国では、対象魚種の資源状況の悪化等を受け、ミナミマグロ（平成18（2006）年４月
から）及び大西洋クロマグロ（平成21（2009）年８月から）を漁獲する遠洋まぐろはえ縄漁
船並びにベニズワイガニ（平成19（2007）年９月から）を漁獲する日本海べにずわいがに漁
業について、漁業法等の関係法令に基づいて国がIQ方式を実施しています。
　また、平成24（2012）年３月に閣議決定された水産基本計画においては、IQ方式について、

「地域において実施体制が整った場合には、IQ（個別割当）についても利用を推進する」こ
ととされています。

＊１　平成８（1996）年法律第77号
＊２　平成25（2013）年現在
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　さらに、平成26（2014）年３～７月に開催された「資源管理のあり方検討会」の取りまと
めでは、これまでIQ方式が実施されていない魚種・漁業種類に対して、試験的にIQ方式を
実施するなどしてIQ方式の効果や問題点を検証しつつ、段階的に活用を図っていくことが
提言されています。このため、平成26（2014）年10月から、北部太平洋でサバ類を漁獲する
大中型まき網漁船の一部を対象に、国が試験的なIQ方式を開始しています。
　ITQ方式については、上記のIQ方式の効用や課題に加えて、漁獲枠の取引を通じて競争力
の高い経営体が育成され、中長期的に漁業構造の調整が促される一方で、個別漁獲枠が一部
の者に集中することから、漁獲枠を有しない新規参入者にとっては経済的な負担が増える一
方で、漁獲枠を有する少数の者が漁業者を実質的に支配するようになること、経営基盤の脆

ぜい

弱
じゃく

な沿岸の小規模漁業者等が淘汰され、長年培われてきた操業慣行や操業秩序が失われる
だけでなく、漁村社会に重大な影響を与えるおそれがあることが指摘されています。「資源
管理のあり方検討会」の取りまとめにおいても、これらの点を踏まえ、ITQ方式の我が国へ
の導入については現時点で時期尚早としています。

（公的管理と自主的管理）
　資源管理手法の法的・制度的な性質については、国や地方公共団体が法令等に基づいて実
施する公的な規制（トップダウンアプローチ）と、漁業者自らが発案し実施する自主的な取
組（ボトムアップアプローチ）に類別することもできます。TAC制度の様に幅広い海域や
漁業種類を包含して統一的に実施する管理手法は、政府の公的規制として行われることが必
要ですが、一方で特定の地域や漁業種類に限定して行われる管理手法については、漁業者の
自主的な努力に委ねることも可能です。漁業者の経験や創意工夫により、実態に即した実行
可能な対策が考案されるだけでなく、「とも詮議」と呼ばれる漁業者間の相互監視によって
実施され、国や地方公共団体による監視取締コストも低減できるといわれています。
　このような漁業者の自主的な資源管理は、我が国の漁業者が古来から有してきた、関係者
間の合意に基づいて地域で資源管理を行うという考え方に基づくものと考えられ、多数の小
規模漁業者が存在する地域における有効な資源管理手法として国際的に高い評価を受けてい
ます＊１。地域の漁業資源を管理するために1980年代後半以降に本格化した「資源管理型漁業」
は、このような漁業者の自主的な取組が発展したものです。平成23（2011）年度末までは、
資源状態が懸念されている魚種の回復を促すため、関係漁業者が一体となって総合的・計画
的に行う取組を定めた「資源回復計画」が国や都道府県により策定・実施されましたが、こ
の制度は漁業者の自主的な取組を国や県の公的な管理枠組みの中に整合的に取り込んだもの
といえます。一方、平成23（2011）年度から、国が都道府県や漁業団体と協力し、資源管理
の取組をより総合的・一体的に行うため資源管理指針・計画体制を推進しており、基本的に
全ての漁業者が計画に基づく資源管理に参加することを促しています。漁業者が参加した自
主的な資源管理は、我が国においては着実に普及しており、計画的に資源管理に取り組む漁
業管理組織は平成25（2013）年に1,825組織を数え、平成15（2003）年と比べ217組織増加（13
％）しています（図Ⅰ−２−２）。

＊１　McCAY and Acheson. 1987; Berkes et al., 1989; Feeny et al., 1990: Mc Kean, 2003; Makino and Matsuda, 2005; 
Jentoft et al., 2010; Gutierrez et al., 2011
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　このように、資源管理のための公的規制と自主的取組とは背反するものではなく、整合的
に実施することにより相乗効果を得ることが可能です。公的規制と自主的取組が統合された
管理形態は共同管理（Co−management）と呼ばれており、世界的にも注目が集まっていま
す。また、自主的取組は必ずしも小規模漁業者だけのものではなく、沖合で操業する大型漁
船においても実施されています。例えば、我が国では国のTAC制度の下で、TAC対象種を
漁獲する大臣管理漁業に漁獲枠を配分していますが、それぞれの大臣管理団体は内部で漁獲
枠の配分やモニターを行うとともに、資源管理のための追加的な取組を実施しています。
　漁業者が講じる自主的取組の具体的な内容は、漁業の実態に即し、非常に多岐にわたって
いますが、資源の管理のみならず、操業機会の調整や紛争の予防にも役立っている点では共
通しています。例えば、水揚金額を関係者で共有・分配するプール制や、漁場利用の順番を
定める輪番制は、資源に対する過剰な漁獲圧を抑制するほか、漁業者間の操業秩序の維持に
も役立っています。また、TAC等漁獲量の上限を定める場合においても、漁獲枠を個別の
漁船に割り当てる方法のほか、全国団体が傘下の地域団体に年間の漁獲枠を配分したり、季
節ごとに漁獲目標量を策定して操業するといった手法がみられます。このように、漁業資源
や操業機会をどのように共有し、又は配分して操業を行うかについては、多数の手法の組み
合わせがあり、その実行可能性や有効性はそれぞれの漁業によって異なることから、現場を
熟知する漁業者の自主的な取組に委ねることが合理的であると考えられます（表Ⅰ−２−
１）。

