
 

 

 

２０１８年度事業計画 

 

マグロ資源・マグロ漁業の現状とＯＰＲＴの課題 

 

１． OPRT 登録大型まぐろはえ縄船が関連するマグロ資源の状況をみると、資源の回復

傾向が顕著な東大西洋クロマグロについては、「大西洋まぐろ類保存国際委員会」

（ICCAT）の年次会合（2016 年 11 月開催）で、2018 年から 3 年間の総漁獲可能量

（TAC）を 2018 年 28,200 ﾄﾝ（2017 年比 19％増）、2019 年 32,240 ﾄﾝ（同 37％増）、

2020 年 36,000 ﾄﾝ（同 52％増）と段階的に引き上げることに合意した。また西大西洋

クロマグロについても、2018 年-2020 年の TAC を各年 2,350 ﾄﾝ（2017 年比 18％増）

に引き上げられた。 

 さらに、ミナミマグロ資源については、「みなみまぐろ保存委員会」（CCSBT）の年

次会合（2017 年 10 月開催）で、資源回復を示唆する科学小委員会からの勧告を踏ま

え、2018 年から 3 年間の TAC(対 2017 年 3 千ﾄﾝ増加)及び国別割当量を昨年の年次会

議で合意したとおり適用することが確認された。 但し、豪州での養殖に供されるミナ

ミマグロの数量等の精度を向上させるため、豪州が約束した懸案のステレオカメラの

導入は依然として実現に至っていない。 

 このように、大西洋クロマグロ、ミナミマグロとも資源は回復傾向にあるが、更なる

回復が目標とされていることからも今後とも各まぐろ類地域管理機関（RFMO）におけ

る資源回復の取組みがさらに推進され、引き続き所期の目標が達成されるよう注視し

ていく必要がある。 

 

２．(1) 一方、数量的に刺身マグロの主体をなす、メバチ資源については、20 年にも亘り大型ま 

き網漁業による集魚装置（FADｓ）を用いた若齢魚の高水準での漁獲が続いてきた状況

の下、2014 年の中西部太平洋マグロ類委員会(WCPFC)科学小委員会では、過剰漁獲状態

にあり、かつ、産卵親魚の資源量が一定の基準を下回る乱獲状態と評価されてきていた。 

このため、2014-2017 年を対象とする複数年管理措置のなかで、中国、日本、韓国及び台

湾(アルファベット順)は、それぞれのはえ縄漁業によるメバチ漁獲量を段階的に減少させ

る義務を負っていた。しかしながら、昨年 8 月に開催された同科学小委員会で、それま

での「過剰漁獲かつ乱獲状態」から一転して、過去からの評価対象期間全体について「過

剰漁獲でも乱獲状態でもなかった」に変更された。 このような楽観的な評価となった

要因は、新たに導入された手法（主として、成長式の見直し及び資源評価上の海域区分の

変更）によるとされている。しかしながら、前者の新成長式(最大体長は 150cm)では、大

型はえ縄船の漁獲されるメバチの大きいサイズのものは含まれておらず(従来の成長式で

は組入れられていた)、後者の海域区分の変更についても明確な説明がなされていない。

新たな評価の内容は結果を含め、はえ縄漁業者の現場感覚とかけ離れた、理解が困難な

ものである。今回の評価については、不確実性が含まれていることを同科学小委員会

自身が認め、その解消が重要としつつも、具体的な検討作業は示されておらず、先行

きは不透明である。科学小委からは管理上、現在の漁獲死亡を増加させないよう勧告



 

 

 

