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政策手段(事業)名 海洋生物混獲防止対策調 政策手段所管課名 水産庁 漁場資源課

査事業

政 (1)目的 (１)混獲防止技術の開発調査

策 国際的に海鳥、海亀等の海洋生物は大切でありこれらを混獲する漁

手 法が環境破壊的であるとの声が高まっており、具体的には、全米熱帯

段 まぐろ類条約における海亀の混獲（まき網、はえ縄 、南極海洋生物）

の 保存条約における海鳥の混獲（はえ縄）等がある。更に、2002年の

概 持続可能な開発に関するヨハネスブルグサミット(ＷＳＳＤ)では、生

要 態系に配慮した漁業活動が求められている。このような国際的背景の

下で、漁業活動の継続に資するため、混獲防止技術等の開発を目的と

する。

(２)トドによる刺し網の被害防止

トドによる刺し網の被害が増加している中、トドが国際的な希少生

物とされていることから大規模な駆除ができないため、網を強化する

ことにより網を破られる等の被害の防止をするための技術開発を目的

とする。

(2)内容 ［施策対象］混獲防止技術の開発等

委託先：海洋水産資源開発センター

委託先の選定理由：海洋水産資源開発センターが、海鳥の

（ ）混獲削減 トリポールの開発と実用化

をはじめとして、混獲防止技術の開発

に多くの知見と能力を有しているため

(１)混獲防止技術の開発調査

はえなわ漁業による操業調査から海鳥、海亀等の混獲状況の実態を

把握し混獲防止技術の開発を図る。

(２)トドによる刺し網の被害防止

トドに破られない強化刺し網を開発する。

(3)達成目標 はえなわ漁業での海鳥、海亀の混獲を可能な限り排除するとともに、

トドによる刺し網漁業の被害を防止する技術等の開発を行い、生態系に

配慮した漁業を確立し、関係漁業生産量の維持を目標とする。

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

つくり育てる 関係漁業生 2,016千ﾄﾝ 1,995千ﾄﾝ 406％

漁業の推進 産量 (18年度) ー
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事業効果と政策目

標等との関係（概 海 対 混獲防止技術開発調査

念図） 洋 策 はえなわ漁業における混獲種（海鳥

生 調 ・海亀等）の混獲状況の把握

物 査 混獲防止技術の開発

混 事 トドによる刺し網の被害防止技術開発調査

獲 業 強化刺し網の実用化

防 トドによる漁具被害の減少

止

生態系に配慮した漁業の確立

生産量の維持

事業予算等の推移 12年度 13年度 14年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 ー 54,357千円 43,237千円（ ）

(54,357千円) (41,406千円)

地区数

事業の効率性を

示す指標の推移

※14年度は当初予算額

事業のこれまでの 海鳥、海亀等の混獲対応の技術の開発として、

具体的成果 ・着色餌を用いた海鳥の混獲防止技術

・水中ではえなわ漁具を入れる海鳥の混獲防止技術

・浅い側の針の除去による海亀の混獲防止技術

・海亀がかかりにくい針の開発

・強化網を用いたトドによる漁具等の被害防止技術

・音又は光を用いることによりトドを刺し網に近づかせない技術

を考えており、平成14年度までで以下の3つの技術については、一定の

知見と成果を得ている。今後は、これら以外の技術開発についても実施

していく考えである。

(１)混獲防止技術の開発調査

①海鳥の混獲防止技術開発

・過去に行った調査により効果のあった青色に染めた着色餌を使

用した時のマグロ類の釣獲尾数の違いについて調査を行った。

結果として、海鳥の混獲を生じない着色餌についてもマグロ

類の釣獲尾数は通常餌と差がないことが分かった。

（着色餌と通常餌での総漁獲尾数の比較 （16回の操業合計））

着色餌 通常餌

マグロ類 73尾 85尾
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（参考）

・はえなわ漁業による海鳥の混獲の対策として、海鳥が主に視覚

に頼って投縄直後の餌を海面付近で摂餌することで混獲が発生す

ると言われていることから、餌を海の色と同じ青に着色すること

での海鳥の混獲数の違いについて調査を行った結果、通常餌には

５羽混獲されたが、着色餌での混獲はなかった。

（着色餌と通常餌での海鳥類の混獲数の比較）

着色餌 通常餌

海鳥類 0羽 5羽

②海亀の混獲防止技術開発

・過去の調査操業による結果から、海面に近い針に多く海亀が混

獲されることが分かった。

・海面に近い針を除去した漁具に改良することによる海亀の混獲

頭数及びマグロ類の釣獲尾数の違いについて調査を行った。

、 、 、 、その結果 カメの数は 通常漁具の２頭に対し 改良漁具では

０頭であった。また、マグロ類の釣獲尾数の違いについても明確

な差がないことが分かった。

（ ）通常漁具と改良漁具での総漁獲尾数及び海亀混獲頭数の比較

(10回の操業合計）

通常漁具 改良漁具

マグロ類 379尾 387尾

海亀類 2頭 0頭

これにより、これまで行った餌、漁具については、海鳥、海亀の混獲

を防止するために有効であることが確認された。

(２)トドによる刺し網の被害防止

トドによる刺し網の被害が年々増加している中、被害防止のために

開発した強化網と通常の刺し網を使用した時のトドによる網の被害件

数及び刺し網１反当りの漁獲尾数の違いについて調査を行った。

結果として、通常網では４回トドにより網を破られたが、強化網に

ついては被害がなかった。また、漁獲尾数ついても明確な差がないこ

とが分かった。

(強化網と通常網での尾数及びトドによる漁具の被害件数の比較)