3,000

2,000

1,000

0

組織

1,608

114,763

1,738

129,486

1,825

124,595

150,000

100,000

50,000

0

経営体

平成15
（2003）

20
（2008）

25
（2013）

年

資料：農林水産省「漁業センサス」
注：漁業管理組織とは、漁期・漁法の規制、藻場・干
潟の維持管理等、計画的に資源管理に取り組む管
理組織をいい、次の事項を全て満たしている組織
である。①漁場又は漁業種類を同じくする複数の
漁業経営体が集まっている組織。②自主的な漁業
資源の管理、漁場の管理又は漁獲の管理を行う組
織。③漁業管理について文書による取り決めのあ
る組織。④漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
が関与している組織。

管理組織 参加漁業経営体等

図Ⅰ－２－２　漁業管理組織数等の推移
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参加隻数
地域・海域魚種

（漁業種類）
実施形態
管理措置の概要

静岡県
駿河湾

60か統
120隻

サクラエビ
（小型底びき網）

団体単位の
年間漁獲枠の設定

団体単位の季節毎の
漁獲枠の設定

水揚金額の
共有と配分
（プール制）

漁場利用の輪番制

漁船別・経営体別の
漁獲枠の設定

表Ⅰ－２－１　漁業者による自主的な資源管理の取組の事例

水産試験場が資源水準を調査し、出漁対策委員会が毎日の操業の有無、目標漁獲
枠を決定。２隻１組で集団操業を行い、水揚金額を全体で共有した上で均等配分。

茨城県
大洗から波崎の鹿島灘

253隻ハマグリ等二枚貝
（小型底びき網）

漁業者の連合会が操業方法を決定。50隻一班体制で週一回の操業。各班で
一隻毎に水揚げ金額を配分。

富山県
富山湾

11隻シロエビ
（小型底びき網）

漁業者が２つのグループに分かれて輪番制で操業し休漁日を増やし、併せて
水揚高のプール制も実施。

北海道
日本海の檜山管内

約40隻スケトウダラ
（すけとうだら延縄）

30年以上続く自主的管理の一環として、漁期の切り上げやプール制等の措
置と組み合わせて漁場利用の輪番制を実施。

北海道
オホーツク海の一部

75隻ケガニ
（かご）

水産試験場等による資源量調査を基に、北海道が海域全体の許容漁獲量を設
定し、漁獲枠を漁船毎に配分して操業。

新潟県
佐渡周辺海域

４隻ホッコクアカエビ
（かご）

過去の平均漁獲量（５中３）を基準とし、その98％を地区別TACとして設
定し、経営体毎に漁獲枠を配分。

全国 79か統サバ類
（大中型まき網）

国が設定したTACの大中型まき網漁業への配分を基に、傘下の11海区・団
体に対して四半期別の漁獲目標量を配分。漁獲状況に合わせて枠を調整。

日本海北部 32隻スケトウダラ
（沖合底びき網）

国が設定したTACの沖合底びき網漁業への配分を基に、傘下の５団体に対
して年間の漁獲枠を配分。漁獲状況に合わせて枠を調整。

資料：水産庁調べ

　共同管理とは、政府等公的機関と漁業者が漁業資源の管理責任を共同で担い、両者の話し合い等を通じ

て、操業規制等を策定するという資源管理の方式です。この方式には、①資源管理に対する漁業者の責任

感が向上する、②漁業者同士の相互監視によって操業秩序が向上するといったメリットがあり、近年、そ

の有効性が注目されています。

　古くから漁業者が地先海面の漁業資源を共同で管理してきた我が国の漁業は共同管理の先取りともいう

べきものですが、この共同管理は世界的な注目を集めています。平成23（2011）年１月には、米国ワシ

ントン大学のヒルボーン教授らによる世界44か国の130種類の共同管理漁業
＊１

について分析した結果が

科学雑誌ネイチャー（電子版）に掲載されました。この論文では、資源管理の成功には、共同管理の要素

である地域をまとめるリーダーの存在や社会的連帯の存在等が大きく貢献しており、共同管理が世界の漁

業問題の有効な解決策となりうるとしています。

共同管理に対する期待コラム

＊１　我が国の共同管理の事例としては、秋田県のハタハタ、伊勢湾のイカナゴ、京都のズワイガニ等、海外の共同管
理の事例としては、ニュージーランドのカキ、カナダのズワイガニ、米国のロブスター等の漁業が分析の対象とな
っている。
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施　　策

漁業許可制度

内　　容 実　施　状　況 手　法

対象魚種
（管理期間）

大臣管理漁業分
（千トン）

沖合底びき網漁業（47.3）
大中型まき網漁業（14.6）
いか釣り漁業（60.5）

小型するめいか釣り漁業（83.4）

北太平洋さんま漁業（242）356サンマ
（７～６月）

知事管理漁業分
（千トン）

対象魚種
（導入時期） 水揚港 割当ての基準等の考え方

TAC
（千トン）
（平成26

（2014）年漁期）

表Ⅰ－２－２　漁業資源の管理・回復に関する施策

10ｔ未満のさんま棒受網、刺網など
北海道（33）、岩手県（５）、三重県（３）
その他６県が「若干」

沖合底びき網漁業（160.6）257スケトウダラ
（４～３月）

延縄、刺網など
北海道（93.9）
その他６県が「若干」

大中型まき網漁業（87）226.2マアジ
（１～12月）

中小型まき網など
島根県（38）、長崎県（27）、その他４県が数量配分
その他28道府県が「若干」

大中型まき網漁業（225）429マイワシ
（１～12月）

中小型まき網など
三重県（33）、島根県（33）、神奈川県（25）、その他４県が数量配分
その他17道府県が「若干」

大中型まき網漁業（523）902
マサバ及び
ゴマサバ
（７～６月）

中小型まき網など
三重県（56）、長崎県（32）、その他７都県が数量配分
その他20道府県が「若干」

沖合底びき網漁業及び
ずわいがに漁業（3,355トン）4,961トン

91隻（平成
25（2013）年
４月現在)

