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資源管理方針に関する検討会（マサバ対馬暖流系群・ゴマサバ東シナ海系群） 

【第１回】 

議事次第 

 

日時：令和元年７月22日（月)～24日（水） 

場所：福岡国際会議場４階中会議室 

 

【７月２２日（月）】 

１３：００～１７：３０（途中３０分休憩） 

１ 開会 

２ 主催者あいさつ 

３ 議事 

（１）新たな資源管理について              ≪水産庁≫ 

 ・資源評価に係る基本事項について ≪(国研)水産研究・教育機構≫ 

 

【７月２３日（火）】 

１０：００～１２：００ 

（２）資源の状況と資源管理目標案（マサバ対馬暖流系群・ゴマサバ東シナ海系群）            

≪(国研)水産研究・教育機構≫ 

～１２：００～１３：３０ 昼食休憩（１時間半）～ 

１３：３０～１７：３０（途中３０分休憩） 

（３）漁獲シナリオ案          ≪(国研)水産研究・教育機構≫ 

 

【７月２４日（水）】 

１０：００～１２：００ 

（４）今後について                  ≪水産庁≫ 

（５）まとめ                    ≪水産庁≫ 

４ 閉会 
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○令和元年７月２２日（月） 

【藤原課長補佐】  それでは、定刻となりましたので、ただいまからマサバ対馬暖流系群及びゴマサ

バ東シナ海系群に関する資源管理方針に関する検討会の第１回を開催いたします。 

 私は本検討会の司会をさせていただきます水産庁管理調整課の藤原と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 早速ですけれども、まずお手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 封筒と、その上に資料がございますけれども、まず、右上の方に資料１と書いています議事次第

でございます。 

 資料２といたしまして、カラーになっています会場の施設案内及び注意事項というもの。 

 資料３といたしまして、本日までに登録いただいている出席者の皆様のリスト。 

 そして、資料４ですが、これは横になります。カラーで、右上に資料４と書かれている新たな資

源管理についてという資料。 

 そして、左上に資料５－１と書いてございます水産研究・教育機構（水研機構）からの提出資料

についてというもの。 

 そして、また横になります。資料５－２と左の上にマサバ（対馬暖流系群）と書かれているもの。 

 資料５－３、ゴマサバ（東シナ海系群）。これも横の資料になります。 

 資料５－４と右上に書いております令和元年度漁獲管理規則及びＡＢＣ算定のための基本指針と

書かれているもの。 

 資料５－５といたしまして、平成30年度資源評価報告書（ダイジェスト版）というもの。 

 後、資料５－６となります平成31年度マサバ対馬暖流系群の管理基準値等に関する研究機関会

議報告書と書かれているものです。 

 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。新しいものをお持ちいたし

ます。 

 また、幾つか注意事項がございますのでご説明させてください。 

 カラー刷りの資料２を見ていただければと思います。表面は会場の案内図となっています。メイ

ン会場、この４階の中会議室になります。裏面に行っていただきまして、注意事項が幾つかござい

ます。 

 まず、飲食・喫煙について、会場内での飲食は可能ですが、必ずごみはお持ち帰りいただくよう

お願いいたします。また、喫煙が可能な場所は２階のデッキ及び４階のデッキのみとなっています

ので、指定の場所で喫煙いただければと思います。 

 続きまして、座席についてです。座席の指定はございません。空いているところにご自由にお座

りいただければと思います。 

 会議は今日から３日間行われますけれども、荷物や資料は毎日必ず持ち帰っていただくようお願

いいたします。 

 その他、注意事項が書かれていますので、見ていただければと思います。 

 後に、本日受付いただいた方は、明日以降の受付は不要となります。そのまま直接会場に入っ

ていただけますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、今ご説明した本検討会の会議の配付資料、議事の概要、議事録は、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としておりますので、ご承知おきお願いいたします。 



 -4- 

 報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影は水産庁からの説明までといたしますので、私

から合図があった段階でカメラ撮影を終了していただくようお願いいたします。 

 続きまして、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 まず、水産庁から神谷資源管理部長です。 

【神谷資源管理部長】  神谷です。よろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  江口漁場資源課長です。 

【江口漁場資源課長】  江口です。よろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  岩本資源管理推進室長です。 

【岩本資源管理推進室長】  岩本です。よろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  赤塚管理調整課課長補佐です。 

【赤塚課長補佐】  赤塚でございます。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】  船本漁場資源課課長補佐です。 

【船本課長補佐】  船本です。よろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  また、向かって右側が、国立研究開発法人水産研究・教育機構の西田資源研究セ

ンター長です。 

【西田資源研究センター長】  西田です。よろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  安田資源生態グループ長です。 

【安田資源生態グループ長】  安田です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】  林研究員です。 

【林研究員】  林です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】  そのほか、中央水産研究所、西海区水産研究所等から出席いただいております。 

 それでは、開会に当たりまして、神谷資源管理部長から一言ご挨拶を申し上げます。 

【神谷資源管理部長】  皆さん、こんにちは。今日はありがとうございます。今、ご紹介にあずかり

ました資源管理部長の神谷でございます。マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系群について

の第１回資源管理方針に関する検討会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 昨年12月に漁業法が70年ぶりに改正されました。漁業を取り巻く現状について、漁業は国民に対

して水産物を供給する使命を有しておりますが、水産資源の減少などによりまして生産量や漁業者

の皆さんの数は長期的な減少傾向にございます。 

 もともと我が国周辺は世界有数の漁場が広がっておりました。本来、我が国の漁業の持つ潜在能

力は非常に大きなものがあります。こうした中で、適切な資源管理と水産資源の成長産業化を両立

させるために、資源管理などの基本的な制度を一体的に見直すこととしたというのが漁業法改正の

大きな趣旨でございます。 

 この改正漁業法に基づきまして、新たな資源管理におきましては、１番目に、資源を 大持続生

産量を達成する水準に維持または回復させることを管理の目標とする。２番目といたしまして、管

理の目標を達成するため、漁獲管理のシナリオ――つまり、どんなふうに獲っていいかを関係者の

間で意見交換を通じて決定する。３番目に、このシナリオに基づきまして毎年の具体的な獲る量や

管理の措置を決めていくという、三つの大きな流れとなっております。 

 第１段階の資源の評価ということに関しましては、今年の６月に優先的に関係者との議論を進め

ることとしております。今回のサバ類、それにスケトウダラ、ホッケなどの４魚種７系群について、



 -5- 

水産庁の方針に基づきまして水産研究・教育機構の方で資源状況と資源管理の目標案、さらに目標

を達成するための漁獲のシナリオ案などをまとめられ、公表されております。 

 今日の検討会は、この内容の中で、特にマサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系群について、

まず資源の状況を把握していただくという趣旨で第１回会合を開催させていただきました。いろい

ろな数字が出てまいります。これから議論するための客観的な土台となるものでございますが、資

源が今どのような状況で、どこまで回復させるかを客観的に共有するためのものでございまして、

それから、この目標にどう向かって資源に取り組むか、つまり、ベストな状態にまで、何年で、ど

うやって達成させていくかは、この検討会をはじめとしました関係者の話し合いを通じて決めてい

くこととなります。 

 共通認識を醸成するためには、参加者の皆様からの活発なご発言が不可欠です。もともと資源評

価という、性質上難しい話もございますが、ここはぜひ、理解不能なところや腑に落ちないところ

などがあれば、どんどん質問していただければと思います。その様々なご意見や質問をいただいて、

資源をどのように管理していくのか、漁業者や、漁業者だけではなく加工流通業者、消費者、行政、

研究者の皆さん、関係者が皆一緒になって議論したいと思っております。その結果、資源の持続的

利用に向けて、関係者が同じ方向を向いて取り組んでいければと考えております。 

 後になります。繰り返しになりますが、日本の周辺は非常にいい漁場であります。この豊かな

海をどうやって取り戻していくのか。資源を増やして、漁獲を増やして収入の安定につなげたいと

いう想いは、漁業者の皆様と我々は全く変わりません。その答えを今日の議論を通じて、汗をかい

て見つけていきたいと思っています。「水産日本の復活」と簡単に申しますけれども、かつてのよ

うに、遠洋漁業で生産を伸ばすということはもう現実的ではございません。そのためには、やはり

沿岸も含めた日本周辺の水産資源をどう再生、復活させ、また、それを持続的に利用していくのか

ということしかないと思っております。 

 このような観点から、この３日間で活発なご議論が進むように念じまして、私の挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  それでは本検討会に入る前に、先ほど神谷からもありましたとおり、出席者の皆

様から活発な議論をお願いしたいと思いますので、皆様のご意見の交通整理役として議長を設ける

こととしたいと思います。 

 神谷資源管理部長にその役をお願いしたいと思います。 

 神谷議長、お願いいたします。 

【神谷部長】  それでは、会議全体の司会進行を私が務めさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 初に、この検討会の進め方を説明させていただきます。 

 検討会は３日間ございます。本日は１時から５時半までとなっておりますが、水産庁より、資料

４「新たな資源管理について」を説明いたします。それに関しまして質疑応答を行います。それで

大体半分ぐらいの予定を考えておりますが、一旦休憩を挟みまして、水産研究・教育機構の西田セ

ンター長より、今度は資源管理に関する基本事項について説明をいただきまして質疑応答を行い、

ここまでで１日目の議論としたいと思っております。 

 ２日目は、午前10時から１日目の総括を私のほうから行いまして、続いて西田センター長より資

源の状況、資源管理目標案及び漁獲シナリオ案の説明を行います。１時間半の昼食の休憩を挟みま
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して、午前中の説明に対する質疑応答を行い、途中30分の休憩を入れ、５時半ぐらいまで議論を進

めていきたいと思います。これはかなり細かな話や今までなかったようなアイデア、概念も入って

おりますので、徹底的に議論していきたいと思っております。皆さんのほうでも、少しでもおかし

いと思ったとか、わからないところがあればご質問いただければと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 ３日目ですが、これも午前10時から、１日目、２日目の議論の総括を私のほうから行わせていた

だきます。続いて、水産庁よりこれからの方向について説明し、さらに、第２回検討会に向けて宿

題となる事項の取りまとめを行いまして、12時を目途に第１回の検討会を終了させていただきたい

と思います。３日目の会議終了後、13時ぐらいを目途に報道関係者向けのブリーフィングも予定し

ております。ご関心のある方はご出席いただければと思います。 

 以上です。 

 今の進め方に従って、早々に議事に入らせていただきます。 

 初に、水産庁の岩本資源管理室長より、新たな資源管理についての説明をお願いいたします。 

【岩本室長】  皆さん、こんにちは。水産庁資源管理推進室長の岩本でございます。 

 お手元の資料４に沿って、まずは水産庁のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１枚目をごらんください。 

 昨年12月に漁業法が70年ぶりに改正されました。改正に当たっての大きな変更点といたしまして

は、新たな資源管理の取り組みというものが挙げられます。漁業を成長産業化していくためには、

基礎となる資源を維持回復し、適切に管理することが必須でございます。このため、資源管理につ

きましては、国際的に見て遜色のない科学的、効果的な消化手法、また、管理方法としていきたい

と考えています。 

 この資源管理の流れをご説明したいと思います。ポイントとなりますのは、右上にございます

「資源管理目標」を設定すること、また、右の中段にあります「漁獲管理規則」を関係者の意見を

聞きながら議論するというところでございます。これに伴いまして、その科学的根拠として、真ん

中の資源評価による新たな科学的知見が研究機関から提示されることとなります。 

 具体的には、まず左上の青の枠、「資源調査」を行うことでございます。漁業者の皆様方からの

漁獲、水揚げ情報の収集、また、調査船による調査、海洋環境と資源変動の関係解明、操業・漁場

環境情報の収集強化を行います。また、行政や、研究機関、漁業者の皆様方の協力によりまして、

資源評価による基礎的な科学的情報の収集を行います。 

 その収集した情報等に基づきまして、矢印のように、真ん中の緑の枠に移ります。緑の枠は「資

源評価」の枠でございます。こちらにつきましては、赤い枠で囲んでおりますとおり、行政機関と

独立して研究機関が実施するということが今回の新しい内容となっています。そこから、資源量だ

けではなく、漁獲の強さや、神戸チャートと書いていますが、資源水準と漁獲圧力につきまして、

ＭＳＹ（ 大持続生産量）を達成する水準と比較した形で、過去から現在までの推移を表示するも

のも示される形になります。 

 また、今後の資源管理のための検討の材料としまして、資源管理目標の案、目標とする資源水準

までの達成期間、毎年の資源量や漁獲量等の推移など、複数の漁獲シナリオ案が提示されることと

なります。これらにつきまして、この検討会をはじめとする場で議論されることとなりますので、

あらかじめ水産庁から発表させていただいています。 
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 続いて、資源評価によって提示されました案を基に、資源管理目標、漁獲管理規則、漁獲シナリ

オをこの資源管理方針に関する検討会を通じまして関係者と一緒に議論していくということでござ

います。 

 資源管理目標としましては、ＭＳＹ（ 大持続生産量）を達成する資源水準の値とあります目標

管理基準値の案。また、乱獲を未然に防止するための値であります限界管理基準値の案とともに、

これらの目標を達成するために、どれくらいの期間で、どのように達成していくかという漁獲シナ

リオを議論していきます。 

 これらにつきまして、この検討会等の場で必要に応じまして複数回説明、検討を行ってまいりま

す。その上で、関係者のご理解が得られた場合には水産政策審議会において諮問をいたしまして、

決定するという形になります。 

 毎年のＴＡＣにつきましては、資源量と決められた漁獲シナリオから研究機関が算定したＡＢＣ

の範囲内で設定いたします。また、ＴＡＣによる管理については、準備が整った区分からＩＱによ

り実施していくという手続を経ていく予定でございます。 

 また、決められたＴＡＣ、ＩＱに基づいて実際に操業することによりまして、操業から得られる

データを収集していただき、資源調査へつなげていきます。このように、時計回りに今後の資源管

理を進めていきたいと考えています。 

 この後に資料の詳細な説明をさせていただきたいと思います。 

 資料のスライド番号４をご覧ください。 

 先ほどから申しております目標管理基準値や限界管理基準値について説明をしたいと思います。 

 現在は、主要な種に対しまして、安定した加入が見込める 低限の親魚資源量をＢlimitと呼ん

で、このＢlimitへの維持、回復を目指した管理をこれまでしてまいりました。その図が「現状」

と書いております左側の図になります。点々で書いてございますＢlimitというものを定めて、そ

れを目指して管理を進めてきたところでございます。 

 これはある魚種の推移を書いていますけれども、このＢlimitを上回った場合、現状ですと、目

指す資源水準がないという状況になります。また、一時的な水温上昇等の環境要因によりまして、

資源量が危険水域まで低下するといった脆弱性も有しております。資源の悪い状態から脱却すると

いうのがこのＢlimitによる資源管理というものでございました。 

 今後は目標管理基準値、また、限界管理基準値を設けまして、これをもとに管理を実施していく

形になります。目標管理基準値、限界管理基準値を設けて資源管理を行う形になりますと、短期的

には漁獲抑制が必要となる場合もあります。一方、長期的には資源量の増加、安定した採捕による

資源の 大限の有効活用が促進されるといったメリットもあると考えています。さらに、長期的な

漁獲量の予測可能性が高まって、漁業者の皆様方の長期的な経営戦略の策定も可能になるのではな

いかと、考えているところでございます。 

 続きまして、スライド番号の５をご覧ください。 

 先ほどから、ＭＳＹ、 大持続生産量ということでご説明をさせていただいていますが、改めて、

このスライドをもって詳細に説明をしたいと思います。 

 四角の中の一つ目の黒ポツでございますけれども、水産資源につきましては、漁獲によって資源

が減少しますと自然の回復力が働いて増加します。その増加量（回復量）は資源量の増大に伴い増

えていくわけですけれども、資源量がある程度以上になると減るという形になります。 
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 この左側の絵ですけれども、横軸に資源量を、縦軸に回復量を示して、漁獲により資源が減少す

ると自然と回復力が働いて増加するというのが、ちょうどこの山型の黒い実線の部分になります。

資源量と回復量の関係のイメージは黒い実線の山型のような形になりまして、この絵を基本に説明

をしますと、縦軸の回復量と同じ量だけ漁獲すれば、資源量がＢのときに、回復量は縦の緑の矢印

の長さになるわけですが、資源量がＢのときには回復する量がＢ´という形になります。このＢ´

で漁獲を続ければ資源量はＢのまま維持されるわけですけれども、このＢ´以上に、点々の緑の両

矢印部分、これだけの部分を漁獲してしまいますと、例えば資源量がＡまで減少しますと、回復力

がＡ´という形になります。また、Ｄの状態ですけれども、資源量がある程度以上多くても回復量

が少ないという形になりまして、資源量がＣのときに も回復量が大きくなります。このＣ´の部

分をＭＳＹと呼んでいます。 

 実際には、海洋環境の変化ですとか、稚魚の生存率または成長など、こういったことに大きく影

響を受けるわけです。近年は統計手法も新たなものがありますし、コンピュータ技術の発展により

まして、このような変化する要因も考慮して、現在の環境下におけるＭＳＹというものが計算でき

るようになりました。欧米では、実際の管理で効果を発揮している状況です。 

 その横、右側に「神戸チャート」というものをお示ししています。先ほど、資源量に加えて、漁

獲の強さも今後示していくということでご説明させていただきましたけれども、ＭＳＹ水準と比べ

て漁獲圧が高いのか低いのか、また、ＭＳＹ水準に比べて資源水準が高いのか低いのかをこのよう

にチャート形式で示したものを神戸チャート、神戸プロットとも呼んでいます。プロットというの

は、例えばＡ年のときに資源の状態がこの点で、５年後はここに移動して、10年後はここの緑の部

分まで移動した。こういった形で「神戸チャート」と言ったり、「神戸プロット」と言ったりして

います。 

 エリアごとに色分けしていますけれども、赤い部分は資源水準がＭＳＹ水準未満で漁獲圧力が過

剰ということで、信号でいう赤い色を当てはめています。逆に、資源量がＭＳＹ水準以上あって漁

獲圧力が適正というものにつきましては緑色のエリアになるということで、それ以外のところを黄

色で示していますのが神戸チャートという形になります。これまで資源量をお示ししたものを、こ

ういった神戸チャートというものを用いて、より資源の状態をわかりやすく、見える化して、皆さ

んの議論の土台にしようと考えています。 

 次のスライド番号６をご覧ください。 

 資源評価から資源管理までの流れを図示しています。 

 初の左上のところでございますけれども、この部分は既に６月12日に公表しています資源管理

目標の案と、このほどの検討会での検討のたたき台となります複数の漁獲シナリオ案につきまして、

水研機構から提示していただいたものを水産庁の方で公表させていただいています。 

 その下にあります周知期間でございますけれども、資料を公表させていただいて、皆さんにも内

容をご理解いただく期間を１カ月程度をめどに設けさせていただいて、その間、発表しました目標

案ですとかシナリオ案について、不明な点があればご説明もするという形でこれまでやってまいり

ました。 

 その下、ここが、今日開催しています資源管理方針に関する検討会というものでございます。資

源の状況と資源管理目標案につきましては、期間中に水研機構の方から取りまとめ結果をご説明さ

せていただく予定にしています。 
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 また、漁獲シナリオ案につきましては、水研機構から提示された複数のシナリオ案があるわけで

