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第２回資源管理方針に関する検討会（スルメイカ全系群） 
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１．開 会 

 

２．主催者あいさつ 

 

３．議 事 

  （１）スルメイカ冬季発生系群 資源評価更新結果 

≪（国研）水産研究・教育機構≫ 

  （２）スルメイカ秋季発生系群 資源評価更新結果 

≪（国研）水産研究・教育機構≫ 

  （３）漁獲シナリオの検討について                 ≪水産庁≫ 

  （４）全体質疑 

 

４．閉 会 
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午前１０時００分 開会 

○晝間課長補佐 皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第２

回資源管理方針に関する検討会（スルメイカ全系群）を開催いたします。 

 私は、本検討会の司会を務めます水産庁管理調整課の晝間と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。座って失礼いたします。 

 本日、会場にも多くの方にお越しいただき、ありがとうございます。また、スカイプの

システムを通じましたウェブ参加の方も多くいらっしゃいます。技術的なトラブル等、精

いっぱい対応いたしますので、スムーズな議事進行に御理解、御協力を頂けますようお願

いいたします。 

 また、この関係で会場の皆様にお願いでございますけれども、御発言がウェブの参加の

方に伝わるように、必ず御発言の際はマイクを通じて御発言を頂くようにお願いします。 

 また、ウェブで御参加されている方々には、事前にメールの方で留意事項をお知らせし

ておりますけれども、御発言を希望される場合にはスカイプのチャット機能のインスタン

トメッセージを使って、発言を希望することをお知らせください。その上で、こちらから

御指名させていただきますので、御発言をお願いします。 

 また、コロナウイルス感染拡大防止のため、会場で御参加の皆様、入られる際にアルコ

ール消毒を行っていただくほか、出入りの際、手洗い、うがい、マスク着用を必ずお願い

いたします。 

 また、マイクで御発言される際、マスクを着用したままマイクに話せば、音は十分に伝

わりますので、マスクを着用したまま御発言いただくようにお願いいたします。 

 それでは、続きまして、皆様のお手元の資料の確認の方をさせていただきます。 

 資料１の議事次第から資料７まで全部ありますけれども、資料２が会場の留意事項、資

料３が出席者リスト。水研機構さんの資料で資料４が資源評価について、資料５が冬季発

生系群の資源評価、資料６が秋季発生系群の資源評価。 後に、資料７が水産庁の漁獲シ

ナリオの検討についての資料となっております。 

 不足等ございましたら、お近くのスタッフにお申し付けください。 

 また、会場利用の注意事項に関しましては資料２に記載のとおりでございますので、一

読いただきますようお願いいたします。 

 次に、今日の検討会の会議の配付資料、こちらは水産庁のホームページの方に掲載させ

ていただいております。 
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 また、議事概要と細かな議事録を作成しまして、これも後日、水産庁のホームページ上

に掲載させていただくことになりますので、御承知おきください。 

 報道関係の方、いらっしゃると思いますけれども、カメラ撮影は冒頭の水産庁の挨拶ま

でとさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。 

 続きまして、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 水産庁資源管理部審議官の髙瀨でございます。 

○髙瀨審議官 よろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 管理調整課長の坂本でございます。 

○坂本課長 坂本です。よろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 資源管理推進室長の魚谷でございます。 

○魚谷室長 魚谷です。よろしくお願いいたします。 

○晝間課長補佐 管理調整課課長補佐の藤原でございます。 

○藤原課長補佐 藤原です。よろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 漁場資源課課長補佐の上田でございます。 

○上田課長補佐 上田です。よろしくお願いいたします。 

○晝間課長補佐 続きまして、水産研究・教育機構水産資源研究所水産資源研究センター

から現地にもお越しいただいております。 

 西田センター長です。 

○西田センター長 西田です。よろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 大島浮魚資源部副部長です。 

○大島副部長 大島です。本日はよろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 久保田グループ長です。 

○久保田グループ長 久保田です。よろしくお願いします。 

○晝間課長補佐 そのほか、専門とする方々にお越しいただいています。また、ウェブで

も多くの方に御参加を頂いている状況でございます。 

 それでは、続きまして、開会に当たって髙瀨から一言御挨拶を申し上げます。 

○髙瀨審議官 水産庁資源管理部審議官の髙瀨です。よろしくお願いいたします。検討会

開催に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 まず初めに、今般の新型コロナウイルスの影響のほか、北海道太平洋側では赤潮、それ

から沖縄県、鹿児島県を始めとした関係都県では軽石の影響など、困難な状況の中で本日
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この検討会に御参加を頂きましたことに感謝を申し上げます。 

 現在、農林水産省を挙げて取り組んでおります水産政策の改革におきまして、我が国周

辺水域の漁場や資源のポテンシャルに着目をして、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取れた就業構造を目指しており

ます。 

 この水産政策の改革の一環として漁業法を70年ぶりに大幅に改正をしまして、昨年12月

に施行されました。改正の も大きな柱となったのが資源管理であります。 

 スルメイカにおいても10月に本年１回目のステークホルダー会合を開催し、昨年の会合

で出された、外国の漁獲に対する考え方や単年生であるスルメイカの資源評価、あるいは

その管理などへの課題の検討結果を水産庁と水産機構から説明をし、資源管理の方向性に

ついて皆様と検討を進めたところです。 

 本日は、資源評価結果が更新されましたため、水産機構から御説明を頂きながら、来年

度の具体的な管理方針について皆様と一緒に検討したいと考えております。 

 言うまでもなくスルメイカ資源は、その動向が漁業や加工流通業、さらには地域、それ

から多くの消費者にも影響を及ぼす重要なものと認識をしております。しっかり将来に向

けて、この大切な資源が持続的に利用していけるよう我々も努力をしてまいりますので、

関係者の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 締めくくりになりますが、本日の機会が有意義なものとなり、資源が将来にわたって持

続的に利用できる体制づくりの一助となるよう、また、新型コロナウイルスの収束と関係

者の皆様の操業の安全を祈念しまして、私の冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○晝間課長補佐 それでは、報道関係の皆様におかれましては、ここまででカメラ撮影終

了ということでお願いをいたします。 

 ここからの議論につきましては進行役を設けることといたしまして、髙瀨審議官にその

役をお願いしたいと思います。髙瀨審議官、よろしくお願いします。 

○髙瀨審議官 よろしくお願いいたします。 

 初に、本検討会の進め方を御説明します。 

 まず水産研究・教育機構からスルメイカの資源評価更新結果について御説明を頂き、質

疑応答を行いたいと思います。 

 その後、水産庁から漁獲シナリオの検討について説明を行います。 
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 途中、１時間ほど昼食休憩を挟みながら質疑応答を行い、会議終了の17時まで漁獲シナ

リオについて討論を行います。 

 それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。 

 初に、水産研究・教育機構の大島副部長からスルメイカ資源評価更新結果について御

説明をお願いします。 

○大島副部長 髙瀨審議官、どうもありがとうございます。水産研究・教育機構の大島と

申します。本日は、今年度まで更新いたしましたスルメイカの資源評価の更新結果につい

てお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、水産研究・教育機構より３つの資料を今回の会議に出しております。すなわち、

資料４、５、６となりまして、この資料４なんですけれども、「スルメイカの「新しい資

源評価」について」というのがございますけれども、こちらに関しては昨年のステークホ

ルダー会議でも説明してございますし、本日の説明の中には含めておらず、お手持ちの資

料ということで御参考ください。 

 まずは、資料５から説明を始めさせていただきます。 

 資料５、スルメイカ冬季発生系群の資源評価更新結果についてでございます。 

 それでは、始めます。 

 まず２枚目に移りまして、内容です。内容は大きく４つに分かれております。 

 すなわち、「スルメイカ冬季発生系群の資源評価更新結果」、２番目が「スルメイカ冬

季発生系群の管理基準値案、将来予測等の提示」でございます。３番目が「スルメイカ冬

季発生系群の代替漁獲管理規則による将来予測結果の提示」と。こちらが今年の10月29日

の第１回目のステークホルダー会議の方で報告させていただきました代替的な管理措置に

関しての結果となります。 

 ４番目が「スルメイカ冬季発生系群の外国事例を参考にしたＴＡＣの試算」ということ

になっております。 

 それでは、３番目のスライドに移ります。 

 まず３番目のスライドですけれども、スルメイカ冬季発生系群の分布と生物学的特性と

いうものをお示ししております。 

 まず左側に大きくマップが示されておりまして、赤枠で囲まれたのが冬季発生系群の分

布域を示しております。 

 産卵場は日本海の西部から東シナ海の方にわたっておりまして、12月から大体翌年３月
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にかけて産卵が行われます。そこから発生しましたスルメイカの稚魚は、大体はこの太平

洋側に流れていきまして、夏の間は北部の海域に行って遡上しております。冬季産卵期間

に向けて今度は南下いたしまして、こちらの産卵場で産卵すると。その回遊経路上で、こ

このマップで示しました青いエリアの部分、主にここら辺の部分で漁獲されているという

ことになります。 

 捕食者としては、大型魚類だとか海産哺乳類というのがございます。 

 それでは、４枚目の方に移ります。こちらは、1979年から2020年まで、昨年までの漁獲

量を示しております。横軸が漁期年と示しておりますけれども、スルメイカの資源評価に

関しては漁期年というのを採用しておりまして、こちらは秋季発生系群も同様です。こち

らは４月から翌年３月を漁期年と設定しております。 

 グラフの方に移りますけれども、まず横軸に漁期年、縦軸に漁獲量というのがございま

す。 

 全体を眺めまして、まずは1980年代というのは低水準で漁獲量が推移していると。その

後、90年代から2015年ぐらいまでは、毎年変動するんですけれども、全体としては高い水

準で推移しているというのがございまして、その後、2016年以降、漁獲量が大きく減少し

ていると。 終年、2020年においても、まだ低いままであるというのがあります。 

 本資源、冬季発生系群に関しては、日本、韓国、ロシア、中国が漁獲しておりまして、

昨年は合計で5.9万トンの漁獲量ということになっております。 

 それでは、５枚目に移ります。 

 こちらは、左側のグラフで資源量、右側のグラフで親魚量というのを示しております。 

 スルメイカは先ほど生物のところで申し忘れましたけれども、単年生です。一年で死ん

でしまうと。毎年毎年資源が更新していくという資源でございまして、この左側の資源量

というのは、漁期前のスルメイカ資源への加入量というふうに考えていただきたい。で、

右側の親魚量というのは、今度は漁期が終わった生き残りの量で、それで親になって産卵

に参加するもの、つまり親魚量というものになります。 

 まず左側の漁獲量について見ますと、横軸が漁期年、縦軸が資源量となっておりまして、

資源量に関しては1990年代から2015年まで高水準で推移と。これは先ほどの漁獲量と似た

ような推移をしているというのが分かるかと思います。そして、2016年以降減少して、そ

の後ずっと低空飛行が続いているという状態でございます。 

 親魚量に関しても、左側に示した資源量と同じような推移を示しておりまして、90年代
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から2015年までは高水準、その後は低水準となっているということになるかと思います。 

 新年です。 新年は2021年となるんですけれども、そのときの親魚量というのは、後

ほど説明いたしますけれども、限界管理基準値を下回っている状態ということになります。 

 それでは、６番目のスライドに移りまして、こちらは、この後、資源評価をするために

非常に重要になる再生産関係というのを示しております。 

 再生産関係というのは、横軸に親魚量、縦軸に加入量を取っているんですけれども、す

なわち、これぐらいの親がいたら、これぐらいの子供が出てくると、加入が出てくるとい

う関係を示したものでございます。 

 各点、この図の中にありますそれぞれの点というのが、それぞれの年での親魚量と、そ

れに対応する加入量というのを示しておりまして、図中に数字が振られていますけれども、

これは加入した加入の年というのを示しております。全体としては変動があるんですけれ

ども、ここに示しております水色の線に沿った形のような関係を示しておりまして、そこ

から毎年毎年の環境だとか、そういうところに応じて大きく変動しているというのが特徴

でございます。 

 特に近年なんですけれども、先ほど親魚量が2016年以降低下していると申し上げました

けれども、この図で言いますと、左下のところに点が集まっているというのが現在の状況

でございまして、それに応じて加入もその親からは大体低いものしか出てこないというも

のになりますし、もう１つの特徴としては、この再生産関係です。つまり、この水色の線

から予測される加入量よりも、近年はそれよりも低い加入が出ているというのが現在の状

態でございます。 

 それでは、次のスライドに移ります。 

 こちらから管理基準値、そして将来予測の方の話に移ってまいります。 

 まずこのスライドですけれども、ＭＳＹ（ 大持続生産量）と管理基準値というのを示

しておりまして、まず、この管理基準値を求めるために、先ほどの１つ前のスライドで示

しました再生産関係というのを使って漁獲圧をいろいろな形のパターンでたくさん計算し

て、将来どれぐらいの漁獲になるかというのを見積もります。それで、ここに示した、青

い領域で示すカーブ、これが将来に得られます漁獲量曲線というのを示しております。こ

こで示しております漁獲量曲線が一番高くなるところがＭＳＹを達成する水準で、そのと

きの親魚量というのが目標管理基準値です。「ＳＢｍｓｙ」と呼んでいますけれども、こ

れが目標管理基準値になります。 
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 下の方の表を見ますと、この目標管理基準値案としては、冬季発生系群に関しては23.4

万トンというふうに推定されております。目標管理基準値のほかに限界管理基準値、禁漁

水準というのがございます。 

 限界管理基準値というのは、そこを下回ってしまうと資源の生産性が下がってしまいま

すので、なるべくならそこを下回らないようにするというラインでございます。 

 この限界管理基準値、冬季発生系群に関してはＭＳＹの85％が得られる親魚量を限界管

理基準値と設定しております。なぜ85％とするかといいますと、単年生ですので資源が毎

年毎年更新するということから、そういうところを踏まえて85％。右の※印のところに書

いておりますけれども、ＦｍｓｙというのはＭＳＹを達成する、実現する漁獲圧です。こ

のＭＳＹを達成する漁獲圧で漁獲した場合の将来予測において、５年目に平均親魚量が目

標管理基準値の95％を達成することができる 小の親魚量と。これはどういうことを言っ

ているかといいますと、加入がある程度元どおりになったら、速やかに資源がＭＳＹ水準

に向けて回復していけるラインということで設定をしております。 

 この限界管理基準値案が下の表で見ますと、13.2万トンということになります。 

 もう１つ、禁漁水準です。禁漁水準はＭＳＹの15％に相当するもので、このときの親魚

量というのを禁漁水準としておりまして、下の表で見ますと、1.4万トンということにな

ります。 

 以上がスルメイカ冬季発生系群の管理基準値案についての説明となりまして、８枚目に

移ります。 

 ８枚目は神戸プロット（神戸チャート）と言われる資源の状態、漁業の状態を概観でき

る図となっております。 

 右下の緑の領域というのは親魚が目標管理基準値を上回っている状態ですし、漁獲圧と

してはＭＳＹを達成する水準よりも低い状態だと。 

 一方、その反対側の赤い領域というのは、親魚は目標管理基準値を下回っており、更に

漁獲圧というのがＭＳＹを達成する漁獲圧よりも上回っている状態、いわゆる望ましくな

い状態だというのを示しております。 

 これをそれぞれの年についてプロットしたのが、このいろいろな折れ線と点で示したよ

うな関係となっておりまして、近年、 終年に関してはこの青丸で囲ってある2021年です

けれども、状態としては、親魚量は目標管理基準値を下回っているだけではなくて限界管

理基準値案も下回っていると。さらに、漁獲圧について見ますと、ＭＳＹを達成する漁獲
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圧よりも若干高いという漁獲となっているということになる。そういうのが現在の状態で

あると言えるかと思います。 

 それでは、次のスライドに移ります。 

 ここから先は、今度は将来予測の話に入ります。 

 将来予測というのは、管理を行ったという下での将来予測を行っております。どういう

管理かといいますと、あらかじめどういうルールで将来漁獲をするかというのを決めてお

きます。それが漁獲管理規則ということになります。 

 この図の上側の色が付いた図ですけれども、横軸が親魚量、色が付いている方の縦軸を

御覧いただきますと、これは漁獲圧を示していると。どういうことを言っているかといい

ますと、例えば親魚量が限界管理基準値よりも大きければ一定の漁獲圧になる。この絵で

示したパターンでありますと、ＭＳＹを達成する漁獲圧に0.8掛けのものが一定の漁獲圧

になると。そして、今度は親魚量が限界管理基準値を下回ると、今度は、漁獲圧は禁漁水

準で０になるんですけれども、そこに向かって直線的に漁獲圧を下げるというルールと。

これがスルメイカの冬季発生系群に対して設定する漁獲管理規則と、基本的漁獲管理規則

ということになります。 

 下側の図なんですけれども、漁獲圧で示すといま１つ分かりづらいということで、下の

図は縦軸を漁獲量に置き直したものを示しております。 

 こちらが９枚目の説明になりまして、10枚目の方に移ります。 

 10枚目は、将来予測の結果の例でございます。先ほど漁獲管理規則で、親魚量が限界管

理基準値を上回っている状態ではＦｍｓｙ、ＭＳＹを達成する漁獲圧の0.8掛けの漁獲圧

を掛けるということを申し上げましたけれども、その場合で将来予測を行った結果という

のが赤で示したものでありまして、もう一方、現状のままで漁獲したというのが青い線で

示していると。左側が将来の親魚量、右側が将来の漁獲量を示しております。 

 現状で漁獲しましても、平均的には親魚量は上がっていくということになりますけれど

も、上がるペースがとても緩やかだと。しかし、この場合、このパターンで示しましたＭ

ＳＹを達成する漁獲圧の0.8掛けで管理した場合というのは、平均的には速やかに親魚量

が回復していくと。右側の漁獲量ですけれども、管理開始は、漁獲量は下がるんですけれ

ども、その後、現状よりも上回っていくと。すなわち、資源量、親魚量が上がっていくに

つれて漁獲量も増えていくというような結果というのを示しております。 

 次に、それぞれの調整係数です。先ほど0.8掛けと言いましたけれども、それを変えた
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パターンについての、変えた場合どうなっていくのかというのを示したのが11枚目のスラ

イドになります。 

 上が将来の親魚量の結果というのを示しておりまして、下が将来の平均漁獲量というの

を示しております。 

 表の縦にβというのがあります。これがＭＳＹを達成する漁獲圧に乗じる数というのを

示しておりまして、この表では１ですね。すなわち、ＭＳＹを達成する漁獲圧そのもの。

で、その下、0.9、0.8、0.7、0.6、0.5、それぞれを、ＭＳＹを達成する漁獲圧に掛ける、

乗じる数というのを示しております。 

 横に2020年、2021年から2031年、それぞれの場合での親魚量、あるいは下の図では漁獲

量というのを示しております。 

 スルメイカ、これは冬季発生系群、秋季発生系群に共通しているんですけれども、２つ

の管理目標というのを設定しております。 

 すなわち、まず５年後です。５年後は2026年になりますけれども、2026年に親魚量が限

界管理基準値を50％以上の確率で上回るというのが１つ目、もう１つは10年後、すなわち

2031年に親魚量が目標管理基準値案を50％以上で上回るというのが２つ目の管理目標であ

りまして、それを同時に満たすものというのを探してまいります。 

 ちょうどそれぞれに対応する2031年の達成確率、あるいは2026年の達成確率というのを

緑色、あるいは黄色の領域で示しております。 

 ここで御覧になっていただきますと分かりますけれども、βを0.5とした場合、５年後、

あるいは10年後に目標を上回っている確率というのが、それぞれ50％以上になっていると

いうのが分かるかと思います。すなわち、0.5というのがこの目標を達成できる調整係数

ということになります。 

 そのときの漁獲量というのが下の方に示しておりまして、例えば2022年、来年の調整係

数を0.5とした場合というのは6,000トンということになります。 

 以上が、基本的漁獲管理規則の下での将来予測の結果となります。 

 この後、代替漁獲管理規則の方に話を移しますけれども、このβ、すなわち調整係数を

0.5とした場合の基本的漁獲管理規則案を基準といたします。すなわち、「基準シナリオ」

と呼びます。 

 それでは、次にスライド12に移ります。 

 ここから先は、代替漁獲管理規則の話に移ります。 
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 代替漁獲管理規則としては２つのものがございまして、ここに示したとおり獲り残し割

