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資源管理方針に関する検討会 

（マイワシ対馬暖流系群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群） 

【第２回】 
 

 

令和２年９月 29日（火 )～ 30日（水）  

福岡国際会議場国際会議室501  

 

議事次第 
 

 

【９月29日（火）】 

１ 開会 

２ 主催者あいさつ 

３ 議事 

（１）資源評価の更新内容   ≪(国研)水産研究・教育機構≫ 

（２）第１回検討会の宿題への回答  

≪(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≫ 

 

【９月30日（水）】 

（３）漁獲シナリオの検討について（続き）    ≪水産庁≫ 

（４）まとめ                     ≪水産庁≫ 

 

４ 閉会 
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〇令和２年９月29日（火） 

【中野係員】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、マイワシ対馬暖流系

群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群の資源管理方針に関する検討会の第２回を開催さ

せていただきます。 

 私は、事務局を務めます水産庁管理調整課の中野と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日は、会場にも多くの方にお越しいただいているところでございますが、スカイプを

通じたウェブ参加の出席者の方もいらっしゃいます。事務局としても初めての試みでござ

いまして、技術的なトラブル等、生じるかもしれませんが、精いっぱい対応させていただ

きたいと思っておりますので、スムーズな議事の運営に御理解、御協力をいただければと

思っております。 

 この関係で、会議の出席者の皆様にお願いですが、御発言の際に、ウェブの参加者に伝

わりますように、必ずマイクを通じて御発言いただきますようお願いいたします。また、

ウェブで参加されている皆様には事前にメールでお知らせしているところでございますが、

発言を希望される場合には、スカイプのチャット機能を使用して発言を希望することをお

知らせいただきますようお願いいたします。 

 また、コロナ・ウイルス感染拡大防止のため、会場受付に設置されておりますアルコー

ル消毒を行っていただくほか、手洗い、うがい、マスク着用をよろしくお願いいたします。

また、福岡県からも要望がありました、新型コロナ・ウイルスの接触確認アプリＣＯＣＯ

Ａのインストールを行うよう、御協力をお願いいたしたいと思います。 

 早速ですが、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 資料１が議事次第でございます。資料２が会場施設案内及び注意事項になっております。

両面になっております。１枚のものです。資料３が出席者名簿となっております。ホッチ

キスで留まっているものでございます。資料４－１から４－３までが水産研究機構の資料

でございまして、横のパワーポイントのスライドが２つと縦の議事録が１枚入っておりま

す。最後に、資料５といたしまして、「漁獲シナリオの検討について」という水産庁の資

料が入っております。 

 資料は以上でございますが、不足等ございましたら、お近くの水産庁職員にお申しつけ

ください。 

 また、いくつか注意事項ございますので、御説明させていただきたいと思います。 
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 資料の２を御覧ください。１枚で両面のものでございます。 

 会場施設案内及び注意事項となっておりまして、裏面に注意事項というところがござい

ます。こちらを御覧ください。飲食、喫煙に関してなんですけれども、会場内での飲食は

可能なんですが、必ずごみは持ち帰っていただきますようお願いいたします。また、自動

販売機は５階のエレベーター横に設置されていますので、こちらを御利用ください。また、

喫煙所は２階のデッキにございますので、こちらの場所でお願いいたします。 

 座席についてですけれども、指定はございませんので、ご自由にお座りください。また、

資料につきましては、２日間行われますが、必ず資料は毎日持ち帰っていただいて、席に

は何も残さないようにお願いいたします。新型コロナ・ウイルス対策ということで、必ず

マスクの着用をお願いいたします。 

 その他ですけれども、２つ目のポツですが、御意見、御質問等がございましたら。挙手

の上、必ず最初に所属とお名前を述べていただいた上で御発言いただきますようお願いい

たします。また、コロナ・ウイルスの感染拡大防止のため、本会場の３階と４階は立入禁

止となっておりますので、入らないようによろしくお願いいたします。 

 次に、本検討会の会議の配付資料及び議事概要、議事録につきましては、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、あらかじめ御承知おきくだ

さい。 

 それでは、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 水産庁からは藤田資源管理部長です。 

【藤田部長】  藤田です。よろしくお願いします。 

【中野係員】  魚谷資源管理推進室長です。 

【魚谷室長】  魚谷です。よろしくお願いいたします。 

【中野係員】  上田漁場資源課長補佐です。 

【上田課長補佐】  上田です。よろしくお願いします。 

【中野係員】  また、国立研究開発法人水産研究・教育機構から、大下副部長でござい

ます。 

【大下副部長】  大下です。よろしくお願いします。 

【中野係員】  船本副部長でございます。 

【船本副部長】  船本です。よろしくお願いします。 

【中野係員】  そのほか御専門の方々に御出席いただいております。 
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 それでは、開会に当たりまして、藤田資源管理部長から一言御挨拶申し上げます。 

【藤田部長】  皆さん、こんにちは。前回もこの会場で私から御挨拶を申し上げました。

本日、第２回目の資源管理方針に関する検討会ということになります。まずもって、本日

こちらで開催をいたしましたところ、こういう多数の方に御参加いただいたことに関して

感謝を申し上げます。さらに、ウェブのほうでも多数の関係者の方に御参加をいただいて

おりまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 本年の７月に開催したときには、若干、遠方のというか、コロナ蔓延防止のために出席

がかなわないという方もいらっしゃいまして、その後、境港などで直に別途、意見を頂戴

するという機会をいただきながらここまで来たということでございます。その後、今月、

資源評価結果が更新されておりまして、本日は、こういう更新された資源評価結果、ある

いは前回の会議でいただきました御要望といいますか、御提案といいますか、そういった

ものに基づきまして、水産研究・教育機構でいろいろシミュレーションしていただきまし

たので、そういったものを基に今後の資源管理の実施に向けた議論を進めていきたいと考

えているところでございます。 

 漁業を取り巻く環境につきましては、もう皆様御承知のとおりでございまして、生産量

の減少傾向が止まらないというか、まだまだ続いているという状況でして、しっかり日本

周辺の漁場といいますか、資源を将来にわたって持続的に活かせるように努力をしたいと

考えております。そうした中で、今年の12月に新しい漁業法、適切な資源管理と水産業の

成長産業化を両立させるための資源管理措置等の基本的制度を一体的に見直したもの、こ

れが12月１日に施行されるということで、準備を進めているところでございます。 

 本日の議題にも関係しますけれども、新しい漁業法の中では、資源管理基本方針という

ものを定めまして、それに従って資源管理を行っていくことになっております。資源管理

基本方針そのものにつきましては、９月18日に水産政策審議会に諮問をいたしまして、魚

種に関して共通で考えていく事項に関しては明らかにして、今、進んでいると。今後、こ

ういった会議で、魚種ごとに得られた考え方といいますか、そういったものをこの資源管

理方針の魚種ごとの具体的な方針に位置づけをしていくということで、現在、さらに準備

を進めているという状況であることを御理解いただければと思っております。 

 改正漁業法に基づきまして、資源管理は、まず一つは、最大持続生産量を達成する水準

に資源を維持または回復させることを目標にしてございますし、この管理の目標を達成す

るために、関係者の皆様と意見交換を通じまして、漁獲のシナリオを決定していくという
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ことでございます。 

 そのシナリオが、ある程度ちゃんとピン留めというか、共通理解が得られておりますと、

毎年の資源評価結果に基づきまして、翌年に獲るＴＡＣの量というんですか、そういった

ものはある程度自動的に決まっていくということで、共通の管理目標みたいなものにいか

に理解が得られるかというところが、ものすごく重要なポイントになってきます。 

 本日は、先ほど冒頭で申し上げましたように、そういった意味で、資源評価結果が、７

月の段階でデータがまだ若干古い状況でございましたけれども、新しくなりまして、それ

を御説明させていただくということと、前回の検討会で要望があった事項につきまして回

答が示されます。皆様方にもしっかり中身を理解していただくとともに、意見交換をしな

がら理解を深めて、今、申し上げましたように、共通認識を得たいと考えているところで

ございます。 

 中身につきましては、これまでやってきた資源評価だけではなくて、新しくＭＳＹとい

う考え方を導入してやろうとしている部分、水産研究・教育機構もそうですし、我々も皆

様に分かりやすく説明できているのかどうかというのは、いろいろ工夫の余地というのは

まだまだ相当あるかと思います。疑問点があれば、分かりにくいことは分かりにくいとは

っきり言っていただいて理解を深めたいと思いますし、そういう中から共通認識が得られ

るようにということで努力をいたしたいと思っております。 

 あとは、こういう状況でございますので、なかなか円滑に面と向かって議論をしながら

理解を深めるというのは難しい状況にございます。そういった意味で、今日は貴重な機会

でございますし、これまでも御要望に応じまして、別途、意見交換する機会を設けさせて

いただいておりますけれども、そういったいろいろな形で皆様方と意見交換をする機会を

持つ、理解を深める工夫をしながら、今後とも資源管理を進めていきたいと考えておりま

すので、そういった意味で、皆様方も御理解と御協力をいただければ幸いに存じます。 

 今後、皆様方、いろいろ厳しい話もあるかと思いますけれども、しっかり取り組んでい

けば、将来にわたって資源をうまくというか、持続的に利用していける体制づくりができ

ていくと思います。その点でも皆様方の御理解と御協力をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、本日は皆様方の活発な意見交換によりまして、実りの多い会議となりますよ

うに祈念を申し上げまして、私の冒頭の御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお

願いいたします。 

【中野係員】  藤田部長、ありがとうございました。 
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 それでは、ここからの進行については、藤田資源管理部長にお願いしたいと思います。 

 それでは、藤田部長、よろしくお願いいたします。 

【藤田部長】  それでは、前回に引き続きまして、進行を務めさせていただきます。ま

ず、本日と明日の検討会の進め方について御説明をいたします。 

 まず本日は、水産研究・教育機構の大下副部長から、資源評価の更新結果あるいは第１

回検討会での指摘事項への検討結果について御説明をいただきます。多分それが長くなる

と思いますので、その後、一旦休憩を挟みまして、当方から「漁獲シナリオの検討につい

て」を説明し、時間がある限り質疑を行いまして、そこで１日目が終了という予定を考え

ております。 

 そして２日目、明日でございますけれども、明日は午前10時から１日目の総括を私から

行いまして、さらに漁獲シナリオの検討について質疑を続けたいと考えております。その

後、昼食を挟むのかどうかはあれですけれども、質疑応答が一旦落ち着いた段階で議論を

まとめさせていただいて、検討会を終了しようと考えております。 

 本検討会の進め方は以上でございます。 

 それと、確認ですけれども、報道関係者の皆様がもしいらっしゃいましたら、カメラの

撮影はここまでとさせていただきたいと思います。カメラ撮影につきましては、終了して

いただくようお願いいたします。 

 それでは、早速でございますけれども、議事に入りたいと思います。 

 最初に、水産研究・教育機構の大下副部長から、資源評価結果の更新結果、第１回検討

会での指摘事項の検討結果について説明をお願いいたします。 

【大下副部長】  改めまして、皆さん、こんにちは。水産研究・教育機構の大下といい

ます。今日はよろしくお願いいたします。 

 先ほど資料の御説明があったところでございますけれども、改めて資料の御確認をお願

いいたします。 

 今からマイワシ対馬暖流系群の説明をいたします。これは資料の４－１になります。資

料の４－２はマアジの対馬暖流系群及び太平洋系群のスライドが入っております。また、

資料の４－３につきましては、先ほど藤田部長もおっしゃられましたけれども、８月11日

に資源評価会議が開催されていますので、そこでどのようなやりとりがあったかを、議事

要録という形で残させていただいております。 

 もし、スライドが見えにくければ、お手元の資料を御確認いただきながら聞いていただ
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ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の４－１に従いまして、マイワシ対馬暖流系群の資源評価更新結果と指

摘事項の検討結果について御説明をいたします。 

 その前に、今日の資料の内容ですけれども、資源評価の方法と新しい資源評価について、

まず御説明をいたします。その次に、マイワシ対馬暖流系群の資源評価更新結果、そして

指摘事項の検討結果について御説明をしていきたいと思います。 

 資料評価の方法と新しい資源評価についてでございます。 

 何回もお聞きになっている方がいらっしゃるとは思いますけれども、理解を明確にして

いただくために再度御説明をいたします。 

 今回御説明いたしますマイワシ対馬暖流系群及びマアジにつきましては、全てコホート

解析という計算方法で資源を計算しております。コホート計算というのは、ここに０歳魚、

１歳魚、２歳魚、３歳魚というように、年齢別に生残とか成長というものを計算しながら、

全体の資源量を計算するような解析方法になっております。 

 例えば０歳魚のときでは、ここでは漁獲がないと仮定いたしまして、漁獲以外の死亡が

考えられますと。１歳魚で見ますと、漁獲で死亡するものと漁獲以外での死亡を考えます。

また、２歳魚、３歳魚につきましては、同じように漁獲もしくは漁獲以外での死亡を考え

た上で、産卵親魚として産卵を行って、それが０歳魚につながるというような、生活史を

意識したような解析方法を取っております。 

 資源解析に用いるデータといたしましては、年齢別の漁獲尾数、それに漁獲効率などを

考慮したものを考えております。また、機構もしくはＪＶ機関、水産資源研究機関におき

まして、調査船調査に基づく産卵量、もしくは調査船調査に基づく幼稚魚の分布状況など

のデータももらっておりますので、それらのデータを考慮しながらチューニングして、資

源量を求めるというような形になっております。 

 このような資源評価が行われると、年々の親魚量もしくは加入量というものが計算で出

てまいりますので、親魚量と加入量の関係を解析した後、その再生産関係を、例えば平均

的な関係であったり、年々の変動もしくは年代的な傾向を考慮しながら、資源の管理を考

えていくというようなことをしているのがコホート解析と考えております。 

 また、今回、新たにＭＳＹという考えに基づく資源管理基準値を提案しているわけでご

ざいますけれども、再生産関係が推定されますと、それに基づきまして、目標管理基準値

もしくは限界管理基準値、禁漁水準の案というものが計算できます。 
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 ここでは、概念的な図でございますけれども、横軸に平均の親魚量、縦軸に平均の漁獲

量を取った場合に、それぞれの年齢ごとのトン漁獲量曲線みたいなものが計算で出てまい

ります。これが最大になるところをＭＳＹと呼んで、このＭＳＹを達成する親魚量水準を

目標管理基準値案として提案をさせていただいています。 

 ＭＳＹの60％に相当するような漁獲量を達成する親魚量、この図の場合ではここでござ

いますけれども、ここを限界管理基準案として御提案させていただいています。 

 さらに禁漁水準案というものがありまして、これはＭＳＹの10％に相当するところ、こ

こです。ここの親漁量水準を禁漁水準案として提案をさせていただいています。 

 また、今回から資源水準もしくは漁獲の強さを表すために、２つの軸を使って各年の資

源状態を表した図を示しております。いわゆる神戸プロットもしくは神戸チャートと言っ

ているものでございますけれども、目標とすべき資源水準もしくは目標を実現するための

漁獲の強さという２つの軸です。 

 ここでは横軸に親魚量の比を取っております。これは、先ほど目標管理基準値案と説明

しましたけれども、目標管理基準値案の親魚量に対する現在の親魚量の比を取っています。

すなわちこの比が１になれば、目標管理基準値案に位置しているという解釈が成り立ちま

す。 

 縦軸は漁獲の強さを示しておりまして、目標管理基準値案に到達するためのＦ、漁獲圧

について現状のＦの比を取っています。ここで言うと、１以下だと十分に漁獲圧が低くて、

徐々に資源が回復してきて、親魚量が増えるというシナリオを考えております。 

 神戸チャートの見方です。右下の部分は、資源が多く、漁獲も強くない、いわゆる乱獲

状態ではない状態を示しており、その反対の赤い部分は、資源が少なくて、漁獲も強いこ

とを示しています。右上のところは、資源が多いんですけれども漁獲が強い、左下のとこ

ろは、資源が少ないんだけれども漁獲は強くないという、この２軸を中心にした評価を示

したことが、今回の資源管理もしくは資源評価の特徴だと考えていただければよいと思い

ます。 

 それでは、ＭＳＹ水準への回復もしくは維持のためにどのように漁獲圧をコントロール

するのかについて御説明をいたします。 

 今回、漁獲管理規則と我々は呼んでおりますけれども、将来どのような漁獲の強さで漁

獲をしていくかをあらかじめ定めております。それは、管理基準値と漁獲管理規則を定期

的に見直すことによって達成をしているんですけれども、資源評価結果は毎年更新をしま
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すし、その定められた漁獲圧の強さによって漁獲する量を、ここではＡＢＣとして毎年算

定します。 

 それでは、模式図を使って簡単に説明いたします。 

 向かって左側は、横軸を親魚量、縦軸を漁獲圧としております。赤い線で示したものが

これまでの規則になります。これまでの規則であれば、Ｆlimitは、ここの限界管理基準

値案のところを目指せばよかったんですけれども、今回、目標管理基準値案、すなわちＭ

ＳＹを達成する親魚量というものが新たに目標として決められましたので、新規則ではこ

この位置を目指すことになります。 

 こちらの、向かって右側の図については、横軸が親魚量、縦軸が漁獲量になります。赤

と黒は、それぞれこれまでの規則と今回の新規則と解釈して結構でございます。 

 よく勘違いされるのは、この限界管理基準値は、横になっているので、ここから先、漁

獲量が増えないじゃないか、ということをおっしゃる方もいるんですけれども、そうでは

ありません。親魚量が増え、適切にＦを設定すれば、漁獲量は増えていくと考えていただ

いて結構でございます。 

 前回と今回どこが違うかについて、この星の位置を見ていただきたいんですけれども、

前回までは限界管理基準値案を目指していました。すなわち、親魚量は、我々がＢlimit

と呼んでいる量でよかったのに対して、新規則では、より効率的に、持続的に獲ることを

目指しまして、ここの位置、目標管理基準値を設けたことが、新旧のルールの違いです。

漁獲量で見ると、旧ルールではここの位置、漁獲量としては低い位置にあるんですけれど

も、そうではなくて、もっと高いところで持続的に獲りましょうというのが新規則のポイ

ントです。 

 それでは、マイワシ対馬暖流系群の資源評価の更新結果について御説明いたします。 

 マイワシ対馬暖流系群の分布と生物学的特性について、このスライドで御説明をいたし

ます。皆様ご存じの方も多いと思われますけれども、マイワシは資源が大きく変動する魚、

資源でございます。 

 向かって左側です。これは資源の低水準期の分布もしくは産卵場などについて模式的に

示したものでございます。向かって右側は、資源の高水準期を模式的に示したものでござ

います。緑色の部分が分布域、オレンジ色の部分が産卵場を示しております。 

 資源の低水準期は、日本の沿岸域を中心に分布する、そして日本の沿岸域に産卵場があ

ることを想定しておりますが、資源の高水準期になりますと、東シナ海側でいくと黄海ぐ
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らいまで、日本海の全域を利用するような分布の広がりを見せると考えております。 

 また、太平洋系群との絡みでいきますと、資源の高水準期では、九州西岸もしくは薩南

海域に大産卵場が形成されるのも１つの特徴と考えております。寿命は７歳程度、成熟開

始年齢は、環境や資源水準によって変化はするんですけれども、2016年以降では１歳魚で

25％、２歳魚以上で100％産卵すると仮定しております。 

 産卵期とか産卵場は１月から６月で、低水準期では主に五島以北の沿岸域、高水準期で

は薩南海域をはじめとする広域に形成されると考えております。 

 食性、捕食者などはここに書いてあるとおりでございますので、見ていただければと思

います。 

 ここから資源評価の更新結果がどんどん入ってまいりますので、やや丁寧に御説明をい

たします。漁獲量と年齢別の漁獲尾数でございます。 

 向かって左側の上側ですね、これが漁獲量の図になります。ちょっと見えにくいかもし

れませんけれども、1960年から2019年まで、最新の漁獲量の図を見せております。 

 1970年代の後半から80年代、90年代の前半ぐらいまでは、かなり多い漁獲量を示してお

ります。海域としては日本海西区が最も多くて、高水準期では北区もしくは東シナ海区で

もかなりの漁獲量を上げておりました。ここの枠の中に囲みには、2004年から2019年まで

の漁獲量を示しています。 

 150万トン以上の漁獲量であったものが、90年代の半ばから2000年代にかけて、1,000ト

ンレベルまで漁獲量が落ち込みました。その後しばらく低い状態で推移していたんですけ

れども、2010年ぐらいから徐々に漁獲量が増えてきていることがマイワシ対馬暖流系群の

特徴でございます。 

 ただし、2014年もしくは2019年のように、前年たくさん獲れても翌年かなり低い漁獲量

となっているところもあり、同じマイワシなんですけれども、変動の振れ幅という面で見

ると、太平洋系群に比べてマイワシ対馬暖流系群のほうが変動の振れ幅が大きいなという

のがこの資源の特徴だと思います。ちなみに2019年の漁獲量は１万4,000トン、その前年

の2018年の漁獲量は７万1,000トンになっております。 

 下側は、我々は年齢査定などを行いまして、月別の漁獲量もしくは年齢査定結果、体長

組成を基に年齢別漁獲尾数を推定しております。これについて、同じく1960年から2019年

までの結果をここに示しております。1980年代については、高齢魚が多く獲れていたとい

うのがこの図の特徴だと思いますが、それ以外の年は、ほぼ０歳魚もしくは１歳魚を中心
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に漁獲されております。 

 この右上の枠囲みに、2004年から2019年までの年齢別漁獲尾数を示しておりまして、先

ほど御説明したとおり、2014年、2019年は漁獲量がかなり少なかったので、年齢別漁獲尾

数の総和についてもかなり低いところで推移していることがこの図から見てとれると思い

ます。 

 今回、先ほどから申し上げているとおり、2019年の漁獲量が極端に少ないことから、通

常の資源評価ではなかなか厳しいということについて説明したのがこのスライドです。繰

り返しますけれども、2013年が８万5,000トン、その後が9,000トン前後、その後また増え

るんですが、2018年に７万1,000トンであった漁獲量が１万4,000トンとなっております。 

 これを従来の資源評価指標値などを用いて資源計算すると、2019年の資源量は著しく低

くなります。その結果、前年までの計算方法を踏襲すると、2020年の漁獲量が予測漁獲量

で４万3,000トンと予測されるんですけれども、ここの図で示したとおり、2020年の１月

から５月までで既に４万7,000トン漁獲されています。すなわち従来の方法ではこの４万

7,000トンが説明できないことから、従来とは違う方法で資源計算を行いました。それを

ここの赤い枠で囲ったところに書いています。 

 まず何をしたかというと、2018年までの資源量や漁獲圧を2019年までのデータを用いて

一旦計算します。その上で、2019年１月から５月までの資源量や漁獲圧のデータに基づき

Ｆを調整して資源計算する、これが今年の資源評価の工夫した点でございます。 

 こちら側は産卵量と従来使っていた境港のＣＰＵＥを示しております。やはり2019年に

ついては、産卵量も境港のＣＰＵＥも低いという傾向が出ております。 

 その次に、従前からよく言われていたことですけれども、境港のＣＰＵＥしか使ってい

ないのはまずいんじゃないのかという指摘を多くの方からいただきましたので、そうでは

なくて、また、環境指標とかで振れるはずなので、何もしていないＣＰＵＥでいいのかと

言われていたんですが、今年については、境港に水揚げされる中型まき網のＣＰＵＥに、

環境変数を用いて標準化したものを用いました。 

 その違いをここに示しています。白丸が従来の方法でやったもの、黒丸もしくはグレー

でかかったものが標準化をしたＣＰＵＥです。全体の傾向はよく似ているんですけれども、

若干振れ幅が大きくなっている、もしくは2011年、２年あたりについては、若干標準化さ

れたＣＰＵＥが低くなるという特徴が出ています。 

 一方、ほかのＣＰＵＥの時系列データについても昨年１年かけて整理いたしまして、石
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川県の中型まき網のＣＰＵＥ、これも標準化をして使いました。境港のＣＰＵＥがかなり

飛び跳ねているのに対して、石川県の中型まき網のＣＰＵＥは、境港に比べると徐々に上

がっている様子が分かることから、この２つの指標については、それぞれチューニングＶ

ＰＡの指標値として使うことをＪＶ機関にお諮りいたしまして、承認をいただきました。 

 また、こちらの右側のカラーの図ですけれども、従来から使っております産卵量につい

てもチューニング指標として組み込みました。今回、赤色、青色、緑色のもの、この３つ

の指標を使いましてチューニングをさせていただいたことが、昨年までの資源評価とは違

う点でございます。 

 時系列で見ますと、やはり2010年ぐらいから徐々に増えてきていることが、この漁獲量

以外のデータの特徴かと思います。 

 ここから資源評価の結果に移ってまいります。 

 向かって左側に年齢別の資源尾数を示しております。これも1960年から2019年までを示

しておりまして、1980年代に高い資源尾数を示した後、急速に減っていることは変わりま

せん。枠の中には、2000年から2019年までの年齢別の資源尾数を示しています。青色が０

歳魚、緑色が１歳魚、グレー色が２歳魚となります。 

 ここで見て分かるとおり、2010年ぐらいから顕著に増えてきているという状況について

は、従前の資源評価結果とは変わりません。2019年、漁獲量としては少ないんですけれど

も、資源評価の方法を少し工夫することによって、おおむねリーズナブルな資源評価にな

っていると考えております。 

 2019年の推定親魚量は19万4,000トンと計算されました。こちらが親魚量のプロットに

なるんですけれども、ここで注目していただきたいのは、緑色で描いたものが目標管理基

準値案、黄色で描いたものが限界管理基準値案、赤色で描いたものが禁漁水準案でござい

ますが、この丸で示した親魚量が今どこの位置にあるかというと、禁漁水準案よりは上回

っているんだけれども、この黄色の限界管理基準値案を下回っています。 

 繰り返しますが、資源量としては徐々に増えてきているんですけれども、まだ限界管理

基準値案には到達しておりません。 

 これは再生産関係を示したものでございます。 

 横軸に親魚資源量、縦軸に加入尾数を示しています。この資源、太平洋系群も同様なん

ですけれども、高加入期と通常加入期の２つのレジームに分けて計算するのが妥当ではな

いかとＪＶ機関を含めた研究機関会議で合意をされましたので、ここでは青色の線で示し
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たものを高加入期、赤色の線で示したものを通常加入期として、２つのレジームとして再

