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１ はじめに 

 

  水産資源は国民に対する水産物の安定供給の確保や水産業の健全な発展の

基盤となるものであり、それらが持続的に利用できる状態にあることは、漁業

経営においても極めて重要である。 

特に、天然資源を漁獲する漁船漁業においては、魚種ごとに回遊経路や分布

域等の特性が異なることを踏まえ、目的とする魚種を効果的に漁獲できるよう

に各種漁法が確立されてきたところである。 

しかし、近年のサンマ、スルメイカ、サケの不漁にみられるように、従来獲

れていた魚が獲れず、獲れていなかった魚が獲れるといった状態が複数年にわ

たり継続し、これまでにもあった短期的な不漁とは異なる状況が生まれている。

こうした変化は地球温暖化や海洋環境変化などに起因する資源変動等による

ものともみられており、今後長期に継続する可能性がある。 

  以上のような状況を踏まえ、生産、資源、環境、経営、加工・流通等の有識

者からなる「不漁問題に関する検討会」を開催し、これら３魚種を例とした不

漁の要因分析と、仮にこれが長期的に継続した場合の施策のあり方等につい

て検討を行い、将来的に漁業生産を持続するための施策の方向性をとりまと

めた。 

 

２ 不漁の要因及びその影響 

 

（１）サンマ 

 ① 不漁の要因 

サンマは北太平洋に広く分布し、その寿命は 2年と短いため、資源量は短

期的に変化しやすいという特徴がある。8月以降、親潮に沿って南下を開始

し、産卵場に向かう。従来は南下する魚群を対象に我が国沿岸で操業を行っ

てきた。しかし、近年、南下経路が沖合化するとともに、資源全体が減少し、

漁獲量の低迷を招いている。我が国の漁獲量は、1980 年代以降はおおむね

20 万トン以上を維持してきたが、近年は減少傾向にあり、2019 年は約 4.6

万トン、2020年には約３万トンと２年続けて過去最低を更新した。これまで

も漁獲量は大きく増減を繰り返してきたが、今回の不漁は漁獲量の低迷する

年が継続し、年々減少しているのが特徴である。 
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【サンマの回遊と漁場形成の概念図】 

 

【サンマの漁獲量の状況】 

 

 

サンマの資源量は、2000 年代には比較的高い水準で推移したが、2010 年

代以降は減少している。最適な資源水準である MSY を達成する観点からは、

2010 年代以降、諸外国も含めた全体の漁獲圧は過剰であり、資源量は少な

い。 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
50

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

20
19

漁
獲

量
（
万

ト
ン
）

年

日本 韓国 ロシア 台湾 中国 バヌアツ

産卵回遊 
(夏～秋) 



                          

3 
 

【サンマの資源量の状況】 

出所：NPFC 第 1 回サンマ科学委員会特別会合(2021 年 1 月)レポート 

 

【サンマの神戸チャート（1980－2019 年）】 

出所：NPFC 第 1 回サンマ科学委員会特別会合(2021 年 1 月)レポート 

 

近年はサンマの分布と来遊経路が沖合に変化したため漁場が遠方化して

おり、公海での漁獲の割合も増加している。また沖合に行くのが難しい小型

漁船ほど漁獲量が落ち込んでいる。これに加え、来遊時期も遅れており、以

前は 10 月がピークであった月別漁獲量は、2017 年、2019 年及び 2020 年は

11 月がピークとなっている。また、2000 年代からは、外国漁船による公海

での漁獲量が増加している。その漁獲量は、2015年以降は減少傾向にあるも

のの、漁獲全体に占める我が国の漁獲量の割合は減少が続いている。 
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【サンマの分布状況（６月～７月）】 

 

【漁獲全体に占める我が国の漁獲割合の推移（1950年～2019 年）】 

 

 

これらを踏まえ、近年の不漁の要因として、以下の仮説が示された。 

ア 2010年から突然、資源の分布が沖合域に偏る現象が発生した。これは、

2010年以降の以下に掲げる海況変化が影響したものと考えられる。 

・黒潮から連なる黒潮続流が、不安定な蛇行から安定した直線的な流路に

変化し、仔魚を沖合に輸送 

・暖水塊（親潮の弱化により、常磐沖で発生した暖水塊が北上し、2010～

2016年に釧路沖に停滞）により、道東沖の南下経路を遮断 

・黒潮の流路の変化により常磐～三陸沿岸の水温が上昇し、南下経路を遮

断 

イ 釧路沖の暖水塊により、道東沖の南下経路が遮断されたため、産卵する

親魚が沖合を南下し、産卵場・稚魚の生育場が沖合域に移行 

ウ 2016 年秋季には暖水塊は沖合に移動して弱化したが、近海域での他魚
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種（マイワシ、マサバ）の増加により、沖合化の傾向は持続 

エ 沖合域は餌生物である動物プランクトン分布密度が近海域に比べ低い

上に 2010 年以降は低下傾向にあるため、成長悪化・死亡率増加・加入減

少につながり、資源量が減少 

オ 資源量が減少しているところに、大型外国漁船の公海操業による漁獲の

増加が更に悪影響となる 

  

【サンマの産卵場・生育場沖合化の状況】 

 