合一定方策と漁獲量３年間一定方策というのがございます。 

 では、まず獲り残し割合一定方策の方を見ますと、獲り残し割合は30から52％とすると。

水産庁からの検討依頼では、30から50％ということになっておりましたけれども、後から

説明いたします。こちらの52％とするのは、リスクが基準シナリオよりも小さくなるのが

どこになるのかというところを探した結果、ここの冬季発生系群に関しては52％まで見て

いるということになります。 

 獲り残し割合の漁獲管理規則を模式的に示したのが左下の図になります。すなわち、獲

り残し割合というのは親魚量の状況にかかわらず一定とすると。ただし、親魚量が禁漁水

準案を下回った場合は禁漁とするというルールになっております。すなわち、親魚量が禁

漁水準よりも上であれば、一定の獲り残し割合。この図でありますと、獲り残し割合を

40％としたものでありますけれども、獲り残し割合を40％にするという管理規則の図とい

うのを示しております。 

 次に、漁獲量３年間一定方策です。もうこれは読んで分かりますとおり、３年間漁獲量

を一定にするということであります。例えば、１万トンというのを決めましたら、毎年毎

年１万トンというのを設定しようというのがこの漁獲量３年間一定方策となります。 

 これ当然、親魚量に応じて漁獲圧を決めるんですけれども、この漁獲圧の決め方という

のは先ほど示しました基本的漁獲管理規則と同じもので決めます。同じ形で決めます。こ

れを３年に１回、そのときの親魚量に応じて漁獲圧を決めて、あとはその同じ漁獲圧で３

年間漁獲していくということになります。 

 こちらに関しても、漁獲量が一定期間中、親魚量が禁漁水準を下回ったときは禁漁にす

るというような形で将来予測を行います。 

 それでは、結果の方に移ります。 

 まず13枚目です。これは、もうそれぞれの管理方策がどんなふうになっているのかとい

うのを概観するような結果となっております。すなわち、管理方策間での年推移の比較を

示しておりまして、左側が親魚量、右側は漁獲量を示しております。 

 横軸、これは将来の年です。まあ、過去も一部含まれていますけれども、将来です。縦

軸が、左側が親魚量、右側が漁獲量を示しております。 

 親魚量に関しては目標管理基準値案、限界管理基準値案、禁漁水準案というのも同時に

示しております。 
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 緑色というのが基本ルールです。基本ルールの調整係数を0.5とした場合。すなわち、

これは先ほど言いました基準のシナリオとなりまして、赤色の線というのが獲り残し割合

一定方策による結果、緑色というのが……あっ、すみません、先ほど基準シナリオを青と

言ったかと思いますけれども、基準シナリオは緑です。青色というのが漁獲量３年間一定

方策となっております。 

 親魚量の比較、これはどういうふうな獲り残し割合、あるいはβを設定するかによって

変わってくるんですけれども、大体似たような水準で比較すると、こんなふうになります

という結果でございまして、例えば親魚量でいいますと、獲り残し割合一定方策の場合と

いうのが、親魚量が一番多くなっているということになりますし、漁獲量に関して言いま

すと、基準シナリオの方が全体としては多いんですけれども、漁獲量３年間一定方策に関

しても、管理を始めて次の３年のときには非常に上がっていくということを示しておりま

す。特にこの漁獲量３年間一定方策を御覧になっていただきますと、漁獲量が３年ごとで

階段状に変わっていくというのが分かるかと思います。 

 それでは、それぞれの代替漁獲管理規則のパフォーマンスについて説明いたします。14

枚目のスライドを御覧ください。 

 この表の一番左側が管理方策を示しておりまして、まず赤字で示したのが、これが基準

シナリオ。基本的漁獲管理規則の下での調整係数を0.5とした場合、これを基準として代

替漁獲管理規則を比べるんですけれども。そこから下、獲り残し割合を47から52％まで変

えた場合の結果というものを示しております。 

 そのすぐ次に、右に管理目標というのを示しておりまして、左側が５年後に限界管理基

準値を上回っている確率、右側が10年後に目標管理基準値を上回る確率というのを示して

おります。 

 少し飛びまして、右側にリスクというのがあります。これもパフォーマンスを評価する

指標となりまして、まず１つ目のリスクとしては、５年後までに一度でも親魚量が禁漁水

準を下回る確率、もう１つが５年後までに一度でも親魚量が過去 低の親魚量を下回る確

率というのを示しております。 

 例えば基準シナリオ、βが0.5の場合ですけれども、目標達成に関して言いますと、５

年後に限界管理基準値を上回っている確率というのは52％であると。そして、10年後に目

標管理基準値を上回っているというのが56％。 

 一方、リスクの方に移りますと、５年後に禁漁水準を下回る確率というのは０％であり
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ますし、過去 低親魚量を下回る確率が24％というのを示しております。 

 ここでパフォーマンス、代替漁獲管理規則のパフォーマンスの評価の仕方ですけれども、

まずは目標を達成するかどうか。すなわち、50％以上の確率で、５年後に限界管理基準値、

10年後に目標管理基準値を上回るかどうか。さらに、リスクというのは、このリスクが基

準シナリオよりも、それよりも小さくなる。すなわち、基準シナリオ以下になるというの

が１つの判断基準になります。 

 その基準で見ますと、まず目標達成だけで見ますと、獲り残し割合を48％にすれば、５

年後、10年後にそれぞれ限界管理基準値、目標管理基準値を50％以上の確率で上回ってい

ると。ただし、リスクは基準シナリオよりも大きいと。 

 では、基準シナリオ以下になるのはどこになるのかというのを示したのが一番下の青字

です。50％ですと、まだリスクが基準シナリオを下回らないので、それよりもちょっと上

まで見たところ、52％としたとき、目標も達成して、リスクも基準シナリオよりも小さく、

下回るというのが分かりました。これが獲り残し割合一定方策のパフォーマンスの結果と

なっております。 

 この表の中に、そのときの５年後、あるいは10年後、あるいは１年後の平均親魚量、平

均漁獲量というのも同時に示しております。 

 次に、今度は漁獲量３年間一定方策のパフォーマンスについてシミュレーションします。 

 先ほどの獲り残し割合一定方策と見方は全く同じです。一番上が基準シナリオです。基

準のシナリオとなりまして、まずどのβで目標を達成するかといいますと、そのときのβ

というのは0.60ということになります。0.60以下であれば目標を達成すると。これちょっ

と、すみません、テキストが間違えております。「0.60」となります。下のポツのところ

です。0.6以下で、５年後と10年後に限界・目標管理基準値案を上回る確率は50％以上に

なると。ただし、リスクは基準シナリオよりも高い。では、基準シナリオはどこまで行く

と下回るようになるかといいますと、それは0.45のときです。β、すなわち調整係数を

0.45としたときに目標を達成し、さらにリスクというのが基準シナリオよりも小さくなる

という結果が分かりました。 

 漁獲量でいいますと、例えば平均漁獲量、１年後、2022年に関しては、そのときの漁獲

量というのは5,000トンということになります。これがこの表の見方ということになりま

すし、これがパフォーマンスの結果になっているということでございます。 

 以上が代替漁獲管理規則の説明となります。 
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 冬季発生系群の今度は 後のパートになります。 

 今度は、本系群について外国事例を参考にしてＴＡＣを試算した結果というのを、これ

も更新した結果というのを示します。 

 16枚目のスライドを御覧ください。 

 これは、前回の１回目のステークホルダー会議の方で説明しておりますけれども、３つ

の事例というのを参考にしておりまして、アメリカにおけるアメリカケンサキイカの管理

方式、カナダにおけるカナダマツイカの管理方式、そして同じ魚種のアメリカでの管理方

式というのを参考にしております。 

 この上の２つというのが、いわゆる漁獲量を一定とするというような管理方式になって

おりまして、決め方というのは、例えばアメリカケンサキイカでは過去 高の漁獲割合を

記録した年の漁獲量で一定にするという管理方策でございますし、カナダマツイカに関し

ては、過去 高漁獲量に、そのときの過去 高漁獲量を記録したときの資源量を分母にし

て、低水準期の資源量で割ると。すなわち、過去 高の漁獲量というのを低水準期の資源

量に合わせてスケールダウンするような計算の仕方というのになっております。 

 スルメイカに関しては、参照する期間というのは全期間とＴＡＣ導入して以降というの

を見ておりますし、資源量の低水準期に関しては、近年も資源が低水準にあるということ

から、80年代と2016年から2020年までということで資源量低水準期というのを設定して計

算しております。 

 その結果というのが17枚目、18枚目となります。 

 まず上の表、17枚目を見ますと、アメリカケンサキイカ米方式、下がカナダマツイカ加

方式となっております。 

 この中で漁獲量、例えばアメリカケンサキイカを見ますと、漁獲量を、漁獲割合が 高

になった年がどの年かというのが2016年でありますし、そのときの漁獲割合というのが

39.9％。これは全期間でやっても、ＴＡＣ導入以降でも変わらなかったということになり

ます。 

 そのときの2021年のＴＡＣがどうなっていたかというのも３通りの方法で示しておりま

して、この2016年単年だけを参照すれば10.1万トンになるんですけれども、例えば、2016

年前後１年も含めて平均すると11.6万トン、あるいは前後２年を含めて計算すると12.4万

トンになると。３つのパターンについて示しておりますけれども、こちらに関しては、ど

っちであっても変わらないということになっております。 
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 カナダマツイカに関しても漁獲量の 高年がいつであったのかと、あるいは低水準期は

いつになっていたかというのを示しておりまして、これに関しても３パターンの、参照年

そのもの、前後１年含める、あるいは前後２年を含めたパターンで計算しておりまして、

どういったパターンで計算しても余り変わらないというのがございますし、このときの一

番 小になるのがＴＡＣ導入以降の前後２年参照した6.9万トンです。6.9万トンがこのと

き計算されるもので 小になっていくというものになります。 

 今度カナダマツイカのアメリカ方式に関して、これは近年の資源状態を加味して決める

方法なんですけれども、こちらに関してはこのような結果になっているということになる

かと思います。これは簡単に説明して、次に飛ばします。 

 後のスライドになります。 

 これは19枚目、 後のスライドになりまして、例えば、その管理で将来管理していった

場合どうなるかというのをリスクの面で見たというのがこの結果でございます。先ほど17

枚目で言及した 小になるＴＡＣ、6.9万トンで、これをずっと将来にわたって一定で獲

った場合のリスクというのを示しております。御覧になって分かるとおり、全てのリスク

が100％と。どういうことかといいますと、一番左、５年後までに親魚量が禁漁水準を下

回る、あるいは左から２番目、過去 低を下回る確率というのが100％になっているのも

ありますし、10年後でも同じだと。 

 また、右側の２つに関しては、漁獲量がどれぐらい動いていってしまうかということを

示す指標でございまして、例えば漁獲量が前年から半減になる確率です。これは、いわゆ

る漁獲の変動性があると。すなわち、禁漁になれば、禁漁水準を下回りますと禁漁にいっ

ちゃいますので、そういった形の、そういうことが何回も起こるかということで、100％

起こってしまうということがこのリスクの評価の結果となっております。 

 以上で、こちらが冬季発生系群の報告となります。 

 このまま秋季発生系群の方に説明を移らせていただきますけれども、よろしいでしょう

か。では、そのまま移らせていただきます。 

 秋季発生系群です。秋季発生系群は資料の６番となります。流れに関しては先ほどの冬

季と一緒なので、一部説明を飛ばしてといいますか、端折りながらいこうと思います。 

 ２番目のスライドに移りまして、２番目のスライドですけれども、内容は先ほどの冬季

発生系群と全く同じでございます。 

 ３枚目のスライドに移りまして、分布と生物学的特性です。同じように寿命は１年です
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し、分布域としては先ほどの冬季発生系群とは異なり、こちらの秋季発生系群は日本海を

分布域としています。 

 産卵場に関しては、日本海の西部が産卵場であるということになります。何回も言いま

すけれども、こちらは単年生の資源でございます。 

 ４枚目のスライドに移りまして、こちらが漁獲量を示しております。緑色の領域は日本

と韓国の漁獲量の積み上げ、青に関しては中国の漁獲量の仮定値です。これは15万トンと

していますけれども、仮定値を含めたものということになります。 

 漁獲量に関してですけれども、1980年代は低水準で推移いたしまして、90年代に増加し

ています。2006年以降、日韓の漁獲量はどんどん下がっていくというのが分かるかと思い

ます。 

 2020年の日韓の漁獲量なんですけれども、合計で5.4万トンです。ここに中国の漁獲量

の仮定値15万トンを含めますと、2020年の全体の漁獲量というのは20.4万トンとなります。 

 次に、５枚目に移ります。 

 ５枚目のスライドは、資源量と親魚量を示しております。 

 まず左側の資源量です。横軸に漁期年、縦軸に資源量ですけれども、資源量は1990年代

から2014年までは毎年の変動がありますけれども高水準で推移して、2015年から19年で減

少している。ただし、2020年に増加しているのが分かるかと思います。2021年は2020年と

同じぐらい、横ばいだということが分かるかと思います。 

 親魚量に関してですけれども、先ほどの資源量と同じような変動をしております。90年

代は高水準で推移しておりまして、2015年以降減少していくということになります。 

 後の２年、2020年と2021年は若干回復して、現在は目標管理基準値をちょっと上回っ

ている状態であるというのが秋季発生系群の親魚の状況でございます。 

 ６枚目のスライドに移ります。 

 こちらは追加的な説明でございまして、資源評価に関しても毎年毎年改善を行っており

ます。今年、この資源量の推定方法を、改善を行いまして、それによってちょっと変わり

ましたというのを示したのがこの結果でございます。並びは先ほどと同じ、左側に資源量、

右側に親魚量となっております。 

 全体を見ますと、昨年までの評価というのは青い点線で示したものでございますし、今

年の結果というのは赤線で示したもの。例えば資源量の近年について御覧になっていただ

きますと、若干上方修正されていると。すなわち、2018年から2020年にこの資源量の推定
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方法の改善によって資源量が上方に修正されているというのがその結果でございますし、

それに伴って親魚量というのも同じです。2018年から2020年に若干上方修正されていると。 

 また、ほかの年に関して見ましても、少し変わっているというのが分かるかと思います。 

 それでは、次に再生産関係の説明に入ります。 

 こちらは秋季発生系群の再生産関係でございまして、先ほどの冬季とはちょっと違った

関係性を示しています。これは、すなわちホッケー・スティックのような形をした再生産

関係。すなわち親魚量が、あるところ、ちょうど折れ点を超えると、加入というのが大体

平均的には一定になるというような関係を示しております。 

 横軸が親魚量、縦軸が加入量を示しておりまして、図の中の数字というのは加入の年、

加入年を示しております。さらに、図の中に灰色の点というのがございますけれども、こ

れは再生産関係を推定したときの点。さらに、今回は先ほど言いましたように資源量の推

定方法を改善いたしまして、若干変わったと。つまり、現在の点と過去、再生産関係を推

定したときの点というのを示しております。 

 結果なんですけれども、このように情報を更新したとしても、再生産関係自体、そのも

のというのは大きく変わることがありませんでした。すなわち、専門的な話になるんです

けれども、再生産関係式の中におけるパラメータというのがあまり大きく変わらなかった

ので、ですので、これまでに使っている再生産関係というのをそのまま使うと、維持して

いるということになります。 

 現在の状況なんですけれども、2016年以降、今は、この 後の２年、加入というのは、

資源量というのは回復しているんですけれども、ただし、ある親魚量から予測される加入

量よりも低い加入量が出ているというのは、こちらも冬季発生系群と同じですので、2016

年以降、予測される加入量よりも低い加入が継続しているという状況でございます。 

 次に、管理基準値案です。管理基準値に関して、秋季発生系群に対して計算した結果と

いうのがスライドの８になります。 

 こちらで計算されてくる目標管理基準値案というのが親魚量のレベルで言いますと、

32.9万トン。そのときに達成する、期待できる平均漁獲量というのは、このＭＳＹに対応

するんですけれども、27.3万トンになります。 

 限界管理基準値案に関しては、ＭＳＹの75％となるときの親魚量を限界管理基準値とし

まして、そのときの親魚量は18.9万トン。さらに、ＭＳＹの15％となる親魚量、これを禁

漁水準案といたしまして、そのときの親魚量というのは３万トンということになります。
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こちらを秋季発生系群の管理基準値案といたします。 

 この管理基準値に基づいて示しました資源状態、漁業の状態というのをスライドの９で

示しております。 

 秋季発生系群に関しては、この資源評価をしてきた歴史の中で緑のゾーンにあったり、

赤いゾーンにあったりというような歴史をたどっています。 

 近年、 後の２年を除く近年に関してはこの赤いゾーンにあったんですけれども、 後

の２年に関しては、2020年、2021年に関しては目標管理基準値案、親魚量が目標管理基準

値案を若干上回るということから、この緑色のゾーンに入っているということになります。

これが今の歴史的な、あるいは現在の資源の状態ということになります。 

 10枚目に移ります。 

 今度は、これはもう全く先ほどの冬季発生系群と同じなんですけれども、将来に漁獲す

るための漁業の漁獲のルールというのを模式的に示したものであります。適用する関係と

いうのは全く先ほどと同じで、親魚量が限界管理基準値以上であれば一定の漁獲圧を掛け

て、限界管理基準値を下回ると禁漁水準、漁獲圧を０にするポイントに向けて直線的に漁

獲圧を下げるというものになりますし、それを漁獲量に置き換えますと、この下のような

図になるということになります。 

 それでは、11枚目に移りまして、こちらは調整係数を0.8、すなわちＭＳＹを達成する

漁獲圧の0.8掛けで将来予測をした場合というのが赤の線で、現状というのが青の線とい

うのを示しております。 

 赤の線でＦｍｓｙの0.8、80％で漁獲すると、将来の親魚量というのは現状で漁獲した

ままよりも、それよりも若干高いような形で親魚量が推移していくというのが分かるかと

思います。 

 もう先ほど説明しましたとおり、 終年、あるいは2020年に関して親魚量が目標管理基

準値を上回っていますので、状況としてはこの親魚量の辺りで推移していくというのが分

かるかと思います。右側に漁獲量を示しております。管理をした場合というのは、若干今

よりも下がっていくということになるかと思います。 

 それでは、12枚目の方に移ります。将来予測表を示しております。先ほど申し上げまし

たとおり、スルメイカに関しては２つの管理目標を設定しておりまして、５年後、10年後

にそれぞれ限界管理基準値、目標管理基準値を50％上回るβがどこかというのを探してま

いります。そのとき、両方を達成するものというのが0.7になります。0.7のときに５年後



 

－19－ 

に87％以上の確率、10年後に51％の確率で限界管理基準値、あるいは目標管理基準値を上

回っているということになります。下側に将来の漁獲量の表を示しておりまして、例えば

β、調整係数が0.7の2022年というのは20.8万トンであるというのが分かるかと思います。 

 この調整係数を0.7とした場合の漁獲管理規則案を基準シナリオとしてこの後の代替漁

獲管理規則について見ていきます。 

 それでは、13枚目に移ります。 

 こちらは、先ほどの冬季発生系群と全く同じ説明になります。左側の図というのが獲り

残し割合一定方策でありますし、右側の図というのは漁獲量３年間一定方策、それぞれの

下での将来の漁獲のルールというのを模式的に示しております。 

 そして、14枚目の方に移りまして、こちらの図では、それぞれの管理方策で管理した場

合の将来の親魚量、あるいは漁獲量というのを比べております。 

 まず、漁獲量３年間一定方策というのを青で示しているんですけれども、こちらで管理

した場合、平均的には将来親魚量が一番高くなるというものになりますし、漁獲量に関し

ては、こちらはちょっと控え目になるんですけれども、ほかの方策よりも小さくなるとい

うことになります。 

 獲り残し割合一定、あるいは基本ルール、基本シナリオは似たような親魚量、あるいは

漁獲量、共に似たような推移になっているというのが分かるかと思います。 

 それでは、次にパフォーマンスの説明に入ります。 

 秋季発生系群の獲り残し割合一定方策のパフォーマンスです。赤字が基本的漁獲管理規

則かつ調整係数を0.7とした場合の基準シナリオを示しております。 

 まず獲り残し割合一定方策ですけれども、獲り残し割合を40％とすれば、まず管理目標

を達成いたしますし、それと同時にリスクも基準シナリオ以下になると。この場合、表に

示したものは全く同じですね。以下になるという結果になりました。 

 ですので、40％の獲り残し割合であれば目標を達成し、さらにリスクも基準シナリオ以

下になるという結果を示しております。 

 例えば、そのときの2022年の１年後の平均漁獲量というのは19.8万トンになるというこ

との説明となります。 

 スライドが変わりまして、16枚目に移ります。こちらは、漁獲量３年間一定方策でのパ

フォーマンスというのを示しております。 

 一番上の赤字が基準シナリオでありまして、３年間一定方策でまず目標を達成するのが
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どこになるかといいますと、βを0.6以下とすれば管理目標を達成するというのが分かり