通常網 強化網

13 12１反当りの漁獲尾数

4 0トドによる被害件数

（参考 （北海道全体の刺し網の漁具・漁獲物被害の推移））

10年度 11年度 12年度 13年度

百万円 百万円 百万円 百万円漁具被害 521 608 628 647

百万円 百万円 百万円 百万円漁獲物被害 363 455 469 496

百万円 百万円 百万円 百万円計 884 1,063 1,097 1,143

※北海道庁より聞き取り
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これにより、強化網は、トドによる被害防止を図る上で有効である

ことが確認された。

参考として、トドによる漁具等被害を受けている刺し網漁業者の経

営状態の変化について、トドによる被害発生以前は、刺し網１セット

（50～80反、1反当たり約2万円）で操業してきたが、被害発生以降

は、２～３セット用意する漁業者や、休業する漁業者といった様に経

営に大きな悪影響を及ぼし、被害総額も年間11億円に達している。

(1)必要性 (１)混獲防止技術の開発調査

・国際的に海鳥、海亀は大切とされて漁業活動によるこれら生物の混

獲を問題とする動きが見られる。

・これら生物の混獲を削減する技術の開発等、適切な対応を取らずに

評 漁業活動を続けていった場合、一方的な国際漁業規制が課せられ、漁

業活動の継続が困難となる事態が予想される。

価 (２)トドによる刺し網の被害防止

、 、・トドについても 国際的な希少動物で大規模な駆除が行えないため

結 関係の沿岸漁業に多大な被害を生じさせており、これを看過すること

はできない。

果 このような事態を回避または改善し、関係漁業生産量の維持・回復を

図るために本事業を推進する必要がある。

(2)有効性 目標達成に向けた政策手段として、海鳥、海亀等の混獲を削減する漁

法の確立により、関係漁業生産量の維持・回復を図るため本事業を実施

している。

(１)混獲防止技術の開発調査

・海鳥及び海亀について、調査の結果から、それぞれ効果的な混獲防

止ないし削減の手法が明らかとなり、混獲を十分抑えながら、漁業を

継続していくことが可能となった。

(２)トドによる刺し網の被害防止

・強化網はトドに破られず十分な効果があることが判明した。

・今後、コストの削減、適切な仕様の確立等を通じて実用化・普及の

検討が可能となった。

以上により、環境に配慮した責任ある漁業国としての我が国の取り組み

を国際的にアピールすることができ、関係漁業生産量の維持・回復に有

効となっている。

(3)効率性 (１)混獲防止技術の開発調査

本事業によって海鳥、海亀等の混獲を削減する操業方法が明らかと

なったことにより、今後、一般漁船への効率的な導入を進めていくこ

とが可能となった。

なお、海鳥、海亀を混獲するはえなわ漁業は、生産量23万トン、

生産額1,500億円であり、本漁業に対する国際的な禁止等を回避しえ

る道も示せたと考えられる。
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(２)トドによる刺し網の被害防止

開発された強化網がトドに網を破られる被害が起きていないことか

ら、今後の実用化・普及に向けての効果が得られ、被害総額をゼロと

することが期待される。

なお、トドによる被害発生以前は、刺し網１セット（50～80反、1

反当たり約2万円）で操業してきたが、被害発生以降は、２～３セッ

ト用意する漁業者や、休業する漁業者といった様に経営に大きな悪影

響を及ぼし、被害総額も年間11億円に達している現状を考えれば、

十分な効果が得られていると考えられる。

(4)その他 事業の結果や推進状況については、関係する漁業者に報告し、理解と

( ､ ) 期待が得られている。特にトドについては、強化網でも、漁獲量で大き公正性 優先性等

な違いがなく、トドにより網を破られる被害も今まで起きていないこと

から、漁業者からすぐにでも導入したいという声があがっている。

政策手段の改善の ① これまで得られた混獲防止技術及び強化刺し網の知見については、

必要性、その内容 今後、実用化の調査研究や漁業者への普及に向けての取り組みを進め

及びその理由 ていく必要がある。特にトドについては、強化刺し網によって逆に引

っかかったり、殺したりしないような観点からの検証が求められる。

② しかしながら、海鳥、海亀等を保護しようとする環境勢力が、年々

強化されていることを考えれば、今まで得られた知見や技術だけでは

不十分であるので、前述した他の有力と考えられる技術についても、

今後、調査研究を推進していく必要がある。

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 海鳥、海亀等の海洋生物を混獲してしまう漁法について国際的に問題

、 、 、の所見 視されていること また トドによる刺し網の被害が増加している中で

国際的な希少生物であるトドは大規模な駆除ができないことから、これ

ら生物に配慮した漁業を確立する必要があり、本事業により新たな技術

を開発する必要性は認められる。

(２)有効性

本事業により、着色餌を用いた海鳥の混獲防止技術、浅い側の針の除

去による海亀の混獲防止技術の開発を行い、漁獲尾数及び混獲数につい

て、この技術を活用した漁法と通常の魚法とを比較し効果を示している

ことから、一定の有効性は認められる。

また、トドによる刺し網の被害防止のための強化網の開発を行い、そ

の有効性について、通常の網による場合の漁獲尾数及び被害件数による

データを示しており、一定の有効性は認められる。

(３)効率性

開発が予定されている６技術のうち、計画スケジュールどおりに３技

術が開発され、その一定の有効性を示していることから、効率的に事業
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が進められたと考えられ、一定の効率性が認められる。今後、開発され

る３技術についても、効率性の向上に向けた取組が必要である。

(４)総括意見

【継続】

本事業の必要性は認められ、一定の有効性、効率性についても認めら

れることから、継続して実施することが相当と認められるが、技術の開

発を適切に完成させるなど、今後とも効率性の向上に向けた取組に努め

ていく必要がある。