② 操業の現状及び不漁の影響 

サンマの漁獲は、ほぼさんま棒受網漁業のみにより行われている。さんま

棒受網漁業は、例年８月から 12 月まで操業し、その漁獲はほぼサンマのみ

であることから、その資源の変動は漁業経営に大きな影響を与える。本漁業

は、従前、さけ・ます流し網漁業との兼業業種として行われてきたが、公海

さけ・ます流し網漁業の禁止等により徐々に本業としての位置付けが高まり、

わずかに残っていたロシア水域の操業についても平成 28 年の１月よりロシ

ア水域における流し網漁業が禁止されたことに伴い、さんま棒受網漁業の単

一操業がほとんどとなっている。 
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【サンマの漁業種類別漁獲量】  【さんま棒受網漁業の魚種別漁獲量割合】 

（2019）            （過去 10 年平均） 

※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成     ※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成 

 

近年の漁獲量は、2008 年の 35 万トンから 2020 年の３万トンまで減少し

ている。漁獲量の減少に伴って単価が上昇したため 2018 年までは水揚金額

に大きな減少は見られなかったが、2019 年以降はさらなる漁獲量減少に伴

い単価上昇では埋め合わせができなくなり、総水揚金額は大きく減少した。

さらには漁場の沖合化による燃料消費の増大等もあり、漁業経営の収支は悪

化している。また、加工業においても、魚価の高騰と原魚の入手難から、サ

ンマ加工品の生産量は減少傾向にある。 

 

【サンマの漁獲量】 
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【サンマの生産額と単価】 

 

【さんま加工品の生産量】 

 

※農林水産省「水産加工統計調査」より作成 

 

（２）スルメイカ 

① 不漁の要因 

   スルメイカの寿命は１年であるため、年ごとに大きく資源が変動する。日

本周辺の資源としては、日本海で主に漁獲される「秋季発生系群」（10月～

12 月に東シナ海～北陸で発生。日本海を南北に回遊）と、太平洋で主に漁

2001 年～2019 年は、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」 、「漁業産出額」より作成。 

2020 年は、全さんま調べ 

69 

292 

195 

283

480 

0

100

200

300

400

500

600

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
サンマの生産額と単価

生産額（百万円）
単価（円/kg）

単価（円/kg）生産額（百万円）



                          

8 
 

獲される「冬季発生系群」（12月～３月に東シナ海で発生。太平洋を北上し

日本海を南下）がある。 

秋季発生系群の漁獲量は、2000年頃をピークに減少傾向にある。冬季発生

系群の漁獲量は、2016年から急激に減少している。双方を合わせた 2020年

の漁獲量は約 4.7万トンと過去最低レベルにある。 

 

【スルメイカの漁獲量の状況】 

 

秋季発生系群の資源量は 1990 年代に増加し、2014 年まで 100 万～200 万

トンの比較的高い水準で推移していたが、2015 年以降は減少傾向にある。

MSYを達成する観点からは、関係国も含めた漁獲圧は過剰であり、親魚量は

少ない。 

冬季発生系群の資源量は、1989年以降は増加し、その後は大きく変動する

年があるものの、概ね 50 万～100 万トンで推移していたが、2015 年以降に

大きく減少に転じた。MSYを達成する観点からは、関係国も含めた漁獲圧は

過剰であり、親魚量は少ない。 

 

【スルメイカの資源量の状況】 

  秋季発生系群             冬季発生系群 
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【スルメイカの神戸チャート】 

     秋季発生系群             冬季発生系群 

 

１年で世代交代する資源であるため、卵・幼生の発生・生き残り（再生産）

段階における環境条件がその後の資源量に大きく影響する。近年は、日本海

の産卵場の水温が上昇し、時を同じくして、再生産の状況が悪化している。

さらに、水温上昇に伴って日本海における資源の分布が北上して我が国漁船

の漁場が遠方化しており、中国や北朝鮮による漁獲量も増加していると考え

られる。 

 

【日本海のスルメイカ産卵期の水温】  【日本海のスルメイカ再生産成功率】 

 

【中国のスルメイカの漁獲量（仮定値）】 

 秋季発生系群              
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これらを踏まえ、近年の不漁の要因として、以下の仮説が示された。 

ア 水温上昇により産卵可能海域が縮小することにより、卵・幼生の発生量

が減少 

イ 水温の変化により秋季発生系群の産卵期のピークが 10 月から 11 月以

降に遅れることで、冬期の産卵域の縮小の影響を大きく受けるようになる

ことに加え、脆弱な幼生期に冬季の低水温など厳しい環境の影響を受け易

くなり、生き残りが悪化 

ウ 幼生が、本来の成育海域（秋季発生系群：日本海、冬季発生系群：黒潮）

に比べて水温や栄養状況が不適な海域に輸送されることにより、成長不良

や減耗の度合が大きくなり、さらに外国漁船の操業も大きく影響して、資

源が不安定化 

  

② 操業の現状及び不漁の影響 

   スルメイカの漁獲は、いか釣り漁業を主として、沖合底びき網漁業や定置

網漁業などでも行われている。いか釣り漁業は、例年６月から翌年３月まで

操業しており、漁獲の大部分をスルメイカに依存しているため、その資源の

変動は漁業経営に大きな影響を与える。 

 