ます。 

 さらに、ではリスクが基準シナリオ以下になるのがどこなのかといいますと、βを0.4

以下とすればリスクは基準シナリオ以下になるというのがこの結果となりまして、例えば

平均漁獲量で見ますと2022年、１年後の漁獲量というのは、そのときの漁獲量というのは

12.7万トンになるということとなります。 

 以上が漁獲量３年間一定方策のパフォーマンスの結果となります。 

 後のパートに入ります。外国事例を参考にしたＴＡＣの試算の例となります。 

 計算の仕方は、先ほどの冬季発生系群と全く同じです。ただし、参照期間の取り方とし

て、先ほどは２つあったんですけれども、すなわち全期間、ＴＡＣ導入以降があるんです

けれども、もう１つ、秋季発生系群に関しては中国の漁獲というのが非常に大きいですの

で、ＴＡＣ導入してから中国が漁獲開始するまでというのも参照期間として設定して計算

をしております。 

 スライド18枚目、19枚目に示したのがその試算の結果でございまして、18枚目がアメリ

カケンサキイカのアメリカ方式、カナダマツイカのカナダ方式の結果というのを示してお

ります。それぞれ参照年単年、あるいは参照年の前後１年で平均したもの、前後２年で平

均した結果というのを示しております。 

 この中で 低、 小となるのは参照期間をＴＡＣ導入から中国漁獲開始までとして、参

照年の前後２年の平均を適用したもの、すなわち、8.7万トンというのが 小になってい

るということになります。これは後ほど、この結果というのをリスクの評価で用いており

ます。 

 スライド移ります。今度は19枚目です。 

 こちらに関しては、直近の資源量に応じて漁獲量をどんどん変えていくというような方

式になります。結果としてはここに示したような、12万トンから16万トン強の試算結果に

なるということになります。 

 後のスライドになります。20枚目です。 

 先ほど言いました 小のＴＡＣで、将来それを一定にして漁獲した場合にどれぐらいの

リスクがあるかというのを示したのがこの表でありまして、５年後に親魚量が禁漁水準案、

あるいは過去 低の親魚量を下回る確率というのが、例えば29％、35％ということになっ

ております。ここで見て分かりますとおり、冬季発生系群ほどではないんですけれども、
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やはりある程度高いリスクがあるというのが今回の結果となっているということでありま

す。 

 以上、長かったですけれども、スルメイカ冬季発生系群、秋季発生系群の資源評価の更

新結果について説明させていただきました。ありがとうございました。 

○髙瀨審議官 大島副部長、ありがとうございました。特に将来予測について非常に詳細

に説明を頂きました。 

 ただいまの御説明について御質問、御意見などございましたら、挙手の上、御所属とお

名前を述べていただいた上で御発言をお願いします。 

 それでは、御質問、御意見等をよろしくお願いします。 

○参加者 今回、３種類の資源評価方法をお示しいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、これまで、ここで言いますと基準シナリオを中心にずっと検討をしてきたわけで

あります。それで、他の魚種も大体この基準シナリオに沿ってやってきているわけなんで

すけれども、今回、３つのやり方をお示ししていただいておりますけれども、今回、ＭＳ

Ｙを基にした評価方法に変えるということとか、少し改善方法が入っているとは思うんで

すけれども、これまでの基準シナリオでいいのかなと思っていたものですから、基準シナ

リオでは駄目なのか。それを使うことがマイナス面─まあ、それぞれのいい点、悪い点

はあるかと思うんですけれども、まずはこれまでやってきたものを変えるとなれば、こう

いうことであまりよろしくないから２つの案も提示をして今回皆さんに検討いただくとい

う御説明がちょっと少なかったかなと思いますので。この新しい評価をすると、これまで

より変動が更に激しくなってしまうと。我々はこれまでどおりでやってきたものですから、

それがこれからは使えないということであれば、他の方法もあるかと思うんですけれども、

これまでどおり使えているんであれば基準シナリオでいいんじゃないかと思いましたので、

その辺りの違いをまず御説明いただけますか。 

○髙瀨審議官 それでは、大島副部長よろしいですか。 

○大島副部長 ありがとうございます。今、３つとおっしゃいました。すなわち、基本ル

ール、基本的漁獲管理規則に基づいた将来予測、２つ目が獲り残し割合一定方策、３つ目

が漁獲量３年間一定方策という、すなわち３つの方策ということになります。 

 昨年、いろいろ、昨年12月、第１回目のステークホルダー会議を持たせていただきまし

て、その中でいわゆる基本ルールに基づく結果というのを示しました。その中でまず指摘

されたものとしては、まずスルメイカに関しては将来予測が難しいと、そういうのがあり
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ます。これに関して、またちょっと違うんですけれども、それに関しては、まず、我々が

今年取り組んで、将来我々が予測し得る資源量だとか親魚量について予測誤差があるとい

うような形で将来予測を行わせていただいた。これを前回の10月の方で説明いたしました

けれども、そういう将来予測を行っておりますし─ちょっと話がずれましたね。で、ほ

かの方策、それというのは海外ではどういう方策をしていますかと。例えば、獲り残し割

合一定方策というのが海外の方で取られておりまして、ではそれというのを、海外のイカ

類の管理で将来獲り残し割合を一定にするというような方策を取られていますので、では

それでやった場合どうなるのかというのを示したのが獲り残し割合一定方策の結果という

のになります。 

 今度、漁獲量３年間一定方策です。漁獲量３年間一定方策に関しては、先ほどから資源

評価の結果の説明の中で、まずは単年生で毎年毎年資源が入れ替わりますと。ですので、

毎年の変動が大きいというのがあります。例えば、基本ルール、あるいは獲り残し割合一

定方策で管理した場合というのは、やはりそのときの資源に応じて変動してしまうと。非

常に変動性が大きいというのがあります。これがスルメといいますか、いわゆる単年生資

源を普通に漁獲した場合の結果となります。そういった変動性をある程度抑えようという

考え方、コンセプトに基づくのがこの３年間一定というものになります。 

 ３年間、すなわち一定。その中に、当然その３年間のうちでは資源変動いたしますので、

設定した漁獲圧よりも高い加入が来る場合もありますし、低い加入が来る場合もある。そ

ういうものを全て含めた形で将来予測を行って、このような結果を示しております。 

 ですので、それぞれが、どれがいい、どれが悪いというものではなくて、それぞれ特徴

があって、例えば変動が大きい管理の仕方、あるいは変動を抑え込む─変動というのは

漁獲量です─抑え込むやり方というのがあるというのを今回示しましたし、あるいは外

国の例に基づいた方法、すなわち獲り残し割合一定というのを示しました。ですので、こ

ちらに関しては水産庁さんといろいろ御協議いたしまして、実際に頂いた検討項目という

のに従って計算してこういったことを示しておりますけれども、背景としてはそのような

説明になるかと思います。ありがとうございます。 

○参加者 ということであれば、それぞれいい点、悪い点あるけれども、それぞれちゃん

とリスク管理はされているので、どれを選ぶかは我々漁業者なりステークホルダーの意見

聞きながら、水産庁と決めていくということですね。 

○大島副部長 その御指摘でよいかと思います。すなわち、我々の方としては、これぐら
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いの獲り残し割合であれば管理目標は達成できますと。しかし、リスクはこれぐらいにな

ってしまいますよというのを同時に示しておりますので、これがいわゆるここでの議論の

材料になるのかなと考えております。ありがとうございます。 

○参加者 はい、ありがとうございました。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。ちょっと補足的に確認させていただきますが、例

えば資料の秋季発生群の12ページに将来予測表で、βを変えていくとこういうふうになり

ますよという表が出ていますけれども、実際には、その年その年で変動があって、このと

おりにならない可能性が大きいという、そういうことでよろしいんですよね。 

○大島副部長 ここに示したのは飽くまでも平均的なものでございまして、将来予測とい

うのを毎年毎年１万回計算するんですけれども、その中の平均的なところ、あるいはパー

センテージで示しております。 

 当然、この11枚目を御覧になっていただきたいんですけれども、例えば将来の漁獲量な

り資源量のそれぞれの１回ごとの計算というのは、ここの薄い線で示したのがばかばか動

くわけです。当然、その中で管理していくんですけれども、平均的に見てもこれぐらいに

なりますよというのをこの図、あるいは表で示しております。 

○髙瀨審議官 実際にはこういうふうに変動してしまうので、予測としてはこういう数字

は出ているけれども、実際には大きく変動する可能性があるという、そういう理解。 

○大島副部長 はい、そうです。そのような理解でよいです。ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 そのほか御質問、御意見いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○参加者 説明、どうもありがとうございました。２、３点、現場からのサイドで質問さ

せていただきます。 

 13、4年前から秋季のイカの産卵場所、これは全く変わっていないですもんね。しかし、

地球温暖化で水温が上昇して、随分、もう７、８年ぐらい前頃から、10月頃から産卵のイ

カが全然、対馬海峡じゃ下りてこないような状態、そして五島周辺でも定置でもイカが全

く入らなくなって、この産卵場所を見たら、十何年前も同じ産卵場所ですけれども、これ

は今でもこうして産卵してるとですか。 

○久保田グループ長 久保田と申します。どうも御質問ありがとうございます。 

 産卵しているかどうかということですが、もちろんしてはいるんですけれども、主に秋
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季発生系群を対象とした産卵調査は、私どもは10月から11月に行っています。 

 ７、８年前からということになると、実は７、８年前ぐらいだったら、まだそれなりに

産卵量はあったんです。もっと前は、もちろんもっと多かったんですけれども。直近の

2016から2019年にかなり少なくなったんです。その間は本当に漁況を見ていても、９月、

10月頃の対馬海峡での小型いか釣りというのも非常に少なかったかと思います。それが

2020年にちょっと増えたんです。産卵量が増えて、漁況も少し良かったかと思います。今

年も何か来遊があったんではないかと思います。 

 もしかしたら、親魚の来遊は少し変わってきているんじゃないかなという印象は持って

いるんですけれども、どうでしょうか。この７、８年、確かにずっと悪かった中では、直

近２年ほどは少し上昇しているところもあるのではないかと思っているのですけれども。 

○参加者 どうもありがとうございます。 

 私たちは、この産卵場所は北上してると思ってるですたい。その証拠に、石川県にこの

近年、５月過ぎから獲れますもんね。せやけん、隠岐堆周辺のあの付近で産卵しているん

じゃなかろうかとは、まだ私たちはそういう試験的なことは分かりませんけれども、北上

しているとは思っております。 

 そして、今まで説明を聞きましたけれども、水研センターは、昔から資源の多いときそ

のままの資料で説明してるんじゃないとですか。それをいいますと、イカの産卵場所です

ね、対馬海峡に来る。今、韓国から対馬海峡の近くまでイカが、スルメイカが来ておりま

すもんね。17度から15度の水温が対馬の南側まで達成したら、対馬海峡でイカ獲れますも

んね。それがあと１か月ぐらいかかると思ってるですたい。今、そこまで来てるけん。こ

のイカを、イカが産卵場所まで来ることを資源管理するのが一番いいんじゃないですか。

だんだんイカの産卵する尾数が減っておりますもんね。その証拠に、イカは１匹20万から

30万産卵しますけど、その量が少なくなってるけん、毎年毎年イカ資源が減ってるんじゃ

なかとですか。私は30年間、日本海をずっと追っ掛けておりましたけれども、そう思いま

すけど。輪がだんだん小さくなって、その輪の小さい資源量で皆さんが資源管理で大変な

目に。大型も、沖底も、中型も、小型も大変な目に。このままにしとったら、イカ釣り漁

業者はもういなくなってしまいますよ。せやけん、イカに、水研センターの人たちはマグ

ロと一緒と思ってるですたい。このイカ資源はいろいろな魚が、20万、30万産卵するけん、

１匹親になったら資源回復しよるとですけど、そこにはいろいろな魚が餌として求めて、

人間だけじゃないとですよ。このイカ資源がなくなったら魚も減る、減少する、共食いし
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て減少するわけですよ。貴重な資源ですよ。この資源を、何で日本海でやってる。中国船

でも沖底は4,000隻ぐらいで獲っております。あの１隻の獲る量はすごいものですよ。今

日は、写真は持ってこんかったですけど、それが4,000隻おるとですよ。それで、韓国、

そして北朝鮮─まあ、北朝鮮はちょっとあれですけど、沖底はあまりいないと思います

けど、そういう人たちが乱獲している数字を把握して、今のこの資源管理を発表してると

ですか。 

 私は対馬海峡に、産卵場所にたくさんたくさん来て、そうしたら、そのイカが20万、30

万産卵して、そして冬生まれは太平洋、あるいは日本海を北上しますよね。結局はみんな

日本海を通って東の方から、秋期生まれは日本海を進んできておりましたけれども、水温

が上昇して東の方から、韓国の方から下りてきますもんね。そういう中で、何でイカだけ

は。中国の人たちも生活あるけん、一緒に座って資源管理しましょうという、そういうこ

とは言われているんですか。これをせんと、こういう資料を私たち聞いても分からぬし、

一番分かるのは対馬海峡に多く多くイカの産卵をさせたら、そこから広がっていって皆さ

ん生活が豊かになる。このまま放っておいたら、今でも４万何千トンしか実績ないです。

これを取り合いっこしてどうするとですか。そういうのはマグロと一緒で、国際会議で、

日本でやっている人たち、みんなテーブルに集めて資源管理してくださいよ。実績的にこ

うしておたくたちは言っているけど、前から同じようなことを言っていますけど、そのと

おりになっておりますか。なっていないでしょう。おかしいですよ。水産庁にも言いたい

です。資源管理をしてもらいたい。このままにしておったら、日本のいか釣り船、いなく

なりますよ。そうしたら、魚も減少します。大変なことになりますよ。何とか、中国はな

かなか難しいとか言わんで、中国の人たちも生活あるとですけん。そこも踏まえて、お互

い資源管理しましょうという、そういうのを何で水産庁は真剣になってやってくれんとで

すか。私はそれを言いたいために、わざわざ長崎から今日来ました。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 中国を含め周辺国と資源管理をいかにやっていくかというのは水産庁のず

っと重い課題であります。もちろん、直接相手の国との間で資源管理がうまくできるよう

にいろいろな申入れなどもしておりますが、思ったとおりになっていないのは確かですの

で、そこは今後も我々、真剣に取り組んでいきたいと思っています。 

 そういう漁獲量がカウントされていないんじゃないかという御意見もあったと思うんで

すけれども、ここは水産機構さんの方では非常に努力していただいて、衛星などを利用し
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たいろいろな調査だとか、あるいは外国の研究者と共同で、中国船を含め、外国船がどの

ぐらい獲っているのかというような推定だとか、そういうことにも取り組んでいただいて

おりまして、その結果もこの評価の中には入っているということでよろしいんでしょうか。 

○大島副部長 審議官、どうもありがとうございます。今、おっしゃられたとおり、今、

我々の資源評価の中では、いわゆる関係国の漁獲量は含めて計算していると。先ほどの発

言者の方がおっしゃるとおり、分布が変わってきている。そういうところに関して我々の

方で資源評価の中でしっかり検討されているかと言えば、まだ課題があるというのは正直

なところでございますけれども、少なくとも把握し得る漁獲量は把握する。例えば、中国

に関しても、今、15万トンというのを置いていますけれども、こちらに関しても審議官が

おっしゃられたとおり、衛星情報、あるいは韓国で出てきた、そういう韓国語で書かれた

文献だとか、そういうところを調べて、ここが一番妥当だろうと思うところで15万トンと

いうのを置かせておりますので、こちらに関しても、まだ、今後中国の国内事情も変わっ

てくるところもあるでしょうから、そういうところに関して我々が集められる限りの情報

を集めて、その都度見直していくということもやっていこうと思いますので、このような

今の我々の資源評価における課題というのを、こういう形ではっきり言ってくださって、

我々の方でも今後そこに関してちゃんと取り組んでいこうと思っております。ありがとう

ございます。 

○参加者 だから、いか釣り漁業者が豊かに生活ができるようによろしくお願いします。 

○髙瀨審議官 そこは肝に銘じて取り組んでまいりたいと思います。 

 そのほか御質問、御意見。 

 では、先にどうぞ。 

○参加者 今の冬季群、秋季群の予測等いろいろ、まあ、実際のところ、今、さっぱり意

味分かりません、私は。ただ、研究機関がいろいろ話をしているのも分かりますけれども、

私たち沿岸の漁業者が、実際、今、操業してやっていることよりは、19年、20年、まあ、

ある程度生活できる。日本海やってきて、太平洋、北海道、八戸沖やってきて、生活もそ

れなりにやっとやってきたんだけれども、今年の現状を見れば、春、日本海沿岸駄目、そ

して太平洋側さ戻ってきても現状は全く、同じく漁獲が少ないです。ただ、ちょこっとは

いたのが、獲れないために値段が若干いいという感じだけで、今、現実あるのは本当に小

型のいか釣り船等は日本近海、本当にうまくないです。今も全く駄目な状況で、正月にな

るんですけれども、これをいろいろ皆さんが言っていますけれども、多分水温が高くて駄
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目で、この前も青森県の六ヶ所から尻屋崎でイワシが大量に死んで浮いていましたと。ま

あ、ニュースで私も知ったんですけれども。私は津軽海峡ですけれども、今、12月になっ

てからイワシが大量に来て、サバも来て、そういう状況です。全く時期がずれてしまって

います。その中で、ただ感覚的、あるいは、私は何とも言えませんけれども、もう少し地

域の現状を踏まえて来年のＴＡＣの予測でもしてもらわないと。それは効率のいい獲り方

もありますけれども、種類は専獲ですので、ここをもう少し考えてやってもらわないと、

本当に沿岸で漁業やる人がなくなってしまいますよ、この現状であれば。私は今、先ほど

の発言者が言ったみたいに、とにかく今は資源どうして増やすかということを１つで考え

てやってもらわないと、本当に駄目だと思います。 

 いろいろ、カナダマツイカとかアメリカは１つの国で獲っているので、ある程度予測が

できると思いますけれども、ここ日本海、太平洋でも同じだけれども、本当に中国から、

ロシアから、韓国、そういう国々が獲っている中でもってかなり予測が厳しいと思うんだ

けれども、本当にそこらも管理しながら、日本の沿岸の漁業者が少しでも潤うみたいな資

源管理をしてもらえれば有り難いと思っていますので、その点よろしくお願いしたいと思

います。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。外国が獲っている中で、しかも環境がよくない中、

いかに漁業を維持しつつ、資源も回復させていくかという、そこを正にどうするのかとい

うことで皆さんの意見を伺いながらこの資源管理方針を固めていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、どうぞ。 

○参加者 いつもすみません。 

 前回の会議のときもだったんですけれども、先ほど、産卵場所は北上しているというよ

うな感覚はやっぱり現場はあって、先ほど言いましたけれども、調査の結果だけで資源評

価をしているのかなというのが１つと、あと今回の出された獲り残し一定方策とか漁獲量

一定方策というのは、基本的に外国も入れて、例えば中国が一定、例えばこの数字が出た

ときに、中国はこの数字守ってくれているのかという話とか、獲り残しをそれだけ残すと

いったって外国船が獲ってしまったら同じ話なんで。ということが入った評価なのか、ち

ょっとその辺が全然分からないんです。 

 あえてこの数字、こういう方策を計算したというのは、要は変動が起きるいろいろな要

因はあるんでしょうけれども、意味があるのかという気が、まあ、素人的なんですけれど
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も、非常にそういう感じがしちゃっているんです。 