したものの、昨年 12 月マニラで開催された WCPFC 年次会合においては、長い議論

が続き、結局、2018 年の 1 年間に限定した措置として、概要以下の合意に至った。

まき網漁業の FADｓ操業の規制措置を緩和（禁漁期間：EEZ 内 4 ⇒ 3 ヶ月、公海： 

12 ⇒ 5 ヶ月）。前述のはえ縄によるメバチ漁獲枠適用国については、2016 年の水

準を 2018 年に適用することとされた。2018 年のはえ縄漁業のメバチ漁獲枠は

18,265 ﾄﾝ（2017 年比 8％増）に増枠された。本来、漁獲枠の増大・回復は喜ぶべき

ことではあるが、中西部太平洋のメバチ資源については、高い不確実性を伴った資源

評価に立脚し、まき網による FADs を用いたカツオを主対象とする操業機会を拡大

する思惑によるものであり、取り返しのつかない資源状態にまで悪化させることを

加速する可能性があると深く懸念される。 

(2) また、より小型の中・小型はえ縄船で超低温冷凍設備を搭載したものなどの活動(冷

凍コンテナでの搬送を含む)が拡大しており、資源へのインパクトの増加をもたらし

ているものとして懸念される。当該海域等における RFMO がその責任を果たし政治

的、経済的に偏りのある配慮を含まない純粋な科学的評価に基づくメバチ資源の規

制措置が確実に実施されるよう注視・働きかけを行ってゆく必要がある。 

(3) なお、メバチ資源は、東部太平洋においても(全米熱帯マグロ類委員会)IATTC の科

学諮問小委員会でこれまでの｢乱獲状態｣にあるから「過剰漁獲でも乱獲でもない」と

されたが、その根拠とされている、大型はえ縄船の CPUE の回復についても疑義が

あるとして、日本の科学者が IATTC 事務局の科学部局と検討を行うこととされた。 

(4) また、大西洋マグロ類保存国際委員会(ICCAT)において、3 年振りにメバチ資源の全

面的評価が実施され、本年 11 月の ICCAT 年次会合において新たな保存管理措置が

採択される予定となっている。前回 2015 年の評価では、まき網の若齢魚漁獲の増加

により、資源状況は「赤」とされ、TAC がそれまでの 85 千ﾄﾝから 65 千ﾄﾝに削減さ

れた。2016 年からの現行管理措置の下での資源悪化要因への規制が有効でない場合、

2019 年からの TAC に更なる削減が導入される恐れがある。 

(5) さらに、キハダ資源はインド洋で｢過剰漁獲にありかつ乱獲に陥っている｣（インド洋

まぐろ類委員会（IOTC）科学小委員会(2015 年)）と評価されていることからも、各

RFMO の資源評価を注視し、各資源の持続可能な利用の実現に向けて適切な措置が

とられるよう、注視・働きかけを行ってゆく必要がある。 

(6) さらに、CCSBT のミナミマグロ、IOTC のカツオで既に導入されている、管理方策

(MP)、管理戦略評価(MSE)、その下での漁獲管理規則(Harvest Control Rule(s)))な

どの新たな漁獲管理方式を、WCPFC においてメバチ、キハダ、カツオ等の資源管理

措置に適用する動きが顕著である。メンバー国の関心の高いカツオに関する作業を、

メバチ・キハダのそれに先行して進めていこうとしているので、カツオを対象とする

まき網の FADs 操業でのメバチ若齢魚の捕獲がメバチ資源に相当な負のインパクト

を与えていることを踏まえ、関連漁業種類の間で公正で、効率的な措置となるよう注

視・働きかけを行う必要がある。 

(7) なお、2017 年秋に、日本の刺身市場へのメバチの搬入量が減少し、小売価格が高騰

し、消費者としても困り、小売店等の流通サイドが困難に直面しているとの報道が、



 

 

 

一般紙、全国ネットワークのテレビ局等で報じられた。このような現象が現に生じて

いることも念頭において、メバチ等の資源の回復の実現に取組む必要がある。 

 

３． 親魚資源の減少が危惧されている太平洋クロマグロについては、未成魚（30Kg 未

満）の漁獲量を半減（2002-2004 年平均水準から）する規制措置（2014 年 WCPFC

次会合合意）が実施されている。なお、2017 年 12 月の WCPFC 年次会合で、低加入

量が継続した場合の緊急措置（2015 年年次会合で導入について合意）の具体的内容及

び新たに資源回復状況に応じて漁獲枠を増減するルール、親魚資源量回復の長期目標

の導入が合意された。同資源の最大の消費国である日本は、管理措置を確実に進める

ほか輸入量等を厳正にモニターすること等が求められており、関連状況等を注視して

ゆくことが重要である。 

 

４． 過剰漁獲能力問題に関しては、OPRT は設立当初から会員と協力して取組み、大型

はえ縄漁船の総隻数を抑制してきた。今後もマグロ資源の持続的利用のため世界の大

型はえ縄船が増大することのないよう、OPRT 会員間合意（2003 年世界まぐろはえ

縄漁業会議）に基づきこのような努力を継続してゆく必要がある。 併せて、これま

で OPRT が払ってきた努力の効果を維持するためにも、大型まき網漁業の管理強化、

中・小型はえ縄漁船のモニターや、必要に応じて実効的な管理措置の導入が各 RFMO

で早急に実現される必要がある。なお、台湾のメバチを対象とし冷凍マグロを日本に

輸出する小型はえ縄船の OPRT への登録については、当初 2016 年末までの結着が見

込まれていたが実現に向けての日台政府間で折衝が続けられている。それら漁船の登

録に向けての関連作業、登録後の実効的な管理を進める必要がある。 

 

５． IUU 漁業（違法、無規制、無報告）の廃絶に向けた国際社会の関心は益々高ま

っており、米国、EU をはじめとして世界的な取組みも年々強化されてきてい

る。世界最大の刺身マグロ市場国としての責任を果たすため、日本としては、輸入さ

れる漁獲規制対象のマグロ類をより厳格にモニターのうえ IUU 操業を行う漁船の特

定し、IUU 操業からの漁獲物の輸入防止に努める必要がある。 特に、RFMO 登録

漁船によるマグロ・ロンダリング(漁獲魚種名、漁獲漁場の偽報告、船名の詐称等)