東部：22隻
西部： 5隻

12隻
（平成24
（2012）年
８月現在） 

漁船数

ズワイガニ
（７～６月）

ミナミマグロ
（平成18

（2006）年４月）
大西洋クロマグロ
（平成21

（2009）年８月）

ベニズワイガニ
（平成19

（2007）年９月）

301スルメイカ
（４～３月）

小型底びき網など
石川県（352トン）、新潟県（365トン）、その他６道府県が数量配分
その他２県が「若干」

５ｔ未満イカ釣りなど
20道県が「若干」

以下の事項を勘案して決定
①みなみまぐろ保存委員会及び大西洋まぐろ類保存国
際委員会により定められた我が国に対する割当量
②漁業者及び船舶の操業状況
　具体的には、漁船ごとの申請漁獲量の総計が我が
国の漁獲可能量以下であれば、申請漁獲量どおり割
当て

以下の事項を勘案して決定
①科学的知見に基づき計算される生物学的漁獲可能量
②漁業者及び船舶の操業状況等
　具体的には、船舶の規模、過去の漁獲実績等に応
じて設定

○　主要な漁業種類を対象と
した漁業許可制度
　
○　隻数及び総トン数、操業
期間、操業区域、漁具等の
各種規制を実施

○　大臣許可漁業：水産動植物の繁殖保護や漁業調整のため制限する必要があり、かつ、国際的な取り決めや、
地域ごとに異なる制限を設けることによって地域間の漁業調整問題が生じるおそれがある等の理由から国が
統一して制限することが適当である18漁業種類を指定（指定漁業13（大中型まき網、沖合底びき網等）、
特定大臣許可漁業５）
○　法定知事許可漁業：地域の事情に応じた管理を行うべき漁業であるため、都道府県知事の裁量に任されて
いるものの、県間にまたがる漁獲努力量の管理等の観点から農林水産大臣が隻数等の上限を定めている漁業
（中型まき網等）
○　その他の知事許可漁業：都道府県知事が、地域の事情に応じて都道府県規則を定め、管理を行う漁業（小
型まき網、刺し網漁業等）

漁獲可能量
（TAC）制度

（Total Allowable
Catch）

○　漁獲量が多く経済的価値
が高いなどの要件に該当
し、漁獲可能量を決定する
に足る科学的知見がある魚
種を対象

○　国が年間の漁獲量の上限
を設定

○　平成８（1996）年度に
制度を導入し、現在７魚種
を指定

個別割当
（IQ）方式

（Individual Quota）

○　国が年間の漁船ごとの漁
獲量の上限を設定

資源管理指針・
資源管理計画体制
（平成23（2011）年度～）

○　基本的に全漁業種類、全
漁業者を対象
○　国又は都道府県が策定し
た資源管理指針に沿って、
漁業者が自主的に作成した
資源管理計画に基づく操業

○　国及び40都道府県において資源管理指針が策定済

○　資源管理指針に沿って作成した資源管理計画に基づき、漁業者が資源管理措置を
実施中

投入量規制
技術的規制

産出量規制

産出量規制

投入量規制
技術的規制
産出量規制

17港のうち２港を水揚港
として選択できる。現在は
４港（鳥取・島根県境港、
兵庫県香住港、新潟県新潟
港、島根県東曇港）で水揚

８港（静岡県清水港、焼津
港、神奈川県三崎港　等）
に限定

資料：水産庁調べ

　我が国周辺水域における漁業資源の管理に関する課題を検討するため、水産庁は、平成26（2014）年

３月から学識経験者や実務担当者からなる「資源管理のあり方検討会」を開催しました。同検討会は、関

係漁業者等から意見を聴取しつつ、TAC制度や資源管理指針・計

画体制等をレビューした上で、IQ方式やITQ方式の我が国への導入

について議論するとともに、個別魚種としてマサバ、スケトウダラ、

太平洋クロマグロ及びトラフグの資源管理を検討し、同年７月１日

に取りまとめを行いました。その骨子は以下のとおりです（取りま

とめの本文、委員の名簿、配布資料等については、水産庁HP（http://

www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/arikata.html）に記載されていま

す。）。

１．公的管理の高度化

資源管理のあり方検討会コラム

農林水産省７階講堂で開かれた会議の
様子（写真提供：（株）水産経済新聞社）
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（１）TAC制度