 だから、この間も、要は海洋環境が変わっているという、皆さん理解していて、本当に

イカの産卵、今年なんか、去年、前回も言いましたけれども、11月に小樽で小さいイカが

獲れるわけです。それも莫大な量じゃないですが、100トンとか200トンとか獲れるわけで

す。これいつ生まれたんだということになるわけです。そういうものが全然入っている。

説明聞いても全然分からないので、今までの産卵生態というか、そこだけの計算でしてい

るのかなというふうに感じちゃっているので、俺はその辺説明が全然足りないと思ってい

るので、現場も全然そういう感覚じゃない、違ってきているというのはもう先ほどの発言

者の方もおっしゃっていましたけれども、ということが全然反映されていないというのが、

どうも前回の会議から全然進んでいる気がしていないんです。というのが実感なんです。

その辺がもうちょっと丁寧に説明。まあ、シナリオ聞く前であれですけれども、シナリオ

聞く以前の問題ではないかと思ってはいるんですけれども。 

○大島副部長 ありがとうございます。 

 まず御指摘のあった点としては、産卵場が、例えば近年、北上しているんじゃないかと

いうところで、この資源評価において調査データしか使っていないのではないかというと

ころの御指摘であったのと、あとは、例えば管理方策の中で獲り残しをしたときにどうな

のかというところ。私の覚えているのは、その２点なのかなと思います。すみません。 

 まず産卵場の北上というところです。それは、つまり近年の産卵環境の変化とか、そう

いうところなのかなと思います。今、非常に簡単ですけれども、資源評価、資源量推定だ

とか、そういうところの説明をさせていただきました。 

 秋季発生系群に関しては６・７月に太平洋で広域に行います一斉調査というのがありま

して、そちらの情報でもって資源量を推定しているというのが基本線であります。冬季発

生系群に関しては、漁業から得ましたいわゆる単位努力量当たりの漁獲量というものを使

って推定しているのであります。漁業データも使うし、調査データも使って資源量を推定

しているというのがあります。 

 いずれにしろ、それに関してはデータに基づく評価だということになるかと思います。 

 では、そういう産卵環境の変化というのに対してどうなのかというところを申し上げま

すと、再生産関係のところでこういう関係がありましたと、青いラインで示したのはこう

いう関係がありますというのを示していますけれども、それと同時に、予測されたものか

らどれぐらいずれるのかというのが結構重要な情報でして、そのずれ方というのがそのと
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きの、あるいはその時期の環境というのを反映するんだろうと我々は考えています。 

 少なくとも、では将来予測の中で軽く簡単に説明しましたけれども、今のいわゆるずれ

方のパターンというのを、少なくとも直近もそれも同じだろうという形で予測を行います

ので、実際に今の環境が例えば水温が何度だったから、ではこれぐらいずれるだとか、そ

ういうところは将来的に分かればいいんでしょうけれども、今、我々が持っている情報を

もって、では少なくともこれが近年続くだろうという形の将来予測を行っていますので、

全く反映していないというよりかは、少しは反映しているというところ、という回答にな

るのかなと思います。今、これが、我々ができる 大のところでありますし、ただし、で

はそこから先いかないかというわけではないので、やはりそういった、特にこういう単年

生資源ですので環境の影響というのは再生産、あるいは分布に大きく影響を及ぼすと思い

ます。ですので、今後、我々の資源評価自体そのものもよいもの、精度のよい、高いもの

にしていくというところに関しては、そういったところも、今後、取り組むんだと私は考

えています。 

 もう１点の獲り残しのところですけれども、少なくとも将来予測においては、それに関

連する国の漁獲の合計ということで計算をしております。獲り残し割合一定方策というの

も、つまり漁期の初めにこれぐらいの資源がありますという中の40％獲り残す。40％とい

うのは、そのうちの40％を獲り残して親にさせるというところなので、例えばその中でそ

の獲り残しを中国が獲るだとか、まあ、特定の名前を挙げるとよくないかもしれないです

ね。ある国が獲るというのは、もうちょっと、彼の国の動き方が分かっていて、それが本

当にこういうことをしているんだということになれば、実際の資源、将来予測の中に踏ま

えていくのかもしれませんけれども、今まだそこまで分かりませんので、ちょっとそれは

難しいなというのが現状であります。 

 ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○参加者 度々ですみません。 

 秋季発生系群の14枚目のスライドを拝見しまして、今日は３つのいろいろなシナリオを

どうするかという議論もこれから入るということなんですけれども、我々漁業者、特にい

か釣り漁業者にとっては、資源が増えない限り漁獲がうまく行われない。効率があまりよ

ろしくないといいますか、魚価を見ながら商売をするものですから、ある程度、これは漁
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獲量も増えていってもらわないと困るということであります。 

 この14枚目のスライドを見ますと、３つの方式がありまして、親魚量は左の方にあるん

ですけれども、この中でブルーのラインが漁獲量一定というものがあるんですけれども、

これがほかの２つに比べて、将来獲れる魚の量が減っていくと。減っていくというか、12、

3万トンでずっとこれいくんだということになると、今の漁業体制上、厳しい状況にもな

るのかなというふうに思っております。 

 これは、我々資源管理を頑張るというのは、今はつらいけれども、将来はいい漁ができ

るということを信じてやるんですけれども、この３つの方策では、一定というのは非常に

管理上はやりやすいんですけれども、こんなふうになっていくという予測でございますか。

ちょっと確認です。 

○大島副部長 ありがとうございます。この14枚目、特に秋季発生系群の14枚目のところ

ですね。 

 まず秋季発生系群に関しては現状、今この２年ですけれども、目標管理基準値をちょっ

と上回っているぐらいのところにいるというところなので、漁獲としてはそれぐらいの漁

獲になるというところなんです。さらに、ここで、これは例なんですよね。例で示して、

例えば漁獲量３年で一定でやるときに調整係数を、いわゆるＦｍｓｙの40％に下げたとき

に、これはさっき説明で申し上げましたけれども、リスクとしては基準シナリオ以下にな

ってくるので、結構控え目になるわけです。当然、漁獲量３年一定方策ですので、さっき

言いましたとおり、毎年資源が変動するんですけれども、その中で一定に置くので、当然

控え目なものにはなっていくのかなと思うんです、その方式としては。 

 ただし、これは、例えばβをちょっと変えていけば、それは当然上がってきますし、例

としては0.4で示して、似たようなシナリオでお見せはしているんですけれども、その中

でこういう形で、0.4で結構抑えめになるという結果でございます。 

 ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、また後ほど御質問、御意見の機会を設けますので、次の水産庁からの漁獲シ

ナリオの検討についての説明に移りたいと思います。 

○魚谷室長 資源管理推進室長の魚谷です。 

 資料７を御覧いただければと思います。「漁獲シナリオの検討について（案）」という

ものでございます。 
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 それでは、この資料に基づきまして漁獲シナリオの検討ということで御説明をいたしま

す。 

 １ページ目下の欄、目次がございます。この資料の構成としては、「スルメイカの資源

管理のスケジュール」というのがあって、その後、２として第１回の資源管理方針に関す

る検討会、ステークホルダー会合ですけれども、これの結果のまとめ、今年の10月29日に

開催したもののまとめということでございます。 

 ３として「資源評価の更新結果のまとめ」、４、「今回検討すべき事項」ということで、

後、５として「漁獲シナリオの検討」という構成の資料でございます。 

 めくっていただいて、スライドの２番になります。こちらは資源管理のスケジュールと

いうことで、表にしてございますけれども、上の赤で囲っているところが本日の検討会で

の議論の対象ということで、これまでの経緯でございますけれども、今年の10月29日に第

１回のステークホルダー会合、これを開催しまして、昨年の検討会で出された課題に対す

る検討結果について御説明をしたということでございます。さらに、今回、資源評価結果

が先日更新をされましたので、公表された更新結果に基づいて、今ほど水研機構さんの方

からこの資源評価結果の説明を頂いたということでございます。 

 その下、②－１とございますけれども、資源管理目標の検討ということで、目標の案に

ついては先ほど目標管理基準値、あるいは限界管理基準値等について水研機構さんの方か

ら御説明を頂いたということで、あと資源再建計画の検討というのがございます。こちら

目標との関係では、冬季系群の方が限界管理基準値を下回っている状況にあるということ

で、資源再建計画を検討する必要があるということで、こちらも本日の検討の対象という

ことでございます。 

 ②－２として、漁獲シナリオの検討ということで、正に今から水産庁の考え方を御説明

し、議論をさせていただければということでございます。 

 その後、③、④、⑤、ブルーで示している部分ですけれども、こちら本日以降、どうい

う手続で進むかということでございます。本日の説明、議論によって、ある程度の方針の

案、議論が収束して固まればということですけれども、これを基に具体的な案を作成して、

この資源管理基本方針の別紙として定めますので、この案を作成して、パブリック・コメ

ント手続を実施すると。その結果を受けて、目途としては年明け２月頃ということになり

ますけれども、その案を水産政策審議会の方に諮問し、答申を頂いて、中身を決定すると

いうことでございます。 
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 ④として、この２月頃予定している水産政策審議会の方、基本方針の案と併せて2022年、

令和４管理年度のＴＡＣ、あとその配分についてもここで諮問をして答申を頂くというこ

とになります。 

 それで、その定めたＴＡＣ、あるいはその配分に基づいて、スルメイカについては管理

年度、４月から翌年３月までという管理期間を取っておりますので、来年の４月１日から

新しく定めるＴＡＣの下での管理が開始されると、そういうスケジュールとなっておりま

す。 

 スライドの３番の方に、今、御説明をしたスケジュールについて時系列で項目ごとに並

べた表としてお示ししておりますので、こちらの方も御参照いただければと思います。 

 続きまして、スライドの４番目でございます。第１回のステークホルダー会合での結果

の取りまとめということでございます。こちらは10月29日に開催された会議での結果の概

要ということでございますけれども。 

 まず（１）で、漁期中のＴＡＣ改定ということに関してということでございます。こち

らは昨年のステークホルダー会合、あるいはそれを受けた水政審資源管理分科会での議論

の中では、先ほども水研機構さんの方から御説明ありましたけれども、資源評価結果を更

新した際に、計算されたＡＢＣが３倍ぐらいになったと。この変動性の大きさ等々、課題

があるということで、今年のＴＡＣについては、暫定的に前年同、ということで定めたん

ですけれども、それと同時に、評価のやり方、あるいは管理の考え方について１年かけて

検討して中身を固めていくという中で、１つ課題として挙げられたのが、漁期中の調査を

やっていると。それに基づいて漁期中にＴＡＣを改定する、あるいは更に大幅な変更とい

う観点からは、管理期間をずらして、この漁期中、今やっている漁期中の調査、その結果

に基づいてＴＡＣを設定するというような可能性についても検討をしたわけでございます

けれども、こちらについて、この漁期中の調査、これを使うということについて、水研機

構さんの方から検討結果を示していただいたものを第１回のステークホルダー会合でお示

ししたんですけれども、こちら、秋季系群についてはこの漁期中の調査で資源量推定がで

きる可能性が高いけれども、分布が例年と異なるような場合には大きな誤差が生じるとい

うこと、あとこの漁期中調査に基づく推定値の利用というのは、漁期の終盤にならないと

利用できないというような課題があるということ、あと冬季の系群については推定の精度

が悪くなる年も多いということで、なかなか実用上の問題があろうというようなお話でご

ざいました。 
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 一方で、この漁期中の調査の結果ですけれども、資源水準の判断、あるいは緊急ルール

発動のためのツールとしての可能性というのは御示唆いただいたわけですけれども、なか

なかこの調査結果、漁期中の調査結果に基づいてＴＡＣの改定をする、あるいは設定をす

るというのは難しいだろうというような結論を御説明して、一応、それに対しては大きな

異論はなかったというふうに理解をしております。 

 続きまして、（２）、漁獲シナリオでございますけれども、こちらは将来予測からする

と、このＭＳＹベースの漁獲シナリオ、こちらは先ほど御説明いただきました３種類、基

準シナリオと、獲り残し割合一定のシナリオ、あと漁獲量３か年一定のシナリオ、この３

つの方が、外国事例を基にした漁獲シナリオよりもリスクが低いというような考え方が示

されたところでございます。この外国事例、先ほども 後の部分で水研機構さんの方から

御説明がありましたけれども、前提となる状況がなかなか異なると。漁獲の状況、あるい

は外国船の漁獲の有無といったところで、前提となる状況が異なっているというのも指摘

がされていたかと思います。 

 続きまして２点目として、このＭＳＹベースの漁獲シナリオ、この３種類を基本として

検討することとしたいということで水産庁の方から御説明をしたところでございまして、

こちらについても大きな異論はなかったというふうに理解をしております。 

 終的なシナリオについては、資源評価の結果の更新後、それを基に、第２回ですので

今回の会議で議論して決定をしますというようなことでございました。 

 以上が第１回のステークホルダー会合、資源管理方針に関する検討会の結果のまとめと

いうことでございます。 

 続きまして、スライドの５番です。資源評価の更新の結果のまとめということでござい

ます。先ほど水研機構さんの方から御説明いただきました。この目標管理基準値、限界管

理基準値、あと禁漁水準、それと2021年の親魚量ということで、秋季発生系群、冬季発生

系群分けてそれぞれ上の表にお示しをしてございます。 

 秋季の系群については、目標管理基準値の案32.9万トンを、2021年の親魚量が34.9万ト

ンということで上回っているという状態ということですし、冬季の系群については限界管

理基準値13万2,000トンを下回っている状況、４万9,000トンということですので下回って

いる状況というところでございます。 

 続きまして次のページ、スライドの６番、今回検討すべき事項ということで、①から⑧

までお示しをしてございます。 
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 まずシナリオについて３種類、ＭＳＹベースのものとして３種類あるということで①か

ら③まで、あと④としては漁獲シナリオ案、まあ、代替のものということで基準シナリオ

以外の２つということになりますけれども、それのリスク評価について、⑤として外国事

例を基にした試算結果、あと⑥、⑦については、冬季の系群が限界管理基準値を下回って

いるという状況、あと資源再建計画の策定の必要性について、 後、⑧、スルメイカとし

ての管理ということで、これは評価上は秋季、冬季分けておりますけれども、管理をどう

するかという論点でございます。 

 まず、漁獲シナリオ３種類についてでございます。 

 まずスライドの７番については、ベースケース、「基準シナリオ」と呼ばれている、水

研機構さんの方では「基準シナリオ」という形でございますけれども、こちらはＦｍｓｙ、

ＭＳＹを達成する漁獲圧に、Ｆｍｓｙに掛ける安全係数であるβ、このβを一定で獲って

いくという、通常パターンというか、基本形のやり方ということでございます。 

 これの、まず、スライドの７番は秋季のものということで、こちらは昨年の資源評価で

示された方法から翌年の親魚量、あるいは加入変動の予測誤差を考慮に入れたということ

で、前年のベースケースよりも保守的な対応が求められる形で示されているということで

ございます。 

 通常、ほかのこれまで検討してきた従来のＴＡＣ魚種については、10年後の目標管理基

準値達成確率50％以上というところを基本としてシナリオの選択を行ってきたわけですけ

れども、スルメイカについては単年魚であるということで、限界管理基準値を上回る確率、

これは５年後ということですけれども、こちらも考慮してシナリオの選択を行うというよ

うな考え方が示されているということでございます。 

 下の方、真ん中の段の表ということで、①として限界管理基準値を上回る確率のパーセ

ンテージ、右側の②として、こちら10年後に目標管理基準値を上回る確率ということで表

ではお示しをしてございます。 

 そういう中で、先ほどお話しした考え方で、右下に「漁獲シナリオ案の考え方」とござ

いますけれども、５年後に50％以上の確率で限界管理基準値を上回るというところ、あと

②として10年後に50％以上の確率で目標管理基準値を上回るということからすると、選択

されるβ、安全係数のβとしては0.7ということになりますという結果でございます。 

 仮に、更に予防的なシナリオを考えようという場合、その下に①、②とございますけれ

ども、３年後に限界管理基準値を60％以上の確率で上回る、あと５年後に60％以上の確率
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で目標管理基準値を上回るという、仮に更に予防的な考え方を取りますと、βとしては

0.55ということになるということです。 

 その左側の「漁獲量の平均値」という表がございますけれども、仮にそういった考え方

それぞれ取りますと、β=0.7を採用すれば、2022年、来年のＡＢＣになる数字ですけれど

も、平均的な漁獲量の数字は20万8,000トンということになりますし、より予防的な考え

方を取れば、β=0.55ということで、2022年の平均漁獲量、これがＡＢＣになるというこ

とですけれども、16万9,000トンという数字が出てくるということでございます。 

 以上が、ベースケースにおける秋季系群のシナリオということになります。 

 続きましてスライドの８番、こちらは同じ基準シナリオ、ベースケースの冬季の系群と

いうことでございます。考え方は同じでございまして、５年後に限界管理基準値を50％以

上の確率で上回る、あと10年後に目標管理基準値を50％以上の確率で上回るというβを考

えると、こちら0.50ということになりますし、より予防的な考え方ということで３年後の

限界管理基準値を60％以上の確率で上回る、それと５年後に目標管理基準値を60％以上の

確率で上回るというβを選ぼうとすると、これは該当するβがないということになるとい

うことでございます。仮にβ=0.5というものを採用しますと、2022年の平均的な漁獲量と

いうことになります。これがＡＢＣの基になる数字ということになりますが、こちら左下

の表を見ていただくと6,000トンという数字が導き出されるということでございます。 

 続きまして、スライドの９番です。こちらはＭＳＹベースのやり方のうちの２つ目の方

法、獲り残し割合一定という考え方のシナリオで秋季系群、こちらに当てはめた場合とい

うことでございます。 

 考え方、限界管理基準値を５年後に50％以上、目標管理基準値を10年後50％以上の確率

で上回るという考え方をしますと、獲り残し割合としては右下にございますけれども、

40％ということになります。更に予防的な考え方で３年後に限界管理基準値を60％以上、

５年後に目標管理基準値を60％以上というような考え方を仮に取りますと、獲り残しの割

合としては42％ということになるということでございます。 

 この獲り残し割合40％、あるいは42％という数字を仮に採用したときの2022年の漁獲量

については、それぞれ19万8,000トン、17万2,000トンという数字が導き出される、導かれ

るということでございます。 

 続きまして、２つ目のやり方の獲り残し割合一定方策で、冬季系群の場合でございます。 

 こちらについても同じような考え方で、５年後に限界管理基準値を50％以上の確率で上
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回り、10年後に目標管理基準値を50％以上の確率で上回るという考え方を取りますと、獲

り残し割合としては48％ということになります。 

 こちらは、更に予防的な考え方を仮に取って、３年後に限界管理基準値を60％以上、５

年後に目標管理基準値を60％以上の確率で上回るとするような獲り残し割合というのは、

該当するものはないということでございます。通常パターンの５年後50％、10年後50％と

いう形での、この獲り残し割合48％というものを採用しますと、2022年のＡＢＣの基とな

る数字としては左下の表のとおりということになりまして、こちらは１万3,000トンとい

う数字が出ています。こちら先ほどのベースケースで6,000トンというのが、48％ではご

ざいますけれども、2022年１万3,000トンということで、ベースケースよりも多い数字に

なっておりますけれども、こちらは先ほど水研機構さんから説明がありましたとおり、こ

れは限界管理基準値を下回っている状況でございますので、ベースケースですとβを下げ

てというところがありますが、このβ方式とは異なり、獲り残し割合一定の場合は、禁漁

水準まで獲り残し割合の数字は下げないということですので、大きな数字になっていると

いうことかというふうに理解をしております。 

 続きまして３つ目の方法、漁獲量一定方策ということで、こちらは秋季のものでござい

ます。スライド11番でございます。 

 こちら漁獲量は３年ごとに更新をするということで、更新年の漁獲圧はその時点で公表

されている漁獲管理規則に基づくという考え方でございます。 

 この秋季系群に漁獲量一定方策のシナリオを採用した場合ということでございますけれ

ども、こちら右下にありますとおり、５年後に限界管理基準値を上回る確率50％以上、10

年後に目標管理基準値を上回る確率50％以上という考え方でβを選択しますと、βとして

は0.6となりますし、さらに、仮に更に予防的な考え方ということで、３年後60％以上、

５年後60％以上としますと、βは0.55ということになるということで、左下の表で見てい

ただくと、仮にβ=0.6を採用した場合の2022年のＡＢＣの基になる数字は18万3,000トン、

βが0.55ということで採用しますと、16万9,000トンという数字が出てくるということで

ございます。 

 続きまして、この３つのシナリオの将来予測、 後になりますけれども、漁獲量一定方

策を冬季系群に適用した場合ということで、こちら通常パターンの５年後の限界管理基準

値50％以上、10年後の目標管理基準値50％以上ということでβを選択しますと、βとして

は0.60ということになりまして、一方で更に予防的な考え方を取るとして、３年後60％以
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上、５年後60％以上という形では該当するβがないということになるということです。 