生産関係を分けています。 

 その分け方としましては、いろいろと分け方の基準を検討してまいったんですけれども、

1988年から2017年、そして1960年から1975年までを通常加入期、この赤色の線で示すのが

いいだろうと。一方、この青色のところを高加入期と呼んでおりまして、1976年から1987

年の２つの期間に分けることが適切と考えています。年を微妙にずらしたりしていろいろ

と工夫しておりまして、最も当てはまりがいい年がこういった年であったと考えています。 

 なぜ最新の年まで使わないのかということでございますけれども、これは研究機関会議

を開いたときの最新の年が2017年まででしたので、それは１回決まってしまえばしばらく

は変えないことから、2017年までを使っています。 

 あと、ここに点が見えていると思います。青い点と赤い点を示しているんですけれども、

これは信頼区間を示しています。ごちゃっとしているんですけれども、ここの丸で囲んで

いるところが2019年でございます。ただ、2019年は特殊な資源評価をしている関係上、

2019年をこの赤い線の真上に置くことを強く仮定しています。 

 ごちゃっとして見えないとは思うんですが、詳細版のほうには、ここのところに拡大し

たものをつけておりまして、2019年を含めて、近年はずっと通常加入期にあると判断して

います。詳細版を見ていただければ、この赤い線の周辺でうろうろしていることが見てと

れると思います。従いまして2019年について、まだペンディング状態のところもあるんで

すが、通常加入期と判断しています。 

 先ほどの再生産関係を基に、通常加入期についてのＭＳＹ、もしくはＭＳＹを達成する

ための目標管理基準値案について計算します。ここでお詫びなんですけれども、７月のと

きの数値と若干異なっています。将来予測の計算のところで改善したほうがよいと考えら

れる事案が発生いたしまして、資源評価は終わっていたんですが、直したほうがより適切

に提案できると判断させていただきました。７月の末に御説明した数値とは若干異なって

いるんですけれども、目標管理基準値案に対応する親魚量が109万3,000トン、そのときに

期待できる平均漁獲量が33万8,000トン、限界管理基準値案が46万5,000トンで、そのとき

に期待される漁獲量が20万3,000トン、禁漁水準案の親魚量が６万6,000トンで、期待され

る漁獲量を３万4,000トンと修正させていただきました。ちなみに前回は、目標管理基準

値案が99万トン程度、限界管理基準値案と禁漁水準案はさほど変わらないという結果にな

っておりました。大変申し訳ございません。 



 -15- 

 これは最新のマイワシ対馬暖流系群の神戸チャートでございます。 

 ここでは通常加入期だけを示しています。1988年から資源量、親魚量は減っていきまし

て、そのときにＦも高くなっていくと。近年、2000年代の中旬ぐらいから、時々ぽんぽん

と上がるときもあるんですが、全体的にはＦがすごく下がってきて、徐々にですけれども

資源も増えてきています。2019年については、若干特殊な資源評価方法を取っているので、

来年以降またアップデートされると思いますけれども、Ｆはすごく低くなっています。 

 これは、向かって左側が７月30日、31日に、第１回検討会に提出したときの神戸プロッ

トです。最新年が2018年でございましたので、2018年の位置はここの丸で示したところに

ありました。神戸プロットの最新年は2019年でございまして、今回更新された全体を見る

と、あまり変わっていないことが分かるかと思います。ですけれども、親魚が若干増加し

て、Ｆが下がっているところが違っていると見ていただいて結構かと思います。 

 これについて、親魚量に対して機構としてデフォルトで提案させていただいている管理

規則について説明させていただいています。 

 上側は、横軸が親魚量、縦軸が漁獲圧の比です。緑の線が目標管理基準値案、黄色い線

が限界管理基準値案、赤い線が禁漁水準案です。限界管理基準値案を下回ると、Ｆを徐々

に下げていって、速やかに限界管理基準値案よりも上回らせる、親魚量を多くさせるとい

うのがこの管理規則の特徴とご理解ください。 

 ここの黒い破線はＦmsy、ＭＳＹを達成するための漁獲圧と考えていただいて結構だと

思いますけれども、それよりもやや少ない、0.8倍をしたＦmsy――不確実性がすごく高い

ので、保全的というか、保守的なＦを御提案させていただいています。 

 下側の図では、横軸に親魚量、縦軸に漁獲量を取っています。限界管理基準値案を上回

ると0.8Ｆmsyという漁獲をしていますので、直線的に漁獲量は増えていきますけれども、

この限界管理基準値案を下回ると、徐々に漁獲量を規制して、速やかにこの黄色い線より

も上側に持っていくのがデフォルト・ルールと呼んでいる管理規則です。 

 繰り返しますけれども、資源評価を８月11日に更新させていただいています。その結果

がどのぐらい違っているのかについて、これに図示しています。向かって左側が親魚量、

右側が漁獲量です。漁獲量のほうから説明いたします。 

 繰り返しますけれども、2019年の漁獲量は１万4,000トンでございました。これは確定

です。そして、2020年については、おおむね10万トン弱ぐらい獲れるんじゃないかという

計算結果をそのまま入れています。 
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 それを受けて、どのぐらい親魚量などが変わったかでございますけれども、前回ご提示

させていただいたのが赤色の線です。これはデフォルト・ルールで獲ったときにどのぐら

い親魚量が増えるのか、もしくはどのぐらいのばらつきがあるのかを説明したものでござ

います。 

 それに対して青色の線が、８月11日に御提案をさせていただいた親魚量の時系列のデー

タです。全体としてはすごく似ていると思うんですけれども、やや過小評価になっていま

す。つまり前回のほうが、親魚量が若干多く評価されていて、指標値を少し変えたことが

その一番大きな理由です。境港のＣＰＵＥを標準化したこと、そして石川県のまき網のＣ

ＰＵＥを使ったこと、これを組み込んだのが一番大きい理由です。 

 2019年の漁獲量は１万4,000トンで、予想を大幅に下回っているんですけれども、親魚

資源量は、資源評価を工夫したおかげもありまして、そんなに変わらない結果になってい

ると考えます。 

 今から出てくるスライドで数字が出てきます。あくまでもデフォルト・ルールで獲った

場合でございますが、前回御提案させていただいた2021年の算定漁獲量５万4,000トンに

対して、今回は４万6,000トンになっています。親魚量も若干下方修正になりましたので、

それに従いまして算定される漁獲量も下方修正がかかったという更新結果になりました。 

 その結果を示したのがこの表です。上側が７月の末に示しました、第１回検討会に提出

した予測表です。デフォルトを0.8、βを0.8にしたときにどのような漁獲量で推移するの

か、平均値の予測を表に示しています。2021年が0.8のときに、赤枠で示していますけれ

ども、５万4,000トンで御提案させていただきました。８月11日の資源評価会議開催後、

最新のデータを組み込んで再計算しておりまして、0.8の2021年、ここの赤枠で囲んだと

ころでございますけれども、これでいくと４万6,000トンになりました。 

 この4万6,000トンというのは現時点での予測の平均値でありますので、来年度以降もこ

ういった資源評価の更新がなされます。この数値どおりに漁獲をするのではないことを御

理解いただければと思います。 

 それぞれの数値についてもう少し細かく御説明したいと思います。あくまでもベース・

ケース、デフォルト・ルールと呼んでおりますけれども、それで漁獲をした場合でござい

ます。 

 上から、将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率をパーセントで示しています。

真ん中の青色の表が将来の平均親魚量で、1,000トン単位で示しています。一番下が将来
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の平均漁獲量も1,000トン単位で示しています。デフォルト・ルールではβが0.8のときを

推奨していますので、そのときに2031年には十分に50％以上の確率で目標管理基準値案を

上回るだろうと考えています。そのときの親魚量もしくは漁獲量について示したものがこ

の表です。 

 以上が資源評価の更新です。 

 将来予測例を図示化したものを御説明いたします。 

 ここでは0.8Ｆmsy、すなわちベース・ケースもしくはデフォルト・ルールで漁獲をした

場合にどのような予測結果になるのかをグラフで示したものでございます。向かって左側

が親魚量、向かって右側が漁獲量になります。 

 親魚量の緑色の線が目標管理基準値案でございます。黄色の線が限界管理基準値案、赤

い線が禁漁水準案です。こちらの幅が広い線が見てとれると思いますけれども、赤い線と

青い線があると思います。 

 赤い線が漁獲管理規則案に基づく将来の親魚量の予測平均値です。また、細い線でぎざ

ぎざと見えると思うんですが、これは１例を５つほど出していると考えていただいて結構

です。幅があるところというのは信頼限界を示しています。青い線は、一方、現状の漁獲

圧で獲った場合はどうなるのかについて、それぞれ平均値はもしくはその１例とか信頼限

界を図示したものでございます。 

 右側は漁獲量になっておりまして、赤い線を見ていただきたいんですが、赤い線につい

ては、2021年もしくはその後、漁獲量を下げていることが見てとれると思います。このよ

うに下げることによって速やかに資源回復を目指して、その後、徐々に増やしていきまし

ょうというものが、我々が提案する管理規則案です。 

 我々が提案する案では、速やかに親魚量が回復をしまして、2031年以降、この緑色の線

である目標管理基準値案を上回って推移すると考えています。また、漁獲量についても速

やかに回復をいたしまして、ＭＳＹ水準で漁獲がされていることがこの図から見ていただ

けると思います。 

 一方、現状の漁獲圧で漁獲すると、確かに増えてきてはいるんですけれども、赤い線に

比べるとその増え方は緩やかであって、2040年、50年になってもＭＳＹまでは到達してい

ないことがこの図から見ていただけると思います。 

 ここからは、７月31日もしくは８月11日にご指摘いただきました指摘事項への検討結果

について御説明いたします。 
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 まず、７月30日、31日に福岡市で行われました第１回検討会で挙げられたコメントと指

摘事項について、ここのスライドに整理をしています。読み上げます。 

 「移行期の３年間を除いて、通常加入期を計算した再生産関係があり、適切と思うので、

漁業者に提示して議論すべき」と。つまり資源評価を更新しても、移行期の３年間を除い

たものを提示することを要望されています。 

 これについて、事項１と整理をいたしまして、資源水準の急激な変化を伴う1988年から

90年を移行期と捉えて、当該３年間を再生産関係の算定から除いた場合のＭＳＹ及び管理

基準値案の試算を行いました。 

 その次です。黒いコメントですけれども、「現場の処理能力が低下しており、30万トン

獲れても処理能力にそぐわず、漁業者の資源管理の意欲も湧かない」、もしくは「2022年

以降は一定の漁獲量が増えていくのに、2021年だけ大きく減らすことが理解できない。当

面の数年間は平均的な漁獲量とし、その後徐々に漁獲量を増やす計算は可能か」について

は、事項の２として、当面の漁獲量を８万トン程度、2031年の漁獲量を20万トン程度とし、

10年後に親魚量がＭＳＹ水準を50％以上の確率で上回るシナリオの探索を要望されていま

す。事項の３としましては、当面の漁獲量を８万トンから９万トン程度として、その後β

を引き下げた場合の将来予測を検討いたしました。 

 まず、事項の１でございます。資源の急激な変化を伴う88年から90年を移行期と捉えて

除外した場合にどうなるのかをお示ししています。 

 向かって左側が提案されたもの、すなわち全てのデータを含んだもので、1988年以降も

再生産関係として使いっています。一方、右側については、1988年から90年を除外してい

ます。そこら辺が違っていると見ていただければと思います。その結果、神戸プロットを

見ても、こちら側とは若干印象が違うと思います。つまりここの１の線で色分けがされて

いるんですけれども、2019年を見ると、提案されたものよりはＭＳＹ水準のほうに近づい

ているのが特徴かと思います。 

 具体的な数字で申し上げますと、提案版の目標管理基準値案が109万3,000トンなのに対

して、除外をすると71万6,000トン、限界管理基準値案は46万5,000トンが30万3,000トン、

禁漁水準値案は６万6,000トンが４万3,000トン、2019年の親魚量は19万4,000トンと計算

の結果が出ていますので、変わりません。一方、ＭＳＹ自体は33万8,000トンに対して22

万2,000トンになることがここでの検討結果です。 

 では、その基で計算される目標管理基準値案を上回る確率、一番上の表、もしくは平均
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親魚量、将来の平均漁獲量についてお示ししています。デフォルトではあくまでも0.8を

推奨しているんですけれども、ここでは、2031年にちょうど50％をやや上回るようなβを

探索的に求めたところを赤枠で囲っています。 

 親魚量は２番目の赤枠で囲ったところで、一番興味があると思われる漁獲量については、

2031年は７万9,000トン、デフォルトが４万6,000トンに対して倍近い７万9,000トンにな

ることが事項１の回答結果です。 

 事項の２として、隠れているので見づらいかもしれませんが、見えなければお手元のス

ライドの打ち出しを見ていただきたいと思います。 

 当面の漁獲量を８万トン程度、2031年の漁獲量を20万トン程度として、10年後に親魚量

がＭＳＹ水準を50％以上の確率で上回るシナリオを探索してほしいという要望について、

本来、管理規則上でいくと、漁獲圧をＦmsyの0.44倍しなければいけませんが、ここでは

特例として３年間だけ0.8Ｆmsyで漁獲をして、2024年以降は通常の管理規則に探索的なβ

を求めて、50％になるようなもののシナリオを探索させていただきました。 

 その場合は、β＝0.805というところが該当いたしまして、そのときの期待される2021

年の平均漁獲量は７万7,000トンと考えられます。ただ、よくご指摘を受けるんですが、

2031年の漁獲量20万トン程度として、というのがどうしてもうまく答えられない。つまり

2031年の目標管理基準値案を50％以上の確率で達成しようとすると、どうしても30万トン

近い平均漁獲量になってしまうことを御容赦いただきたいと思います。 

 事項の３といたしまして、当面の漁獲量を８万トンから９万トン程度として、その後β

を引き下げて将来予測をしてほしい、ただし、2031年に50％以上の確率で目標管理基準値

案を上回ってほしいということでございますが、繰り返しますけれども、本来ならＦmsy

に対して0.44倍しなければいけないんですが、2021年から2023年を８万5,000トン程度、

８万トンから９万トンの真ん中辺りを獲る、もしくは過去10年間の最大漁獲量が８万

5,000トンでございますので、８万5,000トンで漁獲をして、その後、0.8よりも少ない

0.785Ｆmsyを取った場合に、50％の確率で達成できるということでございます。 

 そのときの平均漁獲量が、2021年から23年までは８万5,000トンで固定、どんなβを取

っても８万5,000トンで固定。その後はかなり多いんですけれども、2031年には28万8,000

トン程度まで回復するというシナリオを回答案として挙げさせていただきます。 

 一方、８月11日に試験研究機関もしくは外部有識者と一緒に検討したときに、さらに追

加のシナリオを要求されています。そのシナリオについて御説明いたします。 
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 まず、2021年から23年の漁獲量を10万トンとして、2024年以降は漁獲管理規則案に基づ

く場合、追加の２番として、2021年が漁獲量10万トン、2022年以降が管理規則に従う場合、

追加の３、2021年が現状の漁獲圧で獲って、2022年以降は管理規則に基づいて獲る場合、

以上の３つの追加シナリオは、全て2031年に目標管理基準値案の親魚量を50％以上の確率

で達成するβを探索しています。 

 一見すると分かりづらいので、ここの表で整理をさせていただきました。まず、大きく

分けて、全てのデータセットで使った場合、移行期の３年間を除く場合の２つに大きく分

けます。ここにシナリオと書いていますけれども、１番もしくは２番というのが全てのデ

ータを使っているか、３年間を除くかの違いになります。 

 １－１から１－６、もしくは２－１から２－６までの漁獲シナリオを考えています。ベ

ース・ケースは、我々が提案させていただいている漁獲管理規則に従う場合、当初３年間

を0.8のＦmsyで獲った場合、当初３年間を８万5,000トン、当初３年間を10万トン、当初

１年間を10万トン、当初の１年間をＦの現状で獲った場合、こういった６つのシナリオに

ついて、移行期の３年間を除く、もしくは除かない場合の12のシナリオで計算しています。 

 全てのシナリオで示せるわけではないので、いくつかのシナリオについて簡単に御説明

いたします。 

 シナリオ１－４です。つまり全てのデータを使った場合で、３年間10万トンとして、

2024年以降は管理規則で漁獲した場合は、50％の確率で達成されるβは0.730と計算をさ

れています。将来の平均漁獲量は、当初３年間は10万トン、その後は徐々に増えていって、

2031年は26万9,000トンという回答案を御提供させていただきたいと思います。 

 次に、当初の１年間だけ10万トンとして、2021年以降は管理規則に従うケースでで、こ

の場合のβは0.815と探索的に求められました。将来の平均漁獲量を見ていただきたいん

ですが、2021年が10万トン、その次はやや減少幅が大きくて６万4,000トン、その後は10

万トンを超えて、徐々に増えるという漁獲シナリオがこの指摘に対する回答例です。 

 2021年は現状のＦ、2022年以降は漁獲管理規則に基づいて漁獲をした場合ですけれども、

現状のＦで獲ると、2021年は11万トンぐらい獲れるんじゃないかと考えられますが、2022

年から管理規則に従うと、ここの間に５万トンぐらいのギャップができてしまうというの

が回答例になります。いずれの場合でも、赤枠で示したとおり、2031年の目標管理基準値

案を上回る確率は50％をやや上回っていると考えています。 

 それら全てのシナリオを図示化しています。横軸に年、2020年から2031年、縦軸に平均
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漁獲量を取っています。若干字が小さくて見えにくいかもしれませんけれども、全てのデ

ータセットを図示化したものが向かって左側で、シナリオの１－１から１－６まで、移行

期の３年間を除くシナリオを取った場合を２－１から２－６に示しています。平均漁獲量

で取ったものは、βを調整して、2031年に50％以上の確率で目標管理基準値案を達成して

いる場合のみを示していて、その平均値でございます。一見して分かるとおり、全てのデ

ータセットを使ったほうが、移行期の３年間を除くよりも、特に2024年以降、漁獲量がち

ょっとずつ大きくなっています。 

 こういったことから、全てのデータセットを使ったほうが将来的な漁獲量は多くなるん

じゃないかと考えていますし、再生産関係の中で、移行期の３年間を除くよりも全てのデ

ータセットを用いるほうが当てはまりもよく、科学的により妥当で、今のところはこちら

のほうがよりよいと考えています。 

 グラフではよく分からないと思いますので、当初の５年間だけ漁獲量について整理をし

ています。①が全てのデータセットを使った場合、②が３年間を除いた再生産関係に基づ

く場合です。シナリオ１－１から１－６、もしくは２－１から２－６については、その説

明について、ベース・ケースもしくはこういった形で獲りましょうという説明を挙げてい

ます。 

 2021年から2025年までの平均的な漁獲量をここに示していますが、若干面白いのは、ベ

ース・ケースですね、全てのデータ・セットを取った場合は、若干βを低めに出さないと

達成できないことが、この表から見てとれるかと思います。一方、同じシナリオ同士でも、

３年間を除くと、若干高いβでも達成できることがこの表から見てとれるのかと思います。

いずれにしても、漁獲量については、移行期の３年間を除いたほうが、将来的には漁獲量

は少なめに出ると考えています。 

 一方、いいことばかりではなくて、リスクも当然あります。漁獲量をベース・ケースよ

りも高くすると、当然リスクが発生をしてまいります。ここでは我々は、2025年までの親

魚量が2020年の親魚量よりも減少する確率をリスクとして、それぞれのパーセントを考え

ています。 

 シナリオが12あるんですけれども、１－１から１－６、もしくは２－１から２－６につ

いては、2020年の親魚量よりも低くなる確率が高ければ高いほどリスクが高いと考えてい

ただいて結構だと思いますが、ベース・ケースではかなり低いんですね。10％ない、もし

くは５％程度で推移するのに対して、当初の３年間もしくは１年間を高い漁獲量で獲って
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しまうと、20％以上、４回に１回とか５回に１回、もしくは３回に１回といった確率で失

敗をしてしまうことが、このリスク表から見ていただけるのかと思います。 

 これはβと読み替えていただいてもいいんですが、若干違います。ＭＳＹ分のＦの値を

示しています。これが１を超えると、漁獲圧が高くて、資源が回復しない確率が高いと考

えていただいてよいと思います。 

 全てのデータ・セットを用いた場合の１－１から１－６、もしくは３年間を除いた場合

の２－１から２－６の場合で、Ｆmsy分のＦの値が１を超えるか超えないかを見ていくと、

当初の３年間を10万トン、もしくは当初の１年間をＦの現状で獲った場合に、それぞれ１

を超えてしまい、それではＭＳＹに向かっていかないと想定されますので、こういったも

のもリスクの１つとしてあり得るかと思います。 

 以上、資源評価の更新結果と指摘事項への御回答について御説明をいたしました。以上

でございます。 

【藤田部長】  大下さん、ありがとうございました。 

 まずここで、マイワシの対馬暖流系群の先ほどの御説明に関しまして、皆様から御意見、

御質問がございましたら、挙手の上、御発言をお願いしたいと思います。こちらから指名

をさせていただきますので、マイクをお渡しいたします。冒頭に話がありましたように、

ウェブで参加されている方もいらっしゃいますので、必ずマイクを取って、最初に所属と

お名前を発言いただいた上で、引き続き発言いただけると非常に分かりやすいかと思いま

す。ウェブ参加の方におかれましては、スカイプのチャット機能のほうで発言の御希望を

お知らせいただきますようにお願いします。こちらから指名をさせていただきますので、

同様に、最初にご所属、お名前を述べていただいた上で、御発言いただければと思います。 

 それでは、まず会場のほうから御質問、御意見を承りたいと思いますけれども、どなた

か。真ん中の方。 

【参加者】  大下副部長、説明ありがとうございました。 

 まず私から、９月17日に境港において当組合が主催し説明会を開催しましたが、魚谷資

源管理室長をはじめ水産庁の方々、水産研究機構の大下副部長には、遠路、多忙中にもか

かわらず御出席いただいたことに感謝申し上げます。また、８月にも第１回の境港で説明

会を開催しましたが、そのときの私たちの要望も踏まえ、資源評価の精度向上や漁獲管理

に対する様々な検討を進めてこられ、丁寧に説明いただいたことに重ねて御礼を申し上げ

ます。 
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 ここで、私から境港の説明会の発言内容等を少し発表したいと思います。 

 境港の第２回目の説明会は、約３時間半にも及びましたが、当日出席したまき網漁業者

や流通関係者の大きな疑問は、現在の陸上の処理能力等から現実的ではないＭＳＹとして、

10年後に30万トンを上回る漁獲を目指すという目標が本当に妥当なのか、これにより厳し

い数量管理となり、漁業者も流通・加工業者も生き残れないのではないかというのが、出

席者の多数の声でした。 

 水産庁からは、法律に基づき科学的根拠を持ったＭＳＹを設定する必要があるが、管理

の面で獲り方、先ほど説明していただきましたが、シナリオを工夫して、できるだけ現場

に支障がないようにしたいとの御説明をいただいています。これに対し、うちの組合員で

もあります隠岐の島の知事許可のまき網漁業者からは、水産庁は漁業者をどう生き残らせ

るかではなく、資源管理が目的となってしまっているのではないか、水産庁はＴＡＣで数

値を出せば仕事が終わるが、我々はその数字の下で生きている、漁業者の声に耳を傾け、

応えていくのが水産庁ではないのか、そぐわないのであれば法律を修正していくのも水産

庁の仕事ではないかなど、とても厳しい発言がありました。 

 法律によってＭＳＹベースの資源管理を行わなければならないのは、理解はしています

が、資源管理は、取り組む関係者の理解と納得が大前提です。魚種の特性や資源の状況、

漁業、流通の実態等も踏まえて、10年を超えるシナリオの選択や５年以内のシナリオの変

更等、漁業者をはじめ関係者が納得し、取り組めるような目標を設定することが重要では

ないかと考えますが、このたび漁業法の改正を担当された藤田資源管理部長のお考えをお

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 これまでも若干御説明しているので申し上げないといけないと思いますけれども、まず、

ＭＳＹで30万トンという話でございますが、これはあくまでも資源水準と漁獲シナリオの

βの漁獲の強さに従ったときに平均してそれぐらい漁獲できるということであって、そこ

まで獲らねばならないということを言っているのではありません。あくまでも資源をどう

いう状態で持続的に利用できるのかという水準、これは科学的に出ます。だから、それを

どうこうするという話はないと思います。一方で、持続的に利用できるような資源量の中

でどういう漁獲をするかというのは漁獲の仕方の問題ですから、皆様方としっかり議論を

して、長い間、持続的に利用できるという方向性を探っていくことになると思います。 

 あと、シナリオの期間とか見直しの話をご指摘いただきましたけれども、確かに魚種や
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資源状態によって、シナリオで考える期間というか、その期間に到達しようとする目標が

違ってくる可能性は当然あると思います。ただ、これまでのＴＡＣの運用におきましては、

どちらかというと、最初に説明がありましたように、これ以上資源を減らさないというか、

毎年毎年の資源量に応じて上下するような考え方でＴＡＣを設定していましたから、今後

はしっかり目標というものを捉えて、できるだけもっと安定的に漁獲できるようにという

ことで皆様と議論をさせていただいています。そういった意味で、毎年の加入量によって

あまり一喜一憂することがないような形でやっていくほうが、漁業あるいは関連する産業

にとって、長い目で見たときにいいはずだということで、それを我々は目指しています。 

 確かに漁業者あるいは加工業者の方にとっては、目の前、去年あるいは今年との比較で、

急激な変化があると当然影響が大きくて、どうしてくれるんだ、という議論になるのは、

私どもも承知をしています。承知をしているので、前回の会議でも、皆様方に議論いただ

いてシミュレーションさせていただいたように、水産研究・教育機構さんが一番最初に提

案されてきたのとは違った形で、資源を維持しながらどうやったら利用していけるかとい

うシナリオをしっかり試算していただいて、それを議論しながら、資源の利用の仕方につ

いて合意していきたいと考えています。 

 我々は、視点は長期的な部分があるかもしれませんけれども、漁業あるいは関連産業の

持続的な発展といいますか、そういった観点で議論をさせていただいていますし、そのた

めに努力をしていることは間違いありません。そういった思いでやらせていただいていま

すので、しっかり御意見を賜りながら、合意点というか、妥協点かもしれませんけれども、

探っていきたいと考えています。 

 一部、水産庁は冷たいという意見が出たかもしれなくて、御批判そのものは甘んじてお

受けしますけれども、それをそのまま受け入れるという話ではありません。我々もちゃん

と考えていますので、そういう思いを受け止めていただければと思います。 

 以上です。 

【参加者】  どうもありがとうございました。 

 境港でも実際に２回の事前説明会を開催していただいて、２回とも60人を超える人数が

集まっています。今年マイワシが獲れたのは、中部、西部海域、水揚げをしたのは境港と

いうことですので、境港に関係する漁業者、陸上の施設、荷受け等、全てのステークホル

ダーの皆さんが大変強い関心を持っています。ぜひ藤田部長も境港に一度来られて、直接、

漁業者、関係者の声を聞いていただいて意見交換会をしたいと思いますので、ぜひよろし
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くお願いいたします。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。できるだけ機会を見つけて現地回りをしたい

と思っていますので、今後ともよろしくお願いします。 

 ほかにといいますか、中身が相当いっぱいあったので御質問があると思いますけれども、

いかがでしょうか。 

【参加者】  詳しい御説明をありがとうございました。テクニカルなことでいくつか伺

いたいことがあります。 

 まず、スライドの12です。ここで、境港と石川のＣＰＵＥを水温で調整したということ

なんですけれども、もう少し詳しく、どのように操作されたのを教えていただけますか。 

【大下副部長】  詳しくは詳細版には書いてございますので、詳細版を読んでいただく

のが一番適切かと思います。 

 まず、境港に水揚げする中型まき網のＣＰＵＥでございますが、これは隠岐海峡を中心

に漁獲をされているものでございますので、まず日別の漁獲量は既にあります。隻数もあ

ると。そこに日時別の隠岐海峡を中心とする水温データを、ＦＲＡ-ＲＯＭＳ―これもテ

クニカルな話なんですけれども、ＦＲＡ-ＲＯＭＳという再解析値で得られる50メートル

深水温のデータを基に標準化をしています。 

 石川県のほうは、これもテクニカルな話なんですけれども、狙い操業を考慮させていた

だいています。まき網は、ご存じのとおり、サバを獲ったり、アジを獲ったり、イワシを

獲ったりということで、狙い操業によってＣＰＵＥが変わってくるのではないかという御

指摘をいただいています。詳しくは詳細版を見ていただきたいんですけれども、その狙い

操業を考慮して、イワシを獲っている場合、アジを獲っている場合を考慮しながら、ＣＰ

ＵＥを標準化させていただいています。 

 簡単ですが。 

【参加者】  ありがとうございました。 

 すみません、あといくつかあるんですけれども。スライドの22番です。 

 これで、赤い線のデータを右左見比べると、漁獲量がＭＳＹに向かって収れんしていく

のは分かるんですけれども、親魚量がＳＢmsyを超えるところに収れんしています。ＭＳ

Ｙを実現する資源量がＳＢmsyと理解していたんですけれども、こちらも重なっていくよ

うな形になっていないのはなぜでしょうか。 
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【大下副部長】  特に親魚量ついては、βを0.8倍しているのが大きいです。1.0であれ