○TACを生物学的許容漁獲量
＊１

（Allowable（またはAcceptable）Biological Catch：ABC）と等量と

することを原則とし、仮に乖
かい

離
り

があるとしても極力ABCに近づける。

○同時に、TACを補完する資源管理措置や、より厳格な措置を導入する場合の漁業者への影響緩和も

検討すべき。

（２）IQ方式

○資源管理の実効性確保や収益性の改善効果を踏まえ、割当の譲渡は認めないことを前提として、我が

国において更なるIQ方式活用の余地がある。

○このため、IQ方式が実施可能な魚種・漁業種に対して同方式を試験的に実施し、実際の効果等を検証

すべき。

○その際、IQ方式導入の成否や実施のための行政負担等を検証するための関係者間の協力体制を構築す

るとともに、関係漁業者の減収等のリスクへの対応についても検討すべき。

（３）ITQ方式

○ITQ方式については、無償で入手した漁獲割当を売買することの是非、新規参入者等に対するコスト

増、割当の利権化と資源管理への影響、操業慣行・秩序や漁村社会に悪影響を与えるおそれ等から、

我が国への導入については時期尚早。

２．自主的管理の高度化

○開始後３年が経過した資源管理指針・計画体制については、資源の維持回復がみられたか等について

評価・検証を行うことが必要。

○個別計画の評価・検証は、計画の策定者である漁業者自らが行い、関係都道府県がその結果を取りま

とめて国に報告することが求められる。

○評価・検証に当たっては、計画の改善等も含めて国や県等が適宜助言等を行うべき。

○個別計画の評価・検証の後、体制全体についても評価を行い、より効果的・効率的な制度にするため

の検討を行うべき。

３．個別事例として取り上げた魚種ごとの資源管理の方向性

（１）マサバ（太平洋系群）

○漁獲の８割強を占める北部まき網漁業では、自主的な取組として漁獲枠の月別・漁船別配分を実施し

ていることから、今後かかる取組を発展させ、より本格的なIQ方式の導入を図ることが資源の回復と

有効活用に資すると期待。

○太平洋におけるマサバの盛漁期である平成26（2014）年秋を目途に、一部漁船を対象に試験的なIQ

方式に着手し、データを収集。

○本件は、我が国におけるIQ方式導入のテストケースとして実際の効果や課題を検証しながら実施する

こととし、具体的な管理手法や検証のための準備を進める。

（２）スケトウダラ（日本海北部系群）

○資源回復を図るため、今後はTACはABCと等量又はそれに近いものとし、TAC以外の管理措置も併

せて実施すべき。

○この場合、TACが極めて限られることから、漁獲枠を漁船ごとではなく操業実態を踏まえた最適な

経営単位（複数隻体制）で配分し、資源と経営をバランスさせた合理的な漁獲を目指すことが必要で

＊１　対象種の再生産力に基づき、生物学的にみて資源量が減少しない漁獲量。
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（４）資源管理の具体的事例

　我が国においては、地域での資源管理によって一定の成果を挙げている事例があります。
また、海洋を広く回遊するマグロ類についても、我が国も含めた国際協力を通じて資源量の
回復に効果が出始めている事例があります。

（秋田県におけるハタハタ資源の回復）
　ハタハタは、秋田県において郷土料理であるしょっつる鍋やハタハタ鮨に欠かせない食材
です。秋田県では主に沖合・小型底びき網、定置網及び刺網漁業でハタハタを漁獲しており、
昭和50（1975）年には、底びき網の生産量の半分近く、生産額の４分の１を占める重要な魚
種でした。
　しかし、それ以降、秋田県では生産量が急速に減少し、平成３（1991）年には漁獲量が約
70トンにまで減少したことから、このままでは秋田県の名産でもあるハタハタが秋田県で漁
獲できなくなってしまうとの危機感が生じました。こうしたことから、研究機関が算定した
シミュレーション結果や漁業者間の会合を踏まえ、秋田県の全漁業者は平成４（1992）年９
月から３年間の全面禁漁を行うことに合意し、秋田県下の全ての漁業協同組合の組合長によ

あり、この検証が今後のIQ方式の枠組み構築に資するものと思料。ただし小規模沿岸漁業については、

漁船数が多く個別割当の配分や管理が困難であることから、地区別・漁業種別のグループ配分等によ

るべき。

○これらを実証する際には、経営単位やグループごとの数量を記したTAC協定を認定するなど公的関

与を強化しつつ、その効果や課題について試験研究機関が検証するための方策を検討。

○漁業者の短期的な窮状を緩和する措置を含め、漁業実態を踏まえた最適な経営単位の検討、他業種へ

の転換や減船による漁船数の削減等の操業体制の再編等、地域における漁業経営の合理化のための措

置を総合的に検討すべき。

（３）太平洋クロマグロ

○親魚資源量が歴史的最低水準付近にあり、未成魚の漁獲を大幅に削減させるべきとの国際科学機関の

管理勧告を踏まえ、我が国の平成27（2015）年以降の未成魚（30キロ未満）の漁獲上限を4,007ト

ンとする。

○漁獲上限の遵守のため、報告頻度の高い漁獲モニタリングを実施するとともに、全国を６ブロックに

分け、漁獲が上限に近づく場合に警報や操業自粛要請を漁業者等に広く発信。

○大中型まき網の漁獲モニタリングと日本海の産卵期の漁獲管理についても引き続き実施。

○選択的な漁獲が困難な定置網等に対するものも含め、上記措置の円滑な実施のための方策を検討。

（４）トラフグ

○トラフグを漁獲する全ての関係漁業者、関係行政機関及び試験研究機関が参画する横断的な検討の場

を設け、統一的な方針の下、資源管理指針や計画を策定し、資源管理を進めていくことを目指す一方

で、先行的な漁業者の取組を併せて促進。

○漁獲の７割を未成魚が占める中、漁業の実情を調査するとともに、関係者が連携して未成魚の漁獲抑

制や再放流に取り組むことを検討。

○種苗放流については、資源管理との一層の連携を図りながら、放流効果の高い場所での放流等、有効

な種苗放流を検討。
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り「はたはた資源管理協定」が締結されました。こ
の協定には、資源管理措置を遵守させるための措置
も規定されています。沖合では、底びき網漁船の減
船及び小型化等に、また、沿岸では、定置網及び刺
網の統数削減のほか、産卵場保護のため、操業禁止
区域を設けるなどに取り組み、解禁後のハタハタに
対する漁獲努力量を減らすことが決められました。
漁獲努力量の削減は、禁漁によりハタハタのいる漁
場での操業ができなくなった底びき網漁船が、他の
魚種の漁場に集中しないようにするという意味もあ
ります。さらに、漁業者などで構成する「ハタハタ
資源対策協議会」において、秋田県ではハタハタを自主的なTAC制度によって管理するこ
とが決定されました。この制度では、TACはまず漁獲対象資源量を推定し、これを基に漁
獲可能量を算定し、それを沖合・沿岸に配分し、それから更に各漁業協同組合に配分される
こととされています。また、漁業協同組合によっては、配分されたTACを更に漁業者に割
り当てているところもあります。
　このような資源管理型漁業の推進のほか、人工種苗の大量放流や産卵藻場の造成等の取組
により、秋田県のハタハタの漁業生産量は、解禁直後の平成７（1995）年には143トンとなり、
平成12（2000）年には1,000トンを超えるという成果が上がりました。平成25（2013）年の
生産量は1,509トンとなっています。その一方、漁獲量の増加とともに魚価が下落しており、
魚価の回復が課題となっています。