 それで、β=0.60を採用しますと、左の表を見ていただければ、2022年のＡＢＣの基に

なる数字ということは7,000トンという形になるという考え方でございます。 

 続きまして13ページ、こちらは代替のシナリオを採用する場合のリスク評価ということ

で、こちら、通常のパターン、基準シナリオと異なるシナリオを採用する場合のリスクを

評価した結果ということになります。 

 こちらは、これまで新しい方式に移行してきた既存の、従来のＴＡＣ魚種についても同

様に基本パターンとは異なるシナリオを採用する場合には、全く同じやり方ではございま

せんけれども、それぞれ適切と思われる方法でリスク評価をして、そのリスク評価の結果

も受けて、では、その中でどこまでのシナリオが採用可能なのかという検討を実施した上

で採用してきておりますので、そういったことの並びと考えていただければと思います。 

 上の黄色い四角の中に、代替漁獲シナリオのリスク評価を実施、とございます。 

 ２つ目のポツで、管理目標の達成確率①、②ということで、５年後に親魚量が限界管理

基準値を上回る確率、あと10年後に親魚量が目標管理基準値を上回る確率、これのいずれ

も50％以上というところで先ほどまで御説明しましたけれども、それに加えて、５年後ま

でに一度でも親魚量が禁漁水準案を下回る確率、あと過去 低の親魚量を下回る確率、こ

れを評価して、基準シナリオ、ベースケースと比較をして代替漁獲シナリオの案をランク

付けということにしているということです。 

 ですので、真ん中の表を御覧いただければと思いますけれども、これ５年後、10年後の

限界管理基準値、あるいは目標管理基準値案を上回る確率50％以上、これは管理目標を達

成しますよというところを満たすものについてランク１で。 

 リスクとございますけれども、③、④、禁漁水準を下回る確率、あるいは過去 低の親

魚量を下回る確率、これは５年後までに一度でもということですけれども、この確率が基

準シナリオ以下になるというものについてランク２という形でランク付けをするというこ

とでございます。 

 その場合、秋季系群については獲り残し割合一定のシナリオを考えますと、ランク１に

該当するものは獲り残し割合40％以上ということになります。ランク２についても、同じ

ように40％以上ということになります。 

 一方で、漁獲量一定のもの、これを考えますと、秋季系群ですね。ランク１に該当する

ということで線引きをしますと、βは0.6以下でございますが、ランク２、要は基準シナ
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リオよりもリスクが低いというもの、以下になるというもの、こちらについて選ぶと、β

としては0.4以下ということで、更に保守的な対応が求められるということでございます。 

 冬季系群については、ランク１に該当するものについて、獲り残し割合一定では48％以

上の獲り残しということになり、ランク２としては、これに該当するものがないというこ

とでございます。 

 一方で、漁獲量一定のシナリオでありますと、β=0.60以下であればランク１に該当し

ますけれども、ランク２を満たすということであれば、βは0.45以下ということになると

いうことです。 

 こちら、以上が、代替シナリオのリスク評価ということになります。こちらは、リスク

としては禁漁水準を下回る、あるいは過去 低の親魚量を下回るということで、かなり

悪の状況、そういうものは避ける、絶対的に避ける必要があるということで、こういった

形でのリスク評価がされたということで理解をしております。 

 続きましてスライドの14番、外国事例を基にした試算結果ということで、こちらについ

て内容については先ほど簡単に水研機構さんの方から御説明いただきましたけれども、ア

メリカケンサキイカ、あるいはカナダマツイカについての米国、あるいはカナダにおける

ＡＢＣ、ＴＡＣの算定方法に準じてスルメイカを評価した場合にこういう数字が出ますと

いう形が示されております。 

 一方で、私の説明、冒頭の第１回のステークホルダー会合での結果の御説明でも申し上

げましたけれども、前提となる状況がかなり異なるということで、このやり方での方法に

ついては採用しない方向でということで御説明をしました。 

 下に「スルメイカとの比較」と書いてございます。こちらが前提となる状況、異なると

いうことでございます。 

 スルメイカは資源状態、あと資源の利用状況について、ＭＳＹ水準より資源状態は低い、

あと資源の利用状況についてはＭＳＹ水準より高いと書かれてございます。こちらは10月

の時点、資源評価結果の更新前の資料からそのまま持ってきております。先ほど御説明あ

りましたとおり、秋季の系群については、資源評価の更新に伴って資源状態についてはＭ

ＳＹ水準より高い、あるいは利用状況としてはＭＳＹ水準より低い、要は神戸チャートで

緑のエリアにありますので、ここは状況は変わっておりますけれども、外国漁船の漁獲等

の状況は全く異なるということで、前提となる状況は変わっている、アメリカ、あるいは

カナダのこの方法が適用されている状況とは異なっているという理解でございますので、
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この外国事例を基にしたやり方というのは採用しない方向というのは、現在でも考え方と

しては変わっておりません。 

 続きましてスライドの15番、スルメイカ冬季発生系群の現状ということでございます。 

 2021年の親魚量推定値が4.9万トンということで、こちらは限界管理基準値案の13万

2,000トンを下回っているということで、こちらは法律の方に規定のあります、資源再建

計画を作成する対象となるということでございます。 

 資源再建計画ですけれども、こちら、限界管理基準値を下回った場合に、この資源水準

の値を目標管理基準値まで回復させるための計画ということで、基本的には10年後に親魚

量が目標管理基準値を50％以上の確率で上回るシナリオを選択するというのが基本になる

と考えております。 

 続きましてスライドの16、こちらは資源管理基本方針の中に資源再建計画とはどういう

ものか規定している別紙がございます。そちらから要点を抜き出してきたものでございま

す。 

 まず、対象としては限界管理基準値を下回る状態があるということが判明した資源が対

象になって、１の資源再建計画の１つ目のポツにありますけれども、策定の期限としては、

この資源水準の値が判明した、要は限界管理基準値を下回っていますよということで判明

した管理年度の末日から２年以内にこの計画を定めるということでございます。 

 令和３管理年度が今ですので、令和３管理年度の末日から２年以内ということは、令和

５管理年度の末日までにこの計画を定めるということになるということでございます。 

 この２つ目のポツですけれども、資源再建計画においては、この開始から資源水準の値

が50％以上の確率で目標管理基準値を上回ると資源評価が示した年度の期間、あとこの計

画が達成している、していないといったところを検証する方法を定めるということになっ

ております。 

 ２として期間が書いてございます。こちらは原則として10年を超えないものとするとい

うところが原則として書かれております。一方で、いかなる措置を講じても、10年間で目

標管理基準値を上回る値まで回復する見込みがないものについては、10年を超える期間を

定めることができるという規定がございます。ただし、このスルメイカ冬季の系群につい

ては、10年で目標管理基準値、50％以上の確率で上回る漁獲シナリオというものが存在し

ますので、ここには該当しないということが括弧書き、注書きで書いてございます。 

 ３として検証とございます。こちらは資源再建計画を作って実行していくんですけれど
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も、この達成状況については少なくとも２年ごとに資源評価に基づいて検証を行うという

ことが規定されております。その検証の結果、必要があれば見直しの措置を講じるという

ことでございます。 

 後、終了でございますけれども、こちら資源再建計画の終期前にこの目標管理基準値

を上回るということが判明した場合は、その管理年度の末をもって資源再建計画は終了す

るとございます。こちら、こういう状態、限界管理基準値を下回っている状態ということ

が示されておりますので、この資源再建計画、今後、作成を進めていくということになり

ます。こちら、内容的には次の項目、「スルメイカとしての管理」とございますけれども、

こちらの内容とも関係しているということでございますが、その定め方、あるいはその内

容については、今後、検討していくということとしております。 

 続きまして、スライドの17番です。こちらは、スルメイカとしての管理ということでご

ざいます。 

 こちら資源評価、スルメイカについては秋季系群、冬季系群、２つの系群に分けて評価

が行われているわけですけれども、こちら上の四角のポツ３つあります。そのうちの１つ

目として、スルメイカ資源は、周年にわたって再生産を行っているということでございま

すが、特に冬季と秋季の発生する群の資源量が多いということで、この２つの系群に分け

た評価が行われてきているということでございます。 

 一方で、この系群の判別ですけれども、こちらは漁獲された月、あと地域別、月別、地

域別の分類表に基づいて、どちらの系群として扱うのかを判断した上で資源評価が行われ

ているという状況にあります。括弧書きで例を書いてございますが、日本海の本州で漁獲

された生鮮のスルメイカということであれば、４月から10月までは秋季、11月は秋季・冬

季が半々、あと12月から３月は冬季として扱われていると。そういう形で漁獲と分けて、

それを基に評価が行われているという状況でございます。 

 ３つ目のポツとして、こういう資源評価の状況、さらには操業実態、これを踏まえて、

これまでスルメイカについてはスルメイカ一本でＴＡＣ管理を行ってきたという経緯がご

ざいます。 

 ということで、令和４管理年度についても、このＴＡＣ管理については、従来どおりス

ルメイカ一本で管理を行うこととしたいと考えております。 

 続きまして、 後です。漁獲シナリオの検討ということでございます。 

 シナリオの提案と、秋季・冬季それぞれの具体的な中身、あと 後、シナリオを選んで
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ＡＢＣが出るわけですけれども、それをＴＡＣの数字に持っていく、設定する考え方と、

４つに分かれております。 

 まずスライドの19番です。スルメイカの漁獲シナリオの提案ということでございます。 

 まず１点目として、こちらは第１回のステークホルダー会合でも議論しましたけれども、

いわゆる外国事例を用いたものは使わずに、ＭＳＹベースの漁獲シナリオ案を基本として

目標達成確率に加えてリスク評価、こちらは代替シナリオを使う場合ということになりま

すけれども、このリスク評価も踏まえて選択することが望ましいと考えているということ

が１点目でございます。 

 続きまして２点目として、漁獲量一定方策であればＴＡＣの変動が抑制されて、管理の

安定性が期待できるというのは、１つ重要な点だと思っております。こちらは昨年の評価、

秋季系群について昨年の評価ですと、このデータを更新した後にＡＢＣが約６万トンが18

万トン、３倍になったということで、１年間、暫定的な形で前年同のＴＡＣを設定する一

方で、ほかのやり方も含めて検討してきたという経緯もございます。水政審での議論では、

３倍になるということは３分の１にもなり得るということで、そういったところは検討す

る上で非常に重要な点だということで水産庁としては考えておりまして、この漁獲量一定

方策であればこういう大きな変動、まあ、資源自体は変動するわけですけれども、一方で

推定についてもいろいろな問題があるということもございまして、こちらは安定性が期待

できる、漁獲量一定方策であれば管理の安定性が期待できるというのは重要なポイントだ

というふうに考えております。 

 続きまして、目標達成確率でございますけれども、こちらは５年後に限界管理基準値を

上回る確率、あと10年後に目標管理基準値を上回る確率、これいずれも50％以上というの

を採択してはどうかということでございます。 

 こちらは、基本パターンに、単年魚ということで、より短期の５年後に限界管理基準値

を上回る確率も含めて採用するシナリオを決めるという考え方でございます。 

 後、リスク評価でございますけれども、こちらは代替シナリオを採択する場合には、

５年後までに一度でも親魚量が禁漁水準案を下回る確率、あと５年後までに一度でも親魚

量が過去 低の親魚量を下回る確率、こちらいずれもかなり 悪の状況ということで、こ

れは避ける必要があるという考え方から、基準シナリオ以下となる、まあ、先ほど「ラン

ク２」という形で整理をしましたけれども、そういうものにしてはどうかという考え方で

ございます。 
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 以上の考え方から、水産庁としては、秋季系群、冬季系群ともに漁獲量一定方策に基づ

く漁獲シナリオを採択するということを提案したいという考え方でございます。 

 その場合について、スライド20、21でお示しをしてございます。 

 まず秋季の系群ですけれども、こちらはリスク評価、ランク２となるものということで、

βとしては0.40ということになります。その場合の2022年、令和４管理年度漁期のＡＢＣ

の基になる数字ということでございますと、この表の青い行の中に黄色の丸で示しており

ます12万7,000トンというのが、このＡＢＣの基になる数字になるということでございま

す。 

 21ページの方、こちらが冬季系群でございますけれども、こちらについてはβとしては

0.45となって、そのβ=0.45の場合の2022年漁期、つまり令和４管理年度のＡＢＣの基に

なる数字ということでは5,000トンとなるということです。 

 先ほどスルメイカ一本で管理ということでございましたので、ＡＢＣの基になる数字と

しては秋季12万7,000トンと冬季5,000トンということで、合計は13万2,000トンとなりま

すけれども、こちらをＴＡＣの方に持っていく考え方が 後のスライド22のところにお示

しをしてございます。 

 まず、このＡＢＣからＴＡＣを設定するという考え方の１点目として、この黄色い四角、

１つ目のポツにございます。日本海側の中国の漁獲、資源評価上は仮定値として15万トン

というものを用いているわけですけれども、この日本海側の中国の漁獲については、これ

は違法な操業であるということで、これを追認するようなことはしないという考え方で、

こちらはＴＡＣの設定、あるいは配分においては、この15万トンというのは考慮をしない

という方針としたいと考えております。 

 続きまして、２点目でございます。先ほども申し上げたとおり、スルメイカの一本で管

理を行うということで、ＴＡＣを設定する際に根拠とするＡＢＣは秋季・冬季両方の合計

値とするという考え方でございます。 

 一方で、このＡＢＣの中には、違法ではない韓国、ロシア、あと太平洋側の中国、一応

報告がされている数字ということで、この漁獲も考慮して算出をしているということで、

こちらについては考慮をする必要があろうということで、これは過去の実績を踏まえて、

我が国が 大の割合、シェアを有していた2007年当時の数字ということで、これは約６割

を日本で獲っていたということで、 大の割合ということで６割というのを採用して、こ

れを我が国への配分にしてはどうかという考え方でございます。 
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 シナリオについては、先ほどのリスクの低いランク２の、漁獲量一定方策のランク２と

いうことを選択するということでございます。 

 その結果、ここまでのところで、この黄色い四角の下にランク２ということで先ほども

ちょっと申し上げたんですけれども、秋季12万7,000トン、冬季5,000トンということで、

合計としては13万2,000トンとなり、それに６割を乗じた数字ということで７万9,200トン、

これを令和４管理年度のＴＡＣとしてはどうかと。シナリオを選択して、外国船の漁獲を

考慮しているということになりますと、この７万9,200トンをＴＡＣとして採用してはど

うかという結論になるということでございます。 

 このうち、黄色い四角の中の 後のポツ、こちら、これまで、従来のＴＡＣ魚種につい

てステークホルダー会合では配分についての議論、あるいは検討は行ってきていないんで

すけれども、こちら新たな局面というか、あるということで、留保に関する考え方の一部

だけお示しをしてございます。 

 後のポツです。新たに数量明示によるＴＡＣ管理に取り組む都道府県における、定置

漁業等における大量入網への備えとして、留保枠を15％程度設けることが適当ではないか

という考え方がございます。 

 この背景をちょっと御説明しますと、来管理年度、令和４管理年度について、このスル

メイカの配分シェアを見直しする年に当たるということでございます。これは基本的に配

分のシェアについては、３年ごとに直近３か年の実績。これは１年空けた直近ということ

になりますけれども、直近３か年の実績に基づいて見直しをするということになっており

まして、来管理年度、ちょうどシェアの見直しの年に当たるということでございます。 

 一方で、この配分について、都道府県への配分については、全体の漁獲量のうちおおむ

ね８割を構成する上位に含まれる都道府県、こちらについては原則として数量明示にしま

すという考え方がございます。 

 そういう中で今回シェアを見直しすると、現行では全ての都道府県、「現行水準」とい

う形で、目安数量を示した形での「現行水準」での管理ということになっておりますけれ

ども、こちら、今回、シェアを見直した場合に、新たに、数量明示で、数量に基づく管理

を行っていただくことになる都道府県が出てくる見込みとなっているということで、今回、

新たに数量明示で、しっかり厳密な数量管理を行っていただく都道府県が出てくると。特

に漁法としての特性から、定置、先ほどもちょっと申し上げましたが、定置漁業等におけ

る大量入網への備えというのは必要だろうということで、スルメイカ、これまで留保枠を
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設けてきてはいないわけですけれども、そういったところ、これまで若干量、あるいは

「現行水準」という形での管理から数量明示の管理に移行していただくということで、こ

の留保を新たに設けることが必要だろうということで、これが適当ではないかという考え

方をお示ししております。 

 留保枠15％─15％の根拠ですけれども、こちらは、近年の漁獲実績等々を踏まえて、

この程度の留保が必要だろうというのが水産庁としての現時点の考え方というか、判断で

ございます。そういったところを考えているということでございます。 

 その後ろ、ただし書がございまして、こちら、あくまでも、避けられないような大量入

網への備えということで設けるという考え方からすると、この留保を用いて漁獲をする、

つまり当初の配分を超えて漁獲した分については、将来の配分を決めるときのシェアの実

績としては取り扱わないこととしてはどうかという考え方でございます。 

 これが留保を設けるという、一部、配分に関して踏み込んだ形の考え方、一部ではござ

いますがお示しさせていただいております。 

 この黄色の四角の下の計算式のところでは、緑の字で「うち、約15％を留保」というこ

とで、こういった考え方を新たに示させていただいているところでございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、私からの御説明は以上でございます。 

○髙瀨審議官 それでは、12時半近くになりましたので、ここで一旦昼食休憩に入りたい

と思います。１時間ほど休憩しまして、午後１時半から再開をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

午後０時２７分 休憩 

午後１時３０分 再開 

○髙瀨審議官 時間になりましたので、検討会を再開したいと思います。 

 まだ戻っていらっしゃらない方もいらっしゃるんですが、まず、魚谷室長の午前中の説

明に対する御質問からよろしいでしょうか。御意見は、この後、すぐにまた討論、議論に

入りますので、この場はまず御質問から頂きたいと思いますが、何かございますでしょう

か。 

 よろしいですか。ございませんか。 

 どうぞ。 

○参加者 魚谷室長の午前中の御説明を聞いていまして、去年のことを少し思い出してい

ました。確かに６万トンから18万トンになったということで、当時、私は非常に驚きまし
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て、６万トンの中には中国の15万トンも入るという整理、一体どうなるんだろうと思って、

その後、18万トンになったということなんですが、過去のＡＢＣとかの推移を見て、そう

すぐに３倍になったりということはなかったんです。何でそうなったのかなというのが、

ちょっと特殊年だったのか、計算が変わったのか、そこはちょっとよく分からないところ

があって、この基準シナリオというのは、ずっとやってきたやり方なので、そんな大きな

問題はなかったわけなので、それをもって今回御提案があった漁獲量一定というふうにす

るんだというところはどうも腑に落ちないといいますか、理解ができないところでありま

す。 

 それでもう１つ、先ほど秋季発生系群の14ページのところを少しお聞きしましたけれど

も、この中で、漁獲量一定方式にした場合、大体12～13万トンになるということで、将来

も水揚げ増えないよという、こういうシナリオになっているわけであります。それも困る

んですが、この状態の中で、また中国が、違法操業が止まない場合、これは破綻していく

んではないかなという心配があります。 

 なので、お聞きしたい質問の１つは、昨年の３倍というのはとても特殊な話で、あれは

今後、どうなるか。まあ、起きる可能性は否定しませんけれども、そんなにないことじゃ

ないかなと思っている実感、私以外にそう思っている方もいらっしゃるかもしれません。 

 もう１つは、この14ページのところのシナリオで、中国の違法操業が収まらないときは

一体どんなふうに考えたらいいのか。 

 この２点についてお聞きをします。 

○魚谷室長 まず１点目です。昨年、資源評価を１年分更新した結果として秋季系群、Ａ

ＢＣが３倍になったという話でございます。 

 こちらは、昨年のステークホルダー会合、あるいは水政審で説明した際に水研機構さん

の方からも御説明ありましたけれども、要素としては３つが重なって増えたということで、

１つ目については、2021年の資源量の上方修正というのがあって、２点目として2020年の

親魚量が限界基準値案を超えたということで、Ｆの上方修正、要はβの取り方ですね。限

界管理基準値を下回ったときに下げるというものが、直線的に下げない形での上方修正、

Ｆ、漁獲圧力の上方修正があったということ、あと３つ目として2017年の加入量の上方修

正で、2020年の再生産関係の曲線より高い加入を仮定したという、この３つで当初の６万

トンという数字から18.7万トンに上方修正されたということだというふうに、昨年の資料

を見ながら御説明したんですけれども、そういうことだったということでございます。 
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 もし間違いなり補足があれば、後で水研機構さんの方からお願いしたいと思いますが、