ばＭＳＹのところに収れんするはずですけれども、0.8倍しているので、特に親魚量のと

ころでＭＳＹ水準の目標管理基準値案よりも高めに出るという違いが出ていると御理解く

ださい。 

【参加者】  分かりました。ありがとうございます。 

 一人で欲張ってすみません、もう１つ伺いたいんですけれども。スライドの10です。こ

れは誰に向かって言えばいいのかよく分からないんですが、このグラフを見ると、70年代、

80年代に卓越した資源が減って、ほぼゼロになって、ようやく資源が見えてきて、徐々に

増えつつあるというタイミングで、漁獲物の組成が０歳魚主体なんですね。今日は漁業者

の方もたくさんおられるかと思いますけれども、せっかく増え始めようとしているこの０

歳魚を主体に獲るというところですね。 

 今、Ｆをどれぐらい減らすかという議論をみんなでしているところなんですけれども、

これは去年のサバの会議でも私はコメントさせていただいたんですが、全ての年齢組成群

に対して一律にＦを下げるという考え方じゃなくて、まず、当歳魚を狙って獲るのはやめ

ようという合意みたいなことが業界で議論できないものだろうかと常々思っています。例

えば太平洋北のマサバなどでは、卓越年級群が出ても短期間で獲ってしまって、せっかく

の回復の芽を潰してしまったという歴史もあって、そこを反省して獲り控えたら増えたこ

とがあったかと思います。 

 このマイワシも、環境変動によって非常に増えたり減ったりする資源ではありますけれ

ども、少しこの０歳が発生し始めているところを獲り控えて我慢しようというのは、ある

程度合理的に説明もできるし、皆さん、合意できる部分があるんじゃないかと思います。 

 そういう観点からいって、研究所のお手元には年齢別漁獲量というデータがあると思い

ますので、例えば０歳魚のＦを思い切って下げてみた場合にどのようなシミュレーション

になるかとか、去年も提案したんですけれども、年齢別漁獲量に対して年齢別の平均単価

を掛けて金額に直したらどうなるのか。将来予測というのを漁獲量だけで見るのではなく

て、トータルにお金に換算して、一番もうかるシナリオを示せないものかということを

常々思っています。 

 直ちに今度から始めることは、１月から始まる管理に向けてこのタイミングでリクエス

トしてもなかなか難しいとは思いますけれども、来年、再来年の議論を進めるに当たって、

そういう観点のシナリオの御提示も併せてご検討いただければと思います。 
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 以上です。 

【大下副部長】  研究のところだけ御説明をいたします。 

 現在のやり方は、近年の年齢別のＦの選択率を、平均値ですけれども、そのまま踏襲す

るような形で入れていますので、御指摘のように、０歳魚を獲り控えたらどうかというこ

とについては、今回は検討はしておりません。ただし、今までしてなかったかというと、

そうではなくて、九州漁業調整事務所さんも指導をされていたと思いますけれども、特に

アジ、サバの場合、若齢魚が獲れた場合は漁場を回避しましょうという努力は今までもし

てきました。 

 次に、経済的な観点というのも非常に重要な視点かと思います。マイワシの場合、大き

くなってもあまり単価は上がらないかもしれないんですが、機構としては浮魚資源部とは

違う部になりますけれども、そういった観点からの研究は進めています。もし将来的にそ

ういった観点からのシナリオということであれば、時間がかかるかもしれませんけれども、

出すことは可能かもしれません。 

 研究面では以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 ０歳魚の扱いなんですけれども、今、例で出されましたマサバの小型魚とマイワシの小

型魚では、大きいというか、親の魚との対比で見ると、イワシのほうが多分、小さい魚で

も経済的価値がわりとありそうで、マサバと同じ議論がしにくい部分が業界的にあるんじ

ゃないかと何となく私は想像します。 

 一方で、将来、資源構造がいい状態というんですか、高齢魚が資源の中に比較的いる状

態にしたほうが、漁獲としては恐らく安定すると容易に想像されます。そういった構造に

持っていくために業界として何かやっているとか、こんなことならできそうだみたいな話

があれば紹介していただきたいと思いますけれども、どうですか。 

【参加者】  先ほど大下副部長のほうから説明があったと思いますけれども、何年前で

すかね、かなり前になると思いますが、まずマアジで始めていますし、イワシについても

サバについても、小型魚の集中漁獲があった場合は漁場移動をしています。それはきちん

と漁調にも報告していますし、広域漁業調整委員会にもきちんと報告されています。 

 今、藤田部長からあったように、境港でも正直、今、若干小羽が獲れています。ウルメ、

カタクチが混獲で獲れていますけれども、それを利用する加工屋さん、境港には業者がい

ますから、それを買われて産業されているところもあります。 
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 サバの小型魚、100グラムを切るようなものは境港ではあまり揚がらないんですけれど

も、境港では数十年前から、小型のイワシ類に関しては煮干しの原料として、あと、小さ

いウルメとかは目刺しの原料として、加工上の重要な位置を占めています。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 真ん中の方。 

【参加者】   

 評価のことで、資料の20ページ、将来予測表です。 

 私は、先週の太平洋系群のイワシの検討会でも発言させていただいたんですが、太平洋

系群では、2018年が650億尾でしたかね。2019年が391億尾だとか、2020年も前年と同様も

しくは少し多いんじゃないかという予測で、それはあくまでも予測なので、20年からどう

いう加入尾数をこの表に当てはめているのかと聞いたら、200億尾という回答がありまし

た。 

 対馬系群について、そこを詳しく説明していただきたいと思います。 

【大下副部長】  14ページ目を出していただけますでしょうか。 

 説明したつもりではいたんですけれども、早口で申し訳ございませんでした。 

 太平洋系群との違いを基に話します。太平洋系群は、ご存じの方も多いと思いますけれ

ども、現状で目標管理基準値案を上回っている資源で、ホッケー・スティック型再生産関

係と呼んでいるんですが、直線的に横になっているところよりも上のほうに来ている資源

です。一方、対馬暖流系群のほうは斜めになっている、親魚を増やせば徐々に加入尾数も

増えるという位置にあるというのが、両系群の大きな違いです。 

 違うスライドを持ってくればよかったんですけれども、ここのごちゃごちゃとしている

ところを拡大したものが詳細版のほうに載っていますので、そちらを見ていただければよ

く分かると思いますが、この赤い線の周りに固まって上に行ったり下に行ったり、点々の

範囲の中でうろちょろしています。なので、2019年は便宜上、この赤い線の上に置かせて

いただいているんですけれども、2020年以降もおそらく、今までの経験則からいくと、し

ばらくはこの斜めの線の上下辺りをうろうろしながら、親魚量が増えると加入量も徐々に

増えてくるという形で推移すると予測しています。 

 一方、大きくなってくると横になってきますので、親魚量がある程度多くなると、それ

以上は増えにくくなるという計算結果になってくると思います。今はまだ親魚量がすごく

少ないので、親魚量を増やすと加入量も徐々に増えるという関係にあると考えています。 
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 以上です。 

【参加者】  それで、この表を完成させるために、加入尾数を推定値というのか、入れ

ていると思いますけれども、その数字が知りたいんです。 

【大下副部長】  推定値はこの線上のところを中心にばらつきを持たせて計算で入れて

います。 

【参加者】  ばらつきを持たせて、この表は完成するんですか。 

【大下副部長】  そうです。ばらつきを持たせて……。例えば、スライドの22ページ目

を見ていただけますでしょうか。 

 このときにも申し上げたんですけれども、ここに細い線が幾つか見えていると思います。

これは加入量をばらつかせて、いろいろなシナリオで１万回ほど計算をしているんですけ

れども、先ほどの再生産関係におけるプラスマイナスの上下のばらつきをランダムに入れ

て、それで資源がどのように増えるのか減るのか、もしくはどのように管理したらどの程

度の確率で増えるのか、１万回程度のシミュレーションで計算をしています。その中心値

はあくまでも再生産関係の太い線の上にあって、それにばらつきを持たせて計算をしてい

ます。ばらつきは破線で描いていますので、破線のところで見ていただければと思います。

ちょっと専門的になっていますけれども。 

【参加者】  計算するときに、加入量というか、１年１年加入量が何億尾で、どれだけ

自然に死んで、漁獲されて、残ったのがこれぐらいと想定して、それをどんどん未来に向

かって入れていくわけですよね。そのときにいろいろなシミュレーションをするのは分か

るんですけれども、最終的に入れるのは平均値じゃないんですか。平均値ではない。 

【大下副部長】  １万回ランダムに入れたときの平均値を計算しているというほうが正

しいです。平均値をまず入れているんじゃなくて、想定される再生産関係にばらつきを持

たせるわけです。それを、１万回ほどいろいろなＦで漁獲させて、その平均値で出してい

るというのが正しいです。 

【参加者】  すみません、分かりません。 

【藤田部長】  大下さん、あれですよね、上の幅のあるグラフと、上のページでもいい

けれども、21ページの表で出ている数字は平均の値がびちっと出ちゃっているじゃないで

すか。要するにそことの関係を知りたいということだと思うんだけれども。シミュレーシ

ョンは、おそらく先にこっちの幅のあるほうをやっているわけですよね。 

【大下副部長】  そうですね。 
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【藤田部長】  それの結果としての平均的な親の量とか漁獲量を表に落としていだけと

いうことですよね。 

【大下副部長】  そのとおりです。 

【参加者】  14ページ、再生産関係、ここの右上の四角の下のほうに、2019年は親魚量

19万トンで、加入尾数54億尾と書いてあるんですよ。19年の54億尾は分かるんですが、20

年以降、多分これは何十億尾か入れていると思います。そして計算していると思います。

その尾数が知りたいんです。 

【大下副部長】  待ってくださいね。今回は、詳細版は配っていないので。すみません、

平均で66億尾だそうです。 

【参加者】  19年が54億尾で、例えば18年とか17年とかは分かりますか。 

【大下副部長】  担当者に代わります。 

【向主任研究員】  マイワシ対馬暖流系群の担当をしています向と申します。 

 2020年は、先ほど申し上げたとおり66億尾で、これは１万回のシミュレーションの平均

値だと考えてください。2019年は、資源評価の結果は54億尾で、こちらは再生産関係に基

づいて決定しています。遡りますが、2017年は34億尾、2018年は44億尾で、こちらは資源

評価の計算の結果に基づいて得られた推定値です。 

【参加者】  分かりました。どうもありがとうございました。 

 それで、何を言いたいかというと、結局、加入尾数の推定は66億尾で、2020年以降をそ

れで計算するとこうなるという話だと思います。それはある程度根拠があって出している

数字だと思いますが、加入尾数によって、例えば、来年、2020年がある程度推定できる。

順番にそうやって推定したときに、要するに加入尾数によってこの数字がすごく変わって

くると理解しています。更新されたときに、今回はβを決める検討会であるということ、

そして評価がアップデートされ、漁獲量は変動する。10年後のＭＳＹの目標は変わらない。

要するに加入尾数がよくなったら漁獲量が増加していきますよね。ＭＳＹの目標は変わら

ない。そうすると10年後の達成確率が上がるという解釈でよろしいでしょうか。加入尾数

が予想を超えて増えたときに、ＭＳＹの数字は変わらないと、この間、聞きましたが、漁

獲量は増えますよね。達成確率は、50％を超えると設定するわけですが、そういう状況に

なったときは、達成確率が例えば６割とか７割とか８割になるという理解でよろしいでし

ょうか。 

【大下副部長】  まず、全体として資源評価は毎年更新されます。なので、ここで示し
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たとおりにはいかないというのは御理解いただいていると思います。資源評価は毎年更新

しますので、想定よりも低いとか、加入量が悪いとかよいというのは当然あり得ると思い

ます。 

 仮におっしゃられるように、よい状態がずっと続くとすれば、βを固定した場合だと、

達成確率は当然上がります。逆に加入が悪ければ達成確率は下がるので、もっと管理をし

なければいけないことになります。 

 以上です。 

【藤田部長】  よろしいですか。 

【参加者】  はい。 

【藤田部長】  ほかに御質問は。さっき手を挙げられたんですよね。 

【参加者】  よろしくお願いします。 

 スライドの11ページなんですけれども、資源評価手法の変更について、理解のために質

問させていただきますが、2019年の漁獲が非常に少なかったので、従来の資源評価指標値

を用いて資源量計算を行うと何か狂いが出てくるということで、2020年のデータも用いて

計算したということなんですが、2019年の漁獲量が少ないというのは、従来の資源量指標

値にどのように効いてくるのか、その辺りの技術的なというか、考え方というか、教えて

いただけますか。 

【大下副部長】  一言で言うと、昨年と同じ評価方法を使うという意味だと考えていた

だいて結構です。昨年も従来の指標値を使っておりましたので、2019年の漁獲量及び年齢

別の漁獲尾数とチューニングで使っていたＣＰＵＥをそのまま昨年度と同じやり方をする

と著しく低くなってしまうと。そのまま将来予測をしたとき、2020年の推定漁獲量が４万

3,000トンになってしまうんですが、９月時点で５万トン超えてるんですね。それだとあ

まりにも外し過ぎだろうということで、2019年については、資源が減ったのではなく、資

源が来遊しなかったと考えるほうが妥当なことから、2019年度については、従来とは違う

資源評価方法を取らせていただいていると解釈ください。 

【参加者】  今のお話でいくと、2019年には本来いたはずというか、素人的な言い方を

すると、どこか目につかないところで泳いでいたということになって、スライド13のとこ

ろに出てくる資源量というか、魚は、2018年、19年あたりでがくっと落ちずに、年齢別資

源尾数としてはいましたと。これはどこにいたとか……。例えば、スライド11でいくと、

単純に東シナ海区のバーが出てこないというのがあるんですが、例えば、見つけ切れなか
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ったことについて多分こうだろう、という合理的な理由みたいなことは何か考えられるん

でしょうか。 

【大下副部長】  まさしく我々が今すごく悩んでいるところでございまして、２月の下

旬に突然、隠岐から東側のところで漁獲が始まって、３月、４月とずっと漁獲が続いたと

聞いています。例えば太平洋のほうから回ってくるとすると、当然、日本海沿岸には多分、

定置網にたくさん入っていますので、それに引っかかってくるはずです。一方、東シナ海

のほうから来るのであれば、先ほどおっしゃったとおり、東シナ海のほうの漁獲が伸びて

いないとおかしくて、突然、日本海の西のほうに下りてきたということは、日本海の沖合

のほうから下りてきたと考えるのが合理的だと思います。 

 それがどこにいたのかということについては、機構とかＪＶ機関の水産試験場の方々と

一緒に研究をさせていただいています。おそらく夏の間もしくは秋の間、日本海の沖合の

ほうにいたものが、ある年は能登に下りて、ある年は隠岐に下りて、ある年は長崎に下り

てとか、下り方が今、予測できていないというのが、我々の今の一番の弱点かと思います

ので、それは調査をして、なるべく早めに、もしくはなるべく合理的に御説明できるよう

に鋭意努力したいと思います。 

【参加者】  ありがとうございました。 

 前回の１回目のときもたしか同じような議論が出たと思います。漁業者サイドというの

は、なかなかテクニカルなことは分かりません。スタートの評価を誠実に推定していただ

いて、ということは当然そうなんですが、もともと不確実性というか、そういうことを含

んでいると思うので、今後、現場に下ろすときに、そういう不確定要素もあることを丁寧

に説明していただいたほうが、かえって信頼度が上がるというか、そういう点があると思

いますので、よろしくお願いします。 

【大下副部長】  御指摘等どうもありがとうございます。注意して御説明したいと思い

ます。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 ほかに御質問。ほかの人でいいかな。前から２番目の方、お願いします。 

【参加者】  すみません、また細かいところになってしまうんですけれども、12ページ

で、先ほどおっしゃっていたＣＰＵＥの調整の部分についてで、たしかこの調整で多少数

字が動いたということもおっしゃっていて、大事なところのようなので、細かいところな

んですが教えてください。 
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 まず、境港のＣＰＵＥを標準化したところ、逆に変動がかなり大きくなっていて、この

説明書きを見ますと、環境要因に水温を用いて調整したとあったんですけれども、私の読

み間違いかもしれないんですが、詳細版のほうを見ていましたら、ＣＰＵＥをモデル選択

するときのパラメーターの１つとして入れたけれども、結局、採択はされなかったと書い

てあったかと思います。その辺を確認させていただきたいんですが。 

【大下副部長】  すみません、私の説明がまずかったようです。水温は入っていないそ

うです。今、詳細版を読んでいたんですけれども……。実際の担当者に代わります。 

【向主任研究員】  担当しています。向です。 

 ご指摘のとおり、環境水温を考慮したんですが、実際に今回出した直線の説明変数とし

ては、それは採択されずに、年と月の効果で標準化、調整するという結果になっています。 

【参加者】  ありがとうございます。それでなんですけれども、石川県の中まきのＣＰ

ＵＥのほうはDirectedＣＰＵＥの形で調整して、狙い操業を把握するという形で、こちら

のほうは調整後のほうが見た目には確からしくて、若干滑らかな形になっているのが、逆

に境港のほうは、その手法ではなくて、ＣＰＵＥの標準化をして、その上で採択されたの

は年と月の効果とその効果作用だけということで、狙い操業みたいなものを拾えてないよ

うに思えます。結果もかなりぶれているので、この調整の妥当性について、境港のほうで

もDirectedの手法が使えるのか、使えない事情があったのかとか、使ってみてもあまりう

まくいかなかったとか、そういったことがあるかと思うので、少し教えていただければと

思います。 

【大下副部長】  また勘違いしているかもしれないんですけれども、御説明いたします。 

 ご指摘のとおり、まだまだ改良しなければいけない点があると考えています。現状で境

港に水揚げされるのは、島根県の中型まき網のものが主体なんですけれども、今、漁獲成

績報告書と呼ばれるものでは解析できていません。島根県さんと調整をして、漁獲成績報

告書を基にＣＰＵＥを計算するように今、調整をしているので、もう少し調整が進めば、

もっと妥当性のあるＣＰＵＥが計算できる可能性はあると思っていますが、まだ細かい数

値の確認が終わってないので、それはできていません。漁績が設定されると漁獲位置が毎

日のように出てきますので、より妥当な標準化が検討できると思っていますが、まだでき

ていないので、今、島根県さんと調整をさせていただいて、速やかに更新を図りたいと思

っています。なので、未来永劫このＣＰＵＥを使うわけじゃなくて、さらに改良して、よ

りリーズナブルな形で御提案をさせていただければいいと思っています。 
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【参加者】  ありがとうございます。 

 先ほどの、どこにいるのか分からないのがいきなり出てくるみたいな話もそうですけれ

ども、非常に難しい資源だなと思っています。なので、より一層そういった検討もしっか

り進めていただければと思います。またよろしくお願いします。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 ウェブでも質問をされたい方がいらっしゃいますし、もう少し質問をという方がいらっ

しゃるようなので、長くなりましたから、一旦ここで30分間の休憩を取らせていただいて、

あそこの時計で15時25分ぐらいから再開させていただきたいと思います。それまでの間し

ばらく御休憩ください。 

（ 休  憩 ） 

【藤田部長】  時間になりましたので、そろそろ再開をしたいと思います。皆さん、よ

ろしいでしょうか。 

 それで、再開の最初は、ウェブのほうで御質問がある方がいらっしゃいますので、先に

境港会場の御質問の方からお願いしたいと思います。ちゃんとつながっている？ 境港会

場の方、ご所属と名前を発言の上、御質問をお願いします。聞こえない？ 

【中野係員】  先方から連絡が取れないので、先に会場のほうから。すみません。 

【藤田部長】  うまく反応してないようなので、会場のほうでほかに御質問。 

【参加者】  先ほど加入量の話も出ましたし、加入量が増えて資源が増えるのか、親魚

量が増えて資源が増えていくのか、どちらが先か分からないんですけれども、私は９月25

日にマイワシの太平洋系群の検討会にウェブで参加したんですが、会場の参加者から、研

究機関の加入量等の調査が十分でなく、実際の資源量が適正に評価されていないのではな

いかという質問があったと思います。 

 それの回答で、水研機構の担当者から、太平洋系群では、産卵量等の調査については毎

月、各都道府県と協力、調査は十分に実施していると回答がありました。すごく自信を持

ってそういう回答をされたので、太平洋のほうはすごく加入量の調査が進んでいるんじゃ

ないかと思っています。 

 私も、マイワシの対馬系群については、福岡での１回目のステークホルダー、境港の２

回の説明会にも参加したんですけれども、やはり対馬系群の資源量調査については、まだ

まだ漁獲データに頼るところが大きいと思っています。資源評価に重要な加入量調査が、

太平洋系群と比較してまだまだ十分でなく、不確実性が多い魚種系群だと説明を受けたと
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思っています。 

 持続的に資源の最大限の有効活用が可能になるＭＳＹによる資源管理の重要性は理解し

ますが、これだけ調査が違う太平洋系群と同じＭＳＹ管理を今、対馬系群は実施しようと

しています。資源管理は漁業者の理解と納得が前提となっています。太平洋系群と同じ資

源管理を行うためには、太平洋系群とやはり同じ内容、規模での加入量等の調査をきちん

とやられて、少しでも漁業者が納得できるような体制を早期につくっていただかないと、

なかなか漁業者の理解が進まないと思います。 

 ですから、大下さんには境港に２回も来てもらっていますが、これだけきちんと加入量

調査をやっていますと言われるように、ほんとうに１年でも早く、これだけ親魚量に加わ

っていますというのをきちんと報告していただきたいというお願いです。 

【大下副部長】  ありがとうございます。 

 追加スライドの一番最後の調査スライドを見せていただけますか。 

 産卵量調査については、太平洋と同じように、毎月各ＪＶ機関と一緒に調査をしている

ところです。なので、産卵量についてはある程度自信を持って答えられると考えています。 

 追加でお送りした質問対策のスライドの一番最後。本体じゃなくて。そう言われると思

いまして、調査の一例について御説明をするスライドを作ってまいりました。一番最後だ

ったと思います。これですね。 

 例えば夏季の中層トロール調査を今、盛んに行っています。日本海がありまして、これ

は８～９月に調査をしているんですけれども、おそらくマイワシが夏季にいるとしたら、

今のところ日本海の沖合域にいると思っているんですね。2018年から始めて、まだ３年ぐ

らいしかやっていない調査ではあるんですが、これはマイワシの中層トロールでの漁獲尾

数を示したものです。 

 2020年を見ると、ここは未集計なんですけれども、東側に結構いるのに対して、前年と

かその前はあまり獲れていないんですね。これが2020年の豊漁を示しているのかもしれま

せんし、そういった調査自体については少しずつ始めさせていただいて、なるべく早急に

漁業者さんの御理解を得られるように進めています。調査の一例でございます。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 2020年はまだ境港の沖合、隠岐諸島、隠岐海峡のところは未集計ということですが、６

月の後半以降、そんなにたくさんの量というわけではないんですけれども、おそらく２月、

３月の親魚から生まれた産卵魚、当歳魚が継続して獲れています。 
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 私のほうでは九州とか鹿児島の当歳魚の漁獲があまり分からないんですけれども、西部

日本海、中部日本海、その数字が必ずきちんと出るものだと信じています。 

【大下副部長】  ありがとうございます。 

 ９月19日に調査が終わって、この四角で囲んでいるところですけれども、さすがにこの

会議までに間に合わなかったということで、ご容赦いただきたいと思います。ちらほら獲

れているとは聞いていますので、集計が出て数年間たって、本当にいたんだねとか、そう

いったものが確からしいということが分かれば、なるべく早めに加入量調査に組み込んで

いきたいと考えています。 

【参加者】  くどいようですけれども、加入量が出たなら、その数字だけでも、９月19

日の結果が出た時点で発表してもらうわけにはいかないんですか。 

【大下副部長】  発表の仕方は多分、水産庁さんと相談をしながらだと思いますが、例

えば、境港、もしくはウェブを使って、こういった結果でしたよ、と御説明をするぐらい

であれば１時間もかからないと思います。そういったものは、水研機構として、サービス

というんですかね――サービスという言葉が間違っているかもしれませんが、漁業者さん

への情報提供として御説明することは特に問題ないと思います。 

【参加者】  ぜひお願いしたいと思います。その時点で漁業者からの６月、７月以降の

話も聞けると思いますし、意見交換もできると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

【藤田部長】  調査結果の迅速な説明というか、そういった御要望だと受け取りました。

ウェブのほうはなかなかうまくいってないようなので、会場でほかに御質問のある方はい

らっしゃいますか。どうぞ。 

【参加者】   再生産関係についてなんですけれども、前回の会議の指摘を受けて、移

行期の88年から90年の再生産関係を除いたＭＳＹの推定をしておられますね。25ページで

すかね。それで、提案版の再生産関係からのＭＳＹ推定に比べて、目標管理基準値が109

万トンから71.6万トンに下がっているということですよね。それに伴って、Ｆもそれほど

下げなくてもいいというお話がありました。 

 13ページのこれまでの親魚量の推移のスライドを出していただきたいんですけれども、

これで、今、提案されている109万トンの目標管理基準値案が緑の線であって、過去に親

魚量がＭＳＹを超えたというのが、数を数えると59年の評価期間の間の19年間です。これ

はマイワシ・バブルがあった頃で、グラフを見ると、100万トンの親魚量を今後も維持す

るのはなかなか難しいかなと。それよりは、先ほどの３年間を除いた70万トンぐらいを目
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標に置くほうが、漁業者とかの感覚に近い評価になると思います。これから、どの再生産

関係を選んで管理に用いていくかは、この会議の議論で決まると理解してよろしいでしょ

うか。 

【大下副部長】  研究のほうで答えられるところと答えられないところがあります。あ

くまでもその３年間を除外する除外しないというのは、とりあえず指標としての当てはま

りのよさだけを今見ています。それは第１回のステークホルダー会議でも御説明をしたん

ですけれども、あくまでも全てのデータを使うほうが当てはまりとして正しいだろうとい

うことで、あくまでも提案版としては除外しない場合をベースに考えさせていただいてい

ます。 

 使う、使わない、とか、こちらで判断をする、しない、というのは多分、研究側のマタ

ーではないと思いますので、そちらは水産庁にお任せします。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 今の段階でどの再生産関係を採用するのが妥当かについては、科学的に出されているこ

とに関して、行政のほうからこっちがいいとか悪いとかと言える筋合いのものではないと

思っています。一方で、漁獲の仕方をどうするかは別途考えないといけないということで、

そこはまさしく皆様方と議論をして決めていくことだと思います。 

 あと、管理の考え方のところに入ると思いますけれども、太平洋系群のほうでもそうだ

ったように、マイワシ資源について、研究者の方も含めた皆様が感じておられるように、

資源が大きく変動するものについては、大きな変動があれば、状況をしっかり確認して、

もし、資源管理の前提条件に当てはまらないようなら、しっかりその点を議論して、必要

なら見直しをして進んでいくことになると考えております。そういう議論はシナリオのほ

うで再度させていただきたいと思います。 

【参加者】  分かりました。資源評価の会議の中で、委員の先生方も含めて、今御提案

の再生産関係が当てはまりもいいから、こちらを使うという結論になったということです

ね。あと、今後の漁獲の仕方はこれからの議論で、シナリオを考えていきましょうという

ことだと理解しました。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 準備できたようなので、では、ウェブ会場の方、所属とお名前を御発言の後、質問なり