ございますけれども、今回提示したシナリオ案につきましては、水研機構が具体的な管理を行って

いくためのたたき台というものに過ぎないということでございまして、漁獲圧が一定の基で計算を

したものをお示ししています。ここでの議論を踏まえながら、実際の漁獲シナリオというものを検

討していただくための 初の出発点、たたき台という形でお示しさせていただいてございますので、

これにつきましてはまた後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 １回目は大体このような議論をさせていただいた後、２回目以降につきましては、数量管理の実

施方法ですとか、そういったことをご議論させていただこうと思っています。 

 この資源管理方針に関する検討会ですけれども、ここに書いていますように複数回開催させてい

ただいて、資源管理目標ですとか漁獲シナリオ案について、関係者のご理解が得られた場合には資

源管理基本方針というものにまとめまして、水産政策審議会の諮問、答申を経て、ここで決定され

る形になります。 

 実際、特定水産資源に指定された場合は、ＴＡＣにつきましては資源量と漁獲シナリオから研究

機関が算定しましたＡＢＣの範囲内で設定されるということになります。 

 赤い枠内に書いております漁獲シナリオについてでございますけれども、今回、水研機構から提

示された漁獲シナリオについては、ある一定の条件で計算したものになります。実際、この検討会

の中でご議論していただく段階におきましては、例えばある資源、この星印が目標管理基準になり

ますが、目標達成までの年数ですとか、あと確率、こういったものを議論していくことになります。 

 ここに三つ例を示してございますけれども、５年で回復、７年で回復、10年で回復というような

形で、これはイメージ図ですけれども、回復する年限をそれぞれ分けた場合、どういった漁獲量に

なるかということも示しています。回復までの期間を長くとれば、それだけ漁獲量は安定的な傾向

になりますけれども、短くとると、一時的にはやはり漁獲量を減らすような形の管理になるという

ことをイメージしていただくということで、お示しさせていただいています。 

 実際の漁獲シナリオについては、こういったものを皆さんとご議論させていただくということで

考えています。 

 残りのスライドにつきましては、また皆さんからご質問等をいただいたときにご説明させていた

だこうと思っています。 

 水産庁からの説明は以上でございます。 

【藤原課長補佐】  それでは、報道関係者の皆様におかれましては、ここまででカメラ撮影を終了し

ていただくようにお願いいたします。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 今、岩本室長の方から説明がありました。予定よりも少し短めの説明でしたけれども、これは多

分、質疑応答の時間をたくさんとってくれているというご理解のもとに、質疑応答に移らせていた

だきたいと思います。今の説明につきまして、大きな方向性ですけれども、質問がありましたらよ

ろしくお願いいたします。 

【参加者】  今ご説明いただいた資料の主要な部分を口頭で解説いただいたと思いますが、その他の

ページについてもよろしいですか。 

 スライドの３番、改正漁業法と漁獲可能量管理の枠組みについてということと、今のご説明の関

係性ということで確認したい点がありまして質問させていただきます。左側の資源管理方針の第１
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１条に、漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準というのがあります。ここの部分

が、先ほどの説明の中で漁獲シナリオ、それから検討会の中でどんな獲り方をするかを検討すると。

これが、その後のページに出てきますスライド番号６の左側のところの第２回会合以降のところで、

水産庁から数量管理の実施や採用した漁獲シナリオを実施する場合の漁業経営への影響に応じた緩

和策等について提示、検討というのは、例えば具体的に、ページ３の漁獲可能量の都道府県及び管

理区分への配分の基準ということを話し合うレベルで、例えば大臣枠と沿岸都道府県枠みたいなこ

との配分の大枠が決まるというような読み方をしていいのでしょうか。 

【岩本室長】  ありがとうございます。 

 スライド番号６をお願いできますか。 

 まず、目標管理基準値をご説明させていただいて、そこにどのように持っていくかという目標値

です。短く設定すると管理を始めた直後は漁獲量が減ってしまう。一方で、もう少し長く設定をし

て目標まで近づけようとすると、急激な変更はないけれども、時間はかかってしまうという形にな

る。この漁獲の管理の仕方を議論するというのが漁獲シナリオの案でございます。 

 スライド番号３のオレンジ色の枠の中にございます資源管理基本方針は、具体的な資源管理の議

論を皆様方と行ったものを書き込む箱のようなものです。その中に、例えば漁獲シナリオの考え方

等を書かせていただくわけですけれども、ブルーで囲っている漁獲可能量の都道府県及び大臣管理

区分への配分の基準等につきましては、大臣管理の部分と都道府県の配分の数量、例えば実績ベー

スでやるだとか、そういったことを書かせていただくものになります。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  今おっしゃられたのは、シナリオという総量を決める話の中で、県と大臣の配分まで

決めるのかという質問と思ってよろしいですか。 

【参加者】  総量を決める段階で、結局、獲り方ですよね。資源回復を５年でいくのか、10年でいく

のかといったときに、この位ずつとりましょうというような話が出たときに、今お話がありました

ように、３番の資源管理方針の枠組みの中に落とし込んで、書き込んでやるというふうに理解して

いるのですが、そのときに、結局、ここで見ますと都道府県と大臣区分という区分の基準、こうい

う考え方で、基準でやりなさいと。例えば実績ベースで、元々のシナリオに応じて今年獲る量がこ

うであったら、これを過去何年間の実績ベースで割り戻して配分するようにしましょうみたいなこ

とがこの中に書かれてくるという理解になるのですか。 

【神谷部長】  要するに、シナリオを決めると、毎年獲れる総量というのが決まってきますよね。そ

れに基づく、さらに一歩進んだ配分の仕方はどこで決めるのか、どこで書き込むのかという質問と

思ってよろしいですよね。 

【参加者】  そうですね。配分を決めるときに、結局、総量が決まった後に配分となったときに、い

ろいろ調整問題というのが出てきますので、元々の配分とどうしてもリンクさせた状態で調整をと

らなければいけないような問題というのが出てくると思います。 

 生物学的にはこうですよ、こうしたいですよというところをしっかり固めてからということはな

かなか難しいので、その細かい議論に今ここで入り込む気はありません。しかし、今後の話だと思

いますが、全体の枠組としてということでいきますと、法律上の決めごととしては、決まってきた

漁獲シナリオに沿って、例えばこんな配分の仕方で考えましょうというような考え方が、ここの部

分、漁獲可能量の配分の基準、要領のような形で書かれるという理解でいいかということです。 
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【岩本室長】  総量自体は漁獲シナリオに基づいてＡＢＣが出て、そこからＴＡＣという形になりま

す。その上で、今度は配分の仕方については、漁獲実績を基本にするのか、他の要件を加味するの

かというものを決めて、資源管理基本方針に盛り込んだものに基づいて配分していくということで

ご理解いただければと思います。 

【参加者】  要するに、ここに書き込むという形になるということですよね。それで、毎年その基本

線が定められて、今年はどうしますというのが隣りの可能量と15条のところに来て、そこは毎年の

調査とかで変更をしながら、調整をしながら出るけれども、大枠としての考え方のようなものがこ

ちらの基本方針の11条、それから都道府県の管理方針14条関係に１段ロケットとして整理されたも

のがあって、その上に毎年の状況を調整しながらという感じの２段構えになるような仕組みである

と。 

 だから、こちらの管理に書き込むというのは結構ベースになるものだから、できるだけぶれない

ようにというようなイメージを持っているというか、そういう理解でよろしいですよね。 

【岩本室長】  基本方針ですので、基本的な考え方をまずここで定めておきます。毎年の漁獲可能量

については、先ほど申しました漁獲シナリオから数字が出てきますので、それに基づいて数量は決

まるということでご理解いただければと思います。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【赤塚課長補佐】  もっとシンプルに言うと、多分、漁獲シナリオもこの資源管理基本方針の中に書

き込むという形になります。漁獲シナリオも書き込みますし、配分の基準も書き込む形になります

し、資源管理目標も書き込む形になります。大事なものは全て資源管理基本方針に書き込むという

ご理解で大丈夫でございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。枠の配分は一番大事なところになりますので、そこは特に県

の方々にとっては一番大事なところだろうと思っております。 

 他にございますか。じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  私は、今、14年ぐらい地域の漁調委（漁業調整委員会）の委員としても活動させてもら

っています。そしてまた、まき網の現場委員としても、30年、水産業に携わってきております。 

 その中で、１ページ目で、資源調査、資源評価、管理目標、もうすばらしい絵が描けています。

ただ、経験上、日本の資源管理、資源評価の大きなデータもとは、やはり水揚げデータであると感

じています。ですので、やはり水揚げデータをしっかり情報収集されないと、しっかりした情報が

取れないと思います。 

 それともう一つが、私たち漁業者は右の漁場に行くか、左の漁場に行くか、今夜は右の漁場がい

いなと思ったら右の漁場の漁獲はあります。ただし、その日は左の漁場には本来いた魚はゼロにな

りますので、いないという数値にしかなりません。その辺が漁業者と研究員との間でしっかりやり

とりができれば、本当に海の姿が見えてくるのではないかなと思います。 

 私も市場の方で地域の県の試験場のスタッフ、そしてまた、九州では西海区（水産研究所）の研

究員の方ともいろいろな話をさせてもらいました。でも、やはり西海区の研究員の方もたまにしか

来ないので、上辺のやりとりはしていますけれども、本当の海の中の情報のやりとりというのはで

きていなかったなと感じております。 

 私は漁業士活動とか青年部活動もやった関係で、県の試験場の職員とは比較的にやりとりをして

きたつもりです。でも、西海区のスタッフと出会うチャンスが少なかった関係で、その機会は少な
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かったのかなと思います。 

 ただ、そう言いながら、やはりこれまでもＴＡＣ自体二十数年になりますけれども、当初は漁獲

実績の８倍から10倍ぐらいの枠、数字から始まって、それでＡＢＣという言葉も途中で出てきまし

た。そして、今は比較的漁獲実績にかなり近い数字で可能量というのがはじかれているようなこの

二十何年だったと思っていますけれども、その中で、漁業者のＴＡＣに対しての意識はまだ本当の

ところまでは来ていないのかなとありますので、本当の海の中の情報が反映されていないのではな

いかなという感想を持っています。 

 ですので、漁業者に、資源評価をして、目標を立てて、これを守ってもらおうと思うのであれば、

やはりこの立てた目標が、ああ、そうやねと感じてもらえるようなものでなければいけないと思い

ます。 

 地元の漁調委の中でも発信させていただきました。来年の漁獲量を当てる人がいたら信じるよと。

でも、来年、再来年の漁獲量を本当に当てられる人はいないよと。去年どうやったというのをしっ

かり言える人はいますよと。残念ながら、それが海の中身じゃないでしょうかということを言いな

がらですね。 

 今の発信は、資源管理については前向きな気持ちではいます。しかし、資源評価の前段にある参

考資料の収集の仕方に対して、もう少し踏み込んでもらいたいなというところに不満があるので、

まずその部分だけ触れさせてもらいます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 非常に大切なところだと思います。これは国の研究機関のこれから改善しないといけない根本的

なところをご指摘いただいたと思っています。 

 というのは、県の試験研究機関ですと、漁業者さんと接する機会が本当に多いと思いますね。一

方で、国のほうになりますと、どうしても統計解析が主体になりますので、上がってきたデータが

100％正しいと思って、それで統計で解析をします。 

 特に、アジやサバというのは、中国とか韓国の人たちとやり合うという、どうしてもそっちの方

に主眼がいっていたので、現場の声がどうなっているのだろうかという酌み取る部分、また、デー

タの取り方も、海の状況はどんどん変化しているのに古いままじゃないのかなとかいう不満が高ま

っているということは、この話を進めるに従って我々も声としていただいています。ですから、そ

こは我々が絶対にもっと改善していかないといけないところだと思っています。 

 詳しくはまた後で、水研センターの方から説明していただけると思いますけれども、とりあえず

西田センター長、まず何かあればお願いいたします。 

【西田センター長】  中央水産研究所の西田と申します。よろしくお願いいたします。 

 ただいまいただいたご指摘はもっともなところがございまして、やはり資源評価の基本は漁獲、

水揚げデータということで、それが根幹にあるということは承知しているところでございます。 

 やはりそこの精度を高めて、精度の高い資源評価に結びつけていくための努力を私たちもしなけ

ればいけないということと、コメントの趣旨はその見方といいますか、それはそもそも操業の選択

といったようなものも含まれたデータではないか。そういうこともきちんと分析すべきではないか

ということかと思います。そこに関しては、私たちも丁寧にデータの背景というものをきちんと把

握して、分析を進められるようにしていきたいと考えています。 

 水産研究所としては、沖合の方の漁業がそこまで行かないようなところのデータとか、あるいは
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稚魚とか、そういう今後の資源に加わってくるものに対してもいろいろと調査をやっているところ

でございまして、そういう漁業に依存しない部分に関してもきちんと調査を進めながら、総合的に

正しい資源評価ができるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【参加者】  少しだけ追加です。今、私たちは九州ですけれども、懸念しているのが、漁獲可能量と

いう話になったとき、過去データに基づく過去３年のあれでという言葉をずっと聞いてきました。

漁獲可能量の配分を委員会で話すときもですね。 

 その中で、今、市場のスタッフの体制が不足し、冷蔵庫が老朽化して力が弱くなって、昔より凍

結できなくなったとか。特に今回、サバなんかは、どちらかといえば冷蔵庫に入る魚ですので、陸

上の状況等でも制限がかかって、漁獲したくても漁獲できなくなるということがあります。今、日

本で言ったら、三陸沖に比較して九州の方がやはりその制限がかかる現象が少し増えているのかな

と思います。そういう中で、やはり漁獲量が自然と減ってきて、過去データのデータ自体が小さく

なっていくのではないかなというのも少し心配しています。その辺もまたいろいろな情報収集の中

でもいろいろな話を聞いていただければ、よりよい情報収集になるのかなと思っています。 

【神谷部長】  データの収集で、行政サイドのほうから少し発言させていただければと思います。 

【船本課長補佐】  まさにおっしゃるとおりで、例えば漁獲量データというものは、皆さんがつぎ込

まれた努力量とか、そういったものに非常に影響を受けます。先ほど西田センター長からもお話が

ありましたけれども、様々な情報を総合して、漁獲量をベースに、今、資源がどういった状態にあ

るかというのを判断していくというふうに資源評価でも努めております。 

 資料の２ページ目に資源評価の説明を示しておりますけれども、その右下の方に、まさに漁業者

からの情報ということで、皆様の前浜の漁模様や操業実態等をぜひ意見交換会やアンケート調査で

教えていただいて、そういったものをぜひ資源評価のほうに反映させていただきたいと思っており

ます。 

 それは皆様との日頃のお付き合いから、水産試験場の方の方がやりやすいとは思いますけれども、

ぜひ水研機構の方々ともこういった意見交換会やアンケート調査というものもやりながら前浜の情

報をお伝えいただいて、それを資源評価の方に反映できるようにさせていただければと思っており

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【神谷部長】  次にございますか。 

【参加者】  ６ページの 初の「資源管理目標案等の公表」の下に、「水産庁から、水研機構が取り

まとめた」とありますけれども、この「水産庁から」というのは、今お話しされていた水揚げデー

タとか、漁獲成績報告書とか、そういったデータを水産庁から水研機構さんの方に渡して、それを

まとめたという理解でよろしいのでしょうか。 

【神谷部長】  今おっしゃっているのは、データの取りまとめ、つまり資源評価に使われたデータは

水産庁から取りまとめて水研機構に送ったということですかね。 

【参加者】  文章が「水産庁から、水研機構が取りまとめた」とありますけれども、この文章は何か

省略されているのかなと思いましてですね。 

【神谷部長】  ごめんなさい、役所の文章はいつもこうなっておりまして、すいません、「水産庁か

ら公表」と読んでもらえればいいです。「水産庁」からずっと３行ぐらいあって、一番下の行で

「等を公表」となっていますが、これは４行あるでしょう。「水産庁から」、①と②と「等を公表」

なので、主語と述語で言うと、「水産庁から①と②を公表」なんです。何を公表したかというと、
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水研機構が取りまとめた①と②を公表しましたということです。 