【スルメイカの漁業種類別漁獲量】  【いか釣り漁業の魚種別漁獲量割合】 

      （2019年）           （過去 10 年平均） 

※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成      ※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成 

 

近年の漁獲量は、2001 年の 30 万トンから４万トン台まで減少している。

生鮮での水揚量は 2016年以降、冷凍での水揚量は 2019年以降に、漁獲量が

大幅に減少した。単価は 2001 年から約４倍に上昇しているものの、漁場移

動や魚群探索に要する燃料消費の増大等により、漁業経営の収支は悪化して
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いる。また、加工品の生産量が減少し、イカ製品の主産地では、消費者離れ

を危惧する声も上がるなど、加工業にも影響が出ている。 

 

【スルメイカの漁獲量及び単価】 

 

【スルメイカ（生鮮）の漁獲量及び単価】 

 

※水産庁「水産物流通調査」より作成 
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【スルメイカ（冷凍）の漁獲量及び単価】 

 

※水産庁「水産物流通調査」より作成 

 

 

【いか加工品の生産量】 

※農林水産省「水産加工統計調査」より作成 

 

（３）サケ 

① 不漁の要因 

サケ（シロサケ）の寿命は２～８年で、海洋を回遊し、母川に戻り産卵し

一生を終える溯河性魚類である。稚魚は、各地域のふ化場で育てられた後、

３～５月に放流され降海し、オホーツク海へ回遊して夏を過ごす。水温が低

下すると北太平洋へ回遊して冬を過ごし、その後はベーリング海・アラスカ

トン 
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湾へと回遊する。成熟した親魚はベーリング海から母川へ回帰する（４年魚

が中心）。 

 

【サケの分布回遊図】 

 

近年、アジア側および北米側ともに、サケの分布域の南縁部とされる地域

の漁獲量が世界的に減少傾向にある。我が国の漁獲量は 2003 年度以降減少

傾向にあり、2019 年度の漁獲量は約 5.5 万トンと放流数が現在の水準とな

った 1980 年以降で最低となった。これまでの我が国の稚魚の放流尾数はほ

ぼ一定の水準を維持しているが、2019年度の回帰率は全国で 1.1％（北海道

1.6％、本州 0.3％）に留まり 1980年度以降で最低の状況にある。 

 

【北太平洋におけるサケの漁獲量（サケ分布域南縁部）】 
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【日本全体のサケの漁獲量及び回帰率】 

※（国研）水産研究・教育機構のデータをもとに作成 

 

我が国のサケ資源はふ化放流の取組により支えられてきたが、近年、海水

温の変動により稚魚が海に降りる時期の海洋環境が稚魚の成育にとって好

ましくない環境にあるとの指摘がされている。 

2013 年と 2014 年（2016 年と 2017 年に４年魚で回帰）の沿岸域の海水温

は、降海した稚魚にとって好適な水温帯（5～13℃）の期間が特に短く、稚

魚の生残率が悪かった可能性がある。一方、2016年はこの水温帯の期間が比

較的長いと見られ通常であれば不漁にはならない海況であったが、2019 年

に４年魚として回帰した 2015年級群（2016年放流）の来遊数が極端に少な

く、特に本州で顕著であった。特異現象として、本州太平洋側において、親

潮が弱く、津軽海峡を抜ける対馬暖流が強かった。この特異的な挙動は今後

も続くと見込まれる。 

 

【サケ稚魚が沿岸域に分布する水温帯（5～13℃）の継続期間】 
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【サケの年級群別来遊量】       【親潮と対馬暖流の強さ】 

  

 

これらを踏まえ、近年の不漁の要因として、以下の仮説が示された。 

ア 親潮の弱化、並びに 2014/2015年に生じた沿岸親潮の極強勢から弱勢へ

の変化に伴い、以下の変化が起きている。 

・サケ稚魚の好適水温帯の継続期間の短縮・形成時期の変化 

・黒潮系の暖水塊や津軽海峡を抜ける対馬暖流の影響が強くなり、サケ

稚魚のオホーツク海への回遊を阻害 

・親潮の弱化による栄養塩や動物プランクトンの沿岸域への供給量の減

少や季節ごとの組成変化に伴う（サケ稚魚の）餌環境の悪化 

イ 水温の上昇によりサバ等の捕食魚と分布域が重なり、捕食圧が増加して

サケ稚魚の生残率が悪化（2014 年頃より三陸の定置網で４～５月頃のサ

バの漁獲が増加）。 
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【北日本周辺の海面付近の流れ】 

 

② 操業の現状及び不漁の影響 

サケは主に各地域の定置網漁業により漁獲されている。定置網漁業は、魚

群を身網に誘導して漁獲する、いわゆる待ちの漁業であるため、その漁獲は

回帰の状況に大きく依存する。特にサケを目的とするさけ定置網漁業の漁獲

量は約 87％がサケ類となっており、回帰の状況が漁業経営にも大きな影響

を与える。 

 

【サケの漁業種類別漁獲量】  【さけ定置網漁業の魚種別漁獲量割合】 

（2019）          （過去 10年平均） 

※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成      ※農林水産省「海面漁業生産統計」より作成 

 