御意見なり、御発言をお願いします。 

【参加者】  （聞き取れず。） 
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【藤田部長】  音がこもってしまって会場のほうではうまく聞き取れなかったので、も

し差し支えなければ、チャット機能で入れてもらえれば、事務局で読み上げるようにいた

します。 

 じゃあ、記述をしてもらっている間に、もしほかに御質問とかがあるようだったら、い

かがでしょうか。よろしいですか。 

 大下さん、相談なんですが、シナリオの話は、先にマイワシだけやって、マアジは別に

やったほうが、議論が散漫にならないでいいと思いますけれども、そういう進め方でよろ

しいですか。 

【大下副部長】  大丈夫です。 

【藤田部長】  それでは、先に漁獲シナリオの説明をさせていただきながら、質問内容

がウェブのほうで入ってきたら、切りのいいところで説明をさせていただくということで、

次に、漁獲シナリオの検討について、魚谷のほうから説明をさせていただきたいと思いま

す。 

【魚谷室長】  水産庁資源管理推進室長の魚谷でございます。 

 資料５の「漁獲シナリオの検討について」ということで、まず、マイワシ対馬暖流系群

についての御説明でございます。 

 資料を１枚めくっていただくと、目次があるかと思います。まず、資源評価の関係のお

さらいということで、これまでとこれからの比較、その後、資源管理の面で同様の比較、

資源管理の流れですね。今後の進め方のイメージと、最後に漁獲シナリオの検討というこ

とで、第１回のステークホルダー会合と同じ構成の資料となってございます。 

 スライドの２でございます。まず資源評価結果のおさらいということで、これまでとこ

れからの比較です。 

 まず、2019年の親魚量については19万4,000トンとなってございます。それで、下回っ

てはいけない資源水準の値、これまでＢlimitと呼ばれてきたものについては、親魚量10

万トンということでございましたけれども、これからについては、限界管理基準値、これ

は改正漁業法で出てくる言葉ですが、限界管理基準値ということで、親魚量46万5,000ト

ンとなってございます。 

 回復・維持する目標となる資源水準の値については、これまでは特に定められてこなか

ったわけですけれども、今後については、最大持続生産量、ＭＳＹが得られる親魚量の水

準ということで、109万3,000トンとなってございます。これは資源評価の更新前99万トン
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から上方修正されています。この目標管理基準値である親魚量109万3,000トン、ここの資

源水準から得られるＭＳＹ、最大持続生産量は、33万8,000トンとなります。 

 目指す方向ですけれども、これまではＢlimitと呼んでいた10万トンへの回復あるいは

維持ということでございましたが、今後は、10年後に、50％以上の確率で、親魚量の、目

標管理基準値である109万3,000トン以上への回復を目指すと。2019年の水準からすると、

約90万トン以上の増加ということでございます。 

 現状の漁獲量、これは目指す方向という欄に書いてございます漁獲実績値でございます

が、2019年で1.4万トンという実績となっています。漁獲の強さ、ＭＳＹ水準比で、近年

0.99となってございますが、これは更新前の2018年の値でございまして、2019年、この１

つ上の1.4万トンという漁獲量に相当する漁獲の強さは、ＭＳＹ水準比で0.19と、かなり

低くなってございます。 

 続きまして、５ページまで飛んでいただければと思います。スライドの５番ですけれど

も、資源管理についての、これまでとこれからの比較ということで、評価の部分と一部重

複する点もございます。 

 まず、管理の目標としては、これまではＢlimitへの回復だったのが、今後については

最大持続生産量を達成する水準ということで、目標管理基準値への回復なり維持、あと乱

獲の防止ということで、限界管理基準値を下回らないように管理をします。 

 次に、資源評価手法でございますけれども、これは基本的には年齢別資源量推定、コホ

ート解析と先ほど大下副部長からも説明がありました。基本的なやり方については同じで

ございますが、再生産関係、将来予測における加入量の仮定については、ホッケー・ステ

ィック型等の理論値を用いることになってございます。 

 漁獲シナリオですけれども、これまで漁獲圧力一定で、Ｂlimitを上回る確率、その確

率については特段何％ということは意識されてきませんでした。今後については、漁獲圧

力一定ということにプラスして、先ほどの限界管理基準値を下回れば、漁獲圧力を禁漁水

準まで直線的に下げるというのが基本的なルールです。目標管理基準値を10年後に上回る

確率は50％以上というシナリオを設定します。 

 続きまして、ＴＡＣなりＡＢＣの算定方法でございます。 

 ＡＢＣの範囲内でＴＡＣを決めるという決め方については、近年も今後も同じでござい

ます。ただ、ＡＢＣの示し方に違いがございまして、これまでは毎年複数の漁獲シナリオ

と漁獲シナリオごとに２つのＡＢＣ――targetとlimitという２つのＡＢＣでございます
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けれども、これを提示してきました。結果、複数のＡＢＣが示されて、そのＡＢＣの最大

値の範囲内でＴＡＣを設定してきました。今後については、あらかじめ、資源管理目標と

いうことで、目標管理基準値、これが最大持続生産量を達成する親魚量の水準でございま

す。これと限界管理基準値、これは先ほどの大下副部長の説明がありましたように、ＭＳ

Ｙの60％を達成する資源水準の値ということで、目標となる基準値２つと、その下にござ

います漁獲シナリオ、漁獲圧の調整の方法ということですけれども、この漁獲シナリオを

あらかじめ定めておくと。この目標なりシナリオは定期的に見直すということで、冒頭、

藤田部長から申し上げました資源管理の基本方針では、おおむね５年ごとに見直すことと

しています。ただし、必要が生じれば５年以内の見直しというのもあり得ます。 

 あらかじめ目標を定め、その目標に向かうためのシナリオを定めるわけですけれども、

そのシナリオに即して、毎年の資源評価結果に基づいて１つのＡＢＣが算出されて、その

範囲内でＴＡＣを設定するという考え方でございます。 

 配分についてでございますけれども、配分については、本ステークホルダー会合の議論

の対象ではないことになっていますけれども、ＴＡＣの配分については、これまで基本的

に漁獲実績をベースに、大臣管理分あるいは知事管理分に配分をしてきました。実績ベー

スという考え方は今後も同じでございますけれども、「実行上の柔軟性を高める措置」と

赤字で、括弧書きで書いてございまして、これについては、国なりが持つ留保をどういう

ふうに配分していくか、あるいは都道府県間、あと、大臣許可漁業と都道府県との間の枠

の融通といった形で対応していきます。 

 続きまして、スライドの６番目でございます。スケジュールとなってございます。 

 ステークホルダー会合を１回、２回と開催してきているわけでございますけれども、ス

テークホルダー会合ではこの赤枠の部分を議論するという整理でございまして、資源評価

の結果、あと目標シナリオ、こういったものをお示しして、御意見を伺いながら、第２回

で第１回の議論を踏まえた追加の試算結果なり、水産庁としての考え方をお示しします。 

 その後についてでございますけれども、③として、ステークホルダー会合を経て、考え

方をある程度固めた上で、パブリックコメント手続、あと水政審への諮問を経て、最終的

に内容を決定します。 

 ③で、マアジ、マイワシについて、水政審の諮問が11月下旬となってございますが、こ

ちらについては、多少というか、１か月程度前倒しになる見込みです。 

 この基本方針の中での目標なりシナリオと併せて、初年度、令和３年漁期のＴＡＣの数
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字についても同じタイミングで水政審に諮問し、答申を経て決定します。その後、12月１

日に改正漁業法が施行されて、来年１月１日から新たなやり方での管理、ＴＡＣの管理が

開始される、そういうスケジュールとなってございます。 

 次のページについては、項目ごとに時系列にどうなるかというところを並べた図という

か、表でございまして、先ほど申し上げましたように、11月のところに入っている水政審

諮問・答申は、若干前倒しになる見込みです。 

 続きまして、８ページからがマイワシ対馬暖流系群のシナリオの検討に関する御説明で

す。 

 まず、スライド９枚目でございますが、2019年の親魚量19万4,000トンは、限界管理基

準値である46万5,000トンを下回っているということで、改正漁業法にございます資源再

建計画を作成して、これに基づいて資源水準の値を目標管理基準値まで回復させる計画を

作成するその対象となる、ということでございます。この再建計画では、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漁獲シナリオを選択する、そこを目指して管

理をしていくという再建計画になります。 

 下のグラフは、先ほどの資源評価結果でも出てきた将来予測でございますけれども、β

0.8あるいは現状の漁獲圧で漁獲していった場合に、将来の親魚量あるいは漁獲量がこう

なりますよという将来予測の図でございます。 

 続きまして、10ページでございます。資源再建計画の策定とございますが、これがどう

いうものだというのは、先ほども言及をいたしました資源管理基本方針の中に、資源再建

計画はどういうものとして作成しますよということを規定しています。こちらについて、

法律に基づいて、まず限界管理基準値を下回る状態にあることが判明した資源について、

その判明した管理年度の末日から２年以内に作成します。10年以内に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ございます。また、期間や計画の検証方法などを定め

ます。 

 繰り返しになりますけれども、２の期間として、原則として10年を超えないということ

にしてございます。ただ、いかなる措置を講じても10年以内に目標管理基準値まで回復す

る見込みがない場合については、10年を超える期間を定めることができますけれども、マ

イワシ対馬暖流系群について示されている将来予測を見れば、これには該当しないという

ことでございます。 

 「検証」として、少なくとも２年ごとに資源評価に基づいて達成状況の検証を行い、検
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証結果に基づいて、計画の見直しその他必要な措置を講じます。 

 最後、終期以前に目標管理基準値を上回ることになった場合については、管理年度の末

日をもって計画を終了するという位置づけとしてございます。判明したときから２年以内

に作成するとなってございますので、新しい管理年度までにということではございません

が、速やかに作成をすることになるかと思います。 

 続きまして、具体的なシナリオに関する御説明でございます。スライドの11番でござい

ます。 

 まず、水研機構で提案していただいた漁獲シナリオ、これは基本となる漁獲管理規則に

基づくものということで、限界管理基準値を下回った場合には親魚量の値に応じて漁獲圧

力を直線的に下げるということになってございますので、2021年から2023年のＡＢＣとい

うか、予測の漁獲量は厳しい値となっているということで、ベース・ケースと書いてござ

いますが、一番上の表でお示ししてございます。 

 こちらについて、50％を超えるということからすれば、βは0.84でぎりぎり、0.8であ

れば54％になりまして、例えばβ＝0.8を採択した場合には、21年、初年度のＡＢＣとい

うか、ＴＡＣとなるであろう数字が４万6,000トンとなるということでございまして、こ

ういった結果を受けまして、第１回の検討会で追加の試算をしてもらいたいという要望が

ありました。 

 １つ目については、当面の漁獲量は８万トン程度、10年後の漁獲量は20万トン程度とし

て、10年後の親魚量、ＭＳＹ水準達成５割以上の確率が成立するシナリオの探索と、あと、

当面、漁獲量は８万から９万トン程度として、その後βを引き下げた場合の将来予測を水

研機構さんにやっていただきました。それを、追加①の場合、②の場合ということで、上

から２つ目、３つ目に示してございます。 

 ①は、βで調整をするという考え方でございます。当初３年間８万トン程度ということ

で、これのβは0.8になります。その場合は、初年度のＡＢＣというか、予測漁獲量につ

いては、ここにあります７万7,000トンとなり、0.8で考えた場合、現状の資源評価結果で

計算をすると、翌年９万7,000トン、2023年には11万8,000トンとなります。これはあくま

でも現状の評価に基づけばこうなるということでございまして、その後、10年後５割とい

うことからすると、その後、４年目以降のβを0.8にした場合はちょうど50％となります

し、0.7を採用すれば達成確率は59％となります。その場合の漁獲量を、現状の資源評価

結果に基づくと、この青で囲った2024年以降の数字が、それぞれのβについて、予測され
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る漁獲量をお示ししています。 

 続きまして、追加②の場合については、当初３年間は８万から９万トンということで、

８万5,000トンで固定した場合でございます。 

 こちらは最初の年、2021年の８万5,000トンという数字は、βに置き換えれば0.94に相

当します。これで３年間を８万5,000トンに固定をして、その後、４年目以降のβを0.8、

0.785、0.7とした場合の計算結果が載ってございますけれども、0.785とした場合にちょ

うど10年後の達成確率が50％、0.7とした場合は57％となってございます。 

 この数字はよく誤解をされるので、誤解のないように表の見せ方を工夫したんですけれ

ども、今回、決めようとしているのは赤で囲った部分でございます。βをどうするか、方

針を固めましょうということで、βの方針を決めれば、初年度の漁獲量の数字については

結果として固定をされます。青で囲った部分、その後の数字については、今回固定される

のではなくて、繰り返しになりますが、今後の毎年行われる資源評価の結果によって上下

します。要は現状の想定よりも資源の状況がよくなれば、ここに並べられている数字より

大きなものになりますし、逆の場合は小さなものになります。 

 追加②の場合、３年間は８万5,000トンで固定するので、シナリオでのこの数字は、３

年分について評価結果云々ではなくて、シナリオを考える上での前提となっています。 

 これが水研さんから提案いただいた基本形の場合と、第１回のステークホルダー会合で

の要請を受けて実施していただいた試算結果に基づく追加①、②のシナリオです。 

 続きまして、スライドの12番でございます。 

 さらに、資源評価会議において、さらなる追加シナリオ①から③を試算するという話に

なったということで、その結果は先ほど大下副部長から御説明いただいたところです。 

 そのシナリオ３つがここに書かれてございます。追々加①から③までということで、①

については、当初の３年間は漁獲量を一定、与える漁獲圧は10万トン、４年目以降につい

ては、通常の漁獲管理規則、要はβで調整をするというやり方でございます。 

 ②については、初年度のみ10万トンということで、２年目以降、漁獲管理規則に基づく

基本的なやり方と。 

 追々加③でございますけれども、これは2021年、初年度については、近年の漁獲圧、現

状の漁獲圧ということで、その後2022年、２年目以降は通常の漁獲管理規則となってござ

います。 

 その試算結果を、追々加①、②、③と、将来予測の表で示してございます。赤で囲って
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いる部分とブルーで囲っている部分、これは先ほど御説明したとおりでございまして、今

回決めるとすれば、固定される部分というのは赤であり、ブルーで囲っている部分は、今

後の毎年の資源評価結果に基づいて変わり得る部分でございます。 

 いずれも10年後に目標管理基準値を上回る達成確率50％を超えるシナリオというものは

あるわけでございますけれども、2021年、初年度の漁獲量10万トン以上とした場合、こち

らについて、βというか、先ほどの大下副部長の説明では、ＦとＦmsyとの比ということ

になるかと思いますが、これはいずれも1.0を上回るということでございます。 

 こちらは資源再建計画の対象となる限界管理基準値を下回っていて、本来であれば、β

を通常よりも下げて、早期に限界管理基準値まで回復させた上で資源を管理していくべき

でございますので、こちらについて、β、要はＭＳＹ達成水準より大きな漁獲圧、強い漁

獲圧で漁獲をすることは、この資源に係る漁獲シナリオとして適当ではない、選択可能で

はないと水産庁としては考えてございます。 

 続きまして、スライドの13ページでございます。 

 追加シナリオも含めたリスクがどうなのかという点について、水研機構からリスク関す

る分析結果が出されてございます。こちらについては、先ほどの大下副部長からの御説明

では、移行期間３年分を除いた場合の試算結果も示されてございますけれども、この資料

では除かない場合の結果のみ示してございます。 

 ベース・ケースなり追加の①、これは当初のβを0.8にするという案ですけれども、こ

ちらの場合、当初の期間でのリスクは、ベース・ケースでは３％ないし１％、追加①、β

＝0.8を採用する場合でも10％前後でございますが、追加②あるいは追々加の①、②、③

については、２割前後なり３割近いリスクがあります。要は親魚量が減ってしまうリスク

がそれぐらいあります。 

 また、禁漁水準を2024年に下回ってしまう確率については、追々加①、要は当初の３年

間は10万トン獲りますよというシナリオについては、３％のリスクがあって、ほかについ

ては、ゼロ、あるいはほぼゼロとなっています。 

 続きまして14ページは、以上の試算結果なり考え方を受けて、水産庁からお示しをする

案でございます。 

 この資源については、繰り返しになりますけれども、限界管理基準値を下回っていると。

資源再建計画の対象資源でございますので、漁獲の強さについては適切な水準、要はＭＳ

Ｙ達成水準であるＦmsyは超えないようにする、現状以上に親魚量が下がらないようにす
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る、また、禁漁水準を下回らない、といった資源評価の試算の結果に基づいて、リスクを

考慮した漁獲シナリオを採用する必要があるということで、そういう形での御提案となっ

てございます。 

 具体的には、目標管理基準値を下回っている場合、１を超えるβというのは適切ではな

いということで、1.0を超えないということがまず１点。あと、2025年までに親魚量が

2020年の水準を下回る確率を20％以下程度に抑えるということ。３つ目として、特に漁獲

量一定シナリオを採用する場合については、禁漁水準を下回る可能性がない。そういった

３点を踏まえて考えてはどうかということでございます。 

 このため、10年後に目標管理基準値を上回ることが50％以上の確率であると予測される

ということで、追加の①、または追加の②の場合で、かつ安全を見越して、４年目以降を

β＝0.75とするシナリオを選択してはどうかというのが水産庁からの御提示でございます。 

 また、これは資源再建計画の対象ですので、今後速やかに作成する資源再建計画に基づ

いて、毎年の最新の資源評価結果に基づいて、達成状況等の検証あるいはその検証結果に

基づく見直しが必要になると考えてございます。 

 追加のシナリオをそれぞれ改めて御説明しますと、追加シナリオ①では、当初の３年間

βを0.8、その後βを0.75とします。そうしますと、2021年の予測漁獲量、これがＴＡＣ

ということになりますけれども、これが７万7,000トンとなりまして、２年目、３年目に

ついてはβ＝0.8に基づき計算される数字、４年目以降については0.75に基づき計算され

る数値となります。 

 この数字は、スライドで言いますと、スライド11の真ん中の表、こちらの青で囲った枠

の中の数字が現状で考えられる予測の漁獲量となりますけれども、今後、資源評価結果に

よって、上方修正あるいは下方修正の可能性があります。 

 提案の２ということで、追加シナリオの②でございますけれども、これは当初３年間を

８万5,000トンで固定し、４年目以降、同じくβ＝0.75で与えられる数字が予測漁獲量、

すなわちＴＡＣとなります。こちらについても、現状の資源評価結果で得られる予測値が、

スライドの11番の一番下の表に書かれています。 

 先ほど、資源再建計画に基づき、最新の評価結果で達成状況の検証なり、その検証結果

に基づく見直しが行われることを申し上げました。最初の３年間は８万5,000トンで固定

するのが基本でございますが、先ほど、目標管理基準値を下回っている資源について、β

＝1.0を超えるようなものを適用するのは適切ではないという御説明をいたしました。し
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たがいまして、これは見直し等とも関係しますけれども、固定と言いつつも、仮に今後、

資源評価が下方修正をされて、この８万5,000トンを与えるβの数字が１を超えれば、少

なくともβ＝１以下になるような漁獲量の数字に修正をする必要はあると考えてございま

す。 

 分かりづらいところもあったかと思いますけれども、マイワシの漁獲シナリオについて

の私からの御説明は以上でございます。 

【藤田部長】  すみません、それでは、さっきのウェブで参加しておられる方の意見が

はっきりしましたので、事務局で読み上げさせていただきます。 

【中野係員】  では、事務局から読み上げさせていただきます。 

  

 目標管理基準値が10万トン増えた理由が十分でなかったと思います。大きな変更ですの

で、分かりやすく十分な説明をお願いしますという御質問でございます。 

【大下副部長】  マイワシのスライドのほうに戻っていただけますでしょうか。マイワ

シのスライドの15ページ目です。 

 ＭＳＹを計算するのに当たって、再生産関係を基に計算すると最初御説明いたしました。

14ページ目と15ページ目がそれに該当して、将来予測をしながらＭＳＹを達成する親魚量

を計算するということなんですが、専門的に言うと、通常加期と高加入期のところのばら

つきの与え方が若干違っていたと。７月の末に御説明したときのものでは、ばらつきがす

ごく小さくて、これではあまりよくないことが９月の上旬に分かりましたので、ばらつき

の値を正しい値のほうに改善させていただいた結果、対応するようなＭＳＹを達成する親

魚量が変わってしまったというのが真相でございます。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

追加で御質問などございますでしょうか。 

【藤田部長】  ウェブで参加されている方で、ほかにも御質問とかある方はメッセージ

を入れていただければ。 

【中野係員】  ウェブ会場は了解していただいたということでございます。 

  

【藤田部長】  では、ここからは漁獲シナリオの議論に入らせていただきます。 

 もう既にウェブ配信先から質問が来ているようでございますので、事務局から読み上げ
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させていただきます。 

【中野係員】  それでは、読み上げさせていただきます。 

 漁獲シナリオの11ページ、例えば当初３年間を8.5万トンとした後のβを0.8、0.785、

0.7とした場合、漁業者はどのような操業をすればよいのでしょうか、どのような制約を

受けながら操業に従事するのでしょうかという御質問です。 

【魚谷室長】  11ページの３つ目のシナリオ、追加②のシナリオのことかと思います。

この場合、当初３年間は８万5,000トンで固定、先ほど言いましたように、資源が悪くな

った場合には下方修正の可能性はあるという前提ですけれども、８万5,000トンで３年間

獲った後、0.80、0.785、0.7というβの数字に応じた現時点の資源評価に基づく４年目以

降の予測漁獲量がここに並んでいると。水産庁は、この0.7と0.785の間、0.75としてはど

うかと御提案してございまして、仮にこの現状の資源評価に基づく予測どおりになるので

あれば、この表の0.7と0.785の間の数字が毎年のＴＡＣとなっていくということでござい

ます。あくまでも現状の予測結果に基づけば、当初の３年よりは漁獲量、ＴＡＣの数字は

増える中で操業していただくことになるという理解でございます。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、ここの数字というのは、今後の加入の状況を受け

た資源評価結果に基づいて上振れ、下振れの可能性がある数字であることに御留意いただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

【藤田部長】  分かりましたでしょうか。 

【中野係員】  ウェブ配信先から発言していただいて構いません。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 制約は特になくて、従来どおりの操業の仕方でよいという解釈でよろしいのでしょうか。 

【魚谷室長】  現状の資源評価結果に基づけば、当初の３年間の後、枠は８万5,000ト

ンより増えますので、この予測に基づくと、３年後、極端に制約が厳しくなるといった予

測にはなっておりません。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【藤田部長】  うまく声が拾えてよかったです。 

 それでは、会場のほうで手が挙がっていますので、じゃあ、先にこっちから行こうかな。 

【参加者】   

 追加②について、室長は繰り返し、８万5,000トンを３年固定した場合、加入が少なか
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ったりして８万5,000トンがβ＝1.0を上回るような場合には見直す場合があります、とお

っしゃったんですが、仮に加入がすごくよかったとしても、８万5,000トンは見直さない、

悪かった場合には見直すということなのか。下はあるのに、上はなぜないのかというのが

１つです。 

 この間の境港の質問のときは、私の聞き方がおかしかったのかもしれませんが、要は決

定するβは、基本的に５年ごとぐらいで見直す、ただ、導入当初は、場合によってはその

限りでないというお話なんですが、今回のこれは、４年目以降0.75を10年目までというと

ころまでここの段階で固めないといけないのかどうなのかという。この0.75というのは仮

という理解でいいのかどうか教えてください。 

【魚谷室長】  まず、１点目でございます。この８万5,000トン固定のシナリオは、あ

くまでも安定性を求めるリクエストに応じて試算した結果だと思います。ですので、基本

は固定なので、資源評価がよくても上方修正はしません。一方で、対応するβが１を超え

ない範囲であれば、基本的には下方修正もしないことになろうかと思います。ただ、大幅

に資源が減って、８万5,000トンの漁獲を与えるようなβが１を超えている状況は放置で

きないと考えていますので、ある程度の範囲内では上方にも下方にも修正しない、ただし、

非常に深刻な状況になれば、あるいはβが１を超えれば、それは是正せざるを得ない、と

いう考え方でございます。 

 資源評価がよければ上方修正するし、悪ければ下方修正するのであれば、追加シナリオ

①で、通常のルールより高めのβを設定し、0.8とするのであれば、初年度は、追加シナ

リオ②の場合よりも少なくなりますけれども、現状の資源評価結果であれば、２年目、３

年目は追加シナリオ②よりも高くなりますし、もし今の評価よりも評価自体が上方修正さ

れるのであれば、この数字はさらに大きくなります。一方で、評価が下方修正されたとき

には、この数字も下方に修正される可能性というか、リスクがあるということですので、

皆さんにとっては一長一短だと思います。基本的には固定か、あるいはβで上下させると

いう中で、固定については、ある一定の範囲内でしか固定できないという考え方でござい

ます。 

 ２点目は何でしたか。すみません、回答しているうちに忘れてしまいました。 

【参加者】  ３年目以降の0.75、10年目までというのも、今年のこの会議で合意するの

か。βは５年後ぐらいに見直すんですよね。 

【魚谷室長】  基本的に目標なりシナリオというか、β値は５年ベースで見直します。
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10年後までβを固定するのは、基本的に漁獲圧力一定というルールの中で、10年後にちゃ

んと５割以上の確率で目標管理基準値に回復すること、維持できることを確認するためで

あって、10年後までこれで固定するわけではありません。５年後に見直すとすれば、その

時点の資源評価の結果に基づいて、その時点から10年後の目標達成云々ということをベー

スにシナリオを考えていくことになると理解をしています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【藤田部長】  お願いします。 

【参加者】  1.0についてですけれども、再建計画のところで、10年後に目標管理基準

値を上回る確率が50％というのがあるんですが、５ページのところでは、限界管理基準を

下回れば漁獲圧力を直線的に下げるとなっています。 

 一応、法律というか、そういうところで今、そういう話になっているんでしょうけれど

も、私は魚種によって違うんじゃないのかなと。1.0を超えるという制限を加えたら、選

択肢がほんとうに少なくなってしまうし、1.0を超えても、その後、我慢できれば50％を

超えるのなら、その50％も超えなさい、限界管理基準を超えている魚種だから直ちにそこ

を目標にしなさいというやり方でいいのかなという、言っても駄目なんでしょうけれども、

そう思います。 

 もう１つは、安全を見越してと言うけれども、ＴＡＣで決まったら、ＴＡＣ100％の消

化はありません。絶対にありません。これを超えると大変なことになります。そこで安全

率を見ているのに、さらに安全率を掛ける必要があるのでしょうか。これはサバのときに

も私は言ったんですけれども、安全率に安全率を掛けているのではないのか。確かに安全

率というのは資源を回復させるためにはいい話ですけれども、そこのところは資源の動向

も見ながらでしょうし、安全率というのは１未満ですから、安全率に安全率を掛けたらす

ごい安全率になるなと感じています。 

 漁業者で何が問題かというと、今、資源が悪くなる想定で話をされていますけれども、

よくなってきたら、こういうふうに決めたときに獲れなくなるんじゃないかという心配が

あるんです。そこを何らか解決するような、解決できるような、こうなったらこうやりま

すよという一言がもらえれば、私はこういう管理でもいいんじゃないのかと思いますけれ

ども、もし増えたときに、こういうやり方を選択したから、増えても0.75とかこういうふ

うにしてやりますよというのが一番の心配です。資源評価と現場の状況が１年ないし２年

近くギャップがあるというか、評価が遅れているという現状を漁業者は一番心配している
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ところです。そこの現状がすぐに評価につながらないので、そういう状況に陥るんじゃな