【参加者】  了解しました。 

【神谷部長】  すいません、気をつけます。 

 次、どうぞ。 

【参加者】  私は３年ほど前に水研機構さんの方で、研究機関向けの新しい資源評価の手法について

の検討会に出させていただきましたが、そのとき、市野川さんだったですかね、ＭＳＹを目指すと

いうのは基本的な考えだけれども、ＭＳＹ水準の近いところ、わりと幅広い資源量水準ぐらいの管

理でもそれなりに良いのではないかという考え方があると紹介をされて、そのような考え方は非常

に良いと思っておりましたが、今回出される資源管理目標は、基本的に、計算で出てきたＭＳＹを

資源管理目標とするのか、それとも、もう少し幅広なＭＳＹ付近の資源量を目標とするのも可とす

るのか、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

【神谷部長】  これはまた後で水研機構から詳しく説明があろうかと思いますが、基本的にはＭＳＹ

の幅があるところを目指すのと管理の概念としてはそう変わっていないと私は思いますけれども、

説明をよろしくお願いします。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 明確にＭＳＹの何％までがオーケーだという感じでは、本来のＭＳＹを目標の考え方とするとこ

ろからは外れてしまうと考えますから、まずこれからご紹介する資料につきましては、ＭＳＹとい

うものを目標管理基準値と基本設定して、解析を行っております。 

【神谷部長】  ただ、目標としてＭＳＹというのは推定するけれども、漁獲圧力のかけ方などは少し

幅をもって行っているという考えでよろしいのかなと私は考えておりました。 

【西田センター長】  今回の資料の示し方として、将来予測で、目標に対してどれぐらいのところに

今いるということが表として見られるような形で提示しておりますので、そういうのを見ながら、

今、ＭＳＹに対してどれぐらいのところにいるのかということから検討材料としていただければと

考えております。 

【神谷部長】  少し納得いかないようですけれども、もう少し待っていただいて、詳しい説明が後半

にありますので、そのときによろしくお願いします。 

 他にございますか。 

【参加者】  何度もすいません、お時間とらせて申しわけないです。 

 スライド６ですけれども、左側の一番下から右側の一番上の枠外のところに「資源管理目標や漁

獲シナリオ等について関係者の理解が得られた場合」という記述がございます。これはもちろん、

そういうことでご配慮いただくことについては大いにありがたいところですが、何をもって理解と

するかという手続的な部分というか、繊細な部分に入り込み過ぎているので申しわけない点もあり

ますが、このあたりがやはり利害の絡む話ですので説明いただければと思います。 

 例えばパブリックコメントのように、一方的に意見は言ったけれども、 終的に国のほうで総合

的に勘案してという形になるのか、具体的な案について、例えば漁業関係の団体ですとか、漁業者

レベルでそれに賛成する、反対するというようなことについての意見調整ですね、そのあたりの十

分な時間や体制みたいなことが確保できるのかというか。 

 このあたりはまだ具体的でないかもしれませんので、あまり踏み込んで追求するような気は全く

ないのですけれども、かなり繊細な問題だと思いますので、いろいろご配慮、検討をいただきたい
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なと思います。 

【岩本室長】  そのあたりはやはり心配されるところだと思いますけれども、少し別の言い方をしま

すと、水産庁が事前に何か準備してシナリオを示すとか、これに基づいてＴＡＣはこうなるという

ことをするのではなく、あくまで、漁業関係者の皆さんや流通加工の方もいらっしゃるこの検討会

の場で、皆さんの意見を総合してというような形になるのではないかと思います。 

 そのために、今回、１回目の会議を行いますけれども、２回、まだ必要であれば３回と回を重ね

ることで徐々に議論を集約化させていきたいというのが大きな流れと考えています。 

【赤塚課長補佐】  少し補足しますと、右の方に一応点々の中で「会合の場以外にも」と書かせてい

ただいています。つまり、この検討会はもちろん重要な場でございますけれども、必ずしもここに

出られない方もいらっしゃるでしょうし、もう少し水産庁の話を内々というか、もう少し理解する

場が欲しいとか、要望に応じて説明や意見交換を実施していきます。先ほどのそういった機会を通

じて、１人でも多くの方々の理解を得られるように我々としても努力していきたいと考えていると

ころでございます。 

【参加者】  今のお話をお伺いしてですが、この検討会自体は任意の希望者ということで招集をかけ

られており、非常に問題意識を持って前向きにという方が自ら申し込みという形になっていると思

います。参集範囲としてどの程度全体をカバーできているかというところがあると思います。 

 また議論自体は、前向きに自分の所属する利害の立場を離れた上で、いかにして水産資源を回復

させていくかという議論として大いにやるべきだと思います。また、その中で、難しい問題もある

けれども、しっかり議論して、自分の利益のみを主張するわけではない独立性のあるような会議の

場というのは必要だと思います。 

 ですが、この中で話し合ったことを基本にしてという風に話が絡んでまいりますと、やはりそれ

ぞれの持ち帰り、関係者の利害ということを背負った立場というのが急にそこで出てくると思いま

す。そうなると、ここでの検討を分析的に進めることと、その後の合意形成に向けてというのは距

離をある程度置くような形というのをいろいろ検討していただいたほうがいいのかなというのが要

望でございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 我々の言わんとするところは、水産政策審議会で 終的に合意が得られるかどうかというのが法

律で求められた公的プロセスです。ですから、そこで決まって初めて決まるわけで、そこに至るま

での事前のあらゆる努力、自主的な努力の一つのあらわれの場として、こういう場を設けています。 

 一方で、特にはじめは大事なので、３日間とか会議をやりましたので、逆に言うと、３日間これ

に来られる方とかは限られると思います。費用の負担もありますし、実際、漁を休んで来られるわ

けですから。 

 そういった意味で、できるだけここで 大限みんなに理解してもらいたいというつもりで一生懸

命やりますけれども、ここで全会一致しないと決まらないというのではなく、水産政策審議会にか

ける前の全体の空気をつくれるのかどうなのか。そのために、今こうやって説明させていただいて

いると理解いただければよろしいのではないかなと思います。そういう答えでよろしいでしょうか。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 逆に、今質問したところが非常に繊細と申し上げたのは、ここでの議論というのはできるだけ活

性化をして、掘り下げた議論というのが必要だと思っています。それが、やはりどうしてもそれぞ
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れの持ち帰りの所属する立場の利害の問題とかいろいろなことが絡んで意見がしにくい状況になっ

てきますと、これは本末転倒で、やはり検討は深めなきゃいけないと思います。 

 ですので、そのあたりの独立性といいましょうか、ここでの意見がどうのということはもちろん

重要ですが、ここで言ったからこれで決まりましたよというような形とは少し違うというあたりを

整理したほうが、この会自体もよりいい方向になるのではないかという思いがあって質問させてい

ただきました。ありがとうございます。すいません。 

【神谷部長】  他にございますか。じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  同じ６ページです。水産庁さんとしては、この左上から右の管理開始までの流れを毎年

回していかれるつもりなのかをお聞きしたいと思います。 

 この左下のところの漁獲シナリオ案を皆さんの形で管理が開始したとして、右側の赤のところで、

５年で回復、７年で回復、10年で回復とありますが、これを毎年回していくとしたら、じゃあ、前

の年につくったシナリオは何なのとなるし、逆に、予期せぬ加入があったり、加入が少なかったり

というようなことが当然あり得ると思いますが、そのあたり、ここの流れをどう回していかれるの

か。場合によっては、そこも含めて柔軟にやっていくということも検討していくのかということを

お願いします。 

【神谷部長】  これは数年に一遍と考えています。シナリオですから、資源がこういうときにＴＡＣ

はこの程度という、一つの計算式に合意しましょうというわけです。ですから、計算式は一遍決め

たら数年に一度見直しをするということです。 

 一方で、その計算式に基づくＴＡＣというのは、資源評価に基づいて、 短でいうと毎年やって

もよろしいですし、また、もう２年か３年まとめたＴＡＣにしてほしいという意見が強いのであれ

ば、そういうやり方もあろうかと思います。 

 ただ、これは科学の話になると思いますが、ＴＡＣを固定する期間が長ければ長いほど不確実性

は増しますので、若干低めの話になるのではないかと思います。 

 いずれにしても、シナリオというのはＴＡＣを決めるための計算式なので、毎年やる必要はない

ですし、一方、ＴＡＣというのは毎年でもシナリオに基づいて設定可能です。その辺もどうしまし

ょうかというのは、これから決めていきましょうということかと思います。 

 何か間違っているところがあればお願いします。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 水研機構の方の、今回提示した資料のベースになっている考え方だけをご紹介しておきますと、

一応５年間でいろいろと設定を見直すことを前提としてこの資料を作成しております。もちろんそ

の辺の扱いに関してはこの会議のマターだとは承知しておりますけれども、基本的には、機構の資

料としてはそういう考え方に基づいているということだけはご紹介しておきたいと思います。あり

がとうございます。 

【神谷部長】  よろしいですか。 

【参加者】  ありがとうございます。いろいろな目標も変わっての 初なので、先ほど福岡県の方も

非常に心配されているように、 初なので、初年度に５年間を考えなさい、来年はしばらくないで

すよというのと、 初のうちは少しなだらかな始め方というのもありなのかなと少し思ったもので

すから。 

 それと、まずこれはサバ類からということで、この後の魚種については理解しておりますけれど



 -17-

も、当然いろいろな魚種によってその考え方が変わってくるかと思いますので、少なくとも今回の

３日間についてはサバ類についてということで考えればよろしいということでいいでしょうか。 

【神谷部長】  対馬暖流系群と東シナ海系群のここの議論に関しては、前提として、計算式は５年ご

とに見直ししようという計算式でやっていて、ただ、ＴＡＣは毎年やるかどうかというのはこれか

ら議論しましょうという認識かと思います。 

 これは大きな考え方なので、議論の過程で「あれ？」と思えば、この場に戻って質問していただ

くことも結構です。今無理に質問する必要もありませんけれども、逆に、気軽に何でも今聞いてい

ただいたほうがその後の議論もわかりやすいかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  説明ありがとうございます。同じ６ページの左側で、今が第１回目の検討会ということ

で、第２回目の会合というのもあると思います。先ほどの説明の中では、加工流通業者等にもきち

んと説明してということになっていたと思うのですが、この検討会の出席者を見ても加工流通業者

はほとんど来ていない。県の方は来ておられますけれども、業者というのは全然来ていないと思い

ます。 

 それと、境港にとりまして、サバ類というのは本当に中心的な重要な魚種でありますし、加工屋

さんもそれによって営業が成り立っているということもありますから、もう少しきちんと参集範囲

を広げてもらって、誰もが聞けるようになればいいなと思うことと、今日の説明を聞きまして、ま

たいろいろと話題が上がって、疑問も出てくるので、十分検討する必要があると思うのですが、第

２回目の会合というのはタイムスケジュール的に言って、どれくらいの間隔をあけて考えておられ

るのか、教えていただければと思います。 

【岩本室長】  まず、関係者の招集の関係でございますけれども、ここは福岡ですが、この場に境港

から加工業者さんとしてなかなか来られないのだけれども、関心があるということで、ご要望をい

ただければ、またこの後にも水産庁、また、水研機構が一緒になってご説明させていただく機会を

設けることは可能だと考えています。 

 また、第２回目以降の時期でございますけれども、この後、水研機構のほうからも目標ですとか

シナリオ案が提示されます。先ほど申しましたように、シナリオ案については一定の条件のもとで

出したものでございますので、皆さんがイメージされるものを今後つくっていくということで、い

ろいろな要望を今回いただいて、もしこの期間中に回答できるものがあれば回答させていただきま

すけれども、例えば計算をし直さなきゃいけないという状況になれば、そういった期間を少しいた

だきたいと考えています。いずれにしましても、いただいた宿題等々を踏まえながら、２回目の開

催については検討しようと思っています。 

 なお、開催するに当たっては、少なくとも３週間ぐらい前には水産庁のほうでホームページに開

催する情報をお知らせした上で、十分な余裕を持って開催しようと思っています。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 まとめますと、今回、資源の評価とかシナリオをいろいろ説明しますので、その中でこんなシナ

リオも追加してみてくれないかとか、例えばこんな前提で考えたらどうなるのかというような宿題

をもらって、それを水研機構さんの方で計算してもらうと。そういったものが準備できるような段

階になって第２回会合を開くということを考えております。計算し直すという言葉は少し表現的に

あれかなと思いますが、宿題をもらって、それに答えられるようになったらまたやりたいなと思っ
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ています。 

 他にございませんか。じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  ３ページについて確認をさせてください。 

 「特定水産資源を定める段階で定めておくもの」と「管理年度ごとに定めるもの」という意味を

もう一度説明していただきたいです。 

【赤塚課長補佐】  まず、左側と右側の関係ですが、右側は毎年の数量です。毎年の数量を出すに当

たっては、まず数量を出すための漁獲のシナリオが決まっていなければいけないし、漁獲シナリオ

を決めるに当たっては管理目標も決めなくてはいけない。また、決まった後の全体の数量の配分も

決めないといけない。これらはそういうＴＡＣについてということでの枠組を説明した表でござい

ますけれども、事前にスタートする段階で決まっていないと毎年回せないと。１回決まったものに

基づいて、毎年毎年、実際のその年のＴＡＣの数量や、県とか大臣管理の配分が決まっていくとい

うのが右側の管理年度に定めるものという形で分けています。 

【参加者】  左側については、一度決めてしまったら、それはあくまでもそのまま進んでいくという

ことですか。 

【赤塚課長補佐】  左の部分は、一度決めて、基本となるものなので、毎年ということではないので

すが、先ほどの説明、例えば水研センターの今の資料としては５年に一度でございますし、ある程

度、何年かに一遍は必要に応じて検討し、必要に応じて変えるものがあれば変えていくという、左

の部分を考えています。 

【参加者】  右の「定めておくもの」というのは、一度決めたらもうそのままということではなくて、

右側については管理年度ごとに決めていきますけれども、左側については管理目標値とか、それは

ＭＳＹですよね。Ｂlimitとか。あとは漁獲可能量を定める基準というのは多分シナリオのことで

すよね。これについても「定めておくもの」と書いているので、サバなんかも 初に決めておいて、

その後はもう動かないとも捉えてしまうのですが、そういうことではないということですね。説明

の内容とこれで、えっと思ってしまいましたが、そういうことですね。 

【赤塚課長補佐】  そのとおりでございます。 

 ちなみに、法律の方も第11条第５項というところで、「農林水産大臣は直近の資源評価、 新の

科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針――先ほどの中身が入ってい

るものでございますけれども――検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するもの」

と法律上も定められているものでございます。おっしゃるとおりでございます。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 それと、すいません、全然別件ですけれども、漁獲管理が始まったときに、漁獲量の規制が行わ

れた場合、獲りに行こうとしてもとれなかった状況になった場合ですね。例えばきちんとした漁獲

量はあるけれども、獲らない状態が起きた状況の中のきちんとした資源の評価については、例えば

マグロについてはどうやって計算するのですかと言ったら、これから少し考えますみたいな話もし

ていましたけれども、その辺の沿岸魚種についてはどのように計算していくかというのは、既にこ

の時点できちんとやり方は持っていると考えていいのでしょうか。 

【西田センター長】  操業効率のデータというのを漁業種類ごとに見ていくということは一つアプロ

ーチとしてあると思いますし、それから、そういう漁業に依存しない調査船のデータなどを活用し

ていくことも考えられると思います。 
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 ただ、やはりベースになるのは漁獲尾数のデータであることには間違いがないので、やはりそこ

が変質するということになれば、そこをもっときちんと影響を分析していくことはやっておかなけ

ればいけないと認識しています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 他、ございますか。どうぞ。 

【参加者】  限界管理基準値についてですけれども、今回の資料を見ますと、ゴマサバ、マサバとも

にＭＳＹの60％で提案されておられるようです。これはもう基本は60％で提案されていくのか、そ

れとも個々の資源の状態を見て検討するということでしょうか。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 個別のお話、ここの部分の分析の考え方についての話はまたご紹介いたしますけれども、まず今

のご質問についてお答えしておくとするならば、私たち水研機構としても、日本周辺の水産資源の

特性に対応して広く適用することが可能な管理基準値、あるいは漁獲管理規則というものを検討し

てまいりました。 

 それで、管理開始直後のＡＢＣ、生物学的な漁獲量が急に変化するとか、急減してしまうとか、

そういうことを回避しつつ、かつ、持続的な資源利用というものも確保するための漁獲管理規則と

セットとなる限界管理基準値と禁漁水準として、特に限界管理基準値についてはＭＳＹの60％が得

られる親魚量、子供を生み出す親魚の量ですが、親魚量というものがすぐれていると。 

 ちなみに、禁漁水準については、ＭＳＹの10％が得られる、裏返して言えば90％を失ってしまう

ような親魚量というのが一つの基準としてよいだろうと判断しまして、これらを基本として設定し

たという経緯でございます。 

 もちろん、これらの基本という考え方よりも適切と考えられるような基準値があれば、それらを

選択提示することとしていますし、例えば今回先行して検討した魚種系群の中では、スケトウダラ

太平洋系群は、基本の考え方というよりは資源の特性を考慮した提案をしているということでござ

います。 

【神谷部長】  ありがとうございます。大体、出尽くしましたか。 

 では、予定よりも30分早いですけれども、今から休憩して、３時に再開ということでよろしいで

すかね。午後３時からは資源の細かな話を西田センター長、よろしくお願いいたします。 

 じゃあ、３時再開ということでお願いいたします。 

（ 休  憩 ） 

【神谷部長】  それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。 

 今度は資源の話でございます。西田センター長から、資源評価に係る基本的事項についての説明

をお願いいたします。よろしくお願いします。 

【西田センター長】  水産研究・教育機構の中央水産研究所で資源研究センター長を務めております

西田と申します。よろしくお願いいたします。 

 私からのスライドに入る前に、先ほどの資料４の２ページ、資源評価はどのように行うのかとい

う紙をもう一度見ていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。真ん中のところにオレン

ジで「資源評価」、情報を基に解析と。その情報というのは、左側からの資源調査、漁業からの情

報、それから、右側からの調査船調査からの情報やその他の情報といったものを総合的に分析して
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資源評価を行っています。 