近年のサケの漁獲量及び回帰率は長期的に減少しており、特に本州太平洋

側の減少幅が大きい。また、海洋環境の変化等に伴い、さけ定置網漁業にお

ける魚種組成が変化してサケ以外の魚種（サバ、ブリ等）の割合が増加して

いるが、その生産金額は高くなく、サケの減収分を補っているものではない。 
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【北海道の全定置網漁業の漁獲量及び漁獲金額】 

 

【岩手県の全定置網漁業の漁獲量及び漁獲金額】 

 

サケの漁獲はふ化放流で造成される資源に依存するため、ふ化放流事業を

継続するとともに、より効果の高い放流をしなければならない状況にある。

一方で定置網漁業の水揚金額の減少に伴い、定置漁業者が負担するふ化放流

事業への拠出金も減少している。このため、安定的なふ化放流事業の運営経

費の確保が喫緊の課題となっており、養殖用種苗生産などの施設の有効活用

や統合の検討の必要性が生じている。 

また、資源が急激に減少している要因として、人工種苗の遺伝的な影響に

よる可能性も否定できないことから、野生魚を活用したふ化放流技術開発な
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どについて検討する必要がある。 

 

（４）今後の見通し 

マイワシ、カタクチイワシ、スルメイカ、サンマ等の浮魚類では、これま

で、気候の周期的な変動（レジームシフト）に対応した漁獲量の長期的な変

動が確認されている（マイワシでは、漁獲の歴史や、海底に堆積した鱗の蓄

積から、資源は長期的に大変動を繰り返してきたことが知られており、カタ

クチイワシでも、1980年代は資源量が低い年が続くなど、長期的な資源変動

が確認されている。長期的な資源変動の理由は不明な点もあるが、例えばマ

イワシ太平洋系群では、1980 年代終盤から 1990 年代前半（1988 年～1991

年）の資源減少要因の１つとして、表面水温の上昇によりシラスから１歳魚

にかけての死亡率が上昇したことにあると指摘されている）。 

 

【マイワシ、スルメイカ等の漁獲量の推移】 

 

【海底に堆積した鱗から推定したマイワシ資源量】 

資料：Kuwae et al. (2017) を一部改変 
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【親潮、黒潮と混合域の関係】 

 

このように、現在不漁である３魚種以外の魚種でも長期的な資源変動が起

こっており、長期的に漁業を持続するためには、海洋環境の変化等による資

源変動に合わせた対策が求められる。 

また、2000年以降、従来の気候変動パターンでは説明できない海面水温変

動が日本周辺海域で発生しており、2000 年～2010 年代半ばの寒冷化が日本

周辺の水産資源変動に影響した可能性がある。気候変動パターンの予測の前

提となってきた気候の定常性の仮定が成立しない可能性もあり、「過去は繰

り返さないかもしれない」という認識を持つ必要がある。 
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【2000年代以降における気候―海洋―主要水産資源変動の特徴】 

 

過去のデータや従来のパターンでは説明できない変動が海洋環境や水産

資源に起きていることが明らかになりつつあり、仮説となっている要因につ

いては、必要な調査研究を引き続き行う必要がある。しかし、現に起こって

いる資源変動や環境変化が、今後、元に戻るともこのまま続くとも確定でき

ず、今を乗り切ったとしても、今般の３魚種以外で、今回と同様かそれ以上

の不漁が発生する可能性も否定できない状況にある。 

 

３ 環境問題への対応による漁業への影響 

 

（１）世界及び我が国の環境対策の動き 

温室効果ガス濃度の上昇によって地球温暖化が進み、これまでに見られて
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いた気候変動の規則性が乱れ、海洋を含む大規模な環境変化、極端な現象の

頻度増加が起きている。 

こうした状況を踏まえて、世界では、温暖化対策のため持続可能な開発目

標（SDGｓ）への積極的な取組の動きや、パリ協定に対応したカーボンニュ

ートラルの表明が活発化しており、我が国においても、2030年温室効果ガス

削減目標（2013年比 46％減）及び 2050年カーボンニュートラル目標等が設

定されたところである。 

農林水産業においては、こうした課題に対応して、「みどりの食料システ

ム戦略」が策定された。 

 

（２）漁業への影響 

   世界中の海洋で環境変化による漁業への影響が報告されている。さらに、

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）報告書では、2100年の平均気温の上

昇は、温室効果ガスの排出量を厳しく抑えた場合には産業革命以前の状況か

ら２℃以内に抑えられるが（２℃シナリオ）、排出量を抑えない場合には４℃

程度に達する（４℃シナリオ）と予測している。この報告に基づき漁業への

影響を予測した研究事例においては、2060年のインド洋・太平洋域の最大漁

獲可能量は、２℃シナリオでは 20%程度、４℃シナリオでは 60%程度減少す

るとしたものがある。 

 

【世界平均地上気温変化予測（1986～2005年平均の差）】 
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【気温変化による最大漁獲ポテンシャルの変化と魚種の入れ替わり】 

   

 

漁船漁業においては化石燃料の消費が経費全体の 16.4％（2019 年時点）

を占めており、燃料経費の割合が大きいために温室効果ガス排出削減に向け

た取組によって操業コストが削減できる可能性がある。また、水揚量当たり

の燃油使用量は漁業種類ごとに大きな差があり、いか釣り漁業、延縄漁業な

どが高くなっている。 

 