いかという心配をしているということです。少なくなって管理をしろといっても、そのと

きには多分、沖へ出ても獲れないんです。獲れない心配はしてないんです。逆に言うと、

増えたときに獲れないことがないようにする、そういう保険のようなもの、そういう一言

があれば私はいいのかなと感じています。 

 以上です。 

【魚谷室長】  まず、基本的なルールというか、漁獲管理規則の考え方として、限界管

理基準値を下回ったら、直線的にβを下げますよということについては、基本的にはそう

いう形になっていて、それに基づくと、このスライド11番で言えば、ベース・ケースの場

合ということで、β＝0.8としつつも、実際には0.44ですか、そういった数字を掛けるの

で、初年度から３年分ぐらいの当初の数字は非常に厳しい結果になっていると。 

 一方で、第１回のステークホルダー会合あるいは境港での意見交換、説明会で、最終的

に目標管理基準値である109万トンですか、あるいはＭＳＹの30万トンというのは、陸上

のキャパシティ等を考えれば非現実的であって、関係者にとっては現実的な目標ではなく

て、それに向けて厳しい管理というのは意欲が起きないということもあって、0.44という

形で直線的に下げないシナリオを水研機構のほうに試算していただいて、その結果として

こういうシナリオでどうかということをお示ししています。 

 ですので、水産庁としてはできる限りの工夫なりをしているつもりでございまして、β

が１を超えることの意味については、先ほど太平洋系群マイワシのステークホルダー会合

もウェブで参加されたということをおっしゃっていましたけれども、太平洋系群について

は目標管理基準値を親魚量が超えていて、βが１を超えるシナリオを、水産庁として御提

示をしています。そのことについても、この１を超えるβはいいんですか、という意見が

あったことに言及しておきたいと思います。 

 そういう中で、本来は通常のβを直線的に下げるという目標と、目標に関する皆さんの

お考え、あるいは資源評価のタイムラグといったことを踏まえて、踏み込めるぎりぎりの

ところまで考えてお示しをしているシナリオであることを御理解いただければと思います。 

 あと、ＴＡＣ決めれば100％獲ることはないから、そこにまず安全率があって、さらに

安全を見るのはどうかということがありましたけれども、基本的にはＴＡＣを設定すれば

そこまで獲れますので、そういう前提で、科学者あるいは行政官は考えざるを得ない部分

がございます。ですので、そこはできるだけ設定したＴＡＣが有効に活用できるように、
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留保の使い方や融通といった面での工夫は、可能な限りやっていきたいと思います。 

 あと、資源がよくなってきたときに獲れなくなることをご心配するお話がありました。

それについては、先ほどの御回答でも若干御説明をしましたけれども、今後増えていった

ときに枠が増えないことがご心配であれば、追加シナリオの②の８万5,000トン３年固定

よりも、初年度は若干厳しい数字になりますが、0.8で、３年は高めのβを設定して、評

価が上がれば、11ページに書いてある９万7,000トン、11万8,000トンより増える可能性も

あるということですので、そちらのシナリオを選択されるという考え方もあるのではない

でしょうか。 

 これで回答に漏れはありませんかね。 

【参加者】  このシナリオについては、私は、どっちでもいいという言い方はあれです

けれども、先ほど言った、資源が増えたときに、増えたという実感と評価が一致しないと

ころがあるので、これは仕方ないと思っているんですが、そういうときにどういう対応を

するかという具体的な話ではなく、そういう状況になったときには、こうやって取決めを

しないといけないという話も分かるんですが、決めたことは決めたこととして、大きく変

動があれば見直しはします、という話はいただいていますけれども、そういうところの保

険というか、もし著しく増えたときは支障なく獲れるという安心感があればいいと思って

います。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 程度問題かと思います。資源がよくなって、例えば今年の資源評価における再生産関係

などの加入予想において、前提条件が全然違うレベルになるとなれば資源評価そのものが

変わってきます。そのときは、今の考え方といいますか、今年セットした考え方が本当に

前提条件に合っているのか、そういう見直しをしないといけないと思います。 

 一方で考えてもらいたいのは、最初のほうに言われたように、我々が何で漁獲に一喜一

憂しないといけないのかというと、０歳魚とか１歳魚に漁獲が偏っていて、要するに０歳

魚の加入に変動があるから、それによって毎年すごくＴＡＣを変動させざるを得ない。そ

れで、どうしましょう、どうしましょうみたいな話になっている部分が構造的にあるんで

すよ。 

 そのように資源が比較的低い状態だとか、若齢魚に漁獲が偏っているときは、どうして

もそういう振り回されやすい状況が生まれやすいんです。長い目で漁業だったり関連業界

のことを考えたら、多少いいのが出たら少し獲り残して、もう少し年齢組成などの資源構
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造が改善されるまで我慢しようとか、そういうことを考えながら進んだほうが後々のため

だと思います。程度問題だと言ったのはそういうことで、少しいい数字が出ても、もし８

万5,000トンでセットするなら、８万5,000トンで我慢して獲り残しを多くすることが後々

のためになるんじゃないかと思います。 

 すみません、強く言い過ぎたかもしれませんけれども。 

 ほかに御質問とか御意見とかありませんか。そちらの方。 

【参加者】   今、少し０歳魚の漁獲という話が出てきたんですれども、実際に０歳魚

だけ蝟集したときには、漁業者には好んで獲らない選択もあるかもしれませんが、０歳魚、

１歳魚、２歳魚がほとんど同時に集魚中に発生して、０歳魚のほうが表層近くに発生しま

す。ですので、海底近くにいる２歳魚、３歳魚を漁獲しようとしたら、残念ながらどうし

ても同時に漁獲せざるを得ない。 

 また、陸上で仕事をされている方から、目合い調整はできないんですかという話もよく

投げかけられます。底曳き網で、資源管理のために11節までとか、何センチまでとかいう

やり方はあるんですけれども、私たち19トンのまき網の場合は、特に12節に目が刺すよう

な魚の場合は本船を転覆させてしまうということで、小さな魚だけ逃がすとき、どうして

もそこの境目の魚が漁具に刺さってしまうので、そういう魚がいる可能性があるときには、

事故防止のため、もう一つ小さめの漁具を準備せざるを得ない。 

 そういうことで、何とか資源管理できないかという気持ちは持っていても、なかなか現

実にはできてないというのが現状です。 

 それと、漁獲シナリオということで、βをいくらにするかという小さな話をものすごく

細部にわたってやっていただいているんですけれども、実際に私は昨年のサバからずっと

この会議に参加せていただいて、これまでのＴＡＣ管理より少し厳しくなっていくのかな

と個人的に感じています。 

 その中で、現場で実際に漁に出ている漁労長等に、今後、資源管理は厳しくなっていく

かもよ、もしかしたら漁獲制限の可能性もゼロじゃないかもね、という話題を振ったとき

に、１つだけぱっと言われて私が返答できなかったのは、混ざって獲れるときはどうする

のかと。混獲ですね、混ざって獲れるのはどうやって管理するのと言われたときに、私は

返事できませんでした。 

 私たちは、７割ぐらいが混獲です。２、３割ぐらいがイワシ系、ウルメ系、そしてサバ

系という単一魚種での漁があるんですけれども、７割方は混獲の漁をやっている中で、混
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獲に対する考え方を投げかけられたときに、資源管理と混獲の問題というのが今後大きな

問題になるのかな、どのような方法があるのかなということでありますので、私もこの部

分は少しいろいろな場面で話をさせていただければと思います。 

【魚谷室長】  新しい資源管理に移って管理が厳しくなっていくだろうというお話でし

たけれども、そこは魚種による部分もあると思います。今後、ＭＳＹを目指してやってい

くことになれば、現状の資源状況によっては、当面、今までより厳しい管理をせざるを得

ない魚種もあろうかと思います。資源評価に基づく予測にきちんと沿っていけば、そうい

った魚種もゆくゆくはより安定して多く獲れるようになるという希望を持って進めていく

しかないわけです。 

 一方で混獲の問題ですね。確かに今後、ＴＡＣ魚種を増やしていく中で、現行の魚種の

範囲では管理できたものが、魚種が追加されて、それぞれに割当てというか、枠が設定さ

れることによって全体としての管理が難しくなっていく問題は、我々水産庁としても認識

しております。どういう形で現場に支障が生じないようにするかについては、今後、魚種

を追加というか、拡大するために魚種ごとの議論をしていくわけですけれども、一個一個

それを積み上げるごとにそういう問題が１つ１つ増えていくと思いますので、そういう議

論の中で、どう対処するかを考えていきたいと思います。 

 もちろん、現状で、先ほど「実行上の柔軟性を高める措置」ということで、留保の活用

ですとか、枠の融通という話もしましたけれども、それだけで打ち止めということではな

くて、そういう個別の議論を進めていく中で、皆さんからいいアイデアがあれば、そうい

うのを言っていただいて、具体的にどう管理していくか、解決策を見いだすのに活かして

いければと考えています。ということで、引き続きいろいろな情報とか御意見をいただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

【藤田部長】  ありがとうございました。よろしいですか。 

 ほかに。あちらの人。 

【参加者】  先ほどもお話が出たんですけれども、資源再建計画について、10年後にＭ

ＳＹを達成する確率50％以上で資源再建計画を立てるという、これは資源管理基本方針の

パブコメの案の内容だと思います。パブコメは終わっているんですけれども、マイワシの

場合、今の漁獲圧を続けても、だんだんＭＳＹに近づいていく予測が出ているので、今回

みたいに漁獲圧抑制を先送りしても何とか帳尻が合うと思います。しかし、今後、ＴＡＣ
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対象種が増えていく中で、限界管理基準値を下回った資源に対して、いきなり10年後にＭ

ＳＹ水準を50％の確率で目指すとなると、ほとんど漁業をやめてくださいみたいな漁業種

類も出てくると思います。パブコメを受けて、ここら辺の資源再建計画の立て方を変える

ことはないという理解でよろしいでしょうか。 

【魚谷室長】  資源管理基本方針のパブコメ自体は終わっていまして、部長の挨拶でも

述べましたように、水政審の了承までは得られています。 

 考え方として、先ほど申し上げたんですけれども、基本は10年で目標管理基準値まで、

ということなんですが、いかなる措置を講じてもそれが無理な場合には、10年を超える期

間を定めることができますし、その場合、いきなり10年を超える期間で目標管理、基準値

までということではなくて、暫定目標を定めて、まずはそこを目指して取り組むという考

え方で対応できるような形になってございますので、その点について修正するということ

は考えていないところです。 

【参加者】  分かりました。ありがとうございます。 

【藤田部長】  よろしいですか。 

【参加者】  すみません、説明があったかもしれませんけれども、ベース・ケースでは

β＝0.8が４万6,000トンで、追加①の場合は括弧書きでβ＝0.8が７万7,000トンと。同じ

β＝0.8でトン数がなぜ違うんでしょうか。 

 もう１点なんですけれども、追加②のところで、β＝0.94ということになると、多少資

源が下がったらβ＝１になってもおかしくない。その場合、仮に2022年にβが１になった

場合、８万5,000トンが何トンまで下がるんですか。βを0.99とか0.98にされれば下がら

ないかもしれませんけれども、そういうことはないと思うので。選ぶときに、１年目は８

万5,000トンで、３年間完全に固定でしたら、追加②かなと思いますけれども、β＝0.94

が1.0になった場合に何トンまで下がるのか、分かれば教えていただければと思います。 

【大下副部長】  まず、最初のほうから言います。同じβ＝0.8なのに、４万6,000トン

と７万7,000トンなのはどうしてなのかということなんですが、それは先ほどから魚谷室

長がおっしゃっているとおり、Ｂlimit、限界管理基準値を下回っている場合は、直線的

にＦを下げるということが効いてきます。今はＢlimit以下なんですね。なので、ベー

ス・ケースの場合だと、その分だけＦが下がって、βが0.8なんだけれども、0.44Ｆmsyで

獲りましょう、それがベース・ケースですよということなので、４万6,000トンと。一方

で、追加①のほうは0.44じゃなくて0.8なので、その分だけ７万7,000トンと多くなる。 



 -55- 

 もう１つの質問は、計算しろと言われても、場合によって多分かなり違ってくると思う

ので、親魚量の量とか体重とかいろいろなものが効いてくるので、計算しろというのは今

は無理かなと。データが溜まってきて、2022年の条件がそろった段階でいくらというのは

できるかもしれませんけれども、将来予測の中では仮定の話しかできないので厳しい気が

します。 

【参加者】  分かりました。 

【藤田部長】  よろしいですか。 

 ほかに御質問とか。後ろのほうですね。 

【参加者】  この図の追加①の当初３年間は８万トン程度となっているのに、21、22、

23が８万トン程度になっていないんですけれども。その下の追加②のほうは、３年間8.5

万トンで、8.5、8.5、8.5になっている、この違いはどういうことなんでしょうかという

ことです。 

【大下副部長】  8.5万トンのほうは多分御理解いただけたと思いますが、追加①のほ

うですよね。７万7,000トンで、８万トンになってない。私たちは、７万7,000トンでも、

８万トン程度という面では許してもらえるかなと思っています。追加①考える上で、なる

べく現状の管理規則から逸脱せずにうまく管理できないか考えたときに、先ほど申し上げ

たとおり、Ｂlimitを下回ったときにかける傾斜の部分を１回なくしてしまい、0.8のＦ

msyで何年か獲りましょうということをまず想定をして、0.8がいいのかどうかを探索的に

求めたということかと思います。だから、８万トン以上じゃないかと言われると……。そ

ういう意味なんですよね。９万7,000トン、８万トン程度じゃないじゃないかという質問

だと取ったんですが、そういう質問でよろしいですか。 

【参加者】  そうすると、追加の②のほうは、8.5、8.5、8.5にそろえているじゃない

ですか。それはそろえるようにβを調整しているんですか。 

【大下副部長】  これは当面ということじゃなくて、正確な指摘事項というか、リクエ

ストは、追加事項の②は一定というのが入っているんですね。何年間一定というのが入っ

ていて、追加事項の①のほうは、その一定という言葉が入っていないんですね。なので、

追加事項②のほうは８万5,000トンで３年間一定と。追加事項の①のほうは、一定という

言葉が入っていないので、0.8Ｆmsyで獲っています。 

【参加者】  そうすると、追加①は３年間、β＝0.8になっていて、追加②のほうは、

21年のβを0.94にしたときに8.5になって、22年のときは、また違うβを当てれば8.5にな
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るというふうにしているということですか。 

【大下副部長】  そのとおりです。このマイワシの資料の36ページ目に書いています。

36ページ目を見ていただくと、シナリオの１－３というのが該当します。一番最後のペー

ジですね。2021年は0.94なんだけれども、2022年は今の段階でいくと親魚量が増えてくる

ので0.83、2023年は0.78と徐々に下がることになっています。なので、同じ８万5,000ト

ンだけれども、βの値は年によって違います。βじゃなくてＦmsy分のＦというほうが正

しいんですが、その値は年によって違います。 

【参加者】  分かりました。ありがとうございました。やっと理解できました。 

【参加者】  先ほど獲れたときの心配というお話が出ましたが、沿岸の場合、どうして

も中型まき網でも操業区域が地先のエリアに限られますので、まだ資源が十分回復してな

い状態のときに、今、日本海の中部地域で漁獲されている魚群がひょっとして西のほうに

全部来ましたみたいなことが……。例えば2019年に減った漁獲量の分がどこにいたか分か

らないみたいな不確実な部分を含んでいる場合に、管理区分ごとにＴＡＣの割当てという

のが生じて、そうすると、例えば私どもの県でいけば、今の漁獲レベルというか、「現行

水準」程度という、いわゆる柔軟性の部分で対応する枠組みに入ると思いますけれども、

そういうところに、特にマイワシのような場合は、ＴＡＣの主要な漁獲になるぐらいの大

きな魚群が入ってきて、何百倍とかいうレベルでいきなり漁獲できる状態の魚群がいると

いう事態も心配されて、例えば今の「現行水準」枠ですとか、留保枠の対応とかで対応で

きないようなケースも出てくるんじゃないかと思います、極端な場合。 

 そうすると、先ほどお話もありましたように、ずっと経営状態が悪い中で、10年に一遍

の魚が巡ってきたのに獲ってはいけませんよという話になると、漁業者としてはものすご

い反発が起きると思います。そのあたり、激変緩和策として、留保枠等で調整できる、枠

の移動等で調整できる範囲を超えてくることもあるんじゃないか。 

 ですから、全体としての資源の目標数値というのは、とりあえずこの議論だと思います

が、その次の段階のＴＡＣの割当てとその調整の仕組みは、多分、経営支援策とかも含め

て、現状水準の経営を支援するプラス・アルファ、何年かに一遍の豊漁が期待されるとき、

期待値としての漁獲量に対する支援というか、そういうものを入れていくことが、先ほど

お話があった安心できる方法にもつながるかと思いますので、次のステップとしてその辺

りは、タイミングよく目標数値を設定した後の話につながるようにということで、ぜひ進

めていただきたいなと考えます。 
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【魚谷室長】  今おっしゃったようなケースに、この場で、こう対応しますというのは

なかなか難しいと思いますけれども、一方で、確かに「現行水準」、つまり数量明示でな

い県にどかっと魚群が来た、漁場形成されたときにどうするかです。「現行水準だ」から

ということで、そのままその目安数量の何倍も獲るというのは適切でないという意味から

すれば、留保なり融通なりでということになるんでしょうが、その場合、「現行水準」の

ままで追加配分というのは多分ないでしょうから、思いつきかもしれませんけれども、例

えば、その時点で「現行水準」から数量明示に切り替えた上で留保をもらうとか、よそか

ら融通をもらうとか、そういった工夫で対応するというのは１つ思いつく方法ではありま

す。現時点ではそれぐらいしか思いつきませんが。 

【参加者】  今日は全体の漁獲の管理目標の会議ですので、そこまでの結論を求める議

論じゃないと思いますが、必ずこの後に続く問題として、そこの運用上のソフト部分とい

うか、水産庁さんとしての仕事の話に全部リンクしていると思います、先ほどからの懸念

のお話が。その辺りは具体的に「なるほど」という形で安心できる仕組みが見えてこない

ので、漁業者としても不安だろうと思いますし、こうやって出席していらっしゃる皆さん

にとって、次の段階の心配事である管理のお話に絡んでくることになるかと思いますので、

その点、ぜひ議論を活性化させていただきたいと思います。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 今後の管理についての御意見ということで、引き続き我々も考えていきたいと思います。 

 それで、予定の時間になりましたし、実はマアジの資源の話が残っています。可能であ

れば、明日の朝からマアジの資源の話を進めさせていただければと思いますけれども、よ

ろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【藤田部長】  もう１つありますのは、ウェブ参加の方もそうなんですけれども、マイ

ワシについて質問したい事項があって、明日でもいいから聞きたいということがあれば、

一旦この会議は閉じますが、質問事項だけでも我々に教えていただければ、明日、わりと

速やかにというか、準備をして回答がしやすいので、もし今の段階で質問事項がまとまっ

ているというか、ある方は、閉じた後にこちらのほうに来ていただいて、質問事項をお伝

え願えればと思います。 

 本日は、そういった意味で長時間ありがとうございました。大変いろいろ前向きな意見

をいただいて、私自身は、すごくいい会議、いい機会になったんじゃないかと思います。 
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 それでは、本日の検討会はここまでとさせていただきますけれども、この後、事務局か

ら連絡事項がございます。 

【中野係員】  すみません、事務局から３点ほどご連絡させてください。 

 明日の開始時間は10時となります。開場は30分前の９時半からとなりますので、それ以

降にお越しいただきますようよろしくお願いいたします。 

 本日、受け付けしていただいた方は、明日は受付不要ですので、適宜、コロナ対策のア

ルコール消毒等を行っていただいた上で会場に入っていただけばと思います。また、本日

配付しました資料につきましても、必ず持ち帰っていただきまして、明日以降も持ってき

ていただきますようお願いします。また、ごみ等につきましてはお持ち帰りいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 
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〇令和２年９月30日（水） 

【藤田部長】  おはようございます。定刻になりましたので、２日目の検討会を開始し

たいと思います。 

 昨日は、マイワシの対馬暖流系群の資源の状況あるいは管理につきまして、非常に熱心

に討議をいただきましてありがとうございました。そのおかげというか、御承知のように

マイワシに集中し過ぎたものですから、マアジの議論がまだ全くされておりません。 

 ということで、まず本日は、マアジの資源評価につきまして、水産研究機構からその説

明をいただくと。あと、第１回の検討会でも指摘事項といいますか要望事項がありました

ので、それの内容について説明をしていただいた後、漁獲シナリオについて当方から説明

をし、マアジにつきまして一定の議論が終了した後、再度マイワシの資源の話について戻

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですけども、水産研究・教育機構のほうから資源評価について御説明を

お願いします。 

【大下副部長】  皆さんおはようございます。水産研究・教育機構の大下といいます。 

 昨日に引き続きまして、マアジ対馬暖流系群の説明をさせていただきます。 

 今日は、マアジ対馬暖流系群の資源評価の更新結果、マアジ対馬暖流系群の指摘事項の

検討結果及びマアジ太平洋系群の資源評価更新結果について御説明いたします。 

 最初に、マアジ対馬暖流系群資源評価の更新結果になります。 

 マアジ対馬暖流系群の分布と生物学的特性を示したスライドでございます。マアジ対馬

暖流系群は、東シナ海及び日本海に分布域を持ち、産卵場は東シナ海南部から日本海にか

けてという資源になっております。生物学的特性はこちらの緑色のボックスの中を見てい

ただきたいんですが、寿命が５歳程度、成熟開始年齢が１歳で50％、２歳以上で100％と

考えております。産卵期、産卵場は、１月から６月に、このピンク色で示したような海域

で産卵をしていると考えております。 

 マアジ対馬暖流系群の漁獲量と年齢別の漁獲尾数を示したグラフをお示ししております。

向かって左側が漁獲量です。1973年から2019年までの漁獲量で、白抜きのバーが日本、グ

レーのものは韓国を示しております。1980年代の最初には、マアジの漁獲量は５万トン程

度で落ち込んでいたんですけども、その後、増減を繰り返しながら増加をいたしまして、

1990年代の半ばには漁獲量は20万トンを超えていました。その後、減船などの影響もござ

いまして徐々にマアジの漁獲量は減っています。日本だけで見ると、2019年の漁獲量は７
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万8,000トンで、10万トンをやや下回っていると考えております。 

 グラフの右側を御覧ください。網をかけたものが０歳魚、白抜きのものが１歳魚、グレ

ーのものが２歳魚となっております。これも1973年から2019年までのグラフを示しており

ます。これを見ても分かるとおり、獲られている主体は０歳魚、１歳魚です。２歳魚、３

歳魚の漁獲尾数の割合は非常に少ないと考えております。 

 資源評価の更新結果について早速御説明をいたします。 

 向かって左側に年齢別の資源尾数を示しております。青色が０歳魚、緑色が１歳魚、黄

色が２歳魚、赤色が３歳魚以上となっております。年齢別資源尾数についても、０歳魚、

１歳魚の割合が非常に高いのが特徴的だと思います。資源尾数は、近年は、凸凹はしてい

るんですけども横ばい傾向です。 

 向かって右側のグラフを御覧ください。1973年から2019年までの親魚量を示しておりま

す。昨日御説明しましたマイワシと同様に、緑色が目標管理基準値案、オレンジ色が限界

管理基準値案、赤色が禁漁水準案を示しております。親魚量も、1980年代最初には限界管

理基準値案を下回る水準で推移をしていたんですが、その後、増減を繰り返しながら増加

をいたしまして、2019年は緑色の目標管理基準値案を上回っています。このグラフの傾向

から見て、親魚量は近年では増加傾向で、2019年での親魚資源量は28万3,000トンと考え

られます。 

 これは、マアジ対馬暖流系群の再生産関係を示しております。 

 あ、これ直っていないですね。すみません。丸の位置が違っていて、2019年のところに

丸を打とうと思ったんですが、修正し忘れております。 

 横軸に親魚資源量、縦軸に加入尾数を取っております。昨日御説明いたしましたマイワ

シとは違いまして、何かのレジームがあるというわけではなくて、１本のホッケー・ステ

ィック型の再生産関係で説明可能なようです。2019年については過去最大の親魚量がある

と考えております。2019年の親魚量は28万3,000トンで、加入尾数は30.3億匹と考えてお

ります。 

 マアジ対馬暖流系群のＭＳＹと管理基準値案でございます。これは、昨日のマイワシと

は違って、７月の下旬に御説明した数値から変わっておりません。ＭＳＹ水準を満たす平

均の親魚量としては25万4,000トン、そのときに期待できる平均漁獲量は15万8,000トン、

限界管理基準値案では10万7,000トン、そのときに期待できる漁獲量は９万5,000トン、禁

漁水準の親魚量が１万6,000トンで、期待できる平均漁獲量が１万6,000トンと考えており
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ます。 

 マアジ対馬暖流系群の神戸プロットを示しております。 

 すみません、これもスライドが直っていないです。「2017年以降は上回っている」とい

うところを、大変申し訳ございませんが、「2019年は上回っている」というふうに修正を

いただきたいと思います。大変申し訳ございません。 

 マアジ対馬暖流系群の親魚量を基にした神戸プロットを見ると、過去においてはほぼ赤

いゾーンに入っていたんですけども、2010年代の半ばぐらいからＦが下がって黄色のゾー

ンに入って、徐々に親魚量が増えてきています。2019年の親魚量としては十分に漁獲圧が

低くて、ＭＳＹ水準の親魚量以上だと考えております。 

 前回御提示いたしました神戸プロットと今回更新された神戸プロットをお示しいたしま

す。後ほど御説明いたしますけども、やや親魚量について下方修正がかかっておりますの

で、前回御提示したときは2017年及び2018年も、ＭＳＹ水準の親魚量以上、漁獲圧も低い

ところにあったんですけども、更新した結果、2019年はこのグリーンのゾーンに入ってい

るんですが、2018年、17年については、ＭＳＹ水準の親魚量よりも低いという更新結果に

なっております。 

 これを受けまして、マアジ対馬暖流系群の管理規則についての考え方をお示しします。

これは、昨日マイワシ対馬系群でも御説明をいたしましたけども、限界管理基準値案を下

回ると、Ｆ（漁獲圧）をＢban（禁漁水準案）まで引き下げて、速やかに限界管理基準値

案を上回り、親魚量を目標管理基準値案に持っていくというルールになっております。 

 先ほど少し申し上げましたけども、マアジ対馬暖流系群の資源評価の更新に伴う将来予

測の変化という形で、若干下方修正がかかっているのがこのグラフから見てとれると思い

ます。向かって左側が親魚量です。赤色が、前回７月30日、31日に御説明をいたしました、

過去の親魚量及び将来における親魚量の予測について御説明をしたものでございますが、

８月11日の資源評価会議では、このように2016年以降のやや下方修正の親魚量が採択をさ

れました。したがいまして、若干親魚量が少なくなったものですから、現在ではＭＳＹ水

準の親魚量よりもやや多い、2017年、18年につきましてはＭＳＹ水準の親魚量よりも少な

かったという判断になっております。それを受けまして、将来の漁獲量についても下方修

正が若干かかっております。ただ、全体的に見ると、前回御提示したものと大きく変わら

ないと考えております。 

 これも、前回御提示いたしましたものが上側、第１回検討会に提出した予測表です。今
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回更新された予測表が下側でして、例えばβが0.8のところに注目していただきたいんで