 これまでに「資源量」あるいは「加入量」「親魚量」と、既に専門用語が三つ出てきたわけです

ね。専門用語の資源量、加入量、親魚量というのは私の説明でも頻繁に出てくる言葉でございます。

それに関しましては、同じ資料４の13枚目に「（参考）資源量・加入量・親魚量について」という

解説がございます。 

 ここで、先にこの用語について説明をさせていただきます。もちろん、資源評価をよくご存じの

方はよくご存じのこととは思いますけれども、改めてご説明させていただきます。 

 「資源量」といいますのは、ある年における水産資源の漁獲対象となる総重量ということです。

これは資源評価の結果、導き出されます年齢別の資源尾数というものに年齢別の体重を掛けて年齢

別の資源量というのを算出した後、それを合計することで資源量というものを推定しているわけで

す。 

 「加入量」につきましては、毎年新たに漁獲対象に加わる量ということで、通常は尾数で表記し

ています。 

 「親魚量」といいますのは、その加入量を生み出す親の量です。これは年齢別の資源量というの

を算出しているわけですけれども、これに成熟年齢と年齢別の成熟割合というものを掛けて、資源

量のうち、どれだけが親魚量になるかということを推定して求めているというものです。 

 特に、この加入量とそれを生み出す親魚量の関係というのが、今日、「再生産関係」という言い

方でよく出てまいります。この言葉について、まずご承知をいただきたいと思います。 

 そして、もう一度資料の２ページに戻っていただけますでしょうか。 

 これまでの資源評価では、今申し上げた資源量、加入量、親魚量といった資源はどれだけいるか、

また、子供を生み出す親の魚はどれぐらいいるかといった量をもとに、現在の資源の状況がどれぐ

らいの水準にあって、近年どういう動向、推移を示してきたかということを判断しているわけです。 

 その上で、また資源が年々減ってくる、あるいは新しく加入してくるといったようなことを考慮

して、資源の動きと、それから漁獲の強さ、各年齢に対してどういう漁獲の強さがかかってきたか

らこの資源は年々このように変動してきたということを推定しています。また、親魚量と、それか

ら生み出される加入量の関係、再生産関係というものを推定しています。この漁獲の強さと再生産

関係をもとに、将来の予測を行って、これまで生物学的許容漁獲量を算定するための根拠としてき

たと。これまでの資源評価はそういう流れだったわけです。 

 今日これからご紹介するスライドは、新たな内容というところになります。 

 一つ目は、資源管理目標案の算定というのを行いました。それは、一つは目標管理基準値案であ

り、限界管理基準値案。それから、資源状態の判断をするのに資源の状態と漁獲の強さを併せて一

つの図で見せるものを作成しました。これが先ほどからもご紹介があった神戸プロット、神戸チャ

ートというものでございます。その上で、神戸プロット、あるいはいろいろ導き出された資源評価

の結果をもとに漁獲シナリオ案というものを提示するという流れになっています。 

 それでは、水研機構からの提出資料についての説明を始めさせていただきます。 

 まず、資料５－１から６というものを本日配付いたしました。５－１が、これからこのスクリー

ンでご紹介する発表資料になります。 

 そして、資料５－２は、マサバ対馬暖流系群について今回いろいろ検討した結果に関してのダイ

ジェスト版、簡易版になります。 
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 資料５－３が、同じくゴマサバ東シナ海系群の資料になります。 

 資料５－４は、こういう分析に当たっての基本的な考え方を水研機構としてまとめた、漁獲管理

規則及びＡＢＣ算定のための基本指針というものになっています。 

 そして、幾つかの専門用語に関しては、同じ資料の 後の方に用語集としてとじています。 

 今回、私たちが分析した内容の基本的な分析を行ったデータは、昨年度実施した資源評価の結果

に基づいて今回の新たな分析を行い、資料を作成しています。その昨年度の資源評価報告に関する

ダイジェスト版について、マサバ対馬暖流系群とゴマサバ東シナ海両系群の資料を資料５－５とし

てとじています。 

 先ほど、簡易版、ダイジェスト版と名付けましたけれども、その基になる、ある程度専門的な用

語も散りばめている解析結果、本来の研究機関としての解析した結果、検討した結果についての資

料というのが資料５－６の詳細版になります。ですから、まず詳細版を作成した上で、その幾つか

の図表をダイジェストにまとめたものがダイジェスト版になり、さらに、これだけでは新しい部分

だけなので、多少分布とか、これまでの漁獲量の推移とか、そういう資源評価の基本的なデータも

併せて、もっと簡単な形で示したものが簡易版という整理になっていますので、ご承知おきくださ

い。 

 そして、資料５－２から５－４及び５－６につきましては、このサイトに掲示をしています。こ

れは、６月12日に研究機関会議――研究機関会議は４月に開催され、そこで詳細版を作成している

わけですが、それをはじめ、ダイジェスト版、簡易版といった資料についてはこのアドレスに掲示

をしています。また、そもそもそのベースになっているデータの部分、平成30年度の資源評価結果

に関する各種データについては、こちらのページに掲載をしてございますので、ごらんいただけれ

ば幸いに存じます。 

 今回、作成した資料内容の主要項目になります。 

 まずは、資源状態についての目標を導入するということです。ここで目標ですけれども、平均的

に 大の漁獲量が得られるＭＳＹ水準の状態を目標と定めて、そのときの親魚量を算定し、目標管

理基準値として提案するということ。また、目標管理基準値への回復、あるいは資源が急落してし

まうことを防ぐという観点から限界管理基準値案というものも提案しています。 

 それから２番目としては、資源状態についての新しい表示方法を導入しました。ＭＳＹ水準での

親魚量、漁獲圧を基準として、現状での親魚量が多い、あるいは少ない、現状での漁獲圧がＭＳＹ

水準に比べて強い、あるいは弱いということが一目でわかる神戸プロット、神戸チャートというも

のを提示しています。 

 それから、漁獲シナリオについての検討材料を提示するということで、漁獲管理規則を提案し、

その下での将来予測を行い、ＭＳＹ水準を維持、あるいはＭＳＹ水準に到達する確率などを図表で

提示するという内容が今回の資料の主要項目ということになります。 

 まず、資源状態についての目標の導入ということですけれども、ここで再生産関係というものが

出てきます。 

 まず、親が増えると、どのくらい子が増えるかということを資源ごとに推定します。 

 このグラフは横軸が親魚量、縦軸がそこから生み出された加入尾数を示します。それぞれの丸が

各年におけるその関係を示します。「1980」と書いているのは、1980年にはこの位置にあったとい

うことでございます。 
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 今の説明はここにも文章で書いていますけれども、子を生み出す親魚量と、生み出されて新たに

資源に加わる子の尾数、加入尾数の対応関係を過去の各年についてそれぞれの白丸で示しています。

このような親魚量とそこから生み出される子、加入尾数との関係に対して、このように青線で示し

たような親魚量から期待される加入尾数の平均的な加入の関係はここの線にあるとして、さらに加

入尾数が各年において変動している、上下にばらつくと考えます。 

 親魚量が多くなって資源密度が高くなると、加入尾数の増加が抑えられることによって、将来予

測において資源が無限に増えるということにはならなくなります。将来予測に当たっては、平均的

な加入尾数だけではなくて、平均値からどれくらいばらつくかというばらつきの大きさも考慮しま

す。このように、資源の変動に再生産関係というものを適用することは、国際的に行われています。 

 次に、漁獲の強さをいろいろ変えたときに、親魚量と漁獲量がどれくらい増えるかを再生産関係

に基づいて予測するということを行います。シミュレーションの分析を行うということです。 

 模式的に三つの図を示しています。 

 左の図は、親魚量が少ない状態に抑えられた結果、生み出される加入量が少なく、漁獲量が多く

ならない状態を示します。右の図は、親魚量が多過ぎることで加入が抑えられた結果として、漁獲

が多くならない状態を示します。真ん中の図は、資源的には右ほど多くはないのですけれども、そ

こから加入がある意味効率的に入ってくるという状態になることによって、結果、漁獲量としては

平均的に 大のものが得られる。これをＭＳＹ水準と考えるということです。 

 このような長期的な将来予測を漁獲の強さを変化させて網羅的に実施して、平均的に 大となる

漁獲量とそれに対応した、つまり平均漁獲量を 大化する漁獲の強さというものを探索しました。 

 そのような解析をずっとたくさんやっていきますと、このような平均親魚量と平均漁獲量の関係

が導き出されます。 

 説明としては繰り返しになってしまいますけれども、資源が減ると新たな加入も減ってしまい、

漁獲が急激に減ってしまう。資源が多くなり過ぎて、新たな加入が抑えられてしまうことによって

平均的な漁獲量が減る。右側はそういう状況。それぞれの資源の再生産関係に基づいて分析をする

と、このように 大の平均漁獲量が得られるところがある。ここが目指すべき目標になると考えて

いる。これが も持続的に生産が得られる状態、ＭＳＹということになるわけです。 

 漁獲の強さを変化させてこのように網羅的に分析することで、このような漁獲量曲線が推定され

て、こういうものが資源ごとに得られるということでございます。 

 ここで、管理基準値の考え方についてもこの図の中であわせて示しました。 

 先ほどの質疑の中にもございましたけれども、目標管理基準値案については、やはりＭＳＹを目

指すということがまずあって、その上で、管理の目標、これからどう管理していくかということが

このステークホルダー会議（資源管理方針に関する検討会）の中で議論されていくと考えます。 

 一方、限界管理基準値や禁漁水準というものに関しては、私どもとしては日本周辺の漁業資源に

広く利用できるような基準値の考え方というもの、漁獲管理規則はこの後ご説明する内容になりま

すけれども、それとセットでいろいろと分析をした結果、この限界管理基準値の案としてはＭＳＹ

の60％が得られる、逆に言うと40％を失ってしまう、そういう状態を限界管理基準値案として提案

するということにいたしました。また、ＭＳＹの10％しか得られない、裏返せば90％を失ってしま

うような状態というのは、もう漁獲を加えるのは適当ではない禁漁水準というふうに提案している

ところでございます。 
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 続いて、資源状態についての新しい表示方法を導入ということです。これは先ほどご紹介があっ

た内容ですが、改めてご説明します。 

 この一つの色分けした図の中で、目標とすべき資源水準と目標を達成するための漁獲の強さとい

うものを基準にして、この二つの軸を使って資源状態を評価するもの、これが神戸プロットという

ものです。国際漁業管理機関などで行われる資源評価ではポピュラーというか、よく使われている

資源の表示の仕方だと認識しています。 

 この横軸が親魚量の水準で、ここが目標管理基準値になります。縦軸が漁獲の強さで、ＭＳＹを

達成する漁獲の強さになります。それを基準としたときの色分けだということになります。左側は、

親魚量が少なく、漁獲の強さもこの基準に照らしてみると強過ぎる状態。ここは、親魚量は少ない

けれども、漁獲の強さとしては基準よりは強くない、将来的には目標水準以上に回復が期待される

水準というところになります。ここは、親魚量は多いですけれども、漁獲の強さとしては基準より

上であり、将来的には目標水準以下に親魚量が低下するおそれがあるというゾーンになります。こ

こは、親魚量も漁獲の強さも適切な状況です。 

 そうすると、例えばですけれども、こういうところにあった資源が漁獲の強さが非常に高まって

きたことによってこういうところに移行し、漁獲が強い状態が続くことで資源が減ってきてこうい

う状況に移行し、これはよくないということになり、漁獲の強さを下げるとこういうところになり、

その結果、こういうところへの回復を目指すと。漁獲の強さの調整が可能であれば、このように反

時計回りのような動きをすることが期待されるということも併せて示しているという図になります。 

 明日からの議論になるのかと思いますけれども、先に今回の対象であるマサバ対馬暖流系群とゴ

マサバ東シナ海系群に関しては、まずこの神戸プロット、神戸チャートというものを今日のうちに

ご紹介をしておきたいと思います。 

 今ご説明しましたが、横軸は親魚量のＭＳＹを達成する水準に対する比率ということですから、

こちらはそれよりも多い状態で、こちら側はそれを下回る状態。縦のほうは漁獲圧の比ということ

で、ＭＳＹを達成する漁獲の強さに対して、その年々の漁獲の強さがどれぐらいだったかというこ

とを示します。こちらは基準に照らして考えれば、やや漁獲が強い状態で、こちらはそれを下回る

状態ということになります。 

 マサバ対馬暖流系群についてご紹介しますと、本系群の漁獲圧というのは1980年代にはＭＳＹ水

準にあったわけですけれども、1990年代から上昇しました。親魚量は、ＭＳＹ水準から2000年代に

は限界管理基準値周辺まで減少したと。直近５年、2013年から2017年の漁獲圧というのは低下傾向

で、親魚量は緩やかに増えていると。2017年の親魚量として見ますと、限界管理基準値より多く、

目標管理基準値より少ない。このような神戸チャート、神戸プロットということになります。 

 続きまして、ゴマサバ東シナ海系群です。本系群の漁獲圧というのは、過去26年間のうちの24年

においては 大持続生産量を実現する漁獲圧を上回っていたと判断されます。現状の親魚量、2017

年は目標管理基準値、限界管理基準値を下回るけれども、禁漁水準は上回るという判断をしていま

す。 

 ここからは漁獲シナリオについての検討材料提示というところで、明日の後半のところの話にな

るのかと思いますけれども、まず基本的な説明ということで、この中で説明をさせていただきます。 

 漁獲管理規則の提案というのは、将来どのような漁獲の強さで漁獲すべきかを予め決めたルール

ということです。 
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 私たちが提示しているのは、一つにはＭＳＹを達成する漁獲の強さというものがございます。ま

ず、Ｆmsyというのは、ＭＳＹを達成する漁獲圧ということになります。そして、限界管理基準値

上においては漁獲圧をＦMSYから引き下げる。これを幾つかのパターンについて図表で示して整理

しているのが今回の資料になります。 

 このβＦmsyから限界管理基準値を下回る状態では資源状況は悪い、やはり目標への回復を急ぐ

必要があるし、より悪い状態に落とし込まないようにする必要がありますから、βＦmsyという基

準となる漁獲の強さから、さらに資源の状態に合わせて引き下げるという漁獲管理規則を提案して

おります。 

 このような漁獲管理規則、先ほど管理基準値案の説明のところでもしましたけれども、管理基準

値案と漁獲管理規則の案をセットでこれまで検討をしてきたところです。 

 そのためのどういう分析をしましたかというところの補足的な説明をさせていただきます。10年

後に50％以上の確率で目標管理基準値を上回るなどの目的を達成し、かつ、限界管理基準値を下回

る確率をできるだけ小さくする、日本周辺の漁業資源に広く利用可能な漁獲管理規則案というもの

を検討してきました。加入のばらつきなどを考慮した７種類の設定のもとで、幾つかの漁獲管理規

則による資源の将来予測を比較したところ、今回提案している新しい漁獲管理規則、β＝0.8のパ

ターンだったら、概ね10年で50％の確率でＭＳＹ水準に回復するということを示しております。 

 ちなみに、日本のこれまでのＡＢＣ算定規則というのは、冒頭にご紹介があったかと思いますけ

れども、基本的に限界管理基準値というものは設定していて、それを上回ったところで目標という

ものが明確ではなかったので、そこからはいろいろと現状の漁獲圧や、いろいろな基準値を用いて

ＡＢＣを算定していたと。これまでのＡＢＣ算定規則であると、なかなかＭＳＹ水準への回復とい

う観点からすると、そのようなものになっていなかった。 

 アメリカ型の規則というのは、ある程度資源を保全的に利用するということが強いので、短期的

には結構許容される漁獲量みたいなのを抑えるようなことが働きます。ただ、長期的には、資源の

回復という意味では非常に性能がよい規則かと思います。 

 一方、私たちがこのたび提案している規則というのは、こっちの左側はβ＝１で、右がβ＝0.8

ですけれども、縦軸の親魚量がＭＳＹ水準を超える確率ということでここが50％ということになり

ますが、β＝0.8であれば、いろいろ条件設定を変えても、10年ぐらいでＭＳＹ水準に回復すると

いうようなことを確かめていると分析を進めてきたところです。そういう漁獲管理規則のもとでの

漁獲圧を調整して、確率的な将来予測を実施したというのが今回、資料の図表でお示ししているも

のになります。 

 β、ＭＳＹを達成する漁獲圧から引き下げる係数に対応した目標基準値の達成確率、あるいは限

界管理基準値案を下回るリスクというものを提示して、いろいろとご議論をいただきたいと考えて

いるところです。 

 一応、この場での説明はまずはここまでとさせていただきますけれども、ここまでの説明内容と

しては、資料の主要項目についてざっと一連の流れをご説明申し上げました。 

 初は、資源状態についての目標を導入しましたということで、まず適用する再生産関係を推定

して、それに基づいて管理基準値というものを提案しています。 

 続いて、資源状態についての新しい表示方法というものを導入したと。これが神戸プロット、神

戸チャートというものになります。 
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 漁獲シナリオについての検討材料を提示するために漁獲管理規則を提案し、ＭＳＹ水準を維持、