【漁船漁業を営む会社経営体の漁労支出に占める各経費の割合】 
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※Cheung et al. (2016)より水産庁作成 
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【漁業種類ごとの燃油使用量】 

 

 

 

漁船動力の低・脱炭素化に向けては、漁労や長期航海に耐える出力とエネ

ルギー消費量に対応する燃料電池等の技術開発が必要であり、早期に実装が

見込めるものは、養殖の作業船等の沿岸漁船の電化・水素燃料電池化と考え

られている。 

 

４ 漁業において顕在化したリスク 

 

これまで述べてきたとおり、地球温暖化に伴う地球規模の環境変化を背景と

して、以下に掲げる漁業経営のリスクが顕在化している状況にある。 

今後の水産業は、漁獲対象種が中長期的に低迷する可能性をリスクとして直

視するとともに、この進行を抑えるためにも、カーボンニュートラルなど世界

的な環境対策の推進が求められる。 

 

（１）環境変化に伴って進行する資源変動（漁獲対象種の中長期的な低迷の可

能性） 

漁獲対象種の分布域や加入量等の変化など環境変化に伴って進行する資

源変動を要因として、漁獲できる魚種の変化や漁獲対象種が中長期的に低迷

する可能性がある。 

現に、これまでの知見に基づくものとは異なる変化が発生しており、単一
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資源に依存し、漁船や設備の仕様が特化している場合は、魚種・漁法を柔軟

に融通・転換できず、漁獲量の減少が継続するだけでなく、漁獲量の減少を

補うための魚群探索が増加することで燃油使用量の増加にもつながるおそ

れがある。 

さらに、加工・流通業においても、加工原料や流通商材が特定の魚種に特

化している場合は、水揚量減少や単価上昇の影響を大きく受ける可能性があ

る。 

また、さけにおいては、漁業経営の悪化に伴い、漁業者からの負担金で行

っている増殖事業への影響が懸念され、ふ化放流事業の継続が危ぶまれるお

それがある。 

    

（２）環境変化の進行を緩和する社会的要請（異常気象の増加やカーボンニュ

ートラルへの対応） 

地球温暖化や気象・漁海況の変化等の環境変化の進行を緩和するための社

会的要請が強くなり、異常気象の増加やカーボンニュートラルへの具体的な

対応が必要となる。 

燃油使用量の削減を図るため、既存の取組に加えて、IQ制度の導入、ICT

の活用、漁場予測技術の開発・高度化等を図ることにより、効率的な漁獲を

進めることが求められる。将来的には、化石燃料から蓄電池や水素燃料電池

など脱炭素化エネルギーへの切り替えが社会全体で進むことが予想される。 

 

５ 対応の方向性 

 

（１）総論 

漁業及びその関連産業は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活

動が制限される中にあっても、我が国の食料供給を支える柱であり、将来に

わたってその役割を果たしていくためには、水産資源の持続的な利用が確保

されるよう適切な管理を行うことと併せて、持続的な生産活動が確保される

ことが重要である。 

水産資源の持続性の確保については、昨年 12 月に施行された改正漁業法

に基づく新たな資源管理システムの実行により、科学的な資源評価に基づく

魚種ごとの数量管理の取組が実践段階に入っており、こうした取組を後退さ

せることなく行っていくことが重要である。 

一方、漁業の生産段階の持続性を確保するためには、地球温暖化に伴う地

球規模の環境変化を背景としたリスクが顕在化している中で、漁業を継続的
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に行える体制とすることが不可欠である。すなわち、新たな資源管理に取り

組むことはもとより、現在直面するリスクが今後も継続し中長期的に影響を

及ぼし得るものとして、まずは、リスクの状況を把握し、これを正面から認

識した上で、その状況に対応してリスクの分散やリスクへの順応に向けて漁

業の構造改革を進めることが必要である。  

 

上記の考え方を今後の施策の基本的な方向性とした上で、将来にわたって

漁業が持続されるためには、環境変化への弾力性を確保できるような操業体

制と漁業経営の確立を図ることが重要である。こういった観点から、以下の

事項を柱として取組を進める必要がある。なお、現時点で記録的な不漁に直

面している漁業者が漁業生産活動を継続するための支援策を講じていくこ

とも必要である。  

 

① 不漁の要因となる環境変化等の状況の分析などにより、漁業者等が直面

するリスクを着実に把握する 

② 漁業生産現場及び関連産業においては、将来を見据えて、単一の資源の

みに頼るのではなく魚種や漁法を組み合わせることなど、新たな資源管理

システムの下で、マルチな漁業の操業形態や事業構造について検討する 

（マルチな漁業：資源状況に応じた漁獲を行える漁業等。なお、特定の漁獲を周年行う漁業を「専

業的な漁業」とする。） 

③ 環境政策としては、CO2 排出量の削減を進めるため、当面は ICT や漁場

予測の活用、省エネ化などによる効率的な操業を推進することで燃油使用

量の削減に取り組むとともに、将来を見据えて、漁船の電化・水素化等の

研究・社会実装に取り組む 

④ 現在実施されている施策・制度について、中長期的な資源変動や環境変

化に伴うリスクに対応しているか否か、また、生産構造の転換を阻害する

要因とならないかといった観点から検証した上で、持続的に生産を継続し

ていけるよう、必要な見直しを行い、整合性のとれた施策を展開する 

 