は、資源管理措置の効果を減殺するものであり、各 RFMO で導入された漁船の固有

識別情報（IMO 番号）の活用による情報の収集、輸入マグロに関する諸データの分

析、DNA 検査等を総合的に推進する必要がある。なお、関連データの精度向上を図

る観点からも、100 総トン未満の小型船に対しても、各 RFMO で登録船名簿上での

IMO 番号記載が早急に義務化される必要がある。これに関して、2017 年 12 月に開催

された国際海事機関(IMO)の第 30 回総会において、自主的な IMO 番号制度の適用

を、「旗国の管轄水域外で操業する全長 12m 以上 100 総トン未満のすべての船内動力

漁船にも拡大すること」が採択された。この制度の有効な活用を実現するため、各

RFMO において、所要措置の採択が速やかに行われる必要がある。また、IUU 漁業

の防止、廃絶及び漁獲能力の抑制のため、海外のマグロはえ縄漁業団体等から OPRT



 

 

 

への加入希望がなされたた場合は、加入希望団体の資格について関係当局、関係団体

等の助言を得つつ審査し、適切に対応する必要がある。 

 

６．IUU 漁船が漁獲したマグロを国際取引市場から排除するため、大西洋クロマグロとミ

ナミマグロで実施されている漁獲物の生産から貿易状況までを把握する漁獲証明制度

については、更なる効率性・実効性を求めて電子化された証明書（e-BCD）の使用が

ICCAT で義務付けられ（但し、一部のケースで紙の証明書も使用可）、その適切な実

施を推進する必要がある。 

 

７． マグロ資源の他、混獲海洋生物（海鳥、海亀、サメ類）の保護を求める国際環境保護

運動も恒常的に続いている。かかる状況の下、マグロはえ縄漁業が不当に制約される事

態とならないよう資源の持続的利用を推進する勢力との連携を図りつつ情報の収集に

努め、責任ある漁業を推進しているまぐろはえ縄漁業について、社会的理解を得られ

るよう、引き続き、広報に努める必要がある。 

 

８．  OPRT の目的の一つである「適切な資源管理の下で漁獲されたまぐろ類の持続的利

用の促進」については、日本での魚離れの進行、他の食材との競合が強まっている

中、大型まぐろはえ縄船等が生産する天然刺身マグロの特質を消費者に訴える機会を

広める等、引き続き努力を傾注する必要性がある。 

 

９．  日本船、台湾船及びバヌアツ・セイシェルの正常化船が担っている「FOC 漁船スク

ラップ事業」助成金の返済資金（事業負担金）の円滑な徴収により、返済計画の遂行

を図る。 

 

事業計画 

上記状況を勘案しつつ、マグロ資源の保存及び管理の強化を推進し、もってマグロ漁業の

持続的発展とマグロ市場への安定的な供給に資するため、下記の事業に取り組むこととす

る。なお、本年度も各事業を着実に遂行し、責任あるまぐろ漁業の更なる推進を目指してい

く。 

 

（１）資源状況及び国際管理の動向の把握 

・各地域マグロ類漁業管理機関（RFMO）の資源状況・管理動向の把握 

・行過ぎた保護運動の動向把握 

 （２）実効ある資源管理の確保 

   ① IUU 漁業の廃絶・防止への取り組み 

     ・日本へ輸入されるマグロの生産状況モニター 

  ・RFMO のポジティブ・リストのモニター 

・DNA 検査の実施 

   ② 漁獲能力抑制の推進 



 

 

 

③ OPRT 登録漁船の管理（登録船リストの維持・管理を含む） 

④ 中古マグロ延縄漁船の国際取引の把握・輸出中古船の動向調査 

⑤ 混獲生物減少への取り組み・情報収集等 

・海鳥、海亀、サメの混獲削減措置の推進 

（３）マグロ資源の持続的利用の促進による責任あるマグロ漁業の推進 

・「10 月 10 日まぐろの日」を中心とするキャンペーンの実施、 

・マグロ関連イベントの支援・強化 

・シーフードショウ出展 

（４）マグロ資源の管理、貿易及び市場に関する調査及び研究開発 

・日本の輸入するマグロ類の流通状況調査 

・マグロ類の国際流通状況調査 

（５）マグロ資源の保存・管理に関する国際的な漁業者間等での交流・協力の促進 

・情報・意見交換会の開催 

・関連情報の提供 

（６）責任あるまぐろ漁業の理念の普及・啓発 

  ① OPRT 紹介パンフレットの作成・配布 

② OPRT ニュースレターの作成、配布 

③ OPRT ウェッブによる情報提供 

④ OPRT セミナーの開催 

⑤ 賛助会員加入の促進 

⑥ 友好団体との連携協力による事業の推進  

 

（７）FOC スクラップ事業基金の管理 

・負担金の円滑な徴収 

・徴収負担金の国庫への納付（公益財団法人 海外漁業協力財団経由） 