（駿河湾におけるサクラエビの資源管理）
　サクラエビは、我が国では駿河湾だけで漁獲されており、２そうびき船びき網で漁獲され
ています。漁船の隻数と比べ漁場が 狭

きょう

隘
あい

であったため、以前から漁場をめぐって漁業者の
間で激しい競争が起きていましたが、1960年代にサクラエビの大豊漁とそれに伴う価格の暴
落が発生したことから、漁業者に、漁獲量の増加よりも価格の安定の重要性が認識されまし
た。
　漁業者間での話合いに基づいた漁船の漁場配置を柱とする集団操業体制、漁獲量管理の確
立、水揚金額から漁労経費を差し引いた利益を漁業者間で均等配分すること（プール制）を
決定しました。
　このような話合いに基づく漁獲量管理の結果、需要に見合った生産量が実現されるととも
に、集団操業とプール制の導入とが相まって価格の維持安定が図られたほか、漁業者間の漁
獲競争がなくなり、設備投資の抑制や労働の軽減が図られました。その一方、漁場環境の変
化等の自然要因によるとみられるサクラエビ資源量の変動と、それに伴う漁獲量の変動は依
然として発生しています。

（佐渡市におけるホッコクアカエビ（甘エビ）の資源回復の取組）
　新潟県は、平成20（2008） 年に新潟県で開催された第28回豊かな海づくり大会を契機とし
て、平成22（2010）年に「新潟県新資源管理制度導入検討委員会」を設置しました。委員会
においては、新潟県において重要な漁業資源で、南蛮エビとしてブランド化を図っているホ

秋田県男鹿市北浦漁港でのハタハタの水揚げの風景
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ッコクアカエビ＊１について漁獲枠を設定し、個別の漁業者に割り当てる仕組みの導入が提言
されました。現地漁業者との意見交換が行われ、賛同が得られた佐渡市前浜地区に所在する
えびかご漁業者４経営体を対象に、平成23（2011）年９月から個別割当制度モデル事業が実
施されています。
　全体の漁獲枠は、資源データの不足等から、暫定的に平成16（2004）～20（2008）年の５
年中３年平均漁獲量＊２を基に算定されています。また、小型個体を獲り控えられるように網
目の拡大も行われています。これまでのところ、漁業者は漁獲量をみながら操業を行い、個
別割当は遵守されています。
　ホッコクアカエビは成長が遅いため、資源量の増大効果は今のところ明確ではありません
が、この仕組みにより漁獲量の上限を定めたことにより、平成23（2011）年からは、関係漁
業者間の合意の上で、これまで夏季は禁漁であったえびかご漁業について、夏季の操業を可
能としたこともあり、観光シーズンの需要に貢献できるようになりました。なお、平成23

（2011）～25（2013）年は漁獲量は横ばい傾向でしたが、単価は５～８％上昇しています。

（マサバ太平洋系群資源の回復）
　太平洋に分布するマサバ太平洋系群の資源量は、1970年代には300万トン以上の高い水準
にありましたが、その後大きく減少し、平成13（2001）年には15万トンまで減少しました。
これに伴って太平洋におけるマサバの漁獲量も減少し、1970年代には70～147万トンの水準
であったものが、平成２（1990）年には２万トン程度まで減少しました。その後、卓越年級
群＊３の発生に伴い、平成４（1992）年及び平成８（1996）年の漁獲量は30万トン程度まで増
加したものの、未成魚も大量に漁獲したため資源量の回復には至らず、マサバ太平洋系群の
資源量は低いままで推移しました。
　このようなことから、国は、平成15（2003）年に卓越年級群の発生に備えた資源管理体制
を事前に整え、卓越年級群が発生した際には速やかに未成魚の保護を図り、成魚の増加後も
適切な管理を行うことにより、資源回復に必要な数量の産卵親魚を確保し、資源の回復を図
ることとしました。
　マサバ太平洋系群は、主に大臣許可漁業である大中型まき網漁業により漁獲されており、
平成８（1996）年からTAC制度の対象魚種となっています。しかし、未成魚を保護するた
めには、我が国沖合のマサバ全体の漁獲量を制限するだけでなく、マサバ太平洋系群の未成
魚の索餌場でもある太平洋北部等で漁獲圧力を少なくする必要がありました。そこで、まず
平成15（2003）年から太平洋北部での大中型まき網漁業（以下「北部まき網」といいます。）
の操業日数削減・休漁等を実施しました。同時に、国と関係都県が連携し、対象資源に関す
る調査・評価体制や関係漁業者等への指導体制を整備しました。
　このような取組の結果、マサバ太平洋系群の資源量は平成16（2004）年以降大きく増加し、
平成26（2014）年は195万トンと評価されています（図Ⅰ−２−３）。また、北部まき網の主
要水揚港である銚子漁港及び八戸漁港におけるサバ類の産地価格も、上昇傾向で推移してい

＊１　主に沖合底びき網、小型底びき網やえびかご漁業により漁獲
＊２　過去５年それぞれの漁獲量のうち、中庸３年分のそれを平均した漁獲量
＊３　ある年に生まれた個体数が、何らかの要因で他の近い年に生まれた個体数と比べて非常に多い場合、その年に生