（２）具体的な検討事項 

 

① リスクの把握 

（不漁の要因把握） 

不漁の要因となる環境変化や漁海況等の状況については、継続して把握す

ることが必要である。その際、資源の再生産への影響についても把握するこ

とや、国際的に連携することが重要である。  
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（新たな資源管理・スマート水産業の推進） 

資源調査・評価の拡大や精度向上を図るとともに、漁場予測技術の開発な

どスマート水産業を推進することが必要である。その際、漁場への距離や魚

群の規模、産地市場価格などから、漁業者が操業の経済性をシミュレートで

きるようにすることが必要である。 

 

（現場との認識共有） 

研究者・行政においては、現場の漁業者と協力してデータ、情報の収集の

改善を図るとともに、その結果として得られるデータの共有や情報交換等を

行いながら、迅速に毎年の漁海況の状況を把握し、資源評価や不漁問題に関

連した会議の場などを通じて互いに認識を共有した上で方向性を見出して

いくことが重要である。  

 

② 専業的な漁業からマルチな漁業への転換 

（マルチな漁業への転換） 

近年、一部のいか釣り漁船がアカイカを漁獲することで収入を補完してい

ることや、一部のサンマ漁船が沿岸域でマイワシ等を漁獲することで収入を

確保しようとする取組がなされており、このような単一の資源に頼らないよ

うな観点が重要である。 

このような観点から、漁獲対象種・漁法の複数化、複数経営体の連携によ

る協業化や共同経営化、養殖との兼業など事業の多角化などを段階的に進め、

資源変動に対応できる弾力性のある漁業経営に転換するための取組を促進

することが必要である。その際、漁業調整にも配慮する必要がある。  

 

（マルチパーパス漁船） 

１隻で複数の漁業種類を行える多目的船舶（いわゆるマルチパーパス漁船）

として、新たな操業形態のモデルの提示を行うべきである。その際には、あ

わせて、効率的な操業モニタリング、迅速な漁獲報告、乗組員確保のための

労働環境の改善等に取り組むことが必要である。 

 

（TAC/IQ 制度や許可制度の運用） 

今後の TAC/IQ制度の導入に際しては、IQを有する者の漁獲は他の漁業者

の漁獲状況により制限されず、IQ の範囲内で漁獲する時期や場所を選択で

きるという利点があることや、IQが遵守される範囲であれば、漁法に関係な

く資源に与える漁獲の影響が同等であることを踏まえつつ、TAC/IQ 対象魚
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種の拡大がマルチな漁業において効果的に活用されるとともに、実効性を伴

った IQ管理が行われるよう制度運用を検討する必要がある。  

許可制度についても、魚種や漁法に係る制限が歴史的な経緯で区分されて

いることを踏まえつつ、TAC/IQ制度の導入、近年の不漁への対応やマルチな

漁業の導入も見据え、変化への弾力性を備えた生産構造への検討を開始する

べきである。  

 

③ 沿岸漁業の取組方向 

（沿岸漁業の持続性の確保） 

沿岸漁業は、従来から複数の漁業種類を兼業し、対象魚種の来遊状況等に

応じて操業を切り替えていることから、今後も、このような生産構造を地域

ごとの漁業として活かし、持続性の確保を図ることが重要である。 

また、漁業者が減少する中で、省人化や機械化などの操業の効率化や漁場

の有効活用策として養殖の取組を進めるべきである。 

 

（地域の特徴を活かした活性化） 

沿岸漁業で漁獲される多種多様な魚については消費地に近い地域では直

接に届け、消費地から遠い地域では一旦ストックして加工するなど地域の特

徴を踏まえ消費者に届ける加工・流通のバリューチェーンの強化が必要であ

る。  

また、各地域に様々な産業がある中で、その地域で漁業を営むことがメリ

ットとなるよう、漁業・養殖業単独ではなく地域再生の取組との連動や、農

業や加工業など他分野との連携を図り地域の漁業者等が収入を得る機会に

つなげていくことが重要である。 

 

④ サケに関するふ化放流と漁業構造の合理化 

（ふ化放流事業の合理化） 

サケに関しては、各地域におけるふ化放流資源に由来するという特殊性に

鑑み、北海道をはじめとする各地域との連携を図り、放流事業については漁

業者、研究者、行政が現場の情報を共有して、今後の方向性を検討すること

が必要である。 

環境変化への対応や回帰率の良い取組事例の横展開、野生魚を活用したふ

化放流技術開発など人工種苗の遺伝的な影響も含めた研究などを早急に進

めるほか、活用可能な既存施設において養殖用種苗を生産してサーモン養殖

と連携するなど、ふ化場の有効活用や統合も含めた効率化を図ることが必要

である。  
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（定置漁業の合理化） 

サケを主対象としている定置漁業については、ブリやサバ類など漁獲量が

増加している魚種の有効活用を進めることや、各地域の実情により、漁船等

の器材や労働力の共有などを通じた協業化、経営体の再編や合併などによる

共同経営化、操業の効率化・集約化の観点からの定置漁場の移動や再配置、

ICT等の最新技術の活用等による経費の削減が必要である。 

 