すが、2021年にβが0.8のときに15万4,000トンであったのに対して、今回資源評価を更新

した結果、2021年のβが0.8のときには13万9,000トンというふうにやや下方修正されてい

ます。また、何回も議論になっておりますけども、これはあくまでも現時点での予測の平

均値であって、来年以降も年々の資源評価によって更新をしていくということは何回も御

説明をしたとおりでございます。こちら側に示したものが、目標管理基準値を上回る確率

です。βが0.8のときには同じく85％、85％なので、おおむね変わっておりません。 

 これは更新した結果で、一番上から将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率、２

番目の真ん中の表が将来の平均親魚量、単位が1,000トン、一番下の緑色の表が将来の平

均漁獲量、これも単位は1,000トンになっております。ここでβが0.9のときに、2031年の

目標管理基準値案を上回る確率について赤い枠で囲っておりますけども、βが0.9の場合

でも、かなり高い確率で2031年は目標管理基準値案を上回っていると考えられております。 

 これは、マアジ対馬暖流系群の将来予測についての例でございます。赤と青が重なって

いるので若干見にくいかもしれませんけども、この黒色のものは過去の資源評価の結果を

示しており、赤色が、βが0.8のときに漁獲管理規則案に基づく将来予測、左側が親魚量、

右側が漁獲量になっております。青色は現状の漁獲圧に基づく将来予測になっておりまし

て、現状の漁獲圧が0.8Ｆmsyにほぼ等しいことから、この青と赤の線がおおむね重なる形

になっております。 

 それでは、マアジ対馬暖流系群の指摘事項の検討結果について御説明をいたします。 

 前回、７月31日に指摘を受けましたところを、ＭＳＹ水準の親魚量を達成する確率が

2031年に50％をやや上回るβを探索してほしいということですので、資源評価の更新を受

けまして、その更新結果を基にβを探索的に動かして、この2031年の親魚量が目標管理基

準値案を上回る確率がおおよそ50％を上回るβを求めたところ、0.98となりました。0.98

と置いたときの平均親魚量を真ん中の表に示しておりまして、同じくβを0.98とした場合

の平均漁獲量の場合の2031年の漁獲量が16万トンになります。 

 これが第１回資源管理方針に関する検討会の指摘事項への回答です。 

 以上でマアジ対馬暖流系群の御説明を終わりまして、マアジ太平洋系群のほうに移りま

す。 

【船本副部長】  それでは、マアジ太平洋系群に関して説明させていただきます。 

 水研機構の船本です。よろしくお願いいたします。それでは座って説明させていただき
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ます。 

 本系群はその名のとおり本州の太平洋岸を中心に分布しておりまして、産卵場に関しま

しても本州中部の沿岸域に点在しております。ただし本系群に関しましては、東シナ海か

ら流れてきたものも一部含まれています。 

 漁獲量なんですけれども、1990年代には７万トンや８万トンといった高い水準だったん

ですけれども、その後減少傾向をたどりまして、2019年は残念ながら1.6万トンという低

い値となっております。 

 年齢別漁獲尾数なんですけれども、これは皆さんの漁獲物の中に一体何歳の魚が何匹含

まれているかを表したもので、図のように０歳と１歳というものが大部分を占める結果と

なっております。 

 一方、左側が年齢別資源尾数で、先ほどは漁獲物だったんですけれども、これに関しま

しては、資源全体として海の中に各年齢の魚が何匹ぐらいいるのかを表しています。そう

しますと、こちらに関しても、青の０歳と緑の１歳がほとんどを占めていますし、1990年

代後半以降、非常に減少していることが分かります。 

 また右側が親魚量で、海の中にいる親の量を重量で表しています。これに関しましても

1990年代には５万トンから６万トンぐらいという高い水準にあったんですけれども、その

後減少傾向をたどりまして、2019年には２万トンという低い値となっております。 

 これは再生産関係ということで、どれぐらいの親がいるときにどれぐらいの加入量、つ

まりどれぐらいの子供の量が期待できるかを表した図となっております。各丸が、過去の

それぞれの年における実績を表しています。それらを基に引いた線がこの黒い線なんです

けれども、これが何を意味しているのかといいますと、各親の量から期待できる子供の量

の平均値を表しております。一方、ここにねずみ色の幅というものがあるんですけれども、

これが何を表しているかといいますと、各親魚量から90％の確率で期待できる子供の量、

言い換えますと、各親魚量から期待できる子供の量というものは、90％の確率でこの灰色

の範囲の中に入ってきます。 

 この再生産関係を基に作ったのがこの図でして、横軸が平均親魚量で縦軸が平均漁獲量

となっております。つまり平均的に横軸のような親魚量を維持した場合には、平均的に縦

軸のような漁獲量を得ることが期待できますよということを表しております。そうします

と、この中で最大となる平均漁獲量がＭＳＹということになりますので、本資源にとって

のＭＳＹというものは、ここに示してあります3.8万トンということになりますし、その
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3.8万トンが得られる親魚量に関しましては、６万トンとなります。また本資源に関しま

しては、限界管理基準値案というものは、他の資源と同様にＭＳＹの60％に相当する漁獲

量、この資源の場合ですと２万3,000トンなんですけれども、それが得られる親魚量とし

ておりますので、そうしますと、本資源に関する限界管理基準値案は1.5万トンになって

まいります。 

 次は神戸プロットなんですけれども、これは、先ほどまでも説明があったので簡単に説

明させていただきますと、本資源に関しましては、過去のほとんどの年が赤い範囲に含ま

れてしまいますし、また、最新の2019年に関しましても赤い範囲に含まれます。中でも

2019年に関しましては、限界管理基準値案にかなり近い値となっております。 

 ただし、ここで１つお話しさせていただきたいのは、これまでは、親魚量の基準という

ものはＢlimitというもので進めてまいりました。また漁獲圧というものもＡＢＣという

ものが基準となっていました。そうしますと、この資源に関しては、多くの年で親魚量は

Ｂlimitを上回っていましたし、漁獲量がＡＢＣを下回っていた年もある程度ありました。

そういった基準で見ますと、こういった緑の範囲に入ってくる年というものもある程度あ

りますし、また多くの年が、この右上の黄色い範囲にも入ってきたと思います。ですから、

今回のようにほとんどの年が赤いところに入ってきたのは、ＭＳＹ基準というものを採用

したことが原因だと思われますので、その点に関してここでお伝えさせていただきます。 

 これはその神戸プロットというものを比較した形で、右側が今回示させていただいたも

の、左側が前回示させていただいたものです。何が違うかといいますと、左側が2018年ま

でのデータを用いて描いたもの、右側はプラス１年、2019年までのデータを用いて描いて

います。過去の年の位置に関しましても、ほぼぶれていませんし、またそれぞれの最新年

である2018年、また、2019年の位置に関しましても、ほとんど変わらない結果となってお

ります。 

 これも先ほどから出てきていますけれども、科学的に推奨させていただいている、提案

させていただいている、漁獲管理規則案を図にしたものです。上側が漁獲圧をベースとし

て描いたもの、また、下側が漁獲量をベースとして描いたものとなっております。 

 この漁獲圧なんですけれども、本当に大ざっぱに考えていただければ、漁獲割合と考え

ていただければと思います。そうしますと、限界管理基準値案以上では、漁獲割合、つま

り資源から漁獲する割合を一定に保つんですけれども、ただし限界管理基準値案を下回る

場合にはそういった割合を急激に下げる案となっております。 
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 また、誤解を招きやすいのは、ここに0.8Ｆmsyと書いていますけれども、この漁獲管理

規則案の名前としては、この直線が全て0.8Ｆmsyの漁獲管理規則案と呼ばれてしまいます。

そうしますと、昨日も問題になりましたけど、実は限界管理基準値案より下はβとしては

0.4とか0.3とか低い値になってしまっているにもかかわらず、それも一応名前としては

0.8Ｆmsyの漁獲管理規則案となります。イメージ的に難しいところがあるんですけれども、

覚えていただきたいのは、ここの下のほうのβは０とか0.4といった低い数値になってい

るのですが、こういったところも含めて0.8Ｆmsyの漁獲管理規則という呼び方をしますの

で、御注意いただきたいと思います。 

 また下に、漁獲量になりますけれども、限界管理基準値案以上ですと漁獲割合を一定に

しますので、当然親魚量が増えますと漁獲量も直線的に増えていくことになります。ただ

し限界管理基準値案を下回りますと、親魚量が減るのと同時に、こちらの上の漁獲圧、つ

まり漁獲割合も減りますので、ダブルパンチといいますか、当然、限界管理基準値案以上

における減少のスピードより激しいスピードで漁獲量が減っていきます。 

 以上のような漁獲管理規則案を提示しています。 

 その漁獲管理規則案に基づいて行った将来予測の結果がこの表です。上側が前回お示し

したもので、下側が今回お示しするものです。重要なのは、10年後である2031年に親魚量

が目標管理基準値案を上回る確率なんですけれども、これが50％を超えてくる最大のβに

つきましては、前回も今回も同じく0.8となっております。では、この0.8に基づく2021年

の漁獲量が一体どういった値になるかといいますと、前回は１万2,000トンという値をお

伝えしたんですけれども、今回は１万1,000トンということで、約1,000トンほど少ない値

を提示させていただきます。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 それでは、まず会場のほうから、今の資源評価結果につきまして、御質問や御意見ある

方はいらっしゃいますでしょうか。 

 ではよろしくお願いします。 

【参加者】   マアジの対馬暖流系群のスライド５、６、７について質問なんですが、

近年、マアジの漁獲量が減少傾向ということで、当県でも若干ここ数年マアジの漁獲量落

ち込んでいるかなと思っています。資料のスライド５では、2019年は7.8万トンで、10万

トンを下回っていて、右のグラフを見ても、近年、2000年あたりからだんだん減っている
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のかなと思ってですね。ただ、スライド６のほうの親魚量のほうは、説明があったように

過去最大を達成できているということで、資源については必ずしも減っているわけではな

いように感じます。一方でスライド７のほうでは、親魚量が多いにもかかわらず2019年は

加入量がホッケー・スティックより下にあるということで、だんだん加入尾数が悪くなっ

ているのかなということで、その理由が分かれば教えてください。 

 あと、ＭＳＹの考え方として、親魚量があまりにも増え過ぎたときには餌などが適正な

生息環境となるよう適度に間引いて、親魚量というか最大のポテンシャルが得られる資源

量にしましょうという考え方だったと思いますが、今のこの2019年7.8万トンというのは、

いるのに獲っていなくて、ＭＳＹ水準よりも資源量が多過ぎて、資源のポテンシャルが最

大限発揮できていない状態にあるのではないかと思ったので、その点についても教えてい

ただけると助かります。 

【大下副部長】  まず、５ページ目のスライドをお願いできますでしょうか。５ページ

目でございます。2019年の7.8万トンというのは、あくまでも日本の漁獲量です。本資源

は韓国も含めて評価しておりまして、白抜きのところだけ見るとすごく減っているように

見えるんですけども、韓国のほうと合わせると横ばいか徐々に減っていると思います。 

 なぜ減っているかなんですが、東シナ海で操業する大中型まき網の統数とか網数がすご

く減っていて、努力量が減ってしまうと、当然その漁獲量も減ってしまうと。その代わり

ＣＰＵＥとかを見ると、そんなには落ち込んでいないんですよね。なので、親魚資源量は、

チューニングの結果、そんなに落ち込んでいなくてむしろ、獲っていないので資源が健全

に保たれているという解釈を、今のところしています。 

 それで、2019年について、加入が近年ずっと悪い、ホッケー・スティックよりも悪いか

もしれないという御懸念だと思うんですが、そうかもしれないですけども、これも、信頼

限界――７ページ目を出していただけますか。破線が信頼限界を示しているんですけども、

その信頼限界の中にはあるので、想定内だと考えております。加入については海洋環境な

どの影響を強く受けると考えておりますので、そういうものが影響している可能性は否定

できないと思います。 

 最後、適度に間引くとどうの、ということについてで、この８ページ目だと思いますが、

親魚資源量が多くなるというのは、機会の損失だと私の説明のときにずっと申し上げてい

るんですけども、ドーム型になっていますよね。親魚量が増えていって平均漁獲量はＭＳ

Ｙのところでピークになって、親魚量が増えているけども漁獲量は減っている。これはＦ
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が下がっているので、本当はいるんだけども、漁獲量としては増えていないということに

なっていると考えております。ポテンシャルとしては、今回御提案させていただいたとお

り、βが0.8のときでも16万トンぐらいの漁獲量があると考えております。間引くという

言い方がいいのか、まだ伸び代があると言っていいのかは分かりませんけども、現状では

資源は悪くなくて、漁獲量としても、現状の漁獲より若干増やしても、まだ健全に保たれ

るだろうと考えております。 

 以上です。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【藤田部長】  よろしいですか。ほかに御質問等はございませんか。はい。 

【参加者】 先ほどの図の関連です。スライドの６で、産卵親魚が過去最高となっている

んですけども、どう見ても90年代の頃のほうが多かったんじゃないのかなと。その左のグ

ラフと見比べてみてもですね。どうして直近のほうが産卵親魚が多く計算されるんだろう

かという素朴な疑問がありますけども、３歳以上の資源が非常に、左のグラフでいう赤の

帯が増えてきていて、この辺が、見た目よりも重量的に多くなることに効いてきているの

かなとも思うんですけども、何でこうなっているのか。左のグラフは韓国の量も含めた全

体の資源量ということになるのか、韓国の分を入れるともう少しオンされることになるの

か、その辺も含めてお願いします。 

【大下副部長】  ありがとうございます。 

 おっしゃられることもあると思います。まず、６ページ目の、向かって左側のほうは、

あくまでも尾数です。先ほどおっしゃられたとおり、1990年代の半ばは青とか緑のところ

が圧倒的に多いですよね。これは、体重も軽いですし、尾数としてもたくさん獲られてい

たと。黄色とか赤のところを見ていただくと、2000年代になってくると、赤の部分が特に

顕著だと思うんですが、徐々に増えてきていますよね。さらに体重も重い。０歳魚に比べ

ると体重は数倍、下手すると１桁多くなっていますので、量的な換算をすると、そういっ

た相乗効果を含めて親魚量が多くなってくるということです。 

【参加者】  続けてよろしいでしょうか。 

 今、対馬暖流のアジと太平洋のアジと併せて解説いただいたわけですけども、再生産関

係を比べてみると、スライドの７と22になりますけど、どうして対馬暖流のほうはホッケ

ー・スティック型を当てはめておられて、太平洋のほうではベバートン・ホルト型を当て

はめられているんでしょうか。 
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【大下副部長】  対馬暖流系のほうは私のほうから説明します。 

 ホッケー・スティック型、リッカー型、ベバートン・ホルト型を当てはめて、どれが一

番当てはまりがよいかということを基準に、下の示したような関数形とか、自己相関とか、

最適化法とか、いろいろとパターンがあるんですけども、これが一番当てはまりがよかっ

たということの理由で、マアジ対馬暖流系の再生産関係にはホッケー・スティック型を採

用させてもらっています。 

【船本副部長】  太平洋系群のほうなんですけれども、太平洋系群のほうは逆にホッケ

ー・スティック型の当てはまりが悪いといいますか、難しい話になるんですけど、ホッケ

ー・スティック型でやると解が２つ出てしまう、本来であれば１つのはずの解が２つ出る

という矛盾が生じましたので、ホッケー・スティック型は採用しないと。 

 加えて、リッカー型とベバートン・ホルト型、これは、それぞれ作った人の名前なんで

すけれども、それをそれぞれ当てはめたときも、例えば予測力という、よく基準にされる、

どちらのモデルを採用するかという基準がほぼ変わらなかったということで、それではな

かなか判断しきれない。一方で、２つを当てはめたときにどのような解が出るのかという

と、同じような解が出てくれればいいんですけれども、違う解が出てきました。予測力が

一緒なのに違う解が出てきたということで、少し悩んだんですけれども、そうであればお

互いのいいところを取り合う形で中間的なものにしましょうと。そうすると、例えば、ど

ちらか一方が外れた場合にも、親魚量を危なくするリスクというものを小さくできますし、

また漁獲量を減らしてしまうリスクも小さくできるということで、この資源に関しては、

特別な形で、ある意味、２つのいいところ取りをするような形で中間的なものをセットす

ることになりました。ただ結果的には見た形では、リッカー型という、ドーム型ですよね、

親漁量がある程度多くなると加入量が少なくなるものが採用されております。 

【参加者】  これでリッカーを当てはめたら、親魚量４万トンぐらいをピークにして、

それ以上増えても加入が減りますよという姿になっているんですけども、そうなると2000

年とか1990年とかぐらいの頃の説明と離れてしまうようにも見えます。密度効果で、増え

ると制限がかかるような太平洋側の事情といいますか、何かそういったことがあるんでし

ょうか。親が増え過ぎると加入が悪くなるという、生物学的な説明といいますか。 

【船本副部長】  リッカー型がよく設定されるのは、スケトウダラみたいな共食いをす

る種とか、あとは、サケ類のように親が産卵床を壊してしまう種なんですけど、アジが、

そういった生物特性的にリッカー型が本当に当てはまるのかといったら、そうではないわ
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けなんですけれども、この系群にとっての１つの大きな問題としまして、冒頭にも述べさ

せていただいたんですけれども、東シナ海のほうから一部の個体が入ってきているという

のも事実です。それが多く入ってくるようになると加入量はよくなりますし、入らなくな

ると悪くなる。我々は、自己相関と呼んでいるんですけれども、そういったものも併せて

考慮しないといけないということで、なかなか単純にはできなかったんですね。 

 そういったものも加味すると、リッカー型だけや、ベバートン・ホルト型だけというよ

りは、よく「アンサンブル」と呼ばれますけれども、それらを合わせたほうがいいだろう

ということになりました。 

 さらにややこしいのは、そういった付加的な、ある意味、ボーナス的に入ってくるもの

の影響を除くと、この図とは変わった形になります。なので、そちらの図を見ていただい

たほうが、よりイメージはしやすいかもしれないんですけれども、今回はそういったもの

を除く前の原形を示させていただきました。 

 以上です。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 最後なんですけども、太平洋のほうの親魚量が減ってきているという説明については、

先ほど船本さんの御説明にあったように東シナ海側の親からの加入もあるということを踏

まえると、ここで言っている産卵親魚量の中に東シナ海側の親の量というのは入っている

んですかね。入っていないわけですよね。その辺はどういうふうに……。要するにこれが

ベースとなって今後の管理、目標設定に効いてくるんだろうと思うんですけれども、その

辺はどういうふうに加味してシナリオを考えていけばいいのか、ちょっと疑問があるんで

すけれど。 

【船本副部長】  先ほど述べましたように、東シナ海のほうから一部の個体が入ってき

て、それが太平洋系群のほうに来ているというのは事実だと思います。一方で、じゃあそ

の来たものが東シナ海のほうに戻るかというと、今、どうもそうではないという見解が得

られていますので、どちらかというと来ていただいたものに関しましては、ボーナスとし

てきっちり太平洋系群の再生産に寄与していただくという形で管理していくほうがいいの

かなと思います。再生産関係上も、そういったことで、太平洋系群のメインとして扱って

いるわけではなくて、どちらかというと、平均に与えるぶれですね。そういったものとし

て東シナ海からの移入群は位置づけさせていただいています。一言で言うと、繰り返しに

なりますけれども、太平洋系群にとってはボーナスという扱いで、ボーナスはボーナスと
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してきっちりと活用させていただくような管理がいいのではないかと思います。 

 以上です。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【藤田部長】  よろしいですか。ほかには会場からは。 

 じゃああっちからいきますか。はい。 

【参加者】  スライド４ページの分布域のところで、一般的な話として勉強させてくだ

さい。近年、私たちはＴＡＣの千九百何年から今までの毎年の県別の報告量とかを整理を

したりしたこともあって、西日本は大中型まき網とかあるので長期的な漁獲量自体は多い

んですけど、ずっと軒並み減少傾向で、能登半島越えての東側とかは、大きな漁業がない

というか、定置漁業等に入ってくるという程度なので漁獲量の絶対値は低いけれども、伸

び率はかなり伸びているという傾向が長期的にあるのかなと読んでいます。今もそういう

傾向というのは続いているんでしょうか。 

 もう１つは、分布域ということでいきますと、南のほうの台湾とかに近いところまで漁

場が形成されていますが、その辺りの漁場形成の状況とか、漁業としてのデータの拾い方

とかですね。東側の縁辺部に当たっているところで、例えばまとまった漁獲があるのかな

いのか、データとして取るレベルがどの程度なのか。あと南側の中国あたりの漁獲とか、

台湾とかそういうところというのが、評価のデータとしてどのぐらい拾えているのか、一

般論的な話で申し訳ないんですが、教えていただければなと思います。 

【大下副部長】  まず、一般的に申し上げますと、魚の分布というのは水温に大きく規

定されますので、御存じのとおり1990年代、もっと長く言うと80年代の後半ぐらいから水

温が急速に上昇している、日本海でもかなり水温が上がっていることは事実だと思います。

それに従いまして南方の魚が北のほうまで分布を広げる傾向がいろんな事例で見られてい

て、アジについてもそれは一緒です。 

 ただ、東シナ海であまり伸びていないというのは、先ほどの質問のときにもお答えした

んですが、そもそも大中型まき網がかなり減船していて網数も減っている影響が大きいん

だと思います。Ｆが下がっているという意味では、漁獲管理がされているということが言

えるのかもしれません。一方で、北のほうの能登半島とかは定置網が主体になってきます

ので、そちらの定置網の統数というのはあまり変わっていないんですよね。 

 そういったことを考えると、努力量が西のほうで下がって、漁獲量が前年並みとかやや

漸減傾向にあるのに対して、努力量があまり変わっていない北のほうでは、魚の分布が北
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のほうに上るということを考えると、漁獲量が増えてもおかしくはないと思います。なの

で、一般的には水温とか漁獲努力量の兼ね合いで決まってくると考えております。 

 それで、マアジについては、中国とか台湾は調べてきていないんですけども、韓国と日

本については資源評価に入れ込んでいますということです。中国については、データの信

憑性が低かったり、年齢別漁獲尾数がはっきりしないことからまだ入れていませんが、近

年ではマアジは２万トンぐらい獲っていると。台湾でも獲っています。虎網とか、多分ま

き網の一種で、マアジは獲っていると考えております。量的に見ると、まだ日本のほうが

多いと考えています。 

 今ので答えになっていますか。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 そうすると、ごくごく素人っぽい読み方という言い方をすると、東日本のほうに、ある

意味、ある程度資源の分布の中心というか、そういうのが東にシフトした関係で、東には

まき網を中心とする、もともと漁獲努力量がすごく大きい漁業があまりないので、ストッ

ク自体が東のほうにあることもあって、ある程度、資源状態がいいみたいな読み方という

のはできるんでしょうか。 

 というのは、西日本の我々のところもアジの漁獲自体減っているんですよね。だけど資

源状態はいい、そんなに悪くないということになると、東に行っているんじゃないかとい

うことがすごくあるので、そのときに、今の資源を維持しているのは逆に東側であまり獲

っていないからだよと単純に考えていいのか、そうとは言い難いのか、その辺をアドバイ

スいただければという。 

【大下副部長】  東のほうで獲っていないからということではなく、日本の漁獲量は、

多分、水産試験場の方々と協力しながら、なるべくいろんな情報を拾い上げているのは確

かだと思います。ただ、年齢組成から、もしくは産卵場の広さみたいなものを考えると、

アジの特性上、あまり浮魚っぽくなくて、大きくなると根魚に近い特性を持っていると考

えております。そうすると、大陸棚の面積が広くて、ある程度暖かい海のほうがマアジの

産卵場には適していると考えられますので、やっぱり産卵の主体としては西日本のウエイ

トが高いんだろうと思います。 

 一方で、分布自体が東のほうにシフトしてしまっているということについては、東のほ

うで増えているとは思うんですが、産卵場としてはそんなに広くはない、必ずしも好適な

産卵場ではないんじゃないかということは言えるのかもしれないです。 
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 まだまだ分からない点が多いので、水産試験場の方々と一緒に調査をしながら、１つ１

つ解明していきたいと思います。 

【参加者】  分かりました。ありがとうございます。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 分布、回遊の話ですけど、例えば、日本海は、石川県さんぐらいまで中型まき網がある

ぐらいですけど、石川県の方とか最近どうですか。中まきでアジが増えてきているんだと

か、そういう情報はお持ちなんでしょうか。 

【参加者】   すみません、手元に数字としては持っていないので、感覚としてなんで

すけども、あまり増えているという感じはなくて、まき網はあまり見ないんですが、定置

なんかだと、むしろ低調気味なのかなという印象です。ただ、対象の年齢の関係などもあ

るかもしれませんので、資源状況がどうこうというところに直接結びつくかどうかは分か

りませんが、あまり増えているという印象はありません。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 あと、大中まきのほうだと、北部日本海のほうでは多分アジをそんなに狙って獲ってい

ないと思いますけど。何か御存じの情報がありましたら提供してください。 

【参加者】  全然獲れていない、獲れていないから獲りに行かないという状態だと思い

ます。あと、自分たちが行けない沿岸域がどれぐらい獲れているのかというのは、すみま

せん、新潟県の方とかがいらっしゃるのであれば定置なんかが増えているのか、お聞きし

たいと思います。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 あと東シナ海の話がありましたけど、どうですか。漁場形成というか多分利用度が下が

っていると思うんですけど、その辺りを御紹介だけしていただければ。 

【参加者】  じゃあ、すみません、私がお聞きしたかった質問も含めていいですかね。 

【藤田部長】  どうぞ。 

【参加者】  対馬系のスライドの10ページで、「2019年の親魚量は2018年より増加し」

と書かれているんですね。一方12ページ目のところで、ぶれの範囲だから「やや」という

言い方されているのかもしれませんけど、さりとて2016年以降の親魚量がやや下方修正さ

れて2019年の漁獲量は予測より下回ったということで、前回の評価よりも、ややとはいえ

親魚量４万何千トン下方修正されているんですね。それによって漁獲量も１万トン以上の
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下方修正なんですけど、ここが、すみません、現場サイドとしてはしっくりいかないとい

うことで、東シナ海なんですけど、単に船団数減ったというだけじゃなくて、各船、魚群

反応は見ているけども、異常な悪潮流が続いているという傾向も聞いております。なので、

反応、資源はあるんだけども網を入れられないというのが、ここ近年だんだん増えている

ような感じがします。 

 申し上げたかったのは、そういった状況の中で、単に2019年の実際の漁獲量が予測より

下回ったから親魚量などの評価も下がっているというだけだと、そこは現場の実情をもう

少し踏まえていただきたいなという点も含めて御紹介させていただきます。 

 以上です。 

【大下副部長】  ありがとうございます。 

 今の話を聞くと、いるんだけども獲る条件にないということなんでしょうかね。 

 残念ながら、ＣＰＵＥの標準化などはマアジではしているんですけども、潮流のことに

ついては、必ずしも正確に入れ込めていないような気がしますので、それは今後、現場の

方と一緒に、どういった条件でいいのか悪いのかということについてお話しさせていただ

きながら進めていきたいと思います。 

 逆にお聞きしたいのは、下方修正がかかったんですけども、現場感覚としては、そんな

には少なくない、ということなんでしょうか。 

【参加者】  漁獲量だけ見ると減ってはいるんですが、一方で、先ほどの神戸プロット

では「増加し」と書かれているので、そこがこっちで言っていることとこちらと違うよう

に感じるので。単に2019の漁獲量が下回ったから、その影響が大きいんだったら、そうい

った海況の影響もあるんじゃないかと思います。 

【大下副部長】  分かりました。そこら辺は今回の資源評価の更新ではないんですけど

も、少しお話を聞かせていただきながら考えていきたいと思います。 

 10ページ目のスライドを見せていただけますでしょうか。ただ、更新前も更新後も、い

ずれにしても親魚量自体は徐々に増えてきていることには変わりがないので、傾向自体は

多分同じ感覚なんだろうと思います。ただ量的にどうかと言われると、必ずしも現場の方、

現場の漁業者の方の意識を取り込めていない可能性はあると思いますので、それは、繰り

返しますけども、お話を聞かせていただきながら、何ができるかを考えていけたらいいな

と思います。 

 以上です。 
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【参加者】  よろしくお願いします。どうしても次のＴＡＣの管理の話になるとこれを