あるいはＭＳＹ水準に到達する確率というものを表あるいはグラフで示しています。 

 本会議で説明する資料というのは、これからの資源利用の考え方や漁獲シナリオ検討のための材

料として提示するために検討、作成してきたものです。今後、本会議の議論の結果として提示され

た漁獲シナリオ等の考え方により、さらに試算を行うことができますということで、 初にここま

でを基本説明とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

【神谷部長】  ありがとうございます。一生懸命作っていただいたのですけれども、なかなか理解も

難しいと思います。 

 すいません、私の方から先に口火の質問をさせていただきたいのですけれども、10ページの表で

すね。ここで少し皆さんが誤解されるのではないかなと思っていますけれども、これは縦軸が漁獲

の強さ、つまり漁獲死亡係数。あくまでも係数ですから、このβＦmsyとあるところが限界と目標

からずっと横に平行になっていますよね。これはあくまでも漁獲の強さであって、漁獲量を示すも

のではないのですよね。資源が増えたら漁獲の圧力が一緒でも漁獲量は増えるという認識でよろし

いですよね。 

【西田センター長】  はい、そのとおりです。これは漁獲の係数ということで、資源量が多ければ、

同じ漁獲係数がかかっていても漁獲量は多くなることなので、こちらに行けば行くほど資源として

は多い状態ですから、同じ漁獲の強さであっても得られる漁獲量は多くなる。 

 この規則の考え方としては、やはり限界基準値を下回るような資源の状態になってきたら当然そ

こから生み出される子の量も減っているので、そこはやはり回復を早める必要があるということで、

漁獲の強さをその分弱めましょう、限界より上では漁獲の強さ自体は一定で行きましょうという考

えになります。 

【神谷部長】  私ばかり質問して申しわけないのですけれども、これを例えばマサバとかに当てはめ

て、こういうふうにやったら資源量のとき漁獲可能量がどんなふうになりますという図も作成可能

になるわけですね。 

【西田センター長】  漁獲量がどれぐらいになるかというそれは、資源量に対して描けるということ

です。 

【神谷部長】  今回、こういった図というのは入っていますか。それとも、またこれから先の話にな

りますか。 

【西田センター長】  初に一連の基本的なところをご説明しましたが、各個別の資源に関しての詳

しい説明はこの次に続くことになっておりまして、その中で、個別の資源ごとにそれぞれの漁獲の

強さごとの将来の漁獲量、あるいは基準値を上回る確率といったものも一覧表にしています。 

【神谷部長】  わかりました。ありがとうございます。 

 それではご質問があれば。少し理念的な話なので難しいかと思いますが。 

【参加者】  親魚量の比ですか。これはどういうふうに求めるのですか。私の記憶だと、西海区研究

所が方眼紙でサイズを測っていますよね。ああいう感じで親魚量は比率を出すのですか。 

【西田センター長】  親魚量というのは、その年齢の魚がどれぐらい成熟しているかということをま

ず調査によって求めます。その比率を年齢別、例えば１歳の…… 

【参加者】  年齢は大きさでわかるのですか。年齢はどうやってわかるのですか。 

【西田センター長】  基本的には体長といいますか、体サイズ。それで、東シナ海の資源の場合です
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と、銘柄別の入り数といいますか、漁獲箱数といいますか、そういうものが整備されていますから、

そういうもので大体どれぐらいのサイズがこれぐらい漁獲されたという情報が揃います。それをベ

ースにした資源計算というのを行って、年齢別の資源量というものを推定しているわけです。 

 例えば、マサバの対馬系であれば１歳で65％ぐらいが成熟するということがわかっていますから、

その６５％を年齢別の資源量、この場合は１歳の資源量に掛ければ、１歳としての親魚量というも

のが求まると。これを各年齢で求めていけば、資源全体としての親魚量というものが求まることに

なります。 

【参加者】  しかし、基本的に小さいのは獲らないとしているでしょう。そこで絶対的なものが――

絶対的ではないのでしょうけれども、統計は当てになるのですか。基本的に小さいのは獲らないで

しょう。 

【西田センター長】  そういうことも含めて、まずある年の、ある年齢のときの漁獲尾数というのが

得られるわけですね。獲り控えられた効果というのは、要するに、獲り控えられた分は翌年生き残

っているわけですよね。例えば１歳の魚で漁獲尾数を押さえたら、２歳の段階でも漁獲尾数が押さ

えられるわけですよね。そうすると、そこで獲り控えられた分というのがわかるし、またそこで獲

られなかった分は３歳のときの漁獲尾数というのがデータとして得られます。つまり、一つのある

年に生まれたものが、ゼロ歳のときの漁獲尾数、１歳のときの漁獲尾数、２歳のときの漁獲尾数、

３歳のときの漁獲尾数というふうに、年々漁獲尾数のデータというのが得られます。その変化を分

析することによって、そもそもどれぐらいということで、いろいろ取り組まれている効果というの

はその年だけではなくて、年々のそういうモニタリングの中から、ある意味逆算的に求まってくる

という評価をしています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 もう１個、今後、ＩＱで漁獲が規制されるとしたら、この神戸チャートはもうあてにならないの

ですか。漁獲圧が決定しているので、データ的にどうなのかと思って。 

【西田センター長】  もちろん、加入尾数というのはある意味まだ漁獲を経ない段階で年々変動する

ものですから、そういうものをきちんと評価していくということがあると思いますし、今のご指摘

は、むしろ資源評価のデータの作り方というところ、神戸チャートよりも前の段階の資源評価の仕

方のところだと思います。 

 つまり、そういうふうに、既に漁獲量とか、そういうものが制限されている中で、それをどう評

価するかというところかと思いまが、それに関してはやはり資源評価の中で工夫する必要はあると

考えていまして、例えば漁獲効率のデータを使うとか、あるいは体長組成のデータをもっと活用す

るとか、あるいは漁業のデータに依存しない調査船調査のデータを活用するとか、そういう方策を

考えていくということになります。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 多分、資料の４の14ページを見てもらえれば、概念としては、こういう棒グラフを毎年作ってい

きますよね。それを何年も作ることで一つの方向性を見出そうというやり方です。このやり方とい

うのは、世界中でやられている同じ資源評価の方法と思います。正確かどうかというのはデータの

種類によっていろいろ違うでしょうけれども、やり方としてはこういう方法でやりますということ

だと思います。 
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 次にご質問のある方。  

【参加者】  一つは魚の資源ですが、漁獲圧が資源に与えるインパクトというのは、無いときとどれ

ぐらいのウエートを占めるのかということが一つ。 

 それから、山陰で境港に水揚げしますが、毎年獲れるサバがほぼ同じ型です。おっしゃるように、

１歳で65％が成熟するとなると、もう少し大きいのが混ざってもいいと思います。ゼロとは言いま

せんが、毎年来ても同じ型の250グラムとか300グラムぐらいのサバが獲れます。これはどう考えた

らよろしいですか。 

 その２点をお願いします。 

【西田センター長】  すいません、さっき65％と申し上げましたけれども、マサバ対馬暖流系群の成

熟は１歳で60％です。まずそこを訂正させていただきます。２歳で85％、３歳以上が100％となっ

ております。すいません、65というのは間違いです。失礼しました。 

 それで、同じようなサイズが獲れるというところに関しては、マサバ対馬暖流系に関して言いま

すと、漁獲尾数として得られるデータというのはかなりの部分がゼロ歳と１歳で構成されている状

況にはなっています。ですから、漁獲の主体自体がもうそういうことでずっと経緯しているという

ことになっています。ただ、さらに２歳以上の漁獲尾数というのも得られていますから、そういう

のを考慮して、資源評価としては行っています。ですから、多少資源の主体が若齢に固まっている

といいますか、どちらかというとバランスがそちらにあるのは、このマサバ対馬暖流系群の資源を

捉える一つの特徴ではないかなと思います。それに対して高齢魚はかなり尾数的には減っているの

で、そういう意味では漁獲の現場ではちょっと見えづらいところがあるのかなとは思っています。 

 ただ、資源評価としては漁獲尾数だけを用いているのではなくて、大中型まき網さんのデータに

基づく年齢ごとの資源量指数、漁業からの漁獲効率のようなデータですかね、そういうものを分析

していますから、単純に漁獲尾数として出てこないから資源がいないというような評価にはなって

いないということです。 

 マサバ対馬暖流系群の場合ですと、係数で、割合の数字ではないということにはご注意いただき

たいのですけれども、自然死亡係数という漁獲以外の死亡の要因による係数としては年間0.4と仮

定していまして、一方でＦ、漁獲圧に関しましては、2014年から2017年ぐらいを見てみますと、

0.55から0.98と幅はありますが、そういう状況で推移している。ということは、漁獲以外の要因で

の死亡の強さよりは、多少漁獲による死亡の強さの方がまさっているというような状況になる。漁

獲圧自体が年々変動するので、単純に何倍という説明はできませんが、漁獲以外の死亡要因よりは

やや高い状態になるということになります。 

【参加者】  今の説明ですが、私はさっき小さいサバがずっととれると言いましたが、これは同じ比

率で大きくなっていくのではないのですか。だとするなら、混ざってもいいはずですよね。小さい

のがいれば、次は何本か生き延びて、大きいのが出現する、大きく成長していくことになると、必

ず混ざってもいいはずですが、それが全然混ざらないというのはどういうことですか。 

【西田センター長】  それはつまり、漁獲の強さのかかり方が年齢ごとで違っていて、やはり高齢魚

になると多少獲りづらいとか…… 

【参加者】  そんなことはありません。同じようなやり方でやっていまして、同じ群れにいるはずだ

と私は思っておりますが、小さい分だけ獲っているのですかね。それが一つ。 

 それから、先ほど説明していただいた自然死亡と漁獲圧の関係ですけれども、そうするとここで、
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じゃあどうして卓越年級群というのが出るの？ というのが疑問になりますが、それはいかがでし

ょうか。 

【西田センター長】  太平洋ほどではないですけれども、卓越年級群、その年々の海洋環境の影響を

受けて生き残りがいい年、つまり親魚のわりに子供の生き残りがよい年というのが出現して、それ

が当面の漁獲を支えるということはあります。それは、その年々の生き残りの環境の違いがそうい

うことにきいてくると考えています。 

【参加者】  要はそこを言っているのですよ。自然死亡が0.4と言われた中で卓越が出るということ

は、漁獲圧力よりか自然死亡が下がったというのは、そうすると漁獲圧力の比率が少なくなるでは

ないでしょうか。 

【西田センター長】  自然死亡というのは、まずゼロ歳魚で加入してきた後の年齢の進行に伴う死亡

のところですね。 

 では先に、資料５－５、平成30年度資源評価報告書ダイジェスト版の２ページをごらんください。 

 ここに四つグラフがございます。その右上に親魚量と再生産成功率というものを描いたグラフが

ございます。再生産成功率といいますのは、加入尾数を生み出した親魚量で割ったものということ

になります。つまり、親魚量のわりに加入が良かった年ということになります。これを見ますと、

この再生産成功率というのは結構年変動が大きい。太平洋に比べると安定した資源だとは認識して

いますけれども、それでも再生産成功率というのは変動する。 

 ここの部分に関しましては、これはまだ人の手がかかっていないところといいますか、まずは生

まれてきたところの話、新しく資源に加わってきたところの話です。そこから先に、自然に死亡す

る部分と漁獲がかかる部分があるということになります。 

 だから、 初のところはまだ自然死亡はかかっていない状態で加入が変動しているということに

なります。 

【参加者】  つまり、漁獲圧によって資源は100％管理できるという話ですか。 

【西田センター長】  まずは海洋環境の変動で加入尾数が変動する。先ほど加入のばらつきと申し上

げましたけれども、それはきちんと考慮した上で、漁獲圧の強さがどれぐらい資源に影響を与えて

いるかを分析した上で、次の議論といいますか、資源の利用の仕方を考えていくということ。その

基本的な材料を今回ご用意したということになります。 

【神谷部長】  まだ腑に落ちないでしょうけれども、まだ議論は続きますので、まだまだ質問のチャ

ンスはあろうかと思います。これ以降も舌鋒鋭い質問を期待しておりますので、よろしくお願いし

ます。 

【参加者】  先ほどの質問とも少し関係が出てきたかなと思いますが、スライドの４番、資源状態に

ついての目標の導入①のところで、親魚資源量と加入尾数の関係の相関図というか、これは単純に

一次式で考えてみてもやはりかなりばらつきが多いと思います。これはまさに環境の影響とか初期

減耗ということでものすごくばらつきが大きくなるというか、元々そういう生物特性があることな

ので、仕方がない自然現象として考えるべきところですが、加入尾数というところは、何をもって

加入尾数にしているかというところをまず少し確認したいのですが、これはコホート解析とかで遡

って計算したゼロ歳魚の加入尾数ということでしょうか。 

【西田センター長】  そうですね。基本的には、先ほども資源計算の参考図というのがあったと思い

ますが、そういう考え方で計算しているものです。 
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【参加者】  それで、親魚資源量というのは、先ほど成熟率も加味されているという、いわゆる親魚

というか、例えばある年齢の成熟率が60％ということであれば、その年齢の資源量の６割掛けみた

いな感じで加算された形になっているのでしょうか。それとも、単純な年級ごとの資源量なのでし

ょうか。 

【西田センター長】  ある年の親魚量といいますのは、ある年の各年齢の資源量というのがまず求ま

っているので、１歳が60％成熟すると考えますから、その年の１歳の資源量に60％をまず掛ける。

それから、２歳は85％成熟してと考え、それで２歳の資源量は85％、３歳以上は全部が親魚量にな

ると考えて、その年の親魚量というものを求めています。 

【参加者】  そういう見方をするということですね。わかりました。 

 それで、いきなり飛びますが、ここでのいわゆる加入のばらつきというのが 終的にいろいろな

推定でここがばらつくと、要するに実際のところ相関性みたいなことで言うと結構かなり幅が出る

話だと思いますが、それでも仕方なくというか、実際それが自然現象だから、それをベースにやら

ざるを得ないという元々の縛りがあることなので、それ自体が悪いということではないと思うので

すけれども、そのときに、結局、ばらつきの分というのは確率的なという話でしか出てこないと思

うのですよね。 

 それは 終的にこの11の、いわゆる加入のばらつきなどを考慮したというところで、ここで出る、

ざっくり親子関係という基本線とのばらつきという幅を、統計的に見てどのぐらいかという問題も

含みつつも、幅を持たせてというのはこの中に反映されているという理解でよろしいですか。 

【西田センター長】  まずは加入のばらつき、平均的なものはこういうところにあるのだけれども、

そこから実際は各年ばらつくわけですから、そのばらつき方というのを考慮して、次の確率的な分

析といいますか、予測といいますか、そういうところにつなげていくという流れになっています。 

【参加者】  ですから、11番のところで、例えば50％の確率でＭＳＹ水準に回復したということだっ

たら、加入のばらつきがもしかしたら起きない可能性が半分ある、起きる可能性が半分あるという

ような読み方になるということですか。 

【西田センター長】  いえ、ばらつかないのが50％ではなくて、いろいろなばらつき方をするわけで

すよね。その全部のばらつきを考慮して、その50％、その平均、そういうものです。 

【参加者】  一応、その加入量も含めたところの、親と子の関係のばらつきみたいなところもトータ

ル的にはこういう推定の中に組み込まれているということで、その確率として出てくるというざっ

くりとした理解でいいですね。 

【西田センター長】  そういうことです。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  西田さん、11ページのこの１個１個の点は、ばらつきの中間値とか平均値と思えば良

いのですかね。例えば赤い点がずっと並んでいるのは、本当は幅があるけれども、そこの真ん中を

とっているとか。 

【西田センター長】  これは、幾つかは設定ごとの平均的なものを示しています。１から７まで数字

は打っていますけれども、それぞれが完全に設定が違うので、それぞれを代表するといいますか、

そういう予測を。 

【神谷部長】  平均値だから、本当はこのばらつきも反映された幅はありますよね。 

【西田センター長】  もちろん、それぞれが平均的な動向を示していて、それぞれがばらつくものに
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はなります。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

【参加者】  他に質問をされる方がなければ、もう少しいいですか。 

【神谷部長】  他に、先に質問したいという方は。じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  今、直近５年のという言葉も出てきました。水産現場の私たちからして、2016年の春に

生まれたものが小さ過ぎてマサバかゴマサバか判別不能でした。 

 私たちの長崎半島に６張ぐらいの本当に小さな小型定置がありますが、それに毎日毎日満タンに

なるほど、ほかの魚が入りづらくなるような入漁がありました。2016年の春の出来事です。それが

起因しているのかどうなのか、2016年まで長崎県の知事許可の漁獲実績は１万5,000トン前後をず

っといっていましたが、2017年、2018年が約３万トンの漁獲実績になっています。 

 そういう中で、私たちは、あの2016年の春のサバ類については若干異常発生だったのかなと。あ

の小さな定置網にあれだけの量が入るのだから、海の中には相当量な資源がいたのではないかと推

定はしています。そしてまた、まき網でもそれなりの量の漁獲もあっていました。 

 ただし、魚が小さいのでやはり漁獲物としての価値は薄いので、逆に極力とらないように、ほか

の魚を探しに行っておりました。ただ、定置の場合には受け身の漁法ですので、入った分について

はその魚も処理していかないと、それらと一緒に入ったほかの魚も処理できないので、全て収納し

て、水揚げという形で。 

 私自身も、あの2016年の春の出来事はかなり異常だったのかなと感じます。その年と比べたら、

今年の春は普通の年に戻ったのかなというふうな感想を持っています。ですので、若干不安ですね。

豊漁のタイミング、爆発したのは終わったのかなと感じておりますけれども、ただ、今日見るデー

タの中で、また、説明の中で、やはり2016年の出来事は一切触れることなく、逆に2017年までは漁

獲圧はそんなにかかっていないとかですね。 

 ですので、そこに先ほども言った、私たちの現場の感覚と実際の研究をされている方々とのギャ

ップといいますか、ずれを感じてしまいます。まだ３年ぐらいしかたっていませんので、ぜひとも

2016年については遡って一度調べてもらって、過去データになりますので、その過去データが、逆

に言ったら違うデータが記録として残ってしまう形になるのではないかと感じています。ただ、加

入尾数なんかはとんでもない単位ですので、私たちが感じた分は本当は全く関係ないよ、日本のサ

バ類は大中のまき網さんが漁獲される水揚げ分ぐらいで、大きな目線で管理しているよというもの

なのか、それとも、やはりこうやって沿岸まで入ってくるような、そういう現象も一つのしっかり

監視すべき現象なのか、その辺をお願いします。 

【西田センター長】  今回の解析は、平成30年度、昨年度の資源評価によって得られたデータをベー

スにしております。それは2017年までの漁獲データ等に基づいて資源評価を行っています。 

 今ご指摘の2016年級群ですけれども、昨年度の資源評価段階では、加入量は13億尾ぐらいの水準

ということで、前後、2015年級群が12億尾、2017年級群は一番 近の年ということで、その分デー

タが少ないので不確実性は高いですけれども、14億尾ということで、それまでに比べるとやや増加

傾向にあるという中にはあるかと思いますけれども、今ご指摘のあった2016年級群が特段すばらし

いというふうな評価には昨年度の段階ではなっていなかったと。 

 ただ、今後、2016年級群が既に１歳、２歳として漁獲尾数として出てきて、繁栄してきていると

考えられますから、そういうものがきちんと評価されれば、そこの加入尾数の推定というのは更新
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されていきますというか、評価されていく、精度は高くなっていくとは考えています。 