昨年の資料からすると、そういう３つの要素でその３倍になるというような結果になった

ということでございます。 

 これと同じような変動、あるいは逆の変動が、今後、あるのかないのかというのは、蓋

を開けてみないと分からないところはあるかなと思うんですけれども、当時の要素として

はその３つということでございます。 

 あと漁獲量一定シナリオ、３年間ですけれども、これを採用したときに、中国の過剰な

漁獲が止まずに、シナリオ破綻するんじゃないかというようなところ。これは結果として

言うならば、どのシナリオを取っても中国の過剰漁獲がやまなければ、予測どおりになら

ないという可能性というのはあるんだろうというふうには思います。そう考えられると思

います。 

 一方で、そういう中で、では、資源そのものの変動、あるいは中国の過剰漁獲によって

資源状況が変動する。それに合わせてＴＡＣの数字も変動させるのがいいのか。まぁ、さ

せる方がいいんだという考え方ももちろんあるんだと思いますけれども、ＴＡＣが乱高下

することの混乱というか、そういうのを避けるために、水産庁としては、この３年間一定

方策ということがいいのではないかということで提案させていただいているということで

す。 

 この３年固定したときの見直しの考え方ですけれども、これまで、従来のＴＡＣ魚種を

新しい方式に変えて、基本方針上は、目標値なりシナリオなりは、５年ごとを基本に見直

すということになっています。 

 そういう中で、資源状況に大きな変化が見られたときには、５年以内の見直しというの

も否定は─否定というか、可能性は排除していないわけですけれども、仮にこの漁獲量

３年一定方策のシナリオを採用した場合については、３年後に、また漁獲、ＴＡＣの基本

となる数字が変わるということですので、そこは３年後にまたそのときの資源評価の状況

に合わせて見直すということを想定しております。 

 ですので、その時点で、まぁ、中国の漁獲どうなるという話、あと資源のそもそもの状

態が変動の中でどうなるということで、資源のレベルが変わっていれば、その時点に合わ

せて、また資源量一定方策を取るのか、違うシナリオを取るのかという判断もあるかと思

いますけれども、その時点の資源評価の結果に合わせて、３年後に見直すということを想

定しているところでございます。 
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 以上でございます。 

○参加者 ありがとうございました。この３つのシナリオのどれ選ぶかというのは今回の

かなり大きな論点だと思いますので、ここに参加されている方と、それからウェブで参加

されている方からも広く御意見を聞いて、いろいろな意見で、みんなで相談して選んでい

ければと思っております。ありがとうございました。 

○髙瀨審議官 水研さんの方から何か補足の説明などありますでしょうか。 

○大島副部長 今、御説明いただいた、去年３倍に増えた、当初提示した2021年のＡＢＣ

から更新後３倍に増えたというような説明に対して、３つの、2020年の資源量の上方修正、

あとリミット、限界値を超えていたというのと、あと2017年の資源量の。確かにそのとお

りでございまして、やはりその中で一番大きかったのは、2020年の資源量が上方に修正さ

れたと。 

 昨年、どういうことが起きていたかといいますと、10月にまず研究機関会議の結果を提

示しました。それというのは2019年までの資源評価でもって、２年後の2021年のＡＢＣを

出していたわけです。普通は翌年だったんですけれども。だから、そういうところもあり

ました。そういうところで、その１つ前ですね、2020年の値というのが去年の実際の資源

評価で予測から実測に変わって、それで変わったというのが大きな変わるところでござい

まして、更にそういうふうな、実際、翌年というのは資源評価の情報に基づいて予測する

わけですけれども、その中で翌年変わるというのはよくあることですし、資源そのものが

変動いたしますので、それに対して例えばこのステークホルダー会議の中でβを決めてや

ります、つまり一定の漁獲圧を掛けるものですから、当然その次の年、資源評価をしたと

きに変わるというのも、当然、出てくることなのかなとは思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございました。 

 そのほか御質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これから午前中に説明しました資源評価と漁獲シナリオ両方について全体的

な、全体を通しての御質問、あるいは御意見を伺いたいと思います。 

 御意見、御質問ありましたら、挙手の上、御発言をお願いしたいと思います。 

○参加者 今日は説明ありがとうございます。 

 大きな要望１つと、あとＴＡＣ管理についての意見が４つほどあるんですけれども。 

 要望の１つというのはスルメイカの資源調査に関してなんですが、午前中の会議でも、
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例えば、参加者の方から産卵場が北上しているんではないかとか、あるいは、他の参加者

から北海道で小樽で11月に小さいイカが見られたとか、非常に変わってきているんだと思

うんです。 

 私は、去年申し上げたのもあるんですけれども、限られた研究資源の中ではありますけ

れども、いたずらに魚の数を増やすよりは、是非お願いしたいのは、このスルメイカの資

源調査、研究ってもっとしっかりやってほしい。具体的に言うと、日本海についても従来

の釣りの調査ではなくて、例えば調査船調査をやるとか、そのぐらいの覚悟を入れて、き

っちり拡充してほしいなと思います。これは要望です。 

 ただ、やっても科学的に何ら新しいものは見当たらないんだよというのなら別です。た

だ、私は、今、皆さんから説明聞いた限りで、例えば秋生まれ、冬生まれ、これ本当だろ

うかとかなり懐疑的に思っています。たまたま昔そういうことだったんだな。これが今の

資源評価に本当に合っているかどうか、そういうことも是非やっていただきたいなと思っ

ています。 

 これが１つの要望の要望です。 

 あとＴＡＣ管理なんですけれども、昨年から一貫してお願いといいますか、言っている

のは、スルメイカの資源というのはどうもよく分からない部分が多いという中で、我々漁

業者が心配しているのは、おかしな量に設定されて、たくさん来たらどうするんだろう。

それがいろいろな言い方で、例えば我々だけ制御されて、中国で野放図に獲られているじ

ゃないかとか、いろいろな言葉に換わるわけです。そういう意味では、ＴＡＣ管理、どん

なシナリオでもいいと言うと無責任ですけれども、基本的に大事なことは、獲り方に応じ

て結構フレキシブルになるような、そういう形が取れないかなということです。 

 そういう意味では、今日、さっき魚谷さんから御提案があった３年固定というのは、私

も反対です、これは。非常に窮屈といいますか、なかなか理屈ですっきりしないところの

上で、実行の上でも窮屈になると思います。むしろ、資源の評価自体がまだかなり振れる

ようであれば、例えば、毎年やったっていいじゃないですか、このステークホルダー会合。

来年どうする、という話。それぐらい柔軟にしないと、ほかの魚と違って、この単年生の

スルメというのは難しいんだと思います。 

 あともう１つだけ。もう１つ、御提案のあった配分についてのところで、定置分15％の

留保ってあったんですけれども、これはどうなんでしょう。従来の考え方とすれば、都道

府県の配分された中で、その部分の留保って持つのが筋じゃないでしょうか。 
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 以上、ちょっと雑駁になりましたけれども、意見として述べさせていただきます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。今は全体を通しての御意見とか御質問をお願いし

ていますので、よろしくお願いします。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○参加者 まず２点だけ質問させていただきたいなというふうに思っていますが、このス

ルメイカ、ＴＡＣ導入から23年間、今、経過しているところなんですが、今も留保につい

ての御意見がありましたのでちょっとお話ししますけれども、このスルメイカが数量明示

されて都道府県で管理したという経験、今まで実はございません。 

 その中で、まず先に聞きたいのは、今回数量明示となる都道府県というのはどこになる

のかなというところを、もし明確に言っていただけるなら言っていただきたいなと。 

 加えて、その都道府県の漁獲可能量、大体で結構なんですけれども、どの程度になるの

かなというところも非常に気になりますので、もし分かれば教えていただきたいなという

ふうに思います。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

○魚谷室長 それでは、今の御質問に対してお答えしたいと思います。 

 まず、今回のシェア見直しによって、都道府県の中で初めて数量明示になる都道府県が

ある見込みだと御説明しましたけれども、現状、過去実績に照らして、基づいて計算する

と、その見込みになっている都道府県というのは北海道でございます。 

 その北海道に対してどの程度の割当てになるのかということですけれども、私ども水産

庁から御説明した先ほどのシナリオに基づくと、ＴＡＣが７万9,200トンとして、仮に

15％留保を取るという前提でその配分を計算しますと、約5,000トン強というのが、北海

道の配分になるであろうと。これはあくまでも、現状、我々が整理しているデータに基づ

くもの、基づいて計算するとそれぐらいということですので、その数字については、ちょ

っと精査は必要だと思いますが、現状、我々に利用可能なデータに基づいて配分量、シェ

アに基づいて計算をすると、その程度の規模感になるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○参加者 ありがとうございます。今、大体5,000トンというところで伺ったんですけれ

ども、北海道、一昨年ぐらいのデータを見ますと、もう優に5,000トンを超えたような実

績もあるということで、過去のデータを見ますと、18年間のうちにたった一月間で5,000
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トンを超えた回数が11回あるんです。そのうち１万トンを超えたような年も過去18年では

６回あるということで、皆さん御承知のとおり、定置網は特性がありまして、短期間のう

ちに複数地区で大量に漁獲されるということで、管理の面では、もう想定外の来遊に厳し

く対応していかなきゃならないという状況になっています。定置網というのはなかなか管

理が、数量管理の困難が伴うというようなものでございまして、仮にこの都道府県管理、

今年初めて─まあ、来年以降でしょうか、やるとなっても、大臣管理区分に迷惑を掛け

てしまうことにならないように、十分な留保枠というのは欠かせないのかなというふうに

思っています。 

 その点も皆さん、十分御理解いただいているのかなというふうには思っておりますが、

よろしくお願いしたいなというふうに思います。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

○参加者 今、都道府県の数量配分、北海道だということなので、ちょっと御要望等を申

し上げたいと思います。 

 沿岸の都道府県の数量配分について、全国の漁獲の８割を構成する上位都道府県、原則

として数量配分するということが明示されたということは、私ども団体の事務方の職員と

しては認識しているところでございます。ただ、現場の浜、漁業者は全く自らのこととし

て認識、理解すらしていない状況に現実にあると思います。 

 こういう中で、年明け、来年度から数量管理をするというようなことを、まあ、今日、

初めて打ち出されて、ウェブとかで見られている方もいるとは思うんですけれども、浜は

大変混乱に陥るというようなことが考えられます。漁業者の理解を得るためにも、是非、

国から丁寧な説明を、今後、新年度まで時間的余裕は大変ないんですけれども、是非、漁

業者の理解を得る。まあ、道庁も、協会としても一緒に関わっていきたいと思いますけれ

ども、その辺まずよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、留保枠の関係で、クロマグロ、まぁ、これはＴＡＣ前の自主管理期間中であり

ましたけれども、大量入網により大変な事態に陥って、当然、漁期的な漁獲規制とか、そ

ういう事態に陥って、どういう状況になるのか。先ほど資源に関係しているのは将来予測

とかいろいろありましたけれども、年変動も大変大きい中で安心して操業していくために

は、留保枠の十分な確保というようなことについて、まず、是非配慮していただきたいと

思います。 

 それから、３年間固定。これはある意味、ほかの、今後、新たなＴＡＣ魚種の選定に当
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たっては沿岸の漁業者としてはできるだけ、まあ、複数年管理だからある程度計画的にで

きるような形でということで、漠然としたそういう要望があるんで、は出していたんです

けれども、ある意味、複数年管理というのは安心できる面がありますけれども、先ほどの

お話にありましたような、資源、年変動が大変大きい状況にあると。また、資源が大変低

水準の中で、こういう固定というものを出された場合、回復した場合どういう措置がある

のかというようなこともございます。将来にわたって希望を持てる操業をしていく上でも

柔軟な対応をお願いしたいというふうに、期中改定、北海道では、先行してスケトウダラ

とかの魚種でいろいろ国の方に配慮していただいておりますけれども、まぁ、できないこ

とはない。やるつもりがあるか、ないかというだけの状況ですので、資源状況に応じた実

際のＴＡＣ管理をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 今の点に関してありますか。 

○魚谷室長 では 初、先ほどの御意見も含めてお答えしたいと思います。 

 まず、３年固定のシナリオには反対ということでございました。一方で、我々水産庁と

しては、昨年からの経緯もございまして、先ほども御説明したとおり、ＴＡＣが乱高下す

るのは避けた方がいいだろうという考え方については変わりません。一方で、基準シナリ

オ、正に「基準」ですので、これを採用することを排除しているものではございませんけ

れども、我々としては、そういう管理の安定性というのは重要だと思います。 

 資源自体が単年生で変動します、というのもあるんですけれども、一方で現状の資源評

価のやり方ですと、前の年に予測値として資源量を出して、それに基づいてＡＢＣ、ＴＡ

Ｃの設定になると。そこが、予測でやっている部分というのは結構外れるというか、当た

らないことも多いということでございます。そこは、そういうことも踏まえて、漁期中調

査に基づいてＴＡＣを設定する、あるいは期中で改定するというやり方についても、水研

機構さんの方に御苦労いただいて検討いただいたわけですけれども、漁期中の調査でも状

況によって、あるいは資源によって外れるというか、誤差が大きくなるというようなこと

もございますので、そういったところも含めて考えると、３年固定にするというのがいい

んではないかというのが、水産庁としての意見でございます。 

 あと留保の関係、こちらは北海道の方から御意見を頂きました。 

 まず、いただいた御意見ですけれども、15％留保を取るときに、定置の大量入網に対応

するということを前提にするのならば、都道府県分から留保を拠出すべきじゃないかと。
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要は、全体として15％取るということは大臣管理分、大臣許可の分からも留保として拠出

いただいた一方で、それを使えないというのは理屈に合わないと、そういう御意見だとい

うふうに理解をしました。確かに理屈、留保の位置付け考えると、そういったところにつ

いては理解できるところでございます。 

 一方で、今後、新たな資源管理を進めていく中で、いろいろな漁法、この定置に限らず、

今後、新しい資源を検討していく中では、いろいろな漁法の特性、あるいは資源の特性で

いろいろな柔軟性なり配慮というのは必要になってくるというふうに考えております。今

回については、そういう中で、スルメイカは従来からのＴＡＣ魚種ではありますけれども、

今回、新たに数量管理、数量明示での管理を沿岸、特に定置の方でやっていただくに当た

っては一定の配慮が必要だろうということで、そういう中で御協力、御理解をほかの管理

区分に係る漁業者の皆さんにもお願いしたいという趣旨で、こういう形で今提案させてい

ただいているところでございます。 

 あと、頂いた御意見の中で、３年固定シナリオに関連して、計画的に獲るという意味で

は安心な面はあるけれども、現状で３年固定されるのはと。より保守的な数字になります

ので、そういうところがございました。 

 一方で、現状低水準で固定される、資源が低水準でというお話でございましたけれども、

秋季の系群については、ＭＳＹの水準を上回る状態ということの中での数字で固定される

と、３年固定ということでございます。 

 一方で、先ほど見直しについては、通常５年のところ、この資源については３年固定で、

３年後に見直すことを想定していますというようなお話をさせていただきましたけれども、

その中でも資源の状況、大きく変わったねというような資源評価になれば、３年以内の見

直しというのもあり得るんだろうと思います。これはほかの資源でも、漁獲量一定のシナ

リオなりといったもの、あるいは漁獲圧力を途中で変えるような代替シナリオを採用して

いるものについても、５年ごとの見直しを基本としつつも、資源の状況が変われば、その

期間内の見直しは否定しないというような形で整理をしておりますので、そういった意味

での対応というのは考えられるのかなというふうに考えております。 

 あと、一方で柔軟な対応ということで、期中の改定についても言及ございましたけれど

も、先ほども申し上げたとおり、漁期中の調査で期中改定をするという可能性についても

今回、水研機構さんの方にいろいろ検討してもらって、検討材料を頂いたんですけれども、

そういう漁期中の調査に基づいた場合でも、なかなか期中改定をするというところは難し
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かろうというような結論というか、判断になっておりますので、期中改定というのは現時

点で考えてはいないということで、考え方について申し上げておきたいと思います。 

 一応、今まで頂いた御意見についてはおおむねカバーできたと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○髙瀨審議官 初の方でシナリオに関する御質問を頂いています。御質問というか、御

意見を頂いていますけれども、ご発言いただいた方、何かシナリオといいますか、固定に

した方がいい、あるいはベースケースの方がいいとか、御意見ありますでしょうか。 

○参加者 ありがとうございます 

 私は質問をしまして、まず水産庁さんの説明の中では、基準シナリオがまずありますと。

今回、新たに２つの新しいやり方があるので、その代替案について比較の検討をしたいと

いう多分御提案だと思います。そのどれがいいかというのは、皆さんの、いろいろな漁業

種類の方がお使いの資源なものですから、いろいろな御事情があるので、いろいろ御意見

を聞いた上でそこを議論すべきというふうにしております。 

 水産庁からの御意見も、魚谷室長が言われたのは水産庁の見解ということなんですけれ

ども、いろいろな御意見の中で、一番、午前中にお聞きしたのも、14ページのシナリオ、

秋季発生群のです。これで言うと、３年間一定方式というのは、将来も12万トンぐらいし

か獲れなくて、こういう我慢して頑張っても将来獲れないというシナリオはいかがか、と

いうふうに言ったわけであります。資源が増えるようなやり方で、こうやってやりましょ

うということであれば、また３つの比較ももっとしやすいんですけれども、それについて

今回初めて提案されたものですから、どれがというのは、なんですけれども、ＴＡＣが安

定することは、私個人はいいことだと思います。 

 もう一方で、ある程度の漁獲が見込まれるような形での案であれば、３つ比較したとき

に比較できるんですけれども、今回の案であれば、あまり将来的にも獲れないというのは、

漁業としては有り難いことではないという意見でございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。乱高下を避けて安定的なＴＡＣにするためにある

程度リスク管理をするということで、ベースケースよりも低めの漁獲になってしまうわけ

ですけれども、安定するのはいいけれども、反対に、そこをケアするために少なくなって

しまうというのは気になるという、そういうことですかね。 

○参加者 もう１つ、先ほどの御説明の中で、これは大島副部長からの御説明だったんで

すけれども、これはβの数字を変えれば、また14ページは変わりますよということだった
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んですけれども、今回、提示をされましたランクの考え方なんです。ランクの考え方も新

しい考え方で、これは私、純粋に分からないので聞いているんですけれども、水産庁さん

がお示しされた資料７の13ページのところにランク１、ランク２とあります。ランク１は

これまでの管理目標達成していますということですね。ランク２というのはリスクという、

新しいリスクを両方とも基準シナリオよりも安全だということでついたらランク２になる

ということと理解をしています。 

 20ページ、21ページを御覧になっていただきたいんですが、例えば、秋季発生系群であ

れば、基準シナリオは０と２であると。これを下回るためには０と１のβ=0.4であると。

冬季については、基準シナリオは０％、24％ですので、これを下回るのは０％と23％のβ

=0.45になるということだと思うんですけれども、この０とか２とかを下回る意味が何が

あるのかというか、まあ、よりよいということなんでしょうけれども、パーセントで出し

ているんであれば、秋季であれば、例えばβが0.45でも、１％、１％で結構近いなと思う

んです。冬季発生系群の０、24に比べると十分に低くて、これは駄目なのかとか。確かに

基準シナリオを下回ることはいいけれども、１では駄目なのかとか、２が３になっては駄

目なのかというのが、そこは科学的に理解できない。ほかの資源評価でずっと水研さんが

出してきたデータとは違って、０、２とか０、24の、これの意味です。１ぐらいだったら

99％達成するんだからいいじゃないかという考え方もできるんですけれども、ここがまた

変わってくるんであれば、またシナリオも変わってきて、先ほどの14ページのデータも変

わってくるんであれば、また話も違うんですけれども、ここがちょっと理解できないので、

本当こういうふうにしなきゃならないというところを、ちょっと御説明をしていただけれ

ばと思います。 

○髙瀨審議官 では、これは水研さんの方から説明いただいた方がよろしいですかね。 

○大島副部長 どうもありがとうございます。 

 まず、これまでステークホルダー会議などで示しているのは、いわゆる回復目標、目標

に達するかどうか。目標というのをどう考えるかといえば、例えばβを考える際には10年

後に目標管理基準値を50％以上の確率で上回ると。これはもう完全にそのラインというの

を引いていますので、例えば、今、おっしゃったみたいに49％じゃ駄目なのかと。それは

結局、今、これは、そこのラインの上か下かという判断になってきますので、１か２かの

違いということではなくて、それを上回るか、50％以上になるかというところで判断をし

ますので、そういうことになると思うんです。 



 