まれた個体群を卓越年級群という。
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ます（図Ⅰ−２−４）。
　さらに、国では、資源の更なる回復を確実にしながら、資源を一層有効に活用できるよう
な管理が重要との認識から、平成26（2014）年10月から一部の北部まき網に対し、マサバ太
平洋系群について試験的にIQ方式を導入しています。

（瀬戸内海におけるサワラ資源の回復）
　サワラは、西日本においては春を告げる魚として、季節のもてなし料理の重要な食材であ
り、食文化上重要な魚です。このため、西日本の各府県がそれぞれサワラの資源管理に取り
組んできました。しかし、瀬戸内海に生息するサワラの漁業生産量は、昭和61（1986）年の
6,378トンをピークに大きく減少し、平成12（2000）年には512トンとなりました。この時点
での資源量は、昭和62（1987）年の資源量（18,000トン）の10分の１である1,800トンと推定
され、稚魚の加入も極めて低い状態にあると推定されました。
　このようなことから、サワラ資源を安定して利用していくためには、従来の各府県ごとの
自主的な取組を越えた広域的な資源管理措置が必要であるとの認識が高まり、国及び各府県
の関係者が協調して資源管理措置を講じるべく、平成14（2002）年に「サワラ瀬戸内海系群
資源回復計画」が策定されました。
　この計画に従い、秋漁の禁止及び網目規制によりサワラ資源への負荷を軽減するとともに、
サワラの種苗放流等が行われました。さらに、網目規制のために必要となる漁具改良費用へ
の助成措置や、休漁時期に支援金を助成するなどの経営安定措置も講じられました。また、
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この計画の進行管理を適切に行うため、全ての関係者が関与する形で実施状況を把握・評価
し、必要が生じた際に計画を見直す体制が整備されました。
　こうした取組の結果、瀬戸内海におけるサワラの漁獲量は、平成21（2009）年以降1,300
トンを超える水準まで回復しています（図Ⅰ−２−５）。その一方、漁獲量の回復とともに
単価は低下していますが、漁獲量の増加分が単価の減少分を上回り、生産額は上昇傾向にあ
ります（図Ⅰ−２−６）。

（大西洋における大西洋クロマグロ資源の回復）
　大西洋クロマグロは、大西洋における重要な漁業対象種であることから、昭和44（1969）
年に我が国及びヨーロッパ諸国等が協調して「大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約」
が締結され、同条約に基づき設立された「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）」を通
じて、東西二つの系群に対して国別の漁獲割当等の資源保存管理措置が実施されてきました。
保存管理措置の遵守状況は、毎年各加盟国がICCAT及び他の加盟国に報告し、評価される
こととなっています。
　しかし、1990年代頃から、ICCAT非加盟国の漁船による操業や、ICCATの保存管理措置
を逃れるため加盟国から非加盟国に船籍を移した漁船による操業等が活発化し、特に価値が
高い大西洋クロマグロのうち東系群については加盟国自身による乱獲も行われ、資源量は急
速に減少しました。
　このような事態を受け、ICCATでは、東系群の資源を回復させるため漁獲枠を大幅に削
減するとともに、全ての大西洋クロマグロについて、ICCATの規則に違反したものが流通
しないようにすることを目的として、漁獲から流通に至る全ての段階の情報を収集・管理す
る制度（漁獲証明制度）を導入しました。さらに、30㎏未満の小型魚の原則漁獲禁止、禁漁
期の設定等の措置を講じました。
　このような厳しい措置を採った結果、平成26（2014）年10月に開催されたICCAT科学委
員会において、東系群の漁獲枠は、平成26（2014）年と比べ３年間で段階的に７割増やすこ
とが可能と判断されるなど、資源は回復傾向にあります。
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図Ⅰ－２－５　瀬戸内海でのサワラの漁獲
量の推移

図Ⅰ－２－６　瀬戸内海でのサワラの生産額
及び単価の推移
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（資源が低迷を続けている事例）
　資源管理の成功事例がある一方で、関係者の資源管理に向けた努力にもかかわらず資源量
が低迷している事例もみられます。
　東シナ海から瀬戸内海や日本海に生息するトラフグ＊１の過去10年間の資源量は、平成18

（2006）年の1,045トンをピークに減少しています。九州・山口北西海域で操業する山口県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び広島県のトラフグはえ縄漁業関係者は、平成17（2005）
年から漁船数の管理、休漁期間の設定、体長規制等の資源管理措置及び種苗放流を実施して
きました。
　しかし、トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源量は、平成25（2013）年は829
トンと推定され、過去最低の水準となりました。このようなトラフグ資源の低迷の主な原因
としては、未成魚（０～１歳）の漁獲が指摘されています。特にトラフグの産卵場や成育場
が多い瀬戸内海や有明海を中心に、小型底びき網や小型定置網、はえ縄等で漁獲されるトラ
フグの７割以上（尾数換算）が未成魚で占められていますが、これまでの対策では、各県ご
とに体長制限等を設けて対応するにとどまり、複数の地域や関係する漁業種類間で横断的に
資源管理措置を検討・実施する体制を整えるまでには至っていませんでした。こうした統一
的な資源管理措置を実施してこなかったことが日本海・東シナ海・瀬戸内海系群トラフグ資
源の低迷を招いている一因となっています。なお、トラフグ流通の中心である下関市地方卸
売市場南風泊市場におけるトラフグの単価は平成16（2004）年以降急落し、その後も低迷が
続いています（図Ⅰ−２−７）。
　このため、トラフグ漁業に関係する全ての漁業者・行政・試験研究機関等が参画する横断
的な検討の場を設け、統一的な方針の下でトラフグ未成魚の漁獲（混獲を含む。）を回避す
る実効ある措置を検討し、トラフグ資源の回復に取り組んでいくこととしています。