 もちろん、そういう獲り具合のデータをきちんともっと考慮していかなければいけないのではな

いかというご指摘に関しては全くそのとおりでございますし、やはりそういう情報収集に努めてい

きたいと考えています。 

【参加者】  すいません、少しだけ。 

 近年で言ったら、大中まき網さんが対馬東岸の山陰沖ぐらいまで含めたところでサバが豊漁する

年が飛び飛びありますが、そういうのも実際にどれぐらいまで反映されているのでしょうか。そし

てまた2016年の現象の後、2017年、2018年と、確かに倍近い豊漁、そして2014、2015、2016年ぐら

いは長崎沿岸ではウルメイワシが例年より少し多かった年なのかなと。そして、2017年、2018年に

ついては、サバ類がおかげさまで豊漁の年だったとなっています。 

 ですので、若干は増えていますけれどもと言う以上に現場のほうは感じていますので、ぜひその

辺を追跡していただければと思います。終わりです。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  すいません、11番の、日本のこれまでのＡＢＣ算定規則という、これの水準の設定とい

うのがどういう設定でなっているかというのがよく読み取れなかったんですけれども。 

【西田センター長】  今回、現行といいますか、従来のＡＢＣ算定規則としてお示ししたものを資料

で付けていないので申し訳ないのですけれども、基本的にこれまでの資源評価では、限界管理基準

値を設定して、それを上回るときには、特にＭＳＹを目指すとか、そういう目標は掲げずに、適切

と考えられる漁獲をしてきました。ただし限界を下回ったら、資源が減った分、漁獲も引き下げよ

うという考え方はこれまでも用いてきました。 

【参加者】  了解しました。とりあえず、現状より資源状態が悪化するようなラインにならないとこ

ろでは一応獲っていいですよという可能量みたいな形にずっとなっていたということですよね。簡

単に言うと、そういう理解で。 

【西田センター長】  回復措置を講じた方がいいと考えるようなところは定めていたということです

ね。 

【参加者】  ありがとうございます。 

 すいません、もう１件。明日からの議論に入ってくると思いますが、８番、９番の神戸チャート

のプロットでいくと、再生産関係、漁獲圧との関係ということでいくと、いわゆる資源状態として

赤色ゾーンに入っているわけなので、これから回復傾向にあると思いますが、今、ＴＡＣとしては

マサバ、ゴマサバが１本になっているじゃないですか。 

 それと、日本全体ということなので、系群ごとの管理という話になると、太平洋系群とのＴＡＣ

管理というのが合算された形になっているときに、そこの太平洋系群の資源量ということで相殺さ

れている部分とかがあった場合、対馬暖流、東シナ海系群ということの単独で考えた資源回復のシ

ナリオということになった場合に、より配分とか、いろいろなところに掘り下げて検討が必要なと

ころが出てくるのではないかなと感じます。 

 そのあたりはこれからの議論だと思いますが、そこの点で回復状態にあるということだけれども、

８番、９番としては、結構資源状態としてあまり獲り過ぎたらまずいというところに、まだそうい

う域値にあるという理解になるのでしょうか。 
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【西田センター長】  個別の資源に関しての説明は明日詳しくさせていただきますけれども、まず８

番を見ていただきますと、基本、今、漁獲圧は下がってきていて、これは明日の説明内容になりま

すけれども、今の漁獲圧の状態というのはＭＳＹを達成する漁獲圧の強さとほぼ同じぐらいですよ

ね。そういう状況のもとで資源の今後の状況も見ながら、漁獲の強さをどういうふうに与えていく

のがいいかというのを考えていくというのがマサバ対馬の基本的なところかと思います。 

 ゴマサバ東シナ海に関しましては、今回の解析の結果、限界管理基準値周辺で推移してきていた

と。ゴマサバ東シナ海系群の再生産関係などの説明は一応明日に準備していますけれども、この資

源に関しては、もう少し親魚量を増やせば加入量はその分ぐっと増えるから、やはり可能性がある

資源だと捉えるべきであって、そういうのをどう利用していこうかというのを考えるのが一つのベ

ースになる考え方じゃないですかというご提案をしているところです。 

【参加者】  ありがとうございました。 

 この辺が今後の検討で、いろいろな影響も含めたところで重要なところになってくるのではない

かなと資料を見て思いましたもので。明日以降でまたよろしくお願いします。 

【西田センター長】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  じゃあ、その辺はまた明日以降の楽しみにとっておいていただいて、他に質問ござい

ますか。 

 じゃあ、まだ発言されていない方。 

【参加者】  素朴な質問で申しわけないのですが、スライドの６ですけれども、今日の資料を見るま

では何となく理解していたつもりですけれども、この図を見てまた頭が混乱してきています。上に

赤い四角で囲んだ三つの図が並んでいますが、真ん中がＭＳＹのときの資源量と漁獲量となってい

て、その右側がＭＳＹよりも親魚量が多いときの資源量と漁獲量という図になっているわけですけ

れども、どうして資源がこんなに多いのに漁獲量が少なくなるということになるのか、何度聞いて

もよくわかりません。 

【西田センター長】  資源全体として親魚量が多くなり過ぎると、そこから生み出される加入量が減

る。だから、資源が後から続いてこなくなってしまう、減った状況で入ってくるから、資源全体か

ら得られる漁獲量としてはＭＳＹレベルより減ってしまうというのが基本的な構造です。 

【参加者】  これは再生産成功率が下がるということで、親の量に対して子の量がピークを過ぎてし

まうというのは何となく理解できますけれども、親も多いわけですから、それなりに加入するので

はないかという議論もあるかと思います。だから、もっと漁獲していいということではないのでし

ょうか。 

 この図を示されると、何でこんなに資源があるのにこれだけしかとっちゃいけないのと理解する

方が多いのではないかと思って、あえて質問しました。 

【市野川主任研究員】  市野川の方から答えさせていただきます。 

 実はこの図を作ったのは私ですけれども、作った後、いろいろな人の手を経る中で元々あった注

釈が無くなってしまったようです。これは元々これだけ獲っていいという量を示したものではなく

て、一番左は、資源の毎年半分をどんどん漁獲していこうと決めたときに、資源と漁獲量がどうい

う状態で安定するかを示しています。毎年資源を半分獲っていくと、資源量はあまり増えないけれ

ども、その半分は漁獲量として得られるというのが一番左の図で、真ん中は毎年、資源の３分の１

を獲っていこうと決めたときの漁獲量と資源量です。この場合は、資源の３分の１だけしか獲って
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いないので結構資源量が多いところで安定します。だけど、３分の１しか獲れないので漁獲量はそ

こまで伸びない。 

 一番右は、もっとセーブして資源の10分の１を毎年獲ろうと、10分の１だけ獲り続けたときに、

どのレベルで資源量や漁獲量が安定するかを示していて、そうすると資源量はすごく増えますが、

10分の１しか獲らないと決めているので、左の３分の１だけ獲ると決めたときよりも漁獲量は増え

ない。 

 こういう関係がありますので、たくさん獲り過ぎると元本を減らしてしまって漁獲も得られない

わけですけれども、一番右みたいにセーブし過ぎても、資源はたくさんあるけれどもちょっとしか

獲らないから漁獲は獲れないという状況になって、じゃあ３番、３分の１だけ獲るという中庸なや

り方であれば、資源をある程度のところで安定させた上で３分の１だけ獲っていくという形で一番

獲れるのではないか。そういう考え方を紹介しようと思いまして、このような図を作りました。 

 例えば一番右の図で、あれだけ資源がたくさんあるのだから来年からは２分の１ずつ獲ろうとい

うことであれば、一時的にはたくさん獲れるわけですけれども、２分の１ずつ獲っていけばやがて

は一番左の図のような形になってしまって、低いところで資源が安定します。 

 それぞれ三つの状態があるということで、こういう図を作ってみたところです。かえって混乱さ

せてしまったみたいで申しわけありませんでした。 

【参加者】  今の市野川さんの説明で言わんとしていることをこの図に載せるのは何となく適切では

ない感じを受けます。要するに右の状態で資源の３分の１を利用するというシナリオであれば、こ

の資源量に見合って緑色のエリアがもっと大きくなって、ＭＳＹのときの図よりももう少し緑が多

くなって、だんだんこの位置からＭＳＹのところに 終的に落ちついていくというふうな経過をた

どって、ＭＳＹでめでたしめでたしということですかね。 

【市野川主任研究員】  そうですね。一番右の状態、10分の１を漁獲している状態から今度は３分の

１漁獲する状態にシフトするとしますと、どんどん右から真ん中の図の状態のように、資源は減っ

ていくけれども、平均的に獲れる量というのは増えていく、左のほうにシフトしていくと。逆に、

一番左の状態からスタートしたとしても、３分の１ずつ獲っていくというやり方に変えれば、真ん

中の方に状態が移っていきます。 

【参加者】  そうすると、ＭＳＹというのは漁獲量が も多くなる親魚量の水準であるという説明で

すけれども、例えばこの図で400となっているところに資源量があったとしたら、そのときに３分

の１という獲り方をしたときには、ＭＳＹのところに資源量があるときよりも漁獲量が増えること

になって、説明が矛盾するのではないかと感じがしますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

【市野川主任研究員】  一時的には増えますけれども、その漁獲量をずっと維持することはできませ

ん。ここの縦軸で示されている漁獲量というのは平均漁獲量と書かれていて、10年、20年、30年と

長く漁獲を続けたときに得られる漁獲の平均値なので、一、二年で一瞬たくさんあったのを獲って

しまって、漁獲もその二、三年は増えたとしても、その後20年、30年は減ってしまうので、平均漁

獲量という視点で見ると、ＭＳＹの一定の漁獲率で獲ったときの方が平均漁獲量は 大になるとい

う計算結果になっております。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございました。 

【神谷部長】  ありがとうございます。それでは、お隣の方。 

【参加者】  11番のスライドについて教えて欲しいのですが、要は加入のばらつきなど、７種類の想
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定される資源についてそれぞれβ＝１とか、それぞれの規則でやったときのＭＳＹ水準を超える確

率を表していますよね。まず、そういうことでいいですか。ここに書いてある「１２３４５６７」

の数字の意味です。 

【岡村グループ長】  中央水研の岡村です。これは私の計算の結果ですけれども、魚種別ではなくて

不確実性の大きさですね。 

 １番は一番不確実性が小さくて、加入の変動が30％程度です。２番が、それに対してさらに、自

己相関と似たような、加入が悪いときは悪いのが続くというような傾向を入れたものです。３番、

４番、５番となっていくごとにもっと不確実性が大きくなって、加入変動も70％で、資源量推定に

誤差があるといった影響を入れています。 

 なので、例えば米国型の規則とか新規則では、１番の方は上の方で早い回復をしている。不確実

性が小さいから回復が早い。しかし、７番は一番下の方にありまして、これは不確実性が一番大き

いです。非常に誤差が大きいので、なかなか回復しない状況です。ただ、この誤差の大きさという

のは、日本や世界の資源のデータから想定されるような不確実性を入れたシミュレーションです。 

【参加者】  そうすると、例えば不確実性の大きさとして２番のような特性を持っている魚種であれ

ば、β＝１でもＭＳＹの確率が50％になるという解釈でよろしいですか。 

【岡村グループ長】  そうです。そういったことで、これは全体的な長期的なシミュレーションで、

一般的にこういったルールでやれば典型的な日本の資源に対してうまくいくだろうという計算です

が、その後４月に行われた科学者会議では、各系群に対してそれぞれこういったリスクの表を作っ

て、これぐらいの不確実性なので55％でいけるとか、そういった計算をしているということです。

標準的なルールでは0.8で十分ですけれども、系群によっては0.9だったり、あるいはもっと悪いも

のでは0.7とか0.5が推薦されたりするということになります。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

 それから、10ページのグラフは、先ほどの神谷部長のご質問にも絡むのですけれども、このグラ

フに縦軸として漁獲量を入れてもらうと漁獲シナリオについてすごいわかりやすくなるのかなと思

うんですけれども。 

【岡村グループ長】  縦軸に漁獲量を入れた……。今描いてみせますので、少しお待ちださい。この

赤線のような感じになるということです。 

【参加者】  元の図だけ見せられてもよくわからないので、こういう図を示していただけると理解が

進むのかなと思います。 

【神谷部長】  ただ、目標がＭＳＹの水準なわけじゃないですか。それより資源が多くてもＭＳＹの

ままじゃないですか。すいません、私もよく理解していないな。 

【市野川主任研究員】  この図で言うと目標の周りを左右に変動して、斜め線の上をどんどんどんど

ん変動することになるので、平均的にはＭＳＹの漁獲量が得られるというイメージだと思います。 

【神谷部長】  結局、漁獲率でやるから全然増えないように見えますけれども、漁獲量で見ると結構

いいじゃないかというのがおわかりいただけるのではないかなと思います。要は、そこに至るまで

の左側の我慢のところをどうするかということになりますかね。 

 他にございますか。じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  何度もすいません。何度理解しようとしてもよくわからないです。というのは、その前

から資源評価はしているのでしょうけれども、ＴＡＣを平成８年から始めて20年たち、今回、何が
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変わるのかが何度聞いてもよくわからないです。 

 今のお話もＭＳＹについてはわかります。理想としてはわかりますが、例えば今のご説明の７ペ

ージ目から９ページ目に神戸プロットがあって、魚種別は明日なのでしょうけれども、これをＭＳ

Ｙで考えて、いわゆる赤信号、黄色信号、緑信号ですよ、ＭＳＹだったらこうですね、過去こうで

したねと。ただ、私たちは前の考え方で、少なくとも20年、四半世紀近くＴＡＣでやってきたわけ

ですね。そこだったらどうなるの、それとどう考え方が変わったのというのが全然ぴんと来ないで

す。これだけ見てしまうと、今まで高過ぎたでしょうとどうしても感じてしまいます。 

 確かに、ＭＳＹを目指す意味では赤信号だからもうちょっと下げてと。まあ、マサバは下がって

きているからあれですけれども。前の考え方だったらこの絵はどうなるのというのを出していただ

けると、ああ、そういう考え方に変わるのかともう少しわかるのかなというのが１点です。 

 もう一つが、先ほどのご質問と重複しますが、11ページ目のところも、新規則はβ＝１、β＝

0.8、魚種によっては先ほど0.9でもとございましたが、要は魚種によってはβ＝１でも十分に新規

則の基準内というか、右側のように確率の高い魚種があるのであれば……。要は、β＝0.8が大事

なのか、50％以上で達成していく、回復していくというのが大事なのか、どちらでしょうか。すい

ません、二つお願いします。 

【西田センター長】  まずは目標基準値というのを設定して、それに平均的といいますか、50％とい

いますか、そういうのをまずはお示しするということで作成してきています。昨年度までの資源評

価の考え方というのは、資料５の５が昨年度の資源評価のダイジェスト版ということになりますが、

例えば、マサバの対馬暖流系群であれば、２ページ目の四つグラフがあるうちの右下のところが今

日お示ししているのと同じ再生産関係になるわけですけれども、これまでは親魚量が25万トンを下

回るともう良い加入が得られなくなるという考え方でＢlimitを設定してきました。これまではそ

れを下回っていれば資源としては低位なのだから、とにかくＢlimitよりも上に回復させましょう

というのが基本的な考え方です。今回は、目標のＭＳＹレベルをまずはこの再生産関係から推定し

て、それが目標となるからそれへの漁獲シナリオを考えていくというのが今回の大きな変更点です。 

 ただ、Ｂlimitの考え方自体がちょっと変わっているわけですよ。今言いましたように、昨年度

までの資源評価ではそれを下回ると良い加入が期待できなくなるようなところを閾値としてきたわ

けです。これからのＢlimitに関しては、目標を新たに設定して、目標への回復が十分見込めると

いうか、目標への距離があまり遠くならないといいますか、そういうことをそれぞれの資源に対し

てもう１回推定しています。そういう目的のために、これまでの漁獲管理規則や管理基準値案の考

え方を整理してきたという流れです。 

 先ほどの資料５の５の６ページの四つグラフが並んでいるうちの右下になりますけれども、ゴマ

サバの方は、一応マサバに比べると資源評価自体が行われている期間が短いということで、多少マ

サバに比べるとデータの量が少ないという状況で、2009年の親魚量というのがこの期間の中では

低の親魚量の状況でした。それ以外は一定の範囲に親魚量があって、ただ、 低の親魚量を下回る

状況というのは今まで経験したことがありませんから、それはそういうところまで資源を落として

はいけないという考え方になっていたわけです。 

 ただ、先ほどご質問への回答の中で簡単に触れましたが、改めて再生産関係というものを分析し

てみますと、もう少し親魚量を増やせば、それに対応して加入量がさらに増えることが期待できま

すので、そういうことを目指したシナリオというのが適当ではないかということで、これは明日ま
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た詳しくご説明しますけれども、そういう分析を行ってきています。 