－55－ 

 こちらについても同じで、これに関してはランクの考え方です。今回、私の資料の方に

はランクというものは示さなかったですけれども、つまり、どういうふうなカテゴリーに

入っているのかということの情報を与えているわけです。お示ししているわけです。すな

わち、いわゆる基準シナリオに対して、そのリスクです。リスクがそれ以下になるかどう

か。それ以下になればランク２として表示しますし、それよりも大きくて、ただし管理目

標を満たすのであれば、それはランク１という形で示していますので、それはもう完全に

ここに線を引いていますという考え方、それが１と２の違いがどうなのかということでは

ないんですよね。もうこういうところで判断をしますという基準ですので、そうお考えに

なっていただければなとは思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○参加者 分かりました。設けた基準であるということで理解をしました。ですから、こ

れこそ、どれぐらい獲れるかとリンクする話なので、言わば保守的にいくべきか、経済を

回すべきかみたいな話になってきて、皆さんの取る選択はどうするかということだと思い

ますので、科学的にこうならないというわけではなくて、基準シナリオとの比較の上で一

応カテゴライズしたという理解ですね。 

○大島副部長 その理解でそのとおりですし、今回提示させていただいているのは、いわ

ゆる代替的な漁獲管理措置と。今まで示すのは、基本的なものだけ示したわけですよね。

それがどういうものなのか。いわゆる目標達成するだけでいいのかと言えば、そういうわ

けではなくて、やはり資源を減らしてしまう、その基本的なルールとはちょっと変わりま

すので、それのリスクもちゃんと見ましょうというのがここの今回の重要なポイントだと

思いますので、判断する際にはそこも十分踏まえて判断していただくのが非常に重要なん

だろうと考えております。 

○参加者 すみません、もう１つついでに、さっきの20ページの水産庁資料の基準シナリ

オの０、２％というのと、β=0.45の１％、１％というのはどっちが安全かというと、ど

っちもどっちのように思うんですけれども、そうじゃないんですね。一応ルール決めたか

ら、そうであるということですね。１つでも下回ったら、それはそうだと、ランク１だと

いうことというふうに定義しちゃったからそうだということでしょうか。 

○大島副部長 そうだと思いますけれども、リスクそのものの中身も御覧になっていただ

いて、禁漁水準を下回る確率でありますし、もう１つは過去 低を下回る確率だと。やは

り禁漁水準より下回るというのはとても深刻なことだと思いますし、そこは両方が同じよ

うな意味合いというものではないと考えていただきたいと思います。 
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○髙瀨審議官 ありがとうございました。 

 そのほか御意見ありませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○参加者 午前中、シナリオ等をいろいろ聞いて、私の場合だったら、現実を考えれば、

まだ低い方がいいですけれども、せっかく試験場の方々、そういう方々が実績等いろいろ

やってきて、こういうシナリオの提案が出たわけですので、私の場合は、これをやってみ

て、また極端に一気に増えるようであったら、さっきの水産庁の話を聞けば、３年のうち

に変えることもあるという、こういう話をしたわけですので、私の場合だったら、この方

向性でもって進めていければ。まあ、不漁でもう全くみんなが駄目になるんだ、数量でや

れば全体的に大変だと思うので、これでやってもらって、まあ、極端に量があるようだっ

たら、２年後でやっても、変えてもらうみたいにしてやっていって構わないと思います。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。３か年固定シナリオで進めてみて、その間に資源

が大きく増えたりとか、そういうことがあれば見直しをしていくと、そういう御意見です

ね。分かりました。 

 そのほかにいかがでしょうか。今の御意見に対する御意見、あるいはその前の方々に対

する御意見でも構いません。何かありましたらお願いします。 

 どうぞ。 

○参加者 ありがとうございます。 

 私の御意見は、この場の議論にあまり貢献する話じゃないので、 後皆さんの具体的な

議論が終わったところでちょっと申し上げようかなと思っていたんですが、そろそろ議論

も収束しているようなので。 

 先ほどから出てきている、３年の話とか、いろいろと御意見はあると思うんですが、そ

もそも先ほどからいろいろと出ている話の一番基本のところは、我々としてこの話を納得

するためには、理解しなければできないと思うんですが、理解する前提として、やはり私

もよく分からないし、うちの漁業者の方たちもなかなか理解が進んでいないことが多々あ

る中で、いろいろと水産庁さんの先ほどの御説明ですと、こういうような、どっかで線引

かなきゃいけないから進めていくというような考え方で進められる部分があるようなので、

ちょっと危険なのかなと。要するに、今、漁業者の方に納得してもらってからこういうも

のを進めないと、なかなかしっかりした管理ができないと思うんですけれども。 

 そもそも論として、スルメイカの場合はとにかく、大和堆もありますけれども、同じ資
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源を利用する北朝鮮の中国のＩＵＵの漁獲というのが非常に大きく暗い影を落としていて、

それに対しての明確な評価や回答というものがないままで我々のスルメイカのＴＡＣが決

められていくと。そのときに、一定の数字を作って、その前後でこういう計算だからやる

んだというようなことだと、なかなか漁業者としては納得がいかないと。 

 例えば、15万トン増えて、６倍になったときの評価というのは、その前にやっていたＴ

ＡＣというのは何だったのと。それから、今回急に６倍ですか─あっ、３倍になって資

源の評価が変わったＴＡＣのところで、何がどう変わってきたからこうなっているんだっ

て。そういうところも多分、我々単純に考えちゃえば、前、中国のＩＵＵの漁獲量という

ものを入れないデータで計算していたＴＡＣというのがあって、我々はそれを違反したら

法律で罰せられる前提で守ってきたわけです。ところが、それが実は、それに倍する漁獲

量があったというような状況について、それまでのＡＢＣとＴＡＣの設定の、何かそれが

正しかったのか。まあ、正しいという言い方は変だろうけれども、どこまで妥当性があっ

たのか、なかったのかといったようなところの再評価みたいなものをきっちり、私は聞い

ていないし。だから、そういうようなことで、その辺に対する疑問も当然漁業者はみんな

持っているし、では、今回、それを入れた16万トンの話も─15万トンかな。まあ、いい

や。の３倍の資源量がある前提での話の中でも、ではそれが仮に３年間据置きでやるとい

ったときに、中国のＩＵＵが相変わらず我々の何倍─まあ、韓国と日本を合わせたのと

同じぐらいの漁獲量を中国のＩＵＵがこれからも３年間やる前提でこれを組んでいるのか。

そうじゃなくて、そこは日本が外交努力で０にしちゃっている前提で組んでいるのかが、

そういうようなところも明確に分からないまま、取りあえず日本の国内での計算だけやっ

ておりますよということなのか、それとも中国のＩＵＵの漁獲はこういう形でこの中で反

映しているからこうなっているんですとか、そういうところの説明というのが、これだけ

条件が変わってきたにもかかわらず、ちょっとその辺の御説明が我々のところには十分届

いていないので、これから漁業者の方々に、仮にどういう形であれ、今回の話を説明しに

行ったときに、この辺の話について明確に納得してもらわないと、この辺の管理というの

がうまくいかないんじゃないかなという気が、すごいしております。 

 そういう意味で、例えば先ほどの漁獲シナリオ案のリスク評価のところの線引きの話で

も、これについては、いわゆる中国のＩＵＵの漁獲量、これはどういう形で反映されてい

る。その辺も含めて、これが本当に、こういうリスクのところでの線引きというのが本当

にいいのか悪いのかとか、どれだけの意味合いがあるのかとかということもなかなか理解
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しづらい部分もあるので、ちょっとその辺が納得させられるのは難しいかなという気がし

ております。 

 水産庁さんの御説明で、３年間固定するというのも、ＴＡＣが乱高下したら拙いと。そ

れは当然のことなので、できるだけ我々としてもＴＡＣについては安定してほしいと。た

だし、その前になぜそうなるかというのは、やはりイカが単年生の資源で非常に乱高下が

激しいと。実際の資源量がそれだけ変化するものに対して、ではその資源量を利用するＡ

ＢＣなりＴＡＣの方が無理やり固定しちゃっていいのと。では、無理やり固定するところ

は、我々としてはある意味では望んでいる部分もあるんだけれども、そのときにそれは何

をもって無理やり固定するのか。経済的な状況まで水産庁の方は我々のところを考えてく

れてやっているのか、それとも単純に資源管理の観点からそういうことをやっているだけ

なのか。そういうところも我々としてはまだよく理解できないので、とにかくここら辺の

話を進める上においては、とにかく漁業者が納得できるような説明をこれからしていただ

くことが必要なんだけれども、そういうところも皆さん疑問、頭の中で思っていることを

念頭に置いて、是非御回答をしていただければと思っています。別にこの場でしてくれと

いう話じゃなくて、私、前からこの問題については、そういう意味で皆さん、うちの漁業

者の人たちと話していても、この辺についてお互いに理解が得られていないという状況に

ありますので、その辺を御配慮いただければということで、今、発言しました。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 まず中国の漁獲ですが、これは、今ある も確実性が高いといいますか、確度が高い情

報というのが15万トンということだそうですので、これは韓国の研究者の方の論文に出て

くる数字ですかね。それを考慮に入れて資源評価を行い、将来予測も行うけれども、実際

にＴＡＣを設定するときには、いわゆるＩＵＵ漁獲を前提にした配分にはしないという、

基本的にはそういう考え方です。ちょっと後でまた補足をしてもらいますけれども。 

 これまでやってきたことが、中国の漁獲を前提にして、それが正しかったのかどうなの

かというふうな見直しというのは、それは当然必要なんだろうと思っております。 

 あと３年間固定をしてしまうことについて、それは経済的なことまで含めてということ

なのかということですけれども、資源が十分にあれば経済的な観点も含めたＴＡＣという

ふうなこともあるのかもしれませんが、今、完全にそういうことも考慮に入れて、ゆとり

のあるＴＡＣを設定できているのかというと、そうではないのかなというふうに思ってお
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ります。 

 補足があればお願いします。 

○魚谷室長 若干補足いたします。このスルメイカは単年生で、資源そのものが大きく変

動する、環境要因等によって、ということ。あと、予測自体もそれをきっちりと当てられ

るわけじゃないという、資源そのものの特性と、あと評価の難しさというのがあって、か

つ、外国船の漁獲を実質コントロールできていないという、いろいろな問題があって、資

源管理自体、非常にハードルが高いという状況です。 

 そういう中で、全てのことについて、理路整然、一貫とした説明が可能かと言われると、

これは正直申し上げて、そこは難しいと言わざるを得ないと思っています。 

 そういう中で、一方で、では難しいから資源管理はもうやめて、好きに獲るんだという

ポジションは取れないわけですし、政策上もそういうことはできないという中で、現状で

利用可能な資源評価の結果、あと外国との関係等々、もちろん外国に対していろいろな働

き掛けなり、実質的にコントロールできるような状況まで持っていくために努力は続ける

わけですけれども、そういう中で取り得る 善の選択肢を、まあ、説明にいくつかいろい

ろな穴があると言われればそのとおりかもしれませんけれども、そういう中で、行政とし

ては 善の説明がつくものということで、こういう形での御提案というか、させていただ

いているということです。 

 そういう中で、現場の漁業者の皆さんが100％納得できる説明ができるかと言われると、

それも難しいんだというふうには思っていますけれども、いろいろな制約がある中で、取

り得るオプション、選択肢としての漁獲シナリオの選択であり、あるいはそこから導かれ

るＡＢＣなりからＴＡＣを設定するときの考え方が、水産庁として考えているものとして

はこういうものですという御説明になるということで御理解いただければというふうに思

います。 

 以上、補足させていただきました。 

○髙瀨審議官 水研の方から何かありますか。 

○大島副部長 ありがとうございます。特にはないんですけれども、とにかく資源評価に

基づく将来予測を行う際には、ここに書いてあります漁獲圧というのは全ての国の漁獲圧

を含んだものだとお考えください。そういう形で将来予測をやっております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 
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 どうぞ。 

○参加者 度々でどうもすみません。 

 先ほど参加者の一人からもあったのは、水産庁としては、今、取れる範囲内でベストを

尽くしてやっているという室長の御回答だと思いますけれども、漁獲量が、例えば秋季で

あれば現在の６割に減るということになるわけなんです。中型イカにとっては、これから

ＩＱの導入を検討するという話が、検討しろという話が水産庁から来ていて、うちの中で

も少し勉強会をしているところではあるんですけれども、実際、将来の漁獲量から出てく

る我々へのＴＡＣ自体がＩＱに分割されたときに本当にそれで経営が立つのかというとこ

ろ、そういうところを含めてでないと、なかなか漁業者も納得できない。正しく中国の話

もあり、そこが乱獲しているせいで資源が減ってきて、資源管理をしなきゃならない、漁

獲量を減らさなきゃならない。ただ、その結果出てきたものが、自分たちの計画はなかな

か立ちづらいものになってきてしまうと、これは産業としては立たなくなるわけでありま

すので、是非ともそういうところも考えていただいた上で、これぐらいの数量でしっかり

と経営をやってくださいというようなところも配慮して御検討、結果出していただきたい

と思っております。 

 実際、操業する漁業者からすると、非常に大きな影響を自分以外のところから受けると

いうところで納得がなかなか得られないところがありますので、そこのところ、よく御検

討いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。漁獲量の量そのものを十分に確保してほしいとい

う、そういう御意見を賜りましたが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 そのほかはございますでしょうか。 

 今シナリオについての御意見、いくつか伺いまして、要は３年……はい、では、お願い

します。 

○参加者 聞こえますでしょうか。 

○髙瀨審議官 聞こえています。 

○参加者 留保について発言させていただきます。 

 基本的に、留保のものの考え方というのは、年によって、管理区分間の漁獲のシェアが

毎年毎年の海洋環境等で変化するために、関係する漁業者がそれぞれ枠を拠出して必要な

ところに配分するという基本的な考え方だと思います。 
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 それで、今回、御提案されている留保のものの考え方というのは、明らかにそういう基

本的な考え方と異質であるというふうに思います。 

 それで、参加者の一人も発言されておりますが、もし特定の漁業区分にしか配分されな

いような留保であれば、それはそういう中で枠を拠出すべきであって、やはり留保の基本

というのは、枠を拠出したら、枠を拠出したところが、もちろん、漁場形成なり漁獲の状

況に応じてでありますけれども、配分する可能性があるというものでないとおかしいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 今留保についての御意見を伺いましたが、この留保について、そのほか御意見ありまし

たらお願いしたいんですが。 

 先ほど都道府県内でやるべきであるという御意見を頂いて、今、同様の、特定区分にし

か配分されないというのはそもそも留保の考え方としておかしいのではないかという御意

見を頂きました。 

 また、北海道の方からは、来年から数量区分、数量管理をするのが初めてということも

あり、その辺りは十分に配慮いただきたいというお話がございました。 

 どうぞ。 

○参加者 今、留保の件で御意見ありましたけれども、我々としては初めての都道府県管

理ということで、非常に不安を抱えているというところで、決して、留保について都道府

県の定置漁業に、都道府県の管理区分に限ってということを我々がお願いしているという

よりは、十分な数量というのを何とか確保していただきたいということが我々の要望。そ

れがなくてはこの先に進めないなというふうに思っているところです。 

 仮に都道府県分だけで留保を持つということであれば、恐らく本当にごく数量、小さい

数量になっていくのかなということもありまして、それではなかなかこの不安というのは

拭えないというふうに思っておりますし、厳しい数量管理になってしまいまして、先ほど

も申しましたが、かえって大臣管理区分さんの方に御迷惑を掛けるような、そんな事態も

予測されるというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。この点、ほかにいかがでしょうか。 

 ほかにございませんか。 
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 今、シナリオについてと、それから留保についてを主に御意見伺いましたが、そのほか

にＴＡＣの設定に関する考え方のほかの部分、何かございますでしょうか。 

 それでは、今、留保の考え方と、それからベースケースにするのか、あるいは３年固定

にするのかといったところでいろいろ御意見を伺いまして、意見も少し分かれているとこ

ろであります。水産庁の方で、少し内部で考え、検討したいと思いますので、ここで少し

休憩を入れたいと思います。これから50分まで休憩をしたいと思いますので、50分になり

ましたらお集まりいただければと思います。よろしくお願いします。 

午後２時３２分 休憩 

午後２時５０分 再開 

○髙瀨審議官 それでは、会議を再開したいと思います。 

 まず、水産庁の内部で検討した結果を魚谷室長の方から説明をしてもらいます。 

○魚谷室長 それでは、水産庁の資料、資料７の 後のページです。スライドの22でお示

しした考え方それぞれについて、出していただいた御意見をまとめつつ、水産庁として内

部で検討した結果の考え方を御説明したいと思います。 

 まず１点目、中国の漁獲、15万トンという仮定値があるわけです。資源評価で用いられ

ている仮定値があるわけですけれども、これについてこれを追認するような形にしないと

いうことで、ＴＡＣの設定配分においては考慮しないという点については、特段異論、御

意見はなかったというふうに理解をしております。 

 ２点目、スルメイカ一本での管理です。評価自体は秋季、冬季分けて評価されているわ

けですけれども、ＴＡＣ管理については一本でやりますと。合計値、ＡＢＣの合計値をベ

ースにＴＡＣ設定するということについても、これについても反対の御意見はなかったと

いうふうに理解をしております。 

 ３つ目として、韓国、ロシア、あと太平洋側の中国の漁獲量、こちらについては報告さ

れている数字ということで、違法ではないということで、これについて考慮を、評価上も

考慮されているということで、これは考慮すると。考慮の仕方として、過去実績で日本の

割合が 大であった2007年当時の割合、６割を我が国の配分にするという考え方、これに

ついても、特段の御意見はなかった、反対意見等なかったというふうに考えております。 

 続きまして、漁獲シナリオですけれども、水産庁としては３年一定のシナリオでリスク

評価を考慮して、ランク２、要はリスクが基準シナリオより以下であるもの、これを選択

してはどうかという考え方については、御意見が分かれているようなところがございまし
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て、まずシナリオそのものですけれども、水産庁が提案しております漁獲量３年固定のシ

ナリオを支持する御意見と、それには反対で、いわゆる基準シナリオ、これを支持すると

いう御意見、２つに分かれていたというふうに理解をしております。こちらについては、

水産庁としては、御提案のままということになりますけれども、当面の管理の安定性とい

うのが重要だという観点から、原案、３年固定のシナリオというのを引き続きお薦めとい

うか、推薦したいというふうに考えております。 

 一方で、ベースケース、基準シナリオの採用を排除するということではございませんが、

水産庁としては３年固定を引き続き提案したいということでございます。 

 仮に、３年固定のシナリオを採択して、この３年、一定して漁獲量、ＴＡＣを一定にし

ている間に資源の状況、想定外によくなったと、獲れ方が非常によくなったというような

状況になる場合には、先ほども申し上げましたけれども、３年以内であってもこういう形

でステークホルダー会合等を開催して、議論をする中で見直しをするということも、そう

いう可能性も排除しないという形での、取りあえず３年固定ということでございます。そ

ういう形にしたいという考え方でございます。 

 当然、３年後には、少なくとも３年後にはこれを見直しして、例えば引き続き３年固定

のシナリオにするのか、あるいはベースケース、その他のシナリオにするのかというのは、

見直しは３年後にはするということですけれども、３年以内であっても資源の状況等に大

きな変化があれば、３年以内の見直しも否定は、可能性は排除しないということで、引き

続き３年固定のシナリオを提案、採用することを提案したいというふうに考えております。 

 あと、リスクの取り方でございます。水産庁の資料で言うと20ページ、21ページの、ラ

ンク２をということで水産庁としては考えているわけですけれども、ランク１でも採用で

きるんではないかというような強い御意見も頂きました。これについても、引き続き、こ

れは基準シナリオよりリスクが大きいシナリオは採択するのが適当でないという考え方に

基づいて、ランク２の方、リスクが基準シナリオ以下のものを採用するということで進め

させていただければというふうに考えております。 

 続きまして、留保の関係です。留保、必要性については、要らないというような意見は

なかったわけですけれども、一方で全ての管理区分からシェア見合いで留保を拠出しても

らって、ある特定のところだけに配分可能だというのは、理屈というか、留保のそもそも

の位置付けから考えておかしいんではないかという意見がございました。理屈としてそう

いう面があるというのは、そのとおりだと思います。 
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 一方で、現状、ほかの資源で留保を取って、漁場の形成なり漁獲の積み上がりに応じて