　また、我が国周辺水域を含む中西部太平洋における太平洋クロマグロ資源については「中
西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）」において資源管理がなされており、これまでは漁
獲努力量を平成14（2002）～16（2004）年水準より低い水準で管理（沿岸零細漁業は適用除
外）し、未成魚（０～３歳）の漁獲量を同水準から削減する（韓国は適用除外）などの措置
が実施されてきました。
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図Ⅰ－２－７　下関市地方卸売市場南風泊市場におけるトラフグ単価の推移

＊１　日本近海でみられるトラフグには、東シナ海から瀬戸内海や日本海に広く分布する日本海・東シナ海・瀬戸内海
系群と、静岡・愛知・三重の東海三県沿岸域に分布する伊勢・三河湾系群の２つの系群がある。
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　しかし、平成25（2013）年に北太平洋まぐろ類国際科学委員会（ISC）は、本種の親魚資
源量が歴史的最低水準にあり、現在の未成魚の低加入と高い漁獲水準が継続すればこの水準
を更に下回るリスクが増大するとして、①リスク回避のための未成魚の漁獲死亡率の更なる
削減、②加入状況を的確に把握するためのモニタリングの強化、③平成26（2014）年２月に
資源評価の見直しを実施することを勧告しました。このため、同年のWCPFCは、適用除外
を撤廃するとともに、体重30㎏未満の小型魚の漁獲量の平成14（2002）～16（2004）年平均
からの15%削減、ISCによる平成26（2014）年の資源評価に基づき同年の30キロ未満の小型
魚の漁獲の大幅な削減を含む更なる措置を採るとする保存管理措置を採択しました。
　WCPFCは平成26（2014）年に、ISCの資源評価結果（第Ⅰ章第１節p ７「【コラム】ニホ
ンウナギ、太平洋クロマグロ資源の現状」参照）を踏まえ、①親魚資源量を平成27（2015）
年からの10年間で歴史的中間値（約4.3万トン）まで回復させることを当面の目標とする、
②30㎏未満の小型魚の漁獲量を平成14（2002）～16（2004）年平均水準から50%削減する、
③30㎏以上の大型魚の漁獲量を平成14（2002）～16（2004）年平均水準から増加させないた
めのあらゆる可能な措置を実施する等を内容とする保存管理措置を採択しました。
　これを受け、我が国は、平成27（2015）年１月から30㎏未満の小型魚の漁獲量の半減（8,015
トン→4,017トン）に取り組んでおり、大中型まき網漁業に対しては漁獲上限を2,000トンとし、
その他の沿岸漁業等（曳き縄、定置網、近海竿釣り等）に対しては漁獲上限を2,007トンと
するほか、沿岸漁業は全国を６ブロックに分けて管理することとしています。

（５）資源管理措置の遵守を担保するための措置

（我が国の漁業取締り）
　水産庁が各都道府県を通じて取りまとめた調査結果によると、平成25（2013）年における
全国の海上保安部、警察署及び都道府県における漁業関係法令違反の検挙件数は1,713件（う
ち海面1,606件、内水面107件）となっています。
　特に磯根資源＊１は高価であるうえ、容易に採捕しやすいことから反社会的勢力が資金源と
して密漁を行う事件も発生しています。
　我が国では、水産庁等の職員から任命される漁業監督官や都道府県職員から任命される漁
業監督吏員が、海上保安官及び警察官とともに取締任務に当たっています。これと並行して、
各地の漁業者も漁業協同組合を中心として漁場の監視や通報等の密漁防止活動を行っていま
す。
　漁業権の免許や、農林水産大臣から許可を受ける必要がある漁業について許可等を受けず
に漁業を行ったり、漁業権の免許や農林水産大臣の漁業許可の内容や制限又は条件に違反し
て漁業を行った場合は、３年以下の懲役又は200万円以下の罰金を科されるととともに、違
法に漁獲された漁獲物を没収できることとされています。都道府県知事から許可を受ける必
要がある漁業に関する違反についても、刑事罰が科されます。

（外国漁船の取締り）
　韓国漁船、中国漁船及びロシア漁船については、それぞれ我が国との二国間協定に基づき、
農林水産大臣が我が国の排他的経済水域内での操業を許可していますが、これらの国の漁船

＊１　磯に根付いて生活する水産資源のこと。ウニ、アワビ、サザエ、海藻類等がある。



45

第２節　我が国の資源管理の現状と課題

第
Ⅰ
章

第
１
部

による違法操業も続いています。
　韓国漁船に関しては、対馬周辺水域等において操業日誌不実記載が多くみられました。
　中国漁船に関しては、東シナ海等において我が国への入漁許可証を持たない漁船の違法操
業が多くみられたほか、近年では、宝石サンゴの密漁目的で多数の中国船が我が国沖縄や九
州近海の水域に侵入し、大きな問題となりました。さらに、平成26（2014）年の秋から初冬
にかけて、小笠原諸島及び伊豆諸島周辺の我が国の領海及び排他的経済水域に一時は200隻
を超える宝石サンゴの密漁目的の中国船が侵入し、小笠原諸島の地元漁船の操業に支障を来
すなどの問題を引き起こしました。
　平成26（2014）年の取締実績は、日韓漁業協議が難航し６か月以上韓国漁船の入漁がなか
ったこともあり、水産庁による外国漁船の拿

だ

捕
ほ

件数は14件、立入検査数は81件、違法設置漁
具（刺し網、カニかご等）の押収件数は20件です（図Ⅰ−２−８）。違反内容の内訳をみる
と操業日誌不実記載（７件）が最も多く、続いて無許可操業（６件）、操業日誌不記載（５件）、
等となっています＊１。また、海上保安庁による外国漁船の検挙件数は24隻となっており、違
反内容の内訳をみると「外国人漁業の規制に関する法律＊２」違反が６隻（領海内違法操業）、