 そういう意味では、ゴマサバに関してはちょっとイメージが変わった部分があるかと思いますけ

れども、改めて再生産管理を分析した結果、そのような考え方を今回お示ししたいと考えていると

ころです。 

【参加者】  ありがとうございます。どちらかいうと漁業者側の気持ち的な部分だと思いますけれど

も、今まで少なくとも対馬暖流系のサバ類についてはＴＡＣを超過したことはない、少なくとも国

の方針に則ってきたつもりですけれども、こうやって赤ですよと言われると、「ええっ」という気

持ちになってしまいます。物差しが変わっていると私は理解しているものですから、そういう見せ

方が無いと今まで高過ぎたのではないかというふうに見えてしまうので、先ほどの質問としては今

までのやつも並行して見せていただけませんかというお願いです。 

 以上です。ありがとうございます。 

【神谷部長】  これは、赤をピンクにしたら済むという話でないのは十分わかっていますし、逆に言

うと、国が政策を転換するという話ですから、少なくとも、ずっとこれに従って操業していた漁業

者の責務云々という話ではないというところは明確にしておきたいと思います。 

 10ページをもう一度よろしいですか。その上で、多分、こうやって皆さんを説得するのかなと思

うのは、新しい規則でやるとこういう赤い線になりますという部分を、例えば今の管理規則の漁獲

圧力の図って引けますよね。それに基づいて漁獲はどんなふうに増えるかというのがわかれば、新

しい方にした方がまだまだ増えるというのが明確に見えるのではないかなとは思いますけれども、

どうですか。 

【西田センター長】  少し時間をいただいてまた……。 

【神谷部長】  今すぐ出ないというのは十分わかりますけれども、皆さん方が納得するような見せ方

の一つとして、良かった悪かったというよりも、次のステップに進んだ方がこれからさらにメリッ

トがありますよというのが見える、そこは多分漁獲の量だと思います。これは宿題になるのかもし

れませんけれども、そういうところが見えるようなやり方を考えていただければなと思います。そ

ういう認識でよろしいでしょうか。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  他に質問はございますか。どうぞ。 

【参加者】  ７番のスライドの神戸プロットの見方を教えていただきたくて。自分は漠然と緑の区分

けにあれば問題がないという認識でいましたが、その前の６番のスライドで言うところの、上の三

つあるグラフの一番右のグラフというのは神戸プロットの中では緑に当たると考えてよろしいので

しょうか。自分が考えていたのは、真ん中のグラフがちょうど交点に当たるもので、左は赤で右は

緑にあるのかなと。神戸プロットとしては、緑にあればいいというより、できるだけ真ん中の交点

に近いのが望ましいのか、そこがわからなくなってしまったので、神戸チャートでの資源の評価の

仕方をもう少し教えていただければと思います。 

【西田センター長】  横軸は親魚量で示しておりまして、右側は親魚量が目標管理基準値より多いと

いうことで、グリーンのゾーンにあれば目標管理基準値以上に親魚量はあるわけですけれども、そ

れは加入尾数を効率的に生み出すというか、そういう状況からはある意味、多い方に偏っている状

況にはある。ただ、完全に目標管理基準値で資源を維持するのはなかなか難しいので、そういう意

味ではグリーンゾーンで資源を維持する方がより適切であろうと考えます。 
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【神谷部長】  多分、神戸チャートで求められているのは資源の量と漁獲の圧力という二つだけなの

で、今ご質問のあった部分、一番右側の表はどうかというと、神戸チャートの分類だけで言うと緑

に入ります。ただ、皆さんがここで気になるのは 適な漁獲ができたかどうかという、そこの指標

はこの神戸チャートでは今見えていません。だから、年間の漁獲量がどうなのかとかいうのと、管

理の期間の累計の漁獲量がどうなのかという、別の指標が必要になると個人的には思います。 

【参加者】  適正な漁獲の強さというのは、Ｆmsyとは別のものですか。 

【神谷部長】  そうではなくて、適正な漁獲の強さはＦmsyですよ。 

【参加者】  であれば、このＦmsyに近ければ近いほどいいということになりませんか。 

【神谷部長】  多分、ここの真ん中のあたりのグリーンゾーンのところにある方が究極的にはいいの

でしょうけれども、不確実性とか資源変動があるので、安全圏を考慮してどこに置くかという話だ

と思いますけれども。 

【参加者】  緑の中でも真ん中に近い方がいいよという考え方は間違っていないですかね。 

【神谷部長】  真ん中というのは、四つの交差する点に近い方ですよね。考え方としては多分そうだ

と思いますけれども、現実的に毎年の変動などを吸収して、今の管理の能力でずっとそこに留まり

続けられるかというのであれば、少し安全を見て右下の方にある方がいいのではないかなとかです

ね。そこはプロの方に。 

【西田センター長】  ＭＳＹが目標ですけれども、それを確実に達成するにはある程度加入が悪い年

の影響なども考慮しなければならない。そうすると、親魚量を基準にすればグリーンゾーンでも右

の方に置く方が資源としては安全であるというふうに考えます。 

 それを維持するためのＦmsyを達成する漁獲の強さに関しましても、それをぴったり合わせる、

今Ｆmsyで獲っているとはなかなか評価しづらいわけで、それがその資源の変動、あるいは漁獲圧

の変動ということで変動することを考慮すると、多少それよりは低目に管理する方が安全だろうと

考えます。 

 そのようなことから、グリーンゾーンでも右下に資源を置いて考えるのが適切だと考えていると

ころです。 

【神谷部長】  よろしいですか。 

 また腑に落ちないとか、一晩寝たけどやっぱりというのがあったら、明日言っていただければと

思います。 

【岡村グループ長】  少し補足で。このイールドカーブは長期的な漁獲量のカーブで一般的なもので

すけれども、ここがＭＳＹだとしたら不確実性を非常に意識していると。これはちょっとでも下が

るとすごく坂が急で、簡単に悪いほうに落ちてしまいます。でも、大きい方だとすごく坂が緩やか

で、多少この漁獲量は失われますけれども、そんなに失われていない。だから、交点のところだっ

たら、ここが 適だとしても不確実性が非常に大きいので、簡単にこっちに行ってしまうことがあ

るわけです。さっきの坂道を転がり落ちるように。でも、こっちにいたらもっと安全です。そして、

努力量を減らせるので、非常に効率のいい安全な漁獲ができて、これ以上だったらいいのですが、

ここぎりぎりというのはちょっと危ないところでもあると。なので、こっちの方が緑色のゾーンだ

と考えています。 

【参加者】  わかりました。すごく腑に落ちました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。明日の朝起きても腑に落ち続けられているようにですね。 
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 他にございますか。どうぞ。 

【参加者】  スライドの10枚目ですが、今までいろいろ話が出てきましたが、このイメージ図が示し

たいものというのは目標までどういうふうにβを扱っていくかということだと思いますけれども、

少し疑問に思ったのが、目標に達したらＦmsyになるのかな、目標をオーバーすると、もう少し漁

獲圧をかけてＦmsyよりも上に行くのかなと考えていまして、今の緑の説明を聞きまして、なるほ

どと思いました。要はこの図は目標までのβをどう扱うかを言いたいのですよね。スライド10枚目

のイメージ図はそういう考えでいいですよね。 

【岡村グループ長】  こういうような漁獲制御コントロールルールがありますけれども、ここら辺の

限界というのは、60％がＭＳＹの水準だとすると40％ぐらいは長期的な漁獲量が失われるので損に

なってしまう。これより下回るようだったらなるべく早く上げたいという考え方です。これ以上に

なったらもう資源量は安定して、さっきのグリーンのゾーンに入ってくるのでＦmsyで漁獲してい

けばいいのですけれども、実際には結構不確実性があるので、βで削減したほうがさっきの坂道の

少し緩やかなところでうまく安定できる。 

 この図になりますと、例えばβは１で、全然安全係数を掛けない場合、例えば４のときとかはず

っと低いままでＭＳＹを下回っているのですよね。ずっとＦmsyでやっても、この４のシナリオと

いうのは資源量の推定誤差などがあって不確実性が大きいシナリオで、そういう場合にＦmsyでや

り続けても、回復してもずっと低いままで行ってしまう。だけど、こっちだったらどのシナリオで

も上回っていて、不確実性を考慮しβを0.8にすることによって頑健に管理できていて、長期的に

は利益は大きいということです。ちょっと努力量を減らした形で、もっと大きい漁獲量が得られる。 

 ですので、我々としては標準的にはβは0.8というのを推薦していますけれども、もちろん魚種

によってもっと不確実性が小さいものや精度がいいもの、予測がきちんとできるものがありますの

で、そうしたらβは0.9や、より１に近いものを選ぶことももちろん考慮しています。 

【参加者】  不確実性があるので目標値を超えた親魚量でもβ＝0.8を見ておけばいいということで

すね。 

【岡村グループ長】  そうです。それだったら十分であると。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  ちょっといいですか。あまり私が出る話ではないのですけれども、もう１回10ページ

のところに。 

 アメリカの管理は、ここからここまで真っすぐ来ているわけです。普通はそういう管理になりま

す。それに比べると日本の方が早く漁獲が始められますよね。つまり、もしこのような線になると、

漁獲はもっともっと少ないはずです。だから、早く漁獲が始められるけれども、その分トレードオ

フでちょっと安全も見て0.8とかにしておきましょうかということです。 

 何でそういうのを入れたかというと、言ってしまえば、多くの資源が意外にこの辺に多そうで、

でも、それをずっと待っていたのではいつまでたっても漁獲ができないから、早く漁獲ができるよ

うにしてあげましょうというプラスの面。そのかわり、資源というのは獲ったら獲った分減るわけ

ですから、そこの安全を見越すというのとのトレードオフみたいな感じになっているわけです。行

政的に言うと、そういうところを今、研究の方で配慮してもらっています。 

 日本の資源のほとんどが今こういうところにあるので、データが不足しているのは否めません。

きちんと管理して資源が増えればデータも増えますから、そうすればもっとこの上に行ったってい
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いじゃないかとか、いろいろわかります。とにかく、出発点はこれをきちんと守るということで始

めて、将来的にはここがもっと上に行くようにきちんと管理していけばいいということだと私は思

っています。 

【西田センター長】  目標を下回っている段階から急速に漁獲圧を下げるような規則を提案するのは、

ある意味、目標以上に維持する、目標を達成するという目的のため、長期的にＭＳＹ水準を維持、

達成するためにそういう方策も考えられるかと思いますけれども、目標を下回った瞬間にもうどん

どん漁獲圧を引き下げる方策をとると、それなりにすぐに提案される漁獲量が急変したりします。 

 結局、これは基準値と漁獲管理規則がセットで検討されなければいけない部分でもあるかと思い

ますけれども、今回の提案は、限界基準値を下回ったら、ここに漁獲量を赤い線で示してあります

けれども、これは多少回復に対して加速といいますか、対応を急がなければならないと考えるけれ

ども、こちらに関しては一定で、長期的にはＭＳＹ水準に近づいていくような漁獲圧を基準にして、

それを資源の特性に合わせて目標への回復を考えていけばいいのではないかという考え方で提案し

ています。 

 神谷部長のおっしゃったことをほぼなぞっている感じではありますけれども、そういう説明にな

るかと思います。 

【神谷部長】  他にございますか。いいですか。 

【参加者】  また明日。 

【神谷部長】  お願いします。 

【参加者】  現行のＡＢＣということですけれども、現在の資源評価を見てみると、漁獲のシナリオ

が何種類か出ていて、その中で親魚量の維持とか、現状の漁獲圧の維持とか、親魚量の回復とか、

親魚量の増大とか、いろいろなシナリオがあるのですね。今言っているＡＢＣというのは、そのう

ちのどれを指しているのでしょうか。 

【赤塚課長補佐】  現行ですと、２ページの表で言うところのそれぞれにＡＢＣ――いわゆる漁獲シ

ナリオがございまして、毎年の資源調査によって出てくる資源の量、それと漁獲のそれぞれのシナ

リオごとに出てくる量、これをＡＢＣと呼んでございます。さっきの表で言うところの左から三つ

目のところに記載されています。 

 だから、マサバの対馬暖流系群だと、平成30年度では全部で漁獲シナリオは三つです。少し安全

率を見越したものと、見越していないものと、ということで、計６種類の漁獲のシナリオがござい

まして、それぞれでＡＢＣ６種類でいくと。 

 ついでにやりますと、今どういうことを我々はやっているかというと、資源評価結果の一つとし

て、こういった表を出していただいています。水産庁の方から、では、今年は水産庁としてこの六

つの中の例えば一番下を選びましたということを初めてＴＡＣの意見交換会でお示しして、ほぼこ

れでやらせていただきますという形でやっています。 

 今回、これから議論させていただくのは、その手前のところです。管理目標はどうしますか、ま

た、漁獲シナリオはどういうふうなものにしていくのかを、この検討会をはじめとしていろいろな

関係者の方との議論を通じて 終的に決めていく。そこが今までとこれからの違うところの一つに

なります。 

【参加者】  例えば、シナリオの中では現状の漁獲圧の維持、Ｆcurrentというのがありますけれど

も、これをしてみても漁獲はそのままに増えていって、そして二、三十年経てばＦmsyに到達する
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みたいな形にグラフ上はなっています。概ね現在のＦmsyはこれと比べてどれぐらいになると考え

ていいのでしょうか。 

【西田センター長】  資料５の１の44のスライドを見ていただいてよろしいでしょうか。これは明日

説明する予定でしたけれども、現状のＦcurrent、現状の漁獲圧というのは低下傾向にあって、ほ

ぼＦmsy、ＭＳＹを達成する漁獲の強さと同じぐらいになっています。ただ、これを見てみますと、

β＝１、安全率が１、つまりＦmsyそのものですけれども、10年後に親魚量が目標管理基準値を上

回る確率は45％ということで、10年後という基準で考えますと、Ｆmsyで漁獲を続けても目標まで

は達しません。 

 それで、現状の漁獲圧との関係ですけれども、資料の５の２を見ていただけますか。 

 ５の２の６ページ、ＭＳＹの水準での対応する漁獲圧が現状の漁獲圧の何倍に相当するかを示す

と書いていますけれども、努力量の乗数は１となっています。ですから、現状の漁獲圧はＭＳＹを

達成する漁獲圧の強さとほぼ一緒です。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  よろしいですか。 

【参加者】  はい。 

【神谷部長】  漁獲圧は現状Ｆmsyレベルになったけれども、これで見ると資源がまだ悪いから、Ｆ

msyでずっと獲り続けていると時間はかかるけれども、それをもう少し早く回復させるべきか、さ

せないべきか、という判断が入ってくるということかと思います。 

 明日の議論にちょっと踏み込んだ形になりましたけれども、かなり長時間いろいろ議論していた

だいて随分煮詰まってきたと思いますので、今日はこういうところで終わったらどうかとは思いま

す。よろしいですかね。 後に今言っておきたいという方があればお受けいたしますけれども、よ

ろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  そうしたら、こういう今までの前提で、明日具体的な議論をさせていただければと思

います。明日もいろいろ難しい話ばかりでこんがらがるかと思いますけれども、そこは西田さんに

うまく説明していただいて、また、休憩を小まめに入れてリフレッシュしていきたいと思っており

ます。 

 それじゃあ、今日１日、どうもありがとうございました。また明日、よろしくお願いいたします。 

 ごめんなさい、何か発言があるそうです。 

【藤原課長補佐】  後に明日の開始時間ですけれども、明日は10時開始となります。開場は30分前、

９時半になりますので、それ以降にお越しいただくようお願いいたします。 

 あと、注意事項ですけれども、今日配布させていただきました資料については必ず持ち帰ってい

ただいて、また明日持ってきていただくよう、よろしくお願いいたします。 

 以上です。本日はありがとうございました。また明日、よろしくお願いいたします。 
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○令和元年７月２３日（火） 