配分しているという資源ございますけれども、細かいことを言えば、その留保全ての管理

区分から一様に拠出いただいている、拠出というか、取っているわけですけれども、細か

いことを言うと、都道府県で数量明示になっていない現行水準の県、見合いの、目安数量

見合いの分の、シェア見合いの分というのは、留保に吸い上げた上で、数量明示じゃない

ところには配分しないということになりますので、細かい話ですけれども、そういう意味

では留保を取られて配分先になっていないところが、あるにはあるということです。もち

ろん数量明示じゃないところというのは、厳密な数量管理をやるわけではないので、位置

付け的には違いますけれども、そういう面があるということは御指摘をしておきたいと思

います。 

 一方で、その留保を取られるだけ取られて配分の対象的にならないというのはおかしい

というお立場、御意見は十分理解するところではございますので、これは定置等における

大量入網への備えとしてという限定で考えていたわけですけれども、こちらについては限

定、基本方針上、限定することはせずに、基本的にはどなたでも配分される対象になり得

るという形にしたいと思います。 

 一方で、この定置、新たに数量管理、数量明示での管理に取り組まれる都道府県、この

定置への大量入網というものの問題の重要性というか、そこは変わらないと思いますし、

状況によって一気に積み上がるというようなお話も先ほど北海道の方からありました。 

 そういう中で、都道府県に対する留保の配分については、ほかの資源で採用されている

ような、あらかじめどういう状況になったらどういう形で配分しますというようなルール、

浮魚類で採用している「75％ルール」と言われているものですけれども、その類いの同じ

ようなルールを作って、水政審には事後報告で対応できるような配分ルールを定めて、迅

速に配分できるような形にしたいと。 

 一方で、ほかの数量明示の分、つまり大臣管理分ということになりますけれども、そち

らについては、水政審の諮問を経て、必要に応じて配分をするという形で、やり方につい

てちょっと差を設ける形にさせていただければということで考えております。 

 あと一方で、留保に取る数字です。15％程度ということで、過去の実績等々踏まえてそ

れぐらい必要だろうということで御提案しているわけですけれども、そういった形での留

保の使い方というところから考えて、必要 小限にすべきだろうということで、この留保

の数字、取り方、15％という提案ですけれども、ここについては、引き続き関係者の意見
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を聞きながら、必要 小限にとどめるという形で、数字について、今後、固めていきたい

ということで考えております。 

 以上、水産庁資料の22ページに書かれている論点それぞれについて、頂いた御意見と水

産庁を通しての考え方について御説明をさせていただきました。皆さんに御理解いただい

て、そういう形で進めさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

○髙瀨審議官 どうぞ。 

○参加者 どうもありがとうございます。 

 今の魚谷室長の御説明の、一番 後の留保に関して、２つ質問があります。 

 １つは、全ての漁業種類に配分し得るということなんですが、大体漁期がそれぞれ違っ

ておりまして、さっき今回の提案にありました定置というのは、一番 後に入るか入らな

いか分からないものになります。ですから、例えば12月とか１月に、余りましたと言われ

ても、いか釣りの方ではもう使いようがないので、そういうのを配分されても困るという、

時期の関係で使いにくいということがあります。 

 ２つ目は、中型いか釣りでＩＱを設けた場合に、それが増えたときにそれを配分してい

ただけるのか。たしかＩＱの場合には途中からの追加はないので、それであれば再配分と

いっても中型いか釣りは恩恵を被ることはできなくなってしまうので。そうであれば、

初から15％から外していただくとか。それでないと不公平のような気がします。それにつ

いて追加の御説明をお願いします。 

○魚谷室長 まず１点目です。それぞれ漁業種類によって漁期が違って、留保を使いやす

い、使いにくい、そういうのがあるというのは理解をしております。 

 一方で、従来からこういう留保からの追加配分をやっているような魚種についても、有

利、不利というのはそれぞれあるんだと思います。例えば都道府県でも、漁業種類でも。

そういう中で皆さんの共有のお財布みたいな形でやらせていただいているということで、

そこの有利、不利というところはある程度御理解というか、事情を御理解の上、飲み込ん

でいただければというふうに考えております。 

 あとＩＱになった際です。これについては、従来の浮魚類の追加配分のルールでも、Ｉ

Ｑの趣旨からすると、漁獲が積み上がって、「更に下さい」と言って追加配分するという

のは、そもそものＩＱの趣旨にそぐわないということで、そういった資源については、留
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保を取った上で、ＩＱ管理する管理区分のシェア見合いの分から、ある程度圧縮した分で

すけれども、半分に圧縮していますけれども、それを当初の配分に戻す、上乗せで戻すと

いうやり方を行っています。確かにそういう、もしＩＱについて、いか釣り漁業の方でや

られるということになれば、その留保の扱いについては当然検討する必要があるというふ

うに考えております。 

 一方で、来管理年度からＩＱを、法に基づくＩＱをやるという予定にはなっていないと

思っておりますので、この留保の取り方、どれぐらい取りますという話については、これ

は、毎年のＴＡＣ設定のときに配分の中で決めていく話ですので、こちら、例えば来々管

理年度から、ＩＱ、法に基づくＩＱやられますということであれば、そのときに留保の全

体の取り方、あるいは配り方、それについては、来々管理年度の始まる前に整理をして、

整理をする上では関係者と御相談をしながら留保の取り方、配分の仕方について考えてい

くということになろうかと思います。 

 私からは以上でございます。 

○髙瀨審議官 そのほかは御意見ありませんか。 

 お願いします。 

○参加者 そうなるなと思ったけれども、予測したとおり、去年と同じようなステークホ

ルダーの結論で、何とも言えないんですけどね。ベースケースでどうして駄目なのかって

全然説明がなかった。去年のこの場で水研が、ベースケースで18万トンでしたっけ、ＡＢ

Ｃ出していたと。今年、もう12月、もうすぐ終わりますけれども、今年の我が国の漁獲状

況、多少業界ごとに凸凹はあるけれども、総じて言うと、かなり低い水準です。これって

何なんですか。別にスルメイカというのは、いつも議論になっているとおり、単年生だか

ら、単年生のものを漁獲量一定という考え方自体が、根本的に私は絶対理解できない。こ

れが寿命の長いものとか、資源が安定しているのならいろいろな捉え方がある。でも、今、

正に変わっているじゃないですか。スルメイカって、動いているじゃないですか。そのと

きにあえてベースがどうして駄目で、これが駄目だから、代わりの方はこれだじゃない。

訳の分からない、安定、安定と。もともとスルメの資源なんか、今、安定していないじゃ

ないですか。むしろ、資源のさまに合わせて獲った方がいいんじゃないですか、利用する

方は。 

 というのが私の意見です。 

 だから、多分、これで閉会しゃんしゃんって終わるんでしょうけれども、絶対に私は納
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得しませんからね、これは。こういう形でステークホルダー会合やるんなら、やらん方が

いい。正直、漁業者の皆さんが聞いていても、よく理解できない話が、ずっと押さえて、

ずっと押し込まれて。で、結論は水産庁が提案したとおり。去年と同じ。そこには議論も

何にもない。一方的な申し渡しだけだというふうに私は理解しています。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。とはいえ、見直しはしますよと言っているんです

けれども…… 

○参加者 間に合わないんです、それじゃ。イカの資源ってそんなものじゃないでしょう

って。もう少しイカ資源だったらイカ資源、まともに向き合ってくださいよ。 

 それと、それを漁獲している漁業者の気持ちを考えてくださいよ。今日の結論って科学

に見せかけているけれども、ある意味根拠のない数字でやるのと同じ話です。それを我々

は今度守らなきゃならん。切ないですよ、これ。皆さん賢いから多分口にされないと思う

けれども、私、これ、２年連続同じことを言っています。そろそろいいかげんにしてほし

いなと思っていますよ、こういうやり方は。 

 参加者が途中でおっしゃった、今までのＴＡＣは何だったのか、スルメイカのＴＡＣは

何だったのか。それは、正しく今私が言った、去年18万トンというＡＢＣが出た。水産庁、

それは過大だと。だから、据え置きます。同じにしました。で、漁獲量はって。多分、全

体漁業だったら同じぐらいじゃないかと思いますよ、今年も。それが今のスルメイカ漁業

に起きている現状ですよ。だから、正直、もうああいうふうにいろいろとシミュレーショ

ンして見せていただいても、まあ、余り、そうかな、そうだったらいいなぐらいの話しか

ない。多分、もう何言っても押し切るんだから、いいですけどね。もうこれ以上、私、言

わんわ。あほらしいもん。 

 そんな印象を持ちました。ありがとうございます。 

○髙瀨審議官 資源が乱高下するのはそのとおりでして、その中でどうやって管理をして

いくのがいいかという、それを模索して、今、こういう議論をしているわけなんですけれ

ども、この件、あるいはこの件に限らず、ほかに御意見を頂ければと思いますが。 

 どうぞ。 

○参加者 いつも同じなんですけれども、もう全く先ほどの意見と同じなんですけれども、

会議になっていないんですよね。イカについてはいろいろな業界があるから簡単に一本に

なるとは思えないけれども、我々の意見を全然吸い取っていないわけです。この間、ロー
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ドマップで示されましたけれども、漁業者にちゃんと理解してもらって、納得してもらっ

てＴＡＣを決めるって書いているわけですよね。今日なんて、ほとんど納得している人が

いないかもしれない。ごり押しして、決まったというかのように見せるけれども、全く理

解していないですよね。守るのは我々なんですよ。だから、そこが全然抜けていると思う

んですね、イカに関して、特に。 

 いろいろな業界がある中で大変なのは分かるんですけれども、去年も 後は藤田部長さ

んが、これで今年はやってくださいで終わっちゃったわけです。今年もある程度、今年水

産庁の御意向に沿った中身で決まりそうだというのが今の現状なんですけれども、これだ

ったら、やっている意味全くないです。ただ集めて意見を聞くだけですよね。それをちゃ

んとした説明、先ほど参加者がおっしゃったみたいにちゃんと説明がないから漁業現場が

納得いかないわけです。全く現場が違っている中の評価であったりするから、違う、だか

ら水産庁のおっしゃっていることは納得できないということになって、ますます不信感が

出てくるというのが現状だと思うんです。 

 実際に加工屋さんも非常に困っていて、獲れるのに獲ってくれないと言う漁業者さんも、

加工屋さんもいらっしゃるわけです。だから、そういう現状を踏まえた上でこういう会議

を開いてくれないと。集まって、さあ、皆さん集まって決めましたという形にされると、

非常に我々困るんです。現場に説明できない。悪いけど、水産庁に強引に押されましたと

いう説明しかできなくなっちゃうんです。全くそのとおりだから、それ以上説明できない

ですけれども。だから、その辺を２年続けて同じことをやっているということ、来年はど

うなっちゃうのか分からないです。まあ、来年はこの会議はないということですよね、先

ほど言いましたけど。毎年やったっていいじゃないですか。先ほど言いましたけど、資源

がどうなっているか判断するとおっしゃっているんだから、この会議、毎年やればいいん

ですよ。変わっていませんなら、変わっていませんでいいし。大きく変化があったときは

考えますということだから、やることと同じことですよね。だから、その辺を本当に丁寧

に我々に情報を流してもらって、納得してくれないと、管理する方は困っちゃうと思うん

です。だから、そこは本当に、先ほど言いましたように、２年全く同じ方式でやられて、

私、北海道から来ていますけれども、何なのこれということになるわけです。強引に水産

庁の出されたものを、若干修正はあったにしても、ごり押しされて決められちゃったとい

うのが今日の感想です。 

 以上です。 
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○髙瀨審議官 そのほかにございますでしょうか。 

 今、固定ではなくてベースケースでという御意見だと思うんですが、ほかにそのような

御意見などありましたら聞かせていただけますか。どちら側、むしろ３年固定の方がいい

とか、ベースケースでやるべきじゃないかといった御意見がありましたら、是非。 

○参加者 地方のウェブで入っている方に聞いてみられたらいかがでしょうか。手を挙げ

ないかもしれませんけれども、聞くと答えてくれるかもしれません。 

○髙瀨審議官 では、先ほど……はい、どうぞ。 

○参加者 もう私は何も言わないと思っておったけど、今、２人の方が言われましたよね。

私もこれ見ても、もうよく分からぬし、よくここまで計算、海の中の資源がどうしてこう

いう計算で解決するんだろうかなって、私も不信感を持っております。しかし、私が 初

に言ったとおり、イカは１年魚ですから、皆さん我慢して資源管理しましょう。そうした

ら先はトンネルから明るさが見えてくるんですから。せやけん、資源管理を何でできない

んですか。マグロは国際会議やっていますよね。イカも日本海でやっている国際会議は、

中国なんか特に机に座らせるの大変と思います。しかし、あの人たちも経営しているんで

すから、そこの訳をよく話して、10％でも、20％でも資源管理をしてもらったら、その分、

親魚が産卵場所にたどり着くんですから、そうしたら資源が増える。そういう楽しみがな

い。私も今日の話は納得いかぬですね。せやけん、何とか、難しいですけれども、一歩前

進するような格好で資源管理をしましょうよ。スルメイカは１年魚ですから、何年か、２、

３年資源管理をそういう格好でしたら、資源は増えてくる。そうしたら、増えてきたら、

皆さんでそれを分け合って、それで加工業者の人も助かるし、みんなが助かるんじゃない

ですか。そこを検討する余地はあるとですか。 

○髙瀨審議官 今言われているのは中国─中国というか、外国との。 

○参加者 大変と思いますよ、私も。 

○髙瀨審議官 そうですね。もちろん、日々、周辺国をいかに資源管理に巻き込むのかと

いう努力は水産庁としてはしているところなんですけれども、なかなか目に見えてこない

というところはありますよね。それはもちろん今後も続けていくということなんですけれ

ども。 

○参加者 それが見えてこないと、私たちは、しているというあれが思えぬわけですたい

ね。 

○髙瀨審議官 それはよく分かっております。 
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○参加者 大変と思います。難しい国ばかりですから。韓国にしても、ロシアにしても、

特に北朝鮮なんかは、なかなか座ることはないでしょうけれども、大変と思いますけど、

何とか日本海の、日本海じゃなくて、日本のスルメイカを守るためやったら何とか、そう

いう立場におられるんですから何とか頑張ってください。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 それでは、ウェブ参加の方、ちょっと指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 （WEB参加者の一人を指名）いらっしゃっていますでしょうか。 

○参加者 はい。聞こえますか。 

○髙瀨審議官 はい、聞こえます。 

○参加者 ずっと朝から聞かせていただきまして、やはり皆さんと同じ意見というところ

もあるんですが、結局、水産庁主導で、ＴＡＣ等のいろいろな御説明も受けて、我々は従

う。しかしながら、イカ資源全体が日本海に及ぶ中で外国の問題はどうしても避けて通れ

ない。外国の問題のスピード感と、この我々の資源を決めることの説明との差があまりに

も激しいことによって説得力がないというのが一番じゃないんでしょうか。やはり、せめ

て、中国も努力されると言いますけれども、何年前から同じ言葉を聞いているんでしょう

か。少しは前に進んで、このように進んだよというような具体的な意見でもあれば、我々

生産者も、そうか、汗をかいているんだなと、国として。それならば我々も協力しようと

いうことが素直に考えられるんじゃないでしょうかということを一番感じました。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございました。 

 それでは、（WEB参加者の一人を指名）いらっしゃいますでしょうか。もし御意見いた

だけるようでしたら、お願いできますか。 

○参加者 聞こえますか。 

○髙瀨審議官 聞こえます。 

○参加者 私の意見は、もうこの会自体が、 初からもう結論が決まって、ただ、その時

間、いろいろな説明を受けて、でも結論は同じという感じがしました。もう少しスルメの

生態について考えながら、もう少しＴＡＣの設定の仕方を考え直してほしいと思います。 

 以上です。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 すみません、途中ちょっと途切れたんですが、スルメイカの性質とかをもっと配慮して
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ＴＡＣ設定してほしいという、そういう御意見でよろしいでしょうか。 

○参加者 はい、そのとおりです。 

○髙瀨審議官 ありがとうございます。 

 そのほかに御意見いただけますでしょうか。 

 それでは、シナリオに関して３年、特に３年固定にするのか、ベースケースにするのか

といったところで、水産庁の方からは３年固定というものを提示しましたけれども、それ

は納得できないという御意見がありましたので、これについては水産庁の方で引き取らせ

ていただきます。 

 そのほかの部分については、御提示させていただいた案、それから水産庁内で再度検討

してお示ししました説明で、納得といいますか、御理解を頂いたと思いますので、それは

そのように受取をさせていただいて、シナリオについては水産庁の方で両論あったという

ことで引取りをしたいと思います。 

 そのような理解でよろしいでしょうか。 

○参加者 今年から、６割だか、７割と言いましたよね。あれその前の、前回も私言った

んですけれども、たしかもう４、５年、それをなしにしてＡＢＣを出していたと記憶する

んです。ＡＢＣイコールＴＡＣにしていたと思うんですけれども、また、ここに来ていき

なり６割に復活したという、その辺も丁寧に説明いただいた方が有り難いんですけれども。 

○髙瀨審議官 分かりました。 

○魚谷室長 ＡＢＣからＴＡＣにする際に、水産庁の資料で言うと、資料７の５ページに

近年のＡＢＣ、ＴＡＣの数字が５ページの下のところに表でお示しをしております。 

 ただいまの発言者の方が言われているのは、2019年、20年についてはＡＢＣをそのまま

ＴＡＣにしているということだと思います。その前はその６割なりを掛けて─2017、18

ですね。これ、ＡＢＣからＴＡＣにするときに外国漁船分を考慮して、係数を掛けて日本

水域のＴＡＣという形で算定、設定をしていたということです。そちら、2019年、20年、

こちらについては、外国の漁船は考慮せずにＡＢＣ総量をＴＡＣとして設定していったと

いうことです。これは資源が非常に悪くなって、全量日本分として設定をしてきたわけで

す。それを元に戻すと。要は2018年以前の考え方に戻すということですけれども、こちら

の2020年からその後、要は、ＭＳＹベースの評価になったときに変わったところというの

は、中国の漁獲量、仮定値として15万トンですけれども、それを含めた評価になって、Ａ

ＢＣとしては、そもそものベースが変わって大きな数字になっているということでござい
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ます。そういった、そもそも評価上出てくるＡＢＣの性質が、2020年から21年のときに変

わっているという中で、昨年は計算されるＡＢＣが３倍になったという話をしましたけれ

ども、それは中国の漁獲を考慮したからそうなったわけではなくて、３つの、３倍になっ

た要因については先ほど御説明をしましたけれども、そういう中でＡＢＣのそもそもの意

味が変わったという中で、実際、意味するところが変わったという中で、ではその外国の

漁獲をどう考慮すべきかということを改めて考えたときに、15万トン、要は違法な中国の

日本海における15万トンという仮定値については考慮せず、一方でその中で韓国、ロシア、

太平洋での中国の漁獲については合法的なものとしてこのＡＢＣの算定においても使われ

ているものということで、そこは考慮して６割というところを使うのが適当ではないかと

いう考え方でございます。 

 以上でございます。 

○髙瀨審議官 よろしいでしょうか。 

 そのほかございますか。 

 では、御意見いろいろ頂きました。結論といいますか、会議をまとめますと、水産庁の

資料の18ページ以降ですか、まず漁獲シナリオに関しては、水産庁からは漁獲量一定、３

年間固定という案をお示ししましたけれども、これについては賛成も頂きましたが、反対

という御意見も頂いて、再度、水産庁の方で見直し、３年以内に見直しをしますという案

を出しましたけれども、それでも納得はいかないという御意見を頂きました。 

 そのほか、22ページの考え方については、上３つについては特段の御意見は頂いていな

いと思いますが、４番目のリスクの管理の仕方、これは先ほどのシナリオとも関連します

けれども。それから、 後の留保についても御意見を頂きまして、留保については 小限

にしますということと、あと定置に限定するということではなくて、定置について一定の

配慮はしますが、そのほかの漁業についても利用可能ということを再度提示させていただ

いて、これについては御理解を頂いたかなと思っております。 

 そのようなことでしたので、シナリオについては両論あったということで水産庁の方で

引き取って、引き続き検討をしたいと思っております。 

 そのほかに御意見がなければ、これで今回、第２回目の会議になりますけれども、資源

管理方針に関する検討会はここまでとさせていただきます。皆様にはいろいろと御意見を

頂きまして、どうもありがとうございました。また引き続き、皆様の御協力をお願いした

いと思います。本日はどうもありがとうございました。お疲れさまでございました。 
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午後３時３１分 閉会 