⑤ 加工流通業の取組方向 

（弾力性のある産業への転換） 

特定の漁業が不漁の状況下で、環境変化により獲れる魚種が変わる中でも、

資源管理が進められ、資源量が増えている又は資源状況の良い加工原料への

転換や多様化を進めつつ、新商品の高付加価値化やマーケットインの発想に

基づく需要の創出など、環境変化に対して弾力性のある産業に向けた取組を

行うべきである。 

また、産地市場も厳しい状況にあることから、加工流通システムの中で健

全なバリューチェーンの構築に取り組むことが必要である。  

その際、資源状況は良いがあまり利用されていない未利用資源に関する情

報が研究機関等から提供されることや、前浜における漁獲対象種の変化や未

利用資源の情報などについて漁業者と加工流通業者が話し合う場を設ける

ことも重要である。  

 

（加工流通業の環境対策） 

環境負荷低減に資する加工機器や冷蔵・冷凍機器の導入等を通じた温室効

果ガスの発生抑制及び省エネへの取組が必要である。 

また、ゼロエミッションの観点から加工残渣等の廃棄物の循環利用や有効

利用などに取り組むことが求められる。 

 

⑥ 地球温暖化等の環境問題への対応 

（次世代型漁船への転換推進） 

CO2 排出量削減に向けて、当面は燃油使用量を抑えながら操業を継続する

ことが重要であるため、衛星利用の漁場探索による効率化、グループ操業の

取組、省エネ機器の導入などによる燃油使用量の削減を図るべきである。こ

れに加え、蓄電池とエンジン等のハイブリッド型の動力構成に関する研究、

CO2 排出量の低いエネルギーの活用など、段階に応じた様々な技術実装を進

めることが必要である。 
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将来的には、漁船の脱炭素化に対応する観点から、必要とする機関出力が

少ない小型漁船を念頭においた水素燃料電池化、国際商船や作業船など漁業

以外の船舶の技術の転用・活用も視野に入れた大型漁船の脱炭素化の研究開

発を進める必要がある。 

この場合、漁業構造改革推進事業（いわゆる「もうかる漁業」）はこれま

での継続ではなく、新たな将来像に合致した次世代型の漁船を造ろうとする

漁業者を誘導する施策として位置付けることが必要である。  

 

（洋上風力発電への対応） 

洋上風力発電については、漁業影響調査や漁場の造成、水産関係施設への

電力供給や ICT化のためのインフラ整備、省エネ対策等への支援などを通じ

て、エネルギーの地産地消の考え方に基づき地域漁業との協調的関係を築い

ていくことが必要である。  

なお、洋上風力発電設備を整備する際には、関係都道府県と協力しつつ、

再エネ海域利用法に基づき組織される協議会等を通じて、関係漁業者への丁

寧な説明や、地元の意向を踏まえた漁業協調策の策定がなされるよう十分な

調整を行うとともに、水産生物の蝟集や風車が発する音・振動などの整備前

後の状況を把握し、漁業への影響を明らかにすることが重要である。   

 

（藻場・干潟の保全・創造） 

漁業者等が、水産資源の回復を目的としてこれまでも進めてきた藻場・干

潟の保全・創造は、水産資源の産卵や育成の場として重要であるとともに、

温室効果ガスである CO2 を吸収・貯留するブルーカーボンの機能を有すると

されており、引き続きこうした取組を進めることが必要である。  

 

（みどりの食料システム戦略の着実な実施） 

上記を踏まえつつ、2030 年に向けた温室効果ガスの削減目標への対応、

2040年までの漁船の電化・水素化等に関する技術の確立、化石燃料の使用か

ら漁船の電化・水素化等ゼロエミッション船への切り替えなど「みどりの食

料システム戦略」に盛り込まれた環境対策を着実に進めていくことが求めら

れる。 

 

⑦ その他の関連事項 

（国際的な資源管理） 

サンマについては、北太平洋公海における台湾・中国等の漁船の進出・漁

獲が拡大している中で、各国の漁獲状況を踏まえつつ関係国と連携し、効果
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的な保存管理措置が導入されるように交渉していくことが必要である。本年

は、北太平洋漁業委員会（NPFC)において、サンマの総漁獲枠の 40％削減が

決定されるなど進展も見られているところであるが、我が国漁業者が漁獲す

る資源について適切な資源管理が行われるよう、引き続き、国際的な資源管

理措置の強化に向けた議論を進めていくことが必要である。 

日本海のスルメイカについては、多国間の漁業管理機関が設けられていな

いため、二国間の漁業交渉において違法操業に対する実効的措置を求めてい

くなど資源の保全に向けた交渉をしていくことが必要である。 

気候変動の影響への対応には従来の地域漁業管理機関（RFMO）による取組

に加え、水産研究・教育機構が米国海洋大気庁（NOAA）と協力して行ってい

る地球規模の気候変動の水産資源への影響を解明するといった取組を他国

に拡大するなど、国際的な連携を図って資源管理を進めていくことが重要で

ある。  

 