「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律＊３」違反が13隻
（うち無許可操業10隻、改正法＊４施行後の立入検査忌避３隻）、漁業法違反が５隻（立入検査
忌避）となっています。
　水産庁及び海上保安庁等関係機関が連携し、洋上での監視・取締活動を強化している一方、
漁船の旗国に対して外交ルートを通じて強く抗議し、実効性のある措置と具体的な結果を求
めるなど、政府が一体となって対応しています。特に、中国のサンゴ船の侵入事案等を踏ま
え、外国漁船が我が国の水域で違法に操業した場合の罰則について、従来は領海内での漁
業＊５に対し400万円、排他的経済水域内での無許可操業＊６に対し1,000万円であった罰金の最
高額を双方とも3,000万円に引き上げ、外国人が漁業監督官らによる立入検査を拒否した場
合の罰金を増額するなど、法制面でも外国漁船による違反操業対策を強化しました。

＊１　１件の拿
だ

捕
ほ

で複数の違反が摘発される場合があるため、拿
だ

捕
ほ

件数と一致しない。
＊２　昭和42（1967）年法律第60号
＊３　平成８（1996）年法律第76号
＊４　「外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の

一部を改正する法律」（平成26（2014）年法律第119号）
＊５　「外国人漁業の規制に関する法律」（昭和42（1967）年法律第60号）により、我が国領海内での外国人による漁業

は禁止されている。
＊６　「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」（平成８（1996）年法律第76号）に

より、我が国の排他的経済水域での外国人による漁業は、農林水産大臣の許可が必要とされている。
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（６）資源管理措置に対する意識

（９割の漁業者が資源管理を実施）
　農林水産省が平成26（2014）年12月～27（2015）年１月に全国のモニターを対象として実
施した「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」（以下「意識・意向調査」といい
ます。）によると、９割の漁業者が公的又は自主的な資源管理措置を実施しています。特に、
３割の漁業者は公的規制の対象となっていないにもかかわらず自主的に資源管理措置を実施
しており、資源管理措置の必要性は、多くの漁業者に浸透していることが示されています（図
Ⅰ−２−９）。
　資源管理の効果として期待することとしては、「魚価の安定又は向上」が８割を占め、次
いで「漁業生産量の安定又は増加」が６割となっています（図Ⅰ−２−10）。これらは漁業
経営の安定に資するものであり、漁業者は資源管理による漁業経営の安定に大きな期待を寄
せていることが示されています。

（消費者や流通加工業者も資源管理の推進に好意的）
　「意識・意向調査」においては、多くの消費者や流通加工業者からも資源管理の推進につ
いて好意的な回答が出されています（図Ⅰ−２−11）。また、資源管理の推進の結果、養殖
魚が増加したり、禁漁期の長期化等によりある魚種の販売期間が短くなることについては、

資料：水産庁調べ
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注：「資源管理によって実現してもらいたいこと」という問への回答
資料：農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」

（平成26（2014）年12月～27（2015）年１月実施）
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半数の消費者が受け入れられるとしています（図Ⅰ−２−12）。しかし、その一方で、資源
管理の強化による価格の上昇は受け入れられないとする意見も全体の６割を占めており、価
格については、漁業者の期待と消費者の認識にギャップがある状況です（図Ⅰ−２−13）。

（７）資源管理措置の課題と漁業経営

　資源管理の手法にはそれぞれ特性があることから、適切な資源管理を実施し、持続的な漁
業経営を維持するためには、各漁業種類が持つ特徴を考慮し、その特徴に配慮した資源管理
措置を実施する必要があります。このことは、多様な漁法が行われている我が国漁業にとっ
て、特に重要です。

資料：農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」（平成26（2014）年12月～ 27（2015）年１月実施）

図Ⅰ－２－11　資源管理の推進についての意向
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図Ⅰ－２－12　資源管理を推進する上で受け入れられるもの
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図Ⅰ－２－13　資源管理を推進する上で受け入れられないもの
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　また、資源管理の実施について、その必要性と具体的な措置の意味を関係者が十分に認識
し、関係者間の連携を深めることも重要です。
　なお、漁業資源は資源水準が悪化すればするほど、より厳しい資源管理措置をより長期に
わたって実施することが必要となるので、資源量の減少又は低迷がみられている魚種につい
ては、できるだけ早期に資源管理措置を実施し、又は既存の措置を強化することが必要です。
これによって、資源管理措置の導入が遅れた場合と比べて、資源管理措置が漁業に与える影
響を、より穏やかなものにすることができると考えられます。資源管理による生産金額の減
少を補塡する対策として、国では「資源管理・漁業経営安定対策」を実施し、資源管理を行
う漁業者の経営安定を図っています（図Ⅰ−２−14）。

積立ぷらす（国と漁業者の
積立方式）の発動ライン
（原則９割）

漁業共済（掛捨方式）
の発動ライン
（原則８割）

漁業収入安定対策の実施
漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し
て、資源管理の取組に対する支援を実施
　基準収入（注）から一定以上の減収が
生じた場合、「漁業共済」（原則８割まで）、
「積立ぷらす」（原則９割まで）により減
収を補塡
　漁業共済の掛金の一部を補助
※補助額は、積立ぷらすの積立金 （漁業
者１：国３）の国庫負担分、共済掛金
の30％（平均）に相当

資源管理への取組
　国・都道府県が作成する「資源管
理指針」に基づき、漁業者（団体）
が休漁、漁獲量制限、漁具制限等の
自ら取り組む資源管理措置について
記載した資源管理計画を作成し、こ
れを確実に実施
　養殖の場合、漁場改善の観点から、
持続的養殖生産確保法に基づき、漁
業協同組合等が作成する漁場改善計
画において定める適正養殖可能数量
を遵守

（注）基準収入：個々の漁業者の直近５年の収
入のうち、最大値と最小値を除いた中庸
３か年の平均値

収入変動

100

基準収入（注）

図Ⅰ－２－14　資源管理・漁業経営安定対策における漁業収入安定対策の概要