割っていかなければいけなくなりますので、そうすると意外と小さな量の影響も大きくな

りますので、ぜひよろしくお願いします。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 ウェブでつながっている会場がトラブルでちゃんと聞き取れていないらしくて、もう１

人、御質問の方がいらっしゃいましたので、その方の御質問を受けた後、ちょっとだけ休

憩させてもらってよろしいですかね、受け答えをした後。お願いします。 

【参加者】   

 先ほどのお話も含めてなんですけども、マアジのほうには韓国の漁獲を加味して資源評

価されているんですけど、昨日のマイワシのほうには韓国の漁獲を加味されていないかと

思います。その辺はどういう判断なんでしょうか。もし加味した場合はマイワシの評価自

体も変わってしまうのかという、その辺を教えていただければ。 

【大下副部長】  残念ながらグラフを用意してはいないんですが、１桁以上韓国のほう

が漁獲は少ない状況です。韓国もマイワシは漁獲をしておりますし、もっと言うとロシア

も漁獲をしております。ただ、すごく少ない漁獲量で、今のところマイワシの分布自体も

日本の沿岸域にすごく近いところに分布していると考えておりますので、そういった面で

は日本の漁獲量だけでも十分資源評価できると判断させていただいています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【藤田部長】  よろしいですか。 

【中野係員】  つながったみたいなので、そのまま続けてください。すみません。 

【藤田部長】  はい。それでは、会場でほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 

【参加者】  先ほどもありましたけども、今回更新した資源評価で近年の親魚量が下方

修正されたということですけど、下方修正の理由をもう少し御説明いただければと思いま

す。 

【依田主任研究員】  資源評価を担当しております、長崎庁舎の依田と申します。 

 下方修正の原因なんですけれども、資源評価には毎年新しい情報が付け加わりまして、

その都度過去に遡って、下方修正されることもあるし、上方修正されることもある、とい

うのが、現在使っている資源評価の手法であるＶＰＡの特徴であると考えていただいてい

いと思います。マアジの場合には、2019年の新しい情報が付け加わった結果、過去に遡っ

て親魚量については下方修正されました。 
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 具体的な内容としましては、先ほどありましたように、漁獲量が少なかったことや、そ

のほかの、チューニングというんですけれども、漁獲量だけではなくて、資源量推定をす

るときに、漁業からの情報であるとか調査の情報であるとかを考慮して最終的な資源量を

推定しているんですが、そういったことの兼ね合いで全体として下方修正されたというこ

とになると思います。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【藤田部長】  もし、ウェブ参加の方でももし御質問とかある方いらっしゃいましたら、

チャット機能を使って「質問ありますよ」と言っていただければいいと思いますけど、大

丈夫ですか。特にありませんか。 

【参加者】   先ほど、太平洋系群のマアジにつきましては、東シナ海からも加入があ

る、その加入については、死滅回遊みたいな形で再生産に参加しないのでボーナスと思っ

て獲っていいというお話がありました。 

 片方で、実際に東シナ海からある年加入が多かったとしても、それはなかなか把握され

ないし、把握されてもＴＡＣの数量に反映されるまで時間がかかるということで、何が言

いたいかというと、東シナ海から加入があったときには、太平洋でたくさん獲れるんだけ

どもＴＡＣの数量は変わらないという話になるんじゃないのかなと思います。その辺りは

どういうふうになるんでしょうか。 

 以上です。 

【船本副部長】  たくさん獲れればその分年齢別漁獲尾数に加算されるので資源量とし

ても多く推定されますし、その結果、ＡＢＣに関しては高い値になると思いますけれども。 

【参加者】  実際には、マアジの年齢別の漁獲尾数からして、ある年加入があったらそ

の年とかその翌年ぐらいに獲れるわけです。それが実際に資源評価へ反映されるにはやっ

ぱりタイムラグがあるんじゃないか、ということを申し上げたいということなんです。 

【船本副部長】  そうですね、タイムラグが生じるのはどうしようもないかもしれない

んですけれども、あまりひどいようでしたら何かしらの対応策を取っていきたいと思いま

すし、太平洋のマアジに関しましては０歳魚の資源量指数でチューニングをしていますの

で、比較的そのタイムラグは少なくて済むと考えております。 

【参加者】  東シナ海からの加入によって大きく太平洋の資源は振れるようなので、そ

の辺りはできるだけ迅速な評価を今後ともお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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【藤田部長】  ありがとうございました。若干管理に関連する部分もあるかと思います。 

 ほかにはございますか。ウェブ参加の方も。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【藤田部長】  なければ、この後、魚谷のほうからシナリオについて御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

【魚谷室長】  魚谷でございます。また、座って御説明させていただきます。 

 資料の５を御覧ください。１枚めくっていただくと、目次がございまして、内容、構成

については、昨日のマイワシと同じでございます。 

 さらにめくっていただいて、スライドの３番目からでございます。まずマアジ太平洋系

群のほうですが、2019年の親魚量は２万トンで、下回ってはいけない資源水準の値、これ

までＢlimitと呼んでいたものについては2.4万トンですが、今後、改正漁業法でいう限界

管理基準値については、親魚量1.5万トン。回復・維持する目標となる資源水準の値につ

いては、これまで示されてこなかったのが、今後は親魚量６万トンが最大持続生産量を実

現する親魚量の値ということで、法律上の目標管理基準値としてございます。 

 目指す方向は、これまで、Ｂlimitである2.4万トンへの回復ということでございました

が、今後は、10年後に50％以上の確率で親魚量６万トン、目標管理基準値以上への回復を

目指すということでございまして、2019年の水準からすると４万トン以上の上積みが必要

です。2019年の漁獲実績については1.6万トンとなってございます。ＭＳＹ水準比でいう

漁獲の強さでございますけれども、近年1.36とございますが、2019年の1.6万トンという

漁獲量に対応する数字は1.43ということで、ＭＳＹ水準を上回っています。これをどうす

るか、シナリオの中でお示しをするということです。 

 続きましてスライドの４番目でございますけれども、マアジ対馬暖流系群でございます。

親魚量については、2019年で28.3万トンということでございまして、これまでのＢlimit

については15万トンでございましたが、今後の限界管理基準値は10.7万トンとなります。

回復・維持する目標管理基準値は親魚量25.4万トンということでございまして、これまで

Ｂlimitの15万トンへの回復を目指して管理をしてきたわけですけれども、今後はこの親

魚量25.4万トンを50％以上の確率で維持することを目標とします。2019年の水準はこの目

標を達成しています。2019年の漁獲実績は12.1万トンということで、漁獲の強さ、近年

0.8とございますけども、2019年の12.1万トンに対応する漁獲の強さは0.74ということで、

0.8をさらに下回っています。これをどうするかをシナリオのほうでお示しをしたいと思
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います。 

 次のスライドの５番は昨日御説明しましたので、説明は省略いたします。また、スライ

ドの６、７についても昨日御説明いたしましたので省略いたしますが、１点改めて強調し

ておきたいと思いますけども、今回、このステークホルダー会合で出していただいた意見

を踏まえて今後水産庁のほうで方針を固めて、パブリックコメント手続、あと水政審への

諮問、答申ということになります。資料に水政審への諮問、答申は11月下旬と書いてござ

いますけれども、現在、１か月ほど前倒しで進めたいと考えておりますので、その点に御

留意いただければと思います。 

 具体的なシナリオについては、何枚か飛んでいただいて、スライドの15番目、ここに中

身の項目が書かれてございます。要は、それぞれの系群βをどうするか、あと、出てくる

ＡＢＣの中で日本の配分をどうするか、あと系群の管理、ということが検討すべき点です。 

 次のスライド16ページ目でございます。これはマアジ太平洋系群のシナリオの提案とい

うことで、現状で目標管理基準値以下にあるということです。これについて、通常のルー

ルというか、10年後に目標管理基準値を50％以上の確率で上回る漁獲シナリオを選択しま

す。 

 それで、下の将来の親魚量の平均値という表を御覧いただくと、β＝0.8を採用したと

きに、2031年にこの目標管理基準値を上回る確率が50％を超える、58％となってございま

す。ということで、シナリオとしてはβ＝0.8を採用することを水産庁としては提案した

いと考えております。 

 この結果、将来の漁獲量の平均値が下の表にございますけれども、β＝0.8を採用した

場合の、初年度2021年漁期の平均漁獲量、すなわちこれがＴＡＣの数字になるとお考えい

ただければと思いますけども、これが１万1,000トンということになります。あと現状の

資源評価結果に基づくと2022年以降の数字はこうなりますよというのは、この１万1,000

トンの隣の１万6,000トンから、２万1,000トン、２万5,000トン、と。これが現時点にお

ける将来の予測でございます。ただ、２２年以降の数字については、今後、毎年行われる

資源評価の結果によって更新というか変更されます。 

 続きまして、マアジ対馬暖流系群でございます。17ページでございます。この資源につ

いては、親魚量が既に目標管理基準値以上にありまして、これを維持するシナリオ、50％

以上の確率で上回るシナリオを選択します。 

 これについては、第１回のステークホルダー会合での要請を受けまして、水研機構のほ
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うに、50％ちょうどになるβの探索をやっていただきました。その結果として、50％ちょ

うどになるβは0.98となっております。この結果を受けまして水産庁としては、安全を見

越して、βに、0.95の採用を提案したいと思います。したがいまして、下の漁獲量の平均

値の表に行くと、2021年の初年度におけるＴＡＣの数字については、この0.9と0.98の間

の数字をイメージしていただければと思います。すなわち、15万1,000トンと16万トンの

間ということになります。2022年以降の数字については、先ほどの御説明と同じように、

今後、現状の資源評価結果に基づく予測ですので、今後の資源評価結果に応じて、上方あ

るいは下方に修正されていくこととなります。 

 以上が基本的なシナリオの御提案でございます。 

 続きまして18ページでございます。こちらについては、第１回のステークホルダー会合

でも御説明しましたけれども、総ＡＢＣ、トータルのＡＢＣのうち、日本でどれだけ獲る

のかということですが、太平洋系群については全て日本、対馬暖流系群については89％日

本として、それに基づいてＴＡＣとするという考え方でございます。この下の数字につい

ては、対馬の表の数字についてはその89％が掛かっていない数字ですので、例えば初年度

であれば15万1,000トンと16万トンの間ということで15万1,000トンより多い数字に0.89を

掛けて、それをＴＡＣとするという考え方でございます。 

 続きまして、スライドの19ページ目でございます。こちらも第１回のステークホルダー

会合でお示ししているものでございますけれども、この漁獲管理規則に従って限界管理基

準値を上回っている状態が続けば、この0.8または0.95というβで数字を決めていくとい

うことですし、対馬暖流系群についてはその89％を日本分としてＴＡＣの数字を設定しま

す。 

 仮に、対馬暖流系群が限界管理基準値を割り込むような状況になったときにこの割合を

どうするかということについては、日本の漁業者、あるいは韓国の漁業者がどういう資源

管理の取組やってきたかという努力も踏まえて検討するということとさせていただければ

と思います。 

 続きまして、スライドの20ページ、最後のページでございます。こちらも第１回のステ

ークホルダー会合のときに御説明をし、また、質問もあったかと思いますけれども、こち

らは２つの系群で別々の資源評価が行われておりますけれども、管理の面では、管理単位

として全国一本で、マアジ一本で、数字を設定しています。 

 評価については今後、１つの系群として行うことも検討中です。あと、先ほどの御質問



 -79- 

があったかと思いますけど、管理としては少なくとも一本でやりますので、東シナ海のほ

うから入ってきたものを分けて管理はしない、ということが、１つの答えにはなるのでは

ないかと思います。 

 駆け足で分かりづらいところがあったかもしれませんけれども、私からの説明は以上で

ございます。 

【藤田部長】  漁獲シナリオに関しまして、まず会場のほうから御質問などございます

でしょうか。特によろしいですか。 

【参加者】   

 多分これは、水研さんのほうに質問したほうがいいと思っているんですが、太平洋系群

の資源が親魚量としては減少傾向にあって、先ほどのシナリオで見ますと、0.8で平均漁

獲量が１万1,000トンですね。ただ、近年の太平洋系群、太平洋側の漁獲量を見ますと、

2019年が１万6,000トンですけど、その前は２万トンぐらいになっています。何かという

と、2021年が１万1,000トンでこの計算になっているんですが、これがそれよりも大きく

なった場合にどうなるんだろうか。 

 何が言いたいかというと、太平洋側は限界管理基準値にかなり近い数字になっていて、

最終的に、資源再建計画というものが、太平洋系群だけになってもそうなるのかというの

が、実は水産庁に対する質問なんです。まず水研さんに、これがそういうふうになった場

合に、リスクとして限界管理基準値を下回る可能性が出てくるのではないかな、という懸

念、その辺をどうお考えなのかをまず伺わせてください。 

【船本副部長】  すみません、ちょっとお時間をいただいてよろしいですか。 

【魚谷室長】  仮定の話ではありますけども、もし、管理としては一本でやるという中

で、太平洋系群だけ限界管理基準を下回った場合に、そのまま一本の管理でいいのかとい

う問題が生じてくるというのは、確かにあろうかと思います。そこについて、現状で、現

時点でどうすると決めてはいませんけども、当然、限界管理基準値を下回れば再建計画の

対象でもあり、今回、βを決めるにしても、その減り方に従って、少なくともそこの部分

は、実質上、低いβで計算することになろうかと思います。いずれにしても、管理上一本

だから何もしない、というわけにはいかないことは、我々も認識をしておりますので、そ

こについても、今から頭の体操というか、検討を始めていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

【参加者】  加えて、なんですが、今の再建計画というのは、基本的には、このシナリ
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オに基づいた漁獲をしていこうということだと思います。その再建計画そのものに、それ

プラス・アルファの措置が加わる可能性は今後あるんでしょうか。基本的には、このシナ

リオだけの問題だと私は理解しているんですけども。例えばですけど、小型魚を獲り控え

るようにということが、資源回復の今までのいろんな計画にあったんですが、そういった

追加的なものも検討するんでしょうか。その辺を御説明いただければ。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 今回の対馬暖流系群のマイワシにつきましては、昨日、皆さんと議論させていただいた

シナリオでしっかり戻っていくので、それで再建計画をつくっている、そういう位置づけ

になるんだと思います。 

 一方で、今、指摘がございましたように、そういうものでない場合は、当然、強い資源

管理措置をどうやって講じていくかという議論をせざるを得ない。そのときに、単純に漁

獲を減らすだけでうまくいくのか。漁獲を減らす――漁獲というか小型魚だけをうまく獲

り控えれば戻っていくのかとか、その場合に、経済的な意味では、あまりやりたくないで

すけど、休漁みたいな話が出てくるのかというのは、まさしく再建計画を作る際に議論を

させていただかないといけない部分になろうかと思います。 

 そういった意味で、再建計画を、今回は、すっと事実上できてしまうんですけども、作

るための期間として、２年以内に作るということで、少し、そこの部分は慎重に議論する

時間が必要だろうということで、猶予をいただいています。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【船本副部長】  今、情報を見せていただいたんですけれども、2020年の漁獲量が今の

仮定値から大きくぶれた場合は危ないのか、という御質問でしょうか。 

【参加者】  21年。 

【船本副部長】  2021。 

【藤田部長】  2021年に、この１万1,000トンよりもっと獲ってしまったら、限界管理

基準値を下回るんじゃないかと。 

【船本副部長】  もちろん、獲ればそのようなことになるんですけれども、ただ、限界

管理基準値案を上回る確率も詳細版のほうには出させていただいていて、それを見る限り

は多くのところで90％を超えているということで、急激にそっちのほうが悪くなるような

可能性は低いと考えております。 

 ただし、マアジ太平洋系群に関しましては、資源評価会議のほうでも御指摘いただいた
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んですけれども、近年、加入量が悪いですので、もしそのように悪い状態が続くようであ

ると、我々が示したものとは違った予測になる可能性があると。そういった場合には、そ

の検討が必要になるかもしれないことは、今、お伝えさせていただいておきます。よろし

くお願いします。 

【藤田部長】  よろしいでしょうか。ほかに、例えばウェブの参加の方とかから御質問

とかありませんか。会場もよろしいですか。 

【参加者】  17ページなんですけども、マアジ対馬暖流系については、ここに書いてあ

るとおり、2019年の親魚量は目標管理基準値以上ということで、昨日来のマイワシ等もあ

りますけども、３つ目の「安全を見越して」というところは、今、現状の目標管理基準値

以上にある親魚量を考えると、50％の0.98を採用してもいいんじゃないかと考えます。管

理でも、実際、留保量を用いて、また安全率を掛けられますので、そういった意味では

0.98の採用でも問題ないのではないかと思いますが、この「安全を見越して」の根拠がよ

く分からないので、ほかの魚種等も考えますと、50％をそのまま引っ張ればいいんじゃな

いかと思います。 

 以上です。 

【魚谷室長】  御回答としては、50％以上ということで、50％ぎりぎりというのも否定

はされていないわけですけれども、このβどこまで刻むのかというところもございますし、

やはり確率としては50％ぎりぎりよりも何％か見るほうがいいというのが水産庁としての

考え方でございます。 

【参加者】  おっしゃることは分かるんですが、ほかの魚種では50％で採択しているも

のもありますので、今の資源状況を考えると、別に刻んでも悪くはないのかなと。切りが

悪いというのはあるのかもしれませんが、常に安全を見越してという安全率を掛けてしま

うというのはどうかなと思います。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 今後、我々のほうが最終的に示す際の御意見として承りたいと思います。 

 ほかに御質問とか御意見とかございますでしょうか。よろしいですか。 

 ウェブ参加の方、何か御意見があるようです。御発言お願いします。 

【参加者】  よろしくお願いいたします。 

 質問なんですけれども、まず１つが、今回、対馬暖流系群と太平洋系群を一本にすると
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いうことで、マアジなので留保枠というものをそれぞれ設定すると思いますけども、その

留保枠、また県内、県間の融通とかについても管理上一本なので、対馬暖流系群を獲られ

ている県から例えば太平洋系群の県に融通するとか、逆もあり得るのかどうかというのが

１つです。 

 それともう１つ、２点目なんですけども、資料のスライド20にも書いてあるんですけど

も、マアジの系群については、まだ太平洋系群、対馬暖流系群との２つに分けていますけ

ども、加入の状況から見ても、それぞれ本当に独立した系群なのかどうかという整理は確

定できていないのではないかと思います。 

 その中で、先ほど話があった太平洋系群とされているものが限界管理基準を下回って再

建計画を立てなければいけなくなったときに、かなり厳しい管理措置が行われると思いま

す。しかし、そもそもの系群が整理されていない状態でそのような管理措置を漁業者に強

いることには違和感がありますので、そもそも系群がどうなのかをきちんと整理しなけれ

ばいけないのではないかというのが、こちらからの意見です。それについて考えをお聞か

せいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上２点です。 

【魚谷室長】  １点目については、管理上はＴＡＣ一本で管理するということですので、

留保について、仮に県間の融通が行われるにしても、そこは、線引きはありません。 

 ２点目についてですけれども、現状では、このスライドの20に書いてある以上のことは

申し上げられないというか、１つの系群として資源評価を行う方向も、諸事情というかい

ろんな知見を踏まえて検討はされていますし、あと、先ほど仮定の御質問、太平洋系群だ

け限界管理基準値を下回ったときにどうするのかということについて、具体的にこうしま

すというところまで決めているわけではありません。仮にそうなったときには、今のまま、

というわけにはいかないというところまでお話をして、どうするかをあらかじめ頭の体操

というか、準備しておくということしか御説明できません。御理解いただければと思いま

す。 

【藤田部長】  ちょっとだけ付け加えさせていただきますと、太平洋系群において、限

界管理基準値を下回る状態のときの資源評価の内容によると思いますけども、ある意味、

加入をしてきたものを獲り尽くしているみたいな話になれば、それは長い目で見たら、有

効にというんですかね、ちゃんと利用できるような形で資源を管理していくか、その中身

をしっかり議論するということなんだと思います。それが、直ちに減船、休漁とかみたい
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な話になるとは思いませんけども、そこは資源の状態に向き合って、管理の仕方をみんな

で考えていくことになると理解しておりますので、その際は一緒になって考えていただけ

ればなと思います。よろしいでしょうか。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【藤田部長】  ほかにはありませんか。 

【参加者】  先ほど、このマアジ太平洋系群についても、中国の漁獲があって、実態は

はっきりしないという話がありました。それで、マイワシでも申し上げましたけれども、

同じ系群を漁獲していて、韓国についてはそれなりの管理がなされているという話かもし

れませんが、中国漁船の管理が我が国の資源管理と同じようなレベルでなされるように、

なかなか難しい話だとは承知しておりますけれども、ぜひともお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。交渉に携わっておりますので私のほうから答

えさせていただきます。 

 中国側と協議する機会があるようでしたら、これまでもそうですけども、別にマアジだ

けではなくて、関係する資源の管理についてしっかり求めていきます。その姿勢に変わり

はありませんし、今後ともしっかりやらせていただきます。 

 ほかには、御質問や御意見等はございますでしょうか。 

【参加者】   18ページから19ページぐらいのところに、ＡＢＣ_all、ＡＢＣ_JAPANと

いうことで、私も、初めてに近いぐらいのものを目にしているんですけど、もうすぐ、来

年の１～12月のイワシ、アジの漁獲可能量のＴＡＣ管理に向けて、ということになると思

います。そのときに私たちが資料で見せていただく来年の漁獲可能量は、総数があり、そ

してまた大臣許可、各県知事許可に分配されて、その知事許可を、また全国の県に分配す

る形で可能量枠が決められていくと思います。そのときに出てきた数字というのは、日本

の、ＡＢＣ_allからＡＢＣ_JAPANに減少させた日本の漁獲可能量枠と考えていいんでしょ

うか。まず１点目です。 

【魚谷室長】  具体的に言いますと、例えば2021年の数字、スライドの18であれば、マ

アジ太平洋系群が１万1,000トン、対馬暖流系群が15万1,000トン＋でございます。このシ

ナリオを採択するとすれば、この15万1,000トン＋の数字に0.89を掛けた数字と、１万

1,000トンを足した数字がＴＡＣ全体の数字とになります。 

【参加者】  漁業調整委員会等で資料を見せていただくんですけど、そのときには調整
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後の数字という解釈をしておきます。 

【魚谷室長】  この15万1,000トン＋というのは、もちろんきちっとした数字が出され

た後、0.89掛けて、さらにそれに１万1,000トン加えた数字がトータルのＴＡＣの数字と

なります。 

【参加者】  続きまして、ちょっと要望的な部分もあるんですけど、まず留保枠の考え

方を、もう少ししっかり現場に――どこまで現場に届くかというところはあると思います

けど、やはり留保枠で調整することになっていくと思います。その留保枠というものをど

う考え、どう利用していくのか。 

 もう１点が知事許可の部分で、県をまたいだ調整が必要となる場合、しっかりした国と

しての関与をぜひお願いしたいなと。県同士、「向こうの県が余っているみたいだから、

向こうの県としよう」とか、県同士の力だけに頼るのではなく、全国的な状況等は国が一

番把握できていると思いますので、県同士の融通についても積極的に関与していただきた

いというのが、県知事許可で漁業している者の希望です。 

【魚谷室長】  留保枠どうするか、あるいはそれをどう使うか、活用するかということ

も含めた配分の考え方については、今後水産庁のほうで詰めて、最終的には水政審に諮っ

た上で配分等を留保も含めて決めるということになってございますので、それは引き続き、

必要に応じて関係者の皆さんから御意見伺いながら決めていくことになります。 

 ２点目、その融通の関係、県間の融通は水産庁が間に入ってということです。 

 クロマグロについては、水産庁のほうで年に何回か要望調査みたいなものをやって、欲

しいところ、出したいところの調整をしています。クロマグロの場合は大型魚、小型魚の

交換というのがありますので、そういう形で促進をしているところではございます。結構、

手間のかかる業務でございますので、どこまでできるかというのはございますけれども、

今後、留保の使い方だけではなくて、そういう融通の促進というのも、現行魚種に限らず、

今後ＴＡＣ魚種が増えていくとそういう必要性はどんどん増していくのだろうと思います

ので、そこについては、具体的なやり方、効率的なやり方も含めて検討したいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

【藤田部長】  管理の話、具体的な管理のことについての御要望承ったということで、

今後しっかり検討を進めたいと思います。 

 そろそろマアジの議論は出尽くしたと考えてよろしいでしょうか。 
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【参加者】   マアジについては太平洋系と対馬暖流系を合わせたＴＡＣ管理というこ

とで、ここに出ているように、マアジの2021年の案でいくと太平洋の１万1,000トンと15

万1,000トンの0.89掛けを合わせた数量で国全体のＴＡＣが決まって、その直近３年の平

均で各県へ配分されるという理解でよろしいですかね。 

【魚谷室長】  具体的な配分方法の基本的な考え方としては、基本方針の本体のほうに

実績ベースで、と書かれておりますけども、魚種ごとにさらに詳細というか具体的な配分

の考え方を規定することになっております。それは現在検討中でございますけれども、基

本的に過去実績をベースにということでございますので、そこの考え方も含めて今詰めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

【参加者】  過去実績で配分されるということであれば、対馬暖流系を獲っている地域

にとっては、資源状況の悪い太平洋系群に引っ張られて割当てが減ることになるかと思い

ますので、そういった場合は例えば、先ほどもありましたように、対馬暖流系については

ＭＳＹ水準超えているのでβを0.98にするといった検討もしていただければと思います。 

【魚谷室長】  御要望として承りますけども、現場に支障が生じないような工夫を留保

の使い方も含めて検討しているところです。その点だけ述べさせていただければと思いま

す。 

【藤田部長】  時間が中途半端になってしまっていて、会場の方に御提案ですが、マイ

ワシの対馬暖流系群の管理といいますか漁獲シナリオについては御質問も承っておりまし

て、それへの回答、あと、昨日、いただいた御質問についての説明も若干ありますので、

もし可能であればここで昼食をとらせていただいて、昼食後にマイワシについて再開させ

ていただけるとありがたいんですけども、それでよろしいですか。あと何十分かかるか分

かりませんけども、どうしても一気通貫でやってほしいという方はいらっしゃいますか。

よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

【藤田部長】  それで、昼食の時間なんですけども、１時間ぐらい取ればよろしいです

かね。東京だと非常に混雑するので１時間半取ったりすることもあるんですが、よろしい

ですか。１時間取るということで、あの時計で12時40分に再開させていただきたいと思い

ますので、それではここで一時的に休憩ということでよろしくお願いします。 

（ 休  憩 ） 
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【藤田部長】  時間になりましたので、ステークホルダー会合を再開いたしたいと思い