（外国漁船による違法漁獲への対応） 

スルメイカの不漁の要因としては外国漁船による漁獲の影響も大きいこ

とから、日本海大和堆周辺水域における多数の中国漁船や北朝鮮漁船につい

ては、違法操業の停止等を関係国に対し、繰り返し申し入れるとともに、我

が国 EEZから退去させるなど厳しい対応を行っていく必要がある。 

また、違法に採捕された水産物の日本の市場への流入を防止するため、水

産流通適正化法の特定第二種水産動植物の適切な指定・運用を行うべきであ

る。  

 

（船舶に係る規制の見直し） 

中長期的に漁獲が変動するリスクや環境対策に対応しながら漁業を持続

させるには、不足が深刻化している海技士の育成確保が重要であり、その資

格取得のために、海技士試験の受験資格を短期に取得できる仕組みを実践し

ていくこととともに、引き続き人材の育成・確保を進め、就業相談会、水産

高校等への積極的な働きかけ等を図っていくことが必要である。 

さらに、マルチな漁業の推進等の構造改革を円滑に進めるため、船舶の検

査基準や、総トン数や機関出力等による船舶職員の乗組み基準について規制

を見直していくことが必要である。
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６ おわりに（座長として） 

 

 本検討会は本年４月から６月にかけて４回開催された。その中では、３魚種

の不漁の要因の分析、参考人からのヒアリング、漁業への影響や対応状況の分

析等から活発な議論を開始し、３魚種にとどまらず近年の温暖化や気候変動の

漁業への影響について、幅広く検討を行った。各委員からは多様な意見が出さ

れ方向性について共通認識を得た上で、本報告書にその内容を取りまとめた。 

 結論として本報告書の内容は、今後展開していくべき対策のプロセスの開

始を示しているに過ぎない。現在の我が国水産業の直面している問題は、過去

経験したことのない変化であり、今後これに対応するため政府、都道府県、漁

業者、研究者といった関係者全員が一体となり力を合わせて対策に当たってい

くことが不可欠である点を強調しておきたい。また、この報告書の内容が、次

期水産基本計画に反映され、予算をはじめ各種施策に繋がっていくことを期待

する。また、すぐに着手が可能なものについては、早急に取り組んでほしい。 

これらの対策は中長期的に継続して取り組んでいく必要のあるものを多く

含んでいる。今回の検討会の結果が単発に終わることなく、今後どのような進

展を見たか、見直す機会が将来設けられることも期待したい。それは何よりも、

こうした協力と努力の継続が、次世代に向けて水産業の明るい将来を築いてい

くものと信じるからである。 

 



（参考１）                          

 
 

 

検討経過 

 

第１回（令和３年４月８日） 

・イカ、サンマ、サケの不漁の要因と見通し 

・事業者からのヒアリング 

・意見交換 

 

第２回（令和３年４月 23日） 

・環境変動による漁業へのリスクと対応状況の分析について 

・意見交換 

 

第３回（令和３年５月 13日） 

・不漁と中長期的なリスクに係る対応の方向性について 

・意見交換 

 

第４回（令和３年６月４日） 

・検討会のとりまとめ



（参考２）                                                            

 
 

不漁問題に関する検討会 開催要領 

１．趣旨 

近年のイカ、サンマ、サケの不漁にみられるように、従来獲れていた魚が獲れず、獲れていなか

った魚が獲れるといった状態が複数年にわたり継続し、これまでにもあった短期的な不漁とは異な

る状況が生まれている。こうした変化は地球温暖化や海洋環境変化などに起因する資源変動によ

るものともみられており、今後長期に継続する可能性がある。 

このような事態を踏まえ、上記３魚種を例として不漁の要因の分析を行いつつ、仮にこれが長期

的に継続した場合の施策のあり方等について検討するため、「不漁問題に関する検討会」（以下「検

討会」という。）を開催するものとする。 

 

２．構成 

（１） 検討会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（２） 検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（３） 座長は委員の互選により選任する。座長代理は、検討会の承認を得て、委員のうちから座長が

指名する。 

（４） 座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故がある

ときはその職務を代理する。 

（５） 検討会は、必要と認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。 

 

３．運営 

（１） 会議は非公開とする。 

（２） 会議の議事要旨及び資料は、会議終了後、委員の了解を得た上でホームページにより公表する。 

 

４．その他 

（１） 検討会の事務局は、関係課の協力の下、水産庁漁政部企画課において行う。 

（2） この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。



（別紙）                                                            

 
 

不漁問題に関する検討会 委員名簿 

 

氏名 所属･役職 

大森
おおもり

 敏弘
としひろ

 全国漁業協同組合連合会専務 

小林
こばやし

 憲
け ん

 (一社)大日本水産会常務理事 

竹葉
た け ば

 有記
ゆ う き

 全国水産加工業協同組合連合会代表理事専務 

田中
た な か

 栄
え い

次
じ

 東京海洋大学教授 

中田
な か た

 薫
かおる

 国立研究開発法人 水産研究・教育機構理事 

宮原
みやはら

 正典
まさのり

 よろず水産相談室 afc.masa 代表 

山内
やまうち

 愛子
あ い こ

 (株)シーフードレガシー上席主任 

山崎
やまさき

 峰男
み ね お

 (一社)北海道水産会副会長 

婁
ろ う

 小波
しょうは

 東京海洋大学副学長 

和田
わ だ

 時夫
と き お

 (一社)漁業情報サービスセンター会長 

 


	１．趣旨
	２．構成
	３．運営
	４．その他