ます。 

 午後のほうは、午前中に申し上げましたように、マイワシの資源につきまして、昨日の

続きといいますか議論を深めてまいりたいと思います。 

 それで、冒頭のほうは、昨日、ウェブ会議あるいは会議終了後に御質問を何件かいただ

いておりますので、昨日の議論の概要とともに水産庁のほうから説明をし、さらに、昨日、

詳細の資源評価書といいますか、それを見ればという話がございまして、水研さんにも用

意をしていただいたので、実際にその部分についてスクリーンで御説明をして、それで続

きの議論に入っていきたいと思います。 

 それでは、まず魚谷のほうから説明をいたします。 

【魚谷室長】  それでは私のほうから、昨日のマイワシ対馬暖流系群に関する議論の総

括をした上で、昨日の会議の最後で追加質問があればということでお願いしていましたと

ころ２問いただいておりますので、それについての御回答をさせていただければと思いま

す。 

 まず、昨日の議論の総括ですけれども、資源評価につきまして、更新結果、あるいは第

１回のステークホルダー会合での指摘事項に対する検討結果について、水研機構のほうか

ら御説明をいただきました。 

 それに関する質疑応答として、まず、ＭＳＹなり目標となる値、目標についての御意見、

御質問があったと。さらに、０歳魚あるいは若齢魚の獲り控えをすることについての御意

見があったと。あと技術的な点として、ＣＰＵＥの標準化についての御質問、あるいは加

入量調査についての質問あるいは要望がありました。あと、将来予測のシミュレーション

における加入尾数に関する御質問もございました。また、移行期間の３年間を除いた場合

の再生産関係に基づく試算結果に関する御質問もあったということで、総括をしたいと思

います。 

 その後、漁獲シナリオについて、水産庁の私のほうから御説明をさせていただきました。 

 それに関する質疑応答としまして、まず、追加シナリオですね。特に漁獲量を３年間固

定するシナリオについて、そこでの数字の見直しなり変更の考え方についての御質問、御

意見がございました。また、魚群が形成されて魚が獲れるようになったときの対応につい

ての御意見もございましたし、あとβについて安全を見越した考え方、あるいはそのＴＡ

Ｃの完全消化との関係についての御意見もございました。あと、将来的な話になるかもし
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れませんけども、今後、ＴＡＣ魚種を拡大していくこととの関係で、混獲の扱いに関する

御意見、御質問もございました。あと、パブコメ手続については終了して、基本方針案の

中で資源再建計画に関する規定の部分についての御意見もございました。 

 一応そういうことで質疑応答があって、それぞれ資源評価あるいはシナリオについて、

水産庁あるいは水研機構のほうから適宜お答えをしたということでとりまとめられるので

はないかと思います。 

 まずは、このとりまとめ、総括について、こういう意見も言いましたよ、という、大き

な漏れ等あれば、この時点で御指摘いただければと思いますけどもいかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【魚谷室長】  それでは続いて、追加で昨日の会議の終わりに、追加の質問あれば、あ

らかじめいただければ助かりますということでお願いをした結果、２問いただいておりま

すので、それについての質問の御紹介と御回答をさせていただければと思います。 

 まず、１問目ですね、ウェブ参加者のほうから、シナリオに関する御意見あるいは御質

問をいただいております。内容としては、シナリオの資料ですね、資料５の11ページ、12

ページで、このシナリオでは2031年に30万トンという漁獲量の記載があると。前回の会議

でも、こういう30万トンといった量は陸上等も含めて処理できないという意見があったと

ころであるが、これを反映したシナリオは示せなかったのか、また、親魚量を109万3,000

トンまで増やす必要はあるのかという御意見でございます。この点については、昨日の会

場でもこういった御意見があり、第１回のステークホルダー会合でも同じような意見があ

ったと理解しております。 

 改めて回答させていただければ、この目標となる親魚量109万3,000トン、あるいはＭＳ

Ｙであれば30万トン超ということになりますけども、これらの値については、あくまでも

資源の特性から、ここまで獲れるという最大持続生産量の値、あるいはそれを実現する親

魚の水準として科学的に導き出されるものということで、これについては、陸上のキャパ

シティなり、あるいは行政的な観点から変更するようなものではない、法律上はこれを目

指して管理をしていくということになってございます。 

 一方で、その量は現実的に処理できない、そういう意味で、そこを目標に厳しい管理を

していくことに対して、関係者の皆さんが、やる気というか意欲がなかなか持てないとい

う御意見もございました。そういう中で、シナリオの資料でいいますと、11ページのベー
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ス・ケースの場合というシナリオ以外の追加のシナリオ、これを第１回目のステークホル

ダー会合の中で試算の御要請をいただきまして、この下の追加①、②といった試算が行わ

れました。 

 この11ページの３つのシナリオを、現時点で選択可能なものとして、水産庁のほうから

お示ししていますが、これで見ると、追加のシナリオ、ベース・ケースの代替のシナリオ

ということになるかと思いますが、追加①の場合、②の場合いずれも、当初の数字は７万

7,000トンから上がっていくシナリオ、あるいは８万5,000トンで固定するシナリオという

ことでございまして、これは、同じく水研機構のほうで示していただいた、移行期間３年

間を除いた目標管理基準値として71万6,000トン、あるいはＭＳＹであれば22万2,000トン

となるという将来予測のシナリオ、これを水研機構さんの資料の４－１のスライドの26に

示してございますけども、これで導かれる平均漁獲量当初３年間、具体的に言いますとβ

が0.88の場合に７万9,000トン、９万9,000トン、12万1,000トンという数字が出てござい

ますけども、これとほぼ同レベルになっていると認識をしてございます。 

 ですので、皆さんのいろんな御意見踏まえて試算された結果というのは、そういう目標

は科学的に導かれたものを維持しつつも、獲り方で工夫して対応できるシナリオになって

いると水産庁としては考えてございます。 

 あと、昨日の説明で、私、はっきり申し上げなかったんですけども、もちろんベース・

ケースの場合も現状で排除されておりません。資料５のシナリオの14ページでは、追加の

シナリオ①あるいは②を選択してはどうかと書かれてございますけど、これはあくまでも

ベース・ケースの代替シナリオとして、です。水産庁としてベース・ケースを排除しては

おりません。この点については、この場で明確にしておきたいと思います。ただ、１回目

の会議での皆さんの意見を踏まえれば、このベース・ケースは受け入れ難いというお立場

だと思いますので、そういう意味で、いずれかのシナリオ、追加の①、②と書かれてござ

いますけども、ベース・ケースの選択を排除してはおりませんので、その点については御

理解いただければと考えております。 

 御質問に対する回答は以上でございます。 

 もう１つ、上田班長のほうから。 

【上田課長補佐】  もう１つですけども、資料５の漁獲シナリオについてという水産庁

の資料の14ページにマイワシ対馬暖流系群の漁獲シナリオの提案というのがありまして、

下に提案①、②の表があります。両方とも2024年以降毎年の資源評価でβ＝0.75に基づき
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計算される数値、その右側に2031年に目標達成する確率があり、β＝0.75と決まっている

のに確率は50～59％、50～57％と幅のあるのはなぜか、という質問いただいておりました。 

 なぜ幅のあるものとなっているかと申しますと、水研機構のほうの試算の資料だと、提

案①ですけども、β＝0.805のときに確率は50％、β＝0.7のときに確率59％と提示されて

おります。したがいまして、β＝0.75はβ＝0.805と0.7の間にありますので、確率として

は50～59％の間にあると。βが50％を上回るものの中からシナリオが選択されることにな

りますので、このような50～59％という幅のある条件でもシナリオの選択として問題ない

と考えております。 

 提案②の50～57％と幅のある表記になっていることについても同様の理由です。 

 以上です。 

【藤田部長】  それでは、水産研究・教育機構のほうから、昨日の補足だけお願いしま

す。 

【大下副部長】  昨日、将来の加入尾数について詳細な数値をという話がありました。

そのときに担当者のほうから、2020年の加入尾数について具体的な数値をお見せしたとこ

ろでございます。そのときに「詳細版を見ていただければ分かるんですが」と私は申し上

げたんですけども、詳細版が皆様のお手元にないので、今ここで詳細版の関連する図をお

見せして説明したいと思います。 

 お手元の再生産関係の図だと原点に近いところがごちゃごちゃしていて分かりづらいん

ですね。詳細版については、その原点に近いところを拡大して示してございます。 

 今スライドで見えているのは、この上側の図だと思います。青色が高加入期、赤色が通

常加入期で、ここのところにごちゃごちゃとデータが集まっていますので若干見えづらく

て、その上の図の原点付近の部分を親魚量30万トン辺りまでを拡大して示したのがこの図

です。 

 赤色が通常加入期、青色が高加入期でございまして、観察された各年の再生産関係を見

ると、やはり赤い線の周りに集まっている。時々青い線に近づくときもあるんですが、お

おむね赤い線のほうに集まって観察をされている。通常加入期という感じで今後も続くと

仮定をするのであれば、親魚量が上がってくれば、この赤い線の周りに収斂しながら上が

ってくるんだろうと予測して資源管理の数値を出しているという回答でございます。 

 以上です。 

【藤田部長】  分かりました？ 
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【参加者】  分かりました。 

【藤田部長】  それでは、引き続き昨日のマイワシの、どちらかというと先ほど魚谷の

ほうから説明を申し上げました漁獲シナリオにつきまして、御意見なり御質問を承りたい

と思います。会場のほうからまず、何かこういうほうがいいんじゃないかという意見があ

りましたら。では、よろしくお願いします。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 私は、30年間――30年間じゃないけども、高校卒業後、まき網のほうに就職して、30年、

今現在で火船乗り、探索船をしております。前回、７月30日にここで会議があったその日

に、山陰のほうでは小羽イワシが獲れていたんですけども、７月30日、その日に、松浦と

唐津港に1,200個ずつ、約20トンずつが水揚げされました。 

 そのことを頭の中に控えつつ、盆明けの８月19日の日に、もしかしたら小羽イワシが南

下してきているんじゃないかと考えて、五島と甑の中間に向けて私は船を走らせました。

そうしたら、甑との中間、三宝曽根のイース６マイルぐらいのところに、幅として約４キ

ロ、長さとしては、１時間以上走りましたから12マイル以上、莫大なイワシの群れを見つ

けました。それで20日から水揚げに入りましたけども、マイワシとウルメイワシとカタク

チイワシと、すごい量のイワシ類でした。 

 そして、９月８日台風明け、やっぱり南下してきてまして、その群れは甑の西海岸にぶ

つかっていました。そのイワシの群れは甑から毎日毎日16マイルから13マイルの速度で漁

場が変わっていって、９月の17日には、黒潮なるんですかね、イースからノーイースの２

マイル超の速い潮にその群れはぶつかりまして、種子島、屋久島に流されました。それが、

天気が悪くなって帰ってきて、次の漁で甑のほうに向かいましたら、第２陣、第３陣にな

るのか知らないですけども、とにかく莫大な量のイワシが見えました。 

 水揚げとしては潮流が悪くてあまり獲れませんでしたし、北さつま漁協では氷が足らな

いということで水揚げを断られ、枕崎では冷凍庫がいっぱいだということで断られて、根

こそぎ魚を獲るということはなかったんですけども、1990年代にイワシの群れを追いかけ

て、宮崎から鹿児島の許可を得て、鹿児島でイワシ獲りをしたことがあります。その頃よ

りも多くのイワシが現在九州の周りには来ています。水研さんと水産庁さんには、そのこ

とをこれからの参考にしていただくことをぜひお願いいたします。 

【大下副部長】  ありがとうございます。貴重な御意見で、私たちが知らない情報もた

くさん入っていると思います。 
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 イワシの質問で、直近の漁模様ということがあると思います。実は、ここの会議に来る

前に長崎水試さんと情報交換をさせていただいて、おっしゃるとおり、７～８月以降マイ

ワシの群れが九州の西のほうに来ていると伺っております。必ずしも全部の県の方の水揚

げ状況を調べているわけではないんですが、おっしゃるとおり７～９月、九州の西のほう

にマイワシの群れがいそうなことについては伺っております。残念なことに量的にはあま

り多くなくて、1,000トン弱ぐらいが長崎県内で水揚げされていると聞いています。ただ、

獲っていなくても魚群がいるというのはすごく貴重な情報だと思いますので、我々のほう

でまた、どういった調査が必要なのかを考えていきたいと思います。 

 ここでは、示したのは境港の体長なのですが、長崎水試さんからいただいたデータも、

恐らく10センチちょっとぐらいの当歳魚かなと思いますので、ひょっとすると2020年級群

は少し加入がよい気がします。それは来年度の資源評価のときに活かして、しっかりと資

源評価を更新させていただきたいと思います。 

 貴重な御意見をどうもありがとうございました。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 マアジのほうでも、資源を評価できていない部分があるんじゃないかという話がありま

したけども、当然、水研なり水産試験場が全部できるわけじゃなくて、現場の方の御協力

を得ながらみんなで資源評価を高めていくほうが、多分、お互いハッピーなので、そうい

った意味で、今後とも御理解なり御協力を得られるといいかなと思います。そのための努

力は我々のほうもしっかりしたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

【参加者】   

 いろんな御説明や提案もいただきましてありがとうございました。当団体としてどのシ

ナリオを希望するか、意見を申し上げたいと思います。 

 結論から申し上げると、追加のシナリオの①を選択していただきたいというふうに希望

いたします。理由はいろんなことがあるんですけれども、まずは境港の今年の水揚げの状

況とか、今の鹿児島の方の話だとか、いろんな状況を考えたときに、恐らく、評価を更新

をすればするほど上向きの評価になってくるのではないかと今考えておりまして、そうい

うふうなことを踏まえると、固定で8.5万トンというふうに３年間やったときには、上振

れしたときの対応に限界があります。βを0.8にして、資源評価が上向いてきたら９万が

10万になったり、次の年には11万が15万になったり、そういうことが可能なβを選択した

ほうがいいのではないかということで、当団体としては、シナリオ①をぜひ選択していた
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だきますようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 ほかの地域というか、組織というか、のほうでもし御意見があれば。後ろのほう。 

【参加者】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 私どもで話している限りにおいても、先ほどの方とほとんど同様の意見です。 

 何しろこういう有力な情報、現場からの直接の情報があって、かなり大がかりにマイワ

シの来遊しているんだということを聞かされれば、今後の資源評価はどうしても上ぶれす

るとしか考えられないわけです。8.5トンの固定ということになると、漁獲枠の上積みと

いうのがなかなかしにくい中で、一方で、もし漁獲圧が1.0を超すような状況に翌年なっ

たりすると、そのときは資源評価の関係でどうしても漁獲枠についても下ぶれするリスク

があるという御説明もありました。 

 また、以前から藤田資源管理部長のお話の中で、例えばその年だけの不確実と思われる

群れが来遊した場合に、獲れるんだから獲っては駄目なのかという話になります。それは

資源評価がある程度出てからの話でないといけない。そのときに「じゃあ獲っていいです

よ」なんていうような、例えば資源評価の期中改定といったことをやってしまうと、後々

の検証で、仮に本当にその年だけの来遊で、実は資源評価としてはそんな高くなかった、

たまたまそこに来た大きな群れを獲ったら結果的に乱獲だったということになりかねない、

そういうことだけはしてはいけないというお話がございました。 

 この資源管理というのは、いろんな御指導いただきながらも漁業者自らがやっていくも

ので、それこそ管理する側として乱獲は絶対に避けなければいけないことも分かりますが、

群れの来遊が実際に確認をされているというすばらしい情報をいただいたことを踏まえて、

それなりに資源評価に基づいた漁獲枠が設定できる、漁獲圧を0.8に固定してやるのが一

番理にかなうと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 

 今言われたのは、先だって水産政策審議会におきまして、急激に漁場が形成されたとき

は資源評価と関係なく配分ルールみたいなものが作れないかという議論があったときに、

私のほうから申し上げたように、あまり根拠なしにというか、安易に急に群れができたか

らといって認めると、後の評価で獲り過ぎという結果になりかねないので、安易にそうい

うことをするのはなかなか難しいと申し上げたことを言っていただいたということでござ
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いまして、理解をしていただいたということで誠にありがとうございます。 

 ほかには、どうでしょうか。 

 前回のステークホルダー会合では、かなり、皆様方が、今年の漁獲枠との関係で、急激

に減るのは勘弁してもらいたいという意見があって、水産研究・教育機構のほうもかなり

苦労して、追加の②のシミュレーションをしていただいたと思っています。実際に今いろ

いろ意見交換をした結果とか、将来予測というか見込みみたいなものを考えて、会場での

意見は、追加の①のほうが妥当なんじゃないかということですけども、ほかに御質問とか

御意見とかありますか。 

【参加者】   

 追加の①のシナリオでよろしいのではないかと思いますけれども、最後のその14ページ

目では、β＝0.75を提案されていると思いますけれども、11ページでは、0.8のままずっ

と行っても50％はクリアするというシミュレーションがなされているので、今明るい兆し

も見えているということであれば、限界水準を下回ってはいるんですけれども、少しでも

浜で漁獲できるようにしていただけたらありがたいです。安全を見て0.75という御提案を

されているとは思いますけれども、0.8という選択も、ある意味、妥当なのではないかな

と思いますので、御検討いただければと思います。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 多分、先ほどのマアジと同じで、要するにどう安全を見込んでβを設定するかというこ

とだと思いますので、御要望として承って、今後、我々のほうで検討させていただきたい

と思います。 

 ほかには。ウェブ参加の方から御意見ございませんでしょうか。特にないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【藤田部長】  そうしますと、まとめに入らせてもらってよろしいですかね。 

 マイワシにつきましては、先ほど、魚谷のほうから昨日の議論につきまして総括をさせ

ていただきました。 

 資源評価に関する話と、あと、若干要望としてございましたのは、マアジもそうなんで

すけども、ＣＰＵＥを標準化する際に、漁業実態というんですか、そういったものをいか

にうまく資源評価に反映させるかといった、御要望といいますか、そういったものがあっ

たと。加入量調査につきましてもそうですが、そういう要望がございました。これはすぐ

できる話ではないと思いますので、しっかり今後、皆様方の御協力を得ながら、水産研
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究・教育機構あるいは試験場の協力をいただきながら、資源評価の精度を上げる努力をし

ていくということだと思います。 

 漁獲シナリオにつきましては、相当議論をさせていただきましたけども、今の段階で皆

様方の議論が出尽くした感じだと、シナリオ14ページの提案①が妥当なんじゃないかとい

う御意見を賜ったと理解いたしました。 

 マイワシにつきましてはそれで、あと、βの扱いについても御意見を賜ったということ

だと思います。 

 そういうまとめでよろしいですかね。 

 あと、特になければアジのほうだけ、今日の午前中だったので、一応おさらいをさせて

いただきます。 

 アジにつきましても資源評価におきまして、潮流の影響であまり漁獲できてなくて、そ

れがうまく努力量というかＣＰＵＥなどに反映されていないんじゃないかという話があり

ました。それにつきましては、また個別によく事情を伺って、どうやったら改善できるか

ということだと思いますし、水研さんのほうでは努力をされているということですけども、

迅速な加入量の把握とそれの資源評価への反映について御要望があったということだと思

います。 

 あと漁獲シナリオといいますか、管理に関しまして申し上げますと、中国なり外国漁船

の管理につきまして、しっかり努力をしてもらいたいということでございました。 

 あと、βの扱いについて、0.95ではなくて0.98でもいいんじゃないかという御要望をい

ただいております。 

 管理に当たりまして、いわゆる融通とか留保枠の扱いについて、工夫とか改善の御要望

をいただいたと承知しております。 

 さらに、宿題となりましたけども、太平洋系群だけが、予想に反してといいますか、悪

くなって再建計画を立てざるを得ないような状況になったときの管理の仕方といいますか

考え方、これが我々の宿題になったと承知をしております。 

 一方で、シナリオの資料の18ページあるいは20ページにおきまして、我々のほうから御

提案を差し上げました、シナリオの採択の考え方というんでしょうか、基本的な構造につ

いては特に異論がなかったと。あと、先ほど申し上げましたようにβの取り方について御

要望をいただいたというふうに理解をしてございます。 

 このほかに、落としている重要な部分があれば承りたいと思いますけども、特にござい
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ませんか。 

 ウェブで御質問があるようでございますので、お願いします。 

【参加者】   

 漁獲シナリオの11ページなんですけども、ここの追加①の場合に、2021年は７万7,000

トンというＴＡＣが決まったとして、もしもこの半分しか獲れなかった場合は、先ほどの

アジの漁獲が少なくても親魚量が多いという形で、翌年の22年に、21年が７万7,000トン

ですけども、翌年その半分しか獲れなかったら、青色で囲われた部分は毎年の資源評価で

更新されるということで、前の年のＴＡＣの枠よりも大分獲れなかった場合、翌年はどん

な評価をされるんでしょうか。 

 追加②の場合には、8.5万トンを３年間継続して、それでも8.5万トン獲れなくて、もし

も２、３万トンずつが３年続いてしまった場合には、親魚量が大分温存されているからと

いうことで、βは0.8ではなくて0.9とか１近い状態でも50％をクリアできるのかどうか、

その辺のところを、すみません、教えてください。 

【大下副部長】  お答えします。 

 追加①で2021年度枠として７万7,000トンを確保しているんだけども、獲れない場合、

青色のところはどうなるのかということです。漁獲量だけで決まるわけじゃなくて、年齢

組成とかＣＰＵＥとか産卵量みたいなものを総合的に判断して決めますので、半減したか

らその翌年がすぐ半減ということには多分ならないと思います。こちらとしては、科学的

にきちんと精査した上で、毎年毎年きちんと評価をしてまいりたいと思います。 

 一方、８万5,000トンのときに獲れなかった場合も一緒です。結局は、いただいたデー

タや漁獲量、年齢組成を見ながら、資源評価を更新するという作業は行いますが、ただし

８万5,000トンの漁獲枠は出るということなので、そこは多分固定した上で、じゃあどう

なるんだろうという計算になると思います。なので、資源評価自体は、いただいたデータ

で毎年同じような手順を使って更新してまいります。ただ、その漁獲の与え方については、

水産庁さんのお考えとかのシナリオに従って、８万5,000トン一定だったら一定だし、追

加シナリオ①だったら資源の上ぶれ、下ぶれ、もしくは再評価に合わせて少しずつ変わっ

ていく形になると思います。 

【藤田部長】  理解できましたでしょうか。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【藤田部長】  ありがとうございます。 
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 要は、今回のマイワシの対馬暖流系群の資源評価におきましては、漁獲が少なかったけ

どもしっかりその修正をしていただいて資源量の推定をしていただいており、単純に漁獲

が多い少ないではなくて、その資源評価をきちんとＴＡＣに反映させていくことになると

思います。 

 ほかに。御質問があるようですので、どうぞ御発言ください。 

【参加者】  マアジのことで、今回の本題とは少しずれているんですけども、管理のこ

とでお願い事といいますか、要望がございます。 

 マアジの太平洋系群は、今、非常に悪い状態になっておりまして、今後悪化して限界管

理基準値まで下がったら再建計画等も考えていかなければならない状況になっていると認

識しております。そうなったときに、今後、管理方法については検討するということなん

ですけれども、漁業者の方に対して、かなり強い規制がかかる可能性もあると思います。 

 そういった議論がされたときに、遊漁をどうするのかということを絶対言われると思い

ます。この場で議論する話ではないのは重々承知しているんですけれども、必ずそういっ

た議論には遊漁の話が出てくると思います。マアジについては、水産庁さんのほうで平成

20年に遊漁の採捕量の調査をされていると思いますけども、結構マアジは全国的に多い数

量を獲っているんですね。これも資源に与える影響はゼロではないと思われますので、そ

ういったときに、きちんと漁業者だけではなく遊漁も含めて管理ができるような体制、議

論ができるように、準備をしていただきたいというお願いです。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【藤田部長】  ありがとうございました。 

 遊漁の管理についての御要望ということで、我々のほうも非常に、資源と実態というん

ですか、遊漁の実態によって、まさしく遊漁まで管理をする必要があるのかどうかという

程度問題は相当違ってくる、その点についての問題意識は有しております。しっかり我々

のほうも検討を進めてまいりたいと思います。御要望いただいたということで承りたいと

思います。ありがとうございました。 

 ほかには。ほかにウェブ参加からは特にないようですけども、会場の方、よろしいです

か。 

【参加者】  シナリオ①のほうということですけど、毎年の資源評価で更新されるとい

うことが書いてあります。太平洋のほうでも出たと思いますけど、漁業者が自ら資源管理

をやっているということですので、ぜひ、来年以降についても説明会とか検討会、どうい
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う形になるか分かりませんけど、漁業者の意見を聞く会を設けていただきたいのが１点と、

あと、どうしても、平均漁獲量を獲っていくことが１つの資源評価につながると思います

ので、今後、留保枠の柔軟な運用とか枠の融通等をぜひ御検討いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

【魚谷室長】  今後の検討会のやり方ですけども、状況によって、こういうステークホ

ルダー会合のような大規模な会議なのか、大きな変化がないような場合はもう少し小ぢん

まりしたやり方になるか、資源評価の結果等々を見て判断することになろうかと思います。

あと、そういうオープンな会議、説明会なり意見交換会以外にも、リクエストがあれば、

可能な範囲で現地に赴くなどして、理解の醸成に努めたいと考えてございます。 

 あと、ＴＡＣの完全消化というか、有効活用の意味での留保枠の活用あるいは融通とい

った工夫というか、運用上の対応については、昨日来申し上げているとおり、可能な限り

うまく進むように対応していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【参加者】  先ほどの要望の話と関係するんですけども、ＭＳＹ水準のＴＡＣ管理にな

っていくということで、魚種によっては管理が厳しくなっていくと思いますけども、残念

ながら本県の多くの漁業者さんは、今までのＴＡＣとあまり変わらんのやろうという認識

が結構強くて、どういうふうに変わっていくのかという意識の醸成がまだできていないと

ころがあります。 

 これは県の努力不足もあるのかもしれませんけども、今後ＴＡＣ魚種が拡大していくと

いうこともありますので、漁業者が納得してＴＡＣ管理を進めていけるように、水産庁さ

んであったり水研さんに現地に来ていただいて説明をいただいて、漁業者の声を聞いてい

ただくことと、併せて、県と私どもと協力して周知徹底を図っていければなと考えており

ますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

【魚谷室長】  御要望ありがとうございます。 

 呼ばれればいつでもどこでも行きます、と言うと自分の首が絞まるので、可能な範囲内

で、可能な限り、ということになろうかと思いますけども、そういうリクエストがあれば

現地の説明会、意見交換会というのは積極的に対応させていただきます。 

 以上でございます。 

【藤田部長】  ほかに、これだけはという方はいらっしゃいませんか。大丈夫ですか。

ウェブのほうも大丈夫ですかね。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

【藤田部長】  それでは締めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 先ほど何回も、昨日の話とマアジの話についてまとめさせていただきましたので、ここ

で改めて繰り返しはいたしません。昨日と本日と議論をいただいた概要につきましては、

水産庁の検討会のホームページに、準備ができた段階で掲載をしたいと考えております。 

 これからの手続といたしましては、シナリオのところのスケジュール感で申し上げまし

たように、パブリックコメントあるいは水産政策審議会の審議を経て、来年の１月１日か

らのＴＡＣに反映させるというスケジュールになってございます。その間にもし御質問と

かございましたら、気兼ねなく問合せをいただければと思います。 

 それではここで閉めさせていただきます。２日間にわたり大変熱心な御議論をいただき

ましてありがとうございました。ウェブ参加の方におかれましても、非常に環境が悪かっ

たかもしれませんけども、積極的に参加をいただきましてありがとうございました。 

 今後とも、しっかり新しい資源管理、水産政策の改革について、本当に水産業の現場の

ためになるように努力をさせていただきたいと思います。引き続き皆様方の御理解と御協

力を賜りますようにお願いを申し上げまして、ここで第２回の資源管理方針に関する検討

会を閉めさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

（以上） 

 