【神谷部長】  おはようございます。昨日から引き続きよろしくお願いいたします。今日は、 初に、

昨日、皆様からいただいたいろんなコメントをまとめたものをスクリーンに映す予定ですけれども、

今パソコンが固まっておりまして、少しお待ちいただければと思います。昨日出た質問をまとめて

確認いただいて、その後に本題であるマサバとゴマサバの資源評価結果を詳しく説明いたします。 

 今日は本当に本題に入ります。いろいろ内容的に詰め込んだ形になっていますので、西田センタ

ー長の方からもゆっくり説明いただくとともに、我々の方も休憩とりながら、頭に新しい空気を入

れながら進めていきたいと思っております。今日もまた一日よろしくお願いいたします。 

 昨日いろいろいただいたコメントを私どもの方で取りまとめてみました。 初は資源評価のもと

となる漁獲情報の収集方法、漁業者と水研の研究者のつながりを改善すべきである、今は現場との

つながりが少ないのではないかという意見が真っ先に出されました。我々もこれはまさにそうだと

思います。特に資源評価をより正確なものにするためには、現場で起こったことを評価の中にいか

にタイムラグを少なく入れていくことが大事ですので、これは水産庁、水研どちらも大事な課題と

して取り組んでいきます。これははっきりお約束いたします。 

 次に、目標管理基準値としてのＭＳＹ水準は幅を持つものなのかということですが、資源の量、

絶対値に関しては基本的にピンポイントでやりますけれども、漁獲圧力、今後の獲り方については、

若干幅を持って対応していきたいと思っております。ちょっと抽象的でわかりませんけれども、こ

れからの議論のところでより詳しく説明いたします。 

 資源を持続的に利用していくため、利害を超えた活発な議論の場として検討会は必要である一方、

それぞれの立場における利害調整も必要ということで、これはまさにこのとおりですね。ここで自

由な、立場を離れて活発にご意見や質問をいただきたいと思っております。一方で、後になって、

あなたはここでこう言っていたじゃないかとかいう揚げ足を取るようなことはいたしません。我々

集まっている目的は皆が一つの方向に向かって理解していただくということでございますので、個

人個人の発言を後々まで取り上げて引きずることはいたしませんので、よろしくお願いいたします。 

 次に、管理目標や漁獲シナリオは毎年変わるのかですが、管理目標や漁獲シナリオは中期的なも

のですので、中期的に見直しを行っていきます。一方でＴＡＣというのが設定されると、それは毎

年決定されます。 

 次です。資源ごとに管理目標や漁獲シナリオは設定するのかということです。原則資源ごとに設

定されます。ただマンパワーの問題もありますので、まずは今ＴＡＣ魚種の方から始めているとこ

ろです。 

 次をお願いします。境港の方からのご意見だったと思います。加工流通関係者が参加していない、

参集範囲をもう少し広げてほしいということですが、元々この会議はオープンですので、どういう

方に参加いただいても構いませんが、結果として加工流通関係者に参加いただいておりませんので、

ご要望があれば別途また機会を設けて説明に上がりたいと思っております。 

 次に、魚はいるけれども操業を行わなかったことは資源評価に反映されているのかということで

すが、これは漁獲努力量の指標を標準化する作業の中で原則反映はされていますが、どこまで正確

に反映され得るかはまだまだ改善の余地があり、常に改善していかないといけないというのは事実

でございます。 

 次が、限界管理基準値の案をＭＳＹの60％を実現する資源量水準としているが、これが基本とな
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るのかということです。我々としては資源の安定性と漁獲の持続性を考えるところをベースにやっ

ていきたいと思っております。 

 （２）以降は西田センター長よりご説明します。 

【西田センター長】  中央水研資源研究センター長を務めております西田と申します。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、(２)のところです。昨日、水研の資料５－１の１枚目から13枚くらいのスライドを使

いまして、資源評価に係わる基本事項という、今回新たにこれまでの資源評価に新たな目標を導入

して、それに基づいて管理基準値の案を提案し、神戸プロット、神戸チャートという新しい資源評

価の方法を提示しました。それから漁獲管理規則案を提案してそれに基づく将来予想を行ったとい

う一連の流れを昨日説明申し上げました。今日は２魚種２系群について個別の話をする予定です。 

 昨日いただいた幾つかのご質問について水産庁に整理していただいたので、これについてもう一

度振り返ってみたいと思います。 

 いろいろ獲り控えをされている状況があって、私たちが資源評価を行うときに一番基本にしてい

る漁獲された尾数、このデータがそもそもその漁業の仕方によって異なるのではないか。ここで掲

げているのは小型魚が獲り控えているから小型魚の尾数が少ないというようなことがあるのではな

いかということで、統計を使ってもなかなか誤差が大きいのではないかという話だったと思います

が、それに関しては別にその年の獲り控え、小型魚は獲らなかったといったデータだけを分析して

いるのではなくて、それが獲り残されて次の年、あるいはその次の次の年により年齢を重ねた段階

で漁獲されたり、あるいは獲り残されたりといった情報を総合的に分析している。一つのある年に

生まれた群れに対してゼロ歳、１歳、２歳、年齢がたってからの漁獲尾数の情報なども考慮して資

源評価をしている。さらに漁獲尾数だけではなくて、先ほど神谷部長がおっしゃったように、漁獲

効率といいますか、操業の努力当たりの漁獲量といったものも資源量指数として用いているといっ

たことですから、そういうことでは、獲り控えの効果は評価されていると判断しています。 

 それから、毎年獲れるサバは同じサイズである現象の理由を説明してほしい。多少年齢によって

獲れやすさが変わると思います。資源評価においては各年、連続する年のデータを総合的に分析し

て、それぞれの年齢群に対して資源量指数といった漁獲尾数だけではないデータも用いて評価して

いるので、評価の中では年齢別の資源尾数は評価されていると判断をしています。 

 卓越年級はなぜ発生するのかということですけれども、年々の海洋環境の違いによって生き残り

が良い年が出現して、それが当面の資源を支えることがあるわけですけれども、それは年々の生き

残り環境の違いだと考えています。今回、再生産関係といいまして、親魚の量とそれが生み出す子

の量である加入尾数の関係である再生産関係と再生産関係の平均をまず設定して、そこから加入の

ばらつきを考慮するという説明を昨日行ったわけです。卓越年級が出現するのも一つの加入のばら

つきということで、そのばらつきの大きさを考慮して新しい基準値などの検討に使っています。 

 次の、近年、卓越年級が発生したとの認識が資源評価に反映されているのか。特に2016年生まれ

の年級についてご指摘があったと思います。身近な情報をデータの形で整備していく、また、デー

タとして提供していただきたいというお願いにもなりますけれども、そういうものをデータとして

あればそういうものを考慮していきたいと思いますし、ぜひよろしくお願いします。 

 次は、海域別管理やマサバとゴマサバを区別して管理するということに関してはこちらではない

……。 
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【神谷部長】  ここは第２回目以降の管理のあり方のところで非常に大事な話になると思います。と

にかく今回はそれぞれの資源がどうなのかに意識を集中していただければと思います。 

 これまでの管理と何が変わるのかというところは、今日の話を一通り聞いた後にまた私の方から

説明させていただきたいと思っています。 

 後から２番目、神戸チャートの見方についてです。可能な限り真ん中の交点付近にある状態が

も望ましいのかということですが、理論上はそうですけれども、理論と実践の差さらに不確実性

というのがあれば当然若干安全を見越した真ん中よりも右下にある方が好ましいということかと思

います。 

 データの扱いについて、回復した後は１で良いのではというのは、これから先どういった獲り方

をしていくかという話の中で出てこようかと思います。まずは回復させるためにどうするかという

ところに集中していただいて、回復した後、かなり回復したとか安全が認められるのであればこう

いったオプションも当然排除することはないと思います。いずれにしても、この辺はこれから詰め

ていく話かと思います。 

 以上が昨日の取りまとめに対する我々の間単なコメントでございます。もしこれでよろしければ

本命の具体的な資源評価の方に入っていきたいと思います。 

 それでは、西田さん、よろしくお願いいたします。 

【西田センター長】  おはようございます。中央水研の西田と申します。 

 それでは、お手元の資料の５－１の14枚目のスライドからになります。マサバ対馬暖流系群及び

ゴマサバ東シナ海系群のそれぞれの説明に入らせていただきます。ここで神戸プロット、神戸チャ

ートのところまでまずご説明したいと思いますのでよろしくお願いいたします。資料５－１の14枚

目からになります。 

 まず本題に入ります前にと言いますか、まずこれから取り扱うマサバ対馬暖流系群、ゴマサバ東

シナ海系群の基本的な情報について、また昨日も、今回の検討は昨年度の資源評価で得られたデー

タに基づいて分析をした結果ですというふうにご説明しました。その平成30年、昨年度の資源評価

の内容について 初に簡単に説明させていただきます。 

 それでは、平成30年資源評価結果の概要について説明を開始いたします。 

 まず「日本周辺におけるマサバの分布と成長」ということで太平洋系群とあわせた説明をいたし

ます。日本周辺のマサバは２系群に分けて資源評価をしてございます。系群間では生態や資源動態

が異なり、ここにマサバの年齢と成長を白丸で示したのが対馬暖流系群で黒丸が太平洋系群ですけ

れども、対馬暖流系群の方が太平洋系群よりも成長が早いということで、成熟も昨日、１歳で60％、

２歳で85％という説明しましたが、成長も成熟する年齢も早いという系群間での違いがございます。 

 生物学的特性、それから分布図について簡単に説明を申し上げます。マサバ対馬暖流系群の寿命

は６歳程度で、年齢別成熟率は、ゼロ歳では成熟しませんが、１歳は60％、２歳は85％、３歳以上

は100％です。産卵期・産卵場はこちらの分布図のオレンジで示したところが産卵海域です。産卵

期は１から６月で東シナ海南部の中国沿岸から東シナ海中部それから朝鮮半島沿岸、九州・山陰沿

岸に産卵場が形成されます。 

 餌を食べるところ、索餌期・索餌場に関しましては広い海域、東シナ海から黄海・日本海、春か

ら夏季に索餌のため北上回遊をして秋から冬に越冬・産卵のために南下回遊するという分布回遊を

すると考えられます。 
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 サバが食べるもの、食性に関しては主にオキアミ類、アミ類、橈脚類などの浮遊性甲殻類、カタ

クチイワシなど小型魚類、逆にサバを食べる捕食者としては、サバの稚幼魚が魚食性の魚類に捕食

されるということです。 

 ゴマサバ東シナ海系群の生物学的特性もこのように整理しています。寿命は６歳程度で、年齢別

成熟率が１歳60％、２歳85％、３歳以上が100％。こちらはマサバに比べるとやや南側が中心にな

るわけですけど、産卵期・産卵場については１から４月は東シナ海中部・南部から九州南部沿岸、

５月は東シナ海中部から九州西岸です。 

 索餌期・索餌場については東シナ海から日本海西部、春夏季に索餌のため北上回遊し、秋冬に越

冬・産卵のため南下回遊、マサバよりはやや南方域に分布しています。 

 食性について、幼魚はイワシ類の稚幼魚や浮遊性の甲殻類など、成魚は動物プランクトンや小型

魚類を捕食する。食べられる側、捕食者の方はゴマサバの稚幼魚は魚食性の魚類に捕食されるとい

うことです。 

 さて、マサバ対馬暖流系群の漁獲の動向についてです。 

 日本と韓国の漁獲量を合わせて棒グラフで示して、1970年代から近年までの推移を示してござい

ます。近年はこの水準にあるということで2017年の漁獲量に関しては日本が11.1万トン、韓国が

10.4万トン、計21.5万トン。中国の漁獲も考えられますけれども、サバ類におけるマサバ、ゴマサ

バの比率がわからなかったり年齢の情報がなかったり、非常に情報が不足していますので、資源評

価書には含まずに評価をしています。 

 マサバ対馬暖流系群の資源の動向です。左の図では青丸で示したのが資源量になります。漁業で

利用可能な全体の量です。そして、丸がそれに対する漁獲割合、漁獲量を資源量で割った、資源量

のうちどれぐらいを獲っていると考えられるのかを示しています。 

 右側は青丸が子供を生み出す親魚の量、年齢別の資源量に年齢ごとの成熟率を掛けて全体の親魚

量を推定しています。 

 赤丸で示しているのは再生産成功率といいまして、これは加入尾数――ある年に生まれて新たに

資源に加わった尾数を生み出した親魚量の重量で割ったもので、その年々の生き残りの良さが上に

いくほど生き残りが良かったことになりますけれども、そういうものをここで示しています。 

 資源量につきましては、2017年は59万トンでした。親魚量につきまして、2017年は19万トンとい

うこと。資源水準の低位と中位の判断として、親魚量25万トンを境にそれを下回ると低位、それを

上回ると中位としていました。中位と高位に関しては資源量で見て過去45年間の上位３分の１を高

位としていました。現在はＢlimitを親魚量が下回っているので低位と判断していました。資源動

向は過去５年間の資源量の推移から増加ということです。 

 赤丸の漁獲割合は、2014年以降やや減少し、2017年は36％となっています。 

 マサバ対馬暖流系群の昨年度の資源評価のまとめとしては、資源量は1970年代から1996年には

100万トン前後で安定的に推移していたが、その後減少し、2000年以降は50万トン前後にとどまっ

ていた。2014年以降は高い加入量に支えられ60万トン前後に増加し2017年の資源量は５９万トンと

推定されます。2017年の親魚量は19万トンでＢlimitを下回っていることから資源水準は低位、過

去５年間の資源量の推移から動向は増加というふうに判断しました。 

 続いてゴマサバ東シナ海系群の漁獲の動向です。マサバの場合は日本と韓国の漁獲量が拮抗する

形になっていますけれども、こちらの資源に関しては日本の方が多いということで、2017年の漁獲
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量は日本が３万1000トン、韓国が1.1万トンということで計4.2万トン。こちらについても中国の漁

獲は含みません。 

 ゴマサバ東シナ海系群の資源の動向です。先ほどと同じように左側に資源量と漁獲割合、右側に

親魚量と再生産成功率を示しています。こちらについては、Ｂlimitは1992年以降の 低の親魚量

3.3万トン、これが資源評価している期間の中での 低の親魚量になりますが、それをＢlimitとし

てそれを下回れば低位というふうにしています。今まで下回ったところがない量をＢlimitとして

います。 

 中位と高位の判断基準に関しては過去26年間の資源量の上位３分の１あたりが高位です。2017年

は資源量が11.2万トン、親魚量は4.8万トンです。過去 低の親魚量よりは多いので低位ではない、

中位と判断しました。 

 資源動向は過去５年間の資源量の推移から横ばい、漁獲割合は40％前後で安定していて2017年は

37％です。 

 ゴマサバ東シナ海系群の資源評価のまとめですけれども、解析の対象とした1992年以降の資源量

は比較的安定しており、10から20万トンで推移した。2005年に高い値を示した後に緩やかな増減を

繰り返し、2017年の資源量は11.2万トンと推定される。2017年の親魚量は4.8万トンで、Ｂ

limit3.3万トンを上回っていることから、資源水準は中位、過去５年間の資源量の推移から動向は

横ばいと判断した。以上が昨年度の資源評価結果についての概要です。 

 ここまでで、もし何かご不明な点がありましたらお願いいたします。 

【参加者】  今回もマサバとゴマサバで中国の漁獲量が無いということですが、相当獲っているので

はないかと思います。そのあたりの中国の漁獲量がどれくらいあるかとか、わからないならば今後

一緒に資源管理をしてきましょうとか、資源の分析をしていきましょうとか、そういうアプローチ

とかはされているのでしょうか。 

【西田センター長】  そういう意見交換の場はありますけれども、データを提供してくれないという

状況です。サバ類ということだけでは魚種組成もわかりませんし、それ以上に、漁獲量だけでは年

齢構成とか資源の状況もわからなくて、それをこちらでいろいろと仮定してやっても非常に不確実

性が高いですから、韓国に関しては比較的確実性が高い情報があるのでそれは考慮して評価をして

いますけど、まだ中国に関しては考慮できていません。これに関しては外交ルートといいますか、

そういう努力を引き続きしていかなければならないと考えているところです。 

【神谷部長】  私の方から補足いたします。私も実は日中漁業交渉の代表をしておりますので、この

責任の一端があろうかと思いますけれども、なかなか中国が漁獲データを出してくれていません。

ですので、いろんな手を使ってやれるようにしております。ただ、一方で今、日中の漁業交渉が決

裂して３年間になりますが、データの交換はむしろ何も進んでいない。交換以前に中国船は入って

くるな、みたいな感じで今突き進んでいるので、例えば長崎県の観点からすると、中国船が入って

こない点に関しては今の状況の方がいいと思いますが、サバの漁獲のデータがどうなのかというの

は今ネガティブな感じに出ております。ただ、一方で中国のデータが無くてもやれるところはある

ので、今そこでベストな推定をしてもらっているという現状だと思います。 

【西田センター長】  他にありませんか。どうぞ。 

【参加者】  資料の読み方というか認識のために確認させてください。スライド19はマサバの対馬暖

流系群の資源動向ということですが、1995年ぐらいに資源量としては非常に高位にあったのが急激
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に下がっている。下がったことで漁獲割合としては当然元の資源が少なくなれば割合として増えて

いるように見えますけど、それで漁獲割合としては横ばい、資源量も中位の状態で横ばいなので、

漁獲の影響というよりも自然環境における変動要因によるものが多いという読み方をしているので

しょうか。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 漁獲割合は資源量と漁獲量の比なので、このスライドの左側と前の漁獲量の関係です。一見する

と資源量と漁獲量の傾向は同じように見えて、漁獲割合もあまり変わってないというご指摘かと思

いますが、この漁獲割合をよく見てみますと1995年のころよりは一段上がっていると認識をしてい

ます。一方で、再生産成功率を見てみますと、多少それ以前の年代よりも少し上がったところで、

しかも大きく変動しているということで、資源の変動の割合も大きくなっているとあわせて認識し

ています。 

 今の回答でよろしいでしょうか。 

【参加者】  ありがとうございます。もう少し確認すると、結局実際の漁業の実態として想像できる

ところですけれど、例えば1995年ぐらいに資源が上向きになったところで非常に経営が厳しい中で

ある程度ゴマサバあたりを獲りに行ってみたいな傾向が漁獲割合の増加のような形で出て、それが

これから卓越年級群は親魚になっていって増えていくのが、なかなか伸び悩みの状態になったとこ

ろに別の環境要因とかも入ってきて結局伸びきれずに終わった、そういう想像はあながち間違って

いないでしょうか。 

【西田センター長】  漁獲の主体がゼロ歳、１歳というところで、年々の加入の変動の影響も大きい

かと思います。１歳からでも親魚にはなりますけど、資源をもう少し安定的にということからする

と、若い段階から漁獲圧をかけることはあまりよい影響を与えないと考えています。 

【参加者】  ありがとうございます。それともう一つ、ゴマサバの方と、スライドの22とかでＢ

limitの切りかえの基準が違いますよね。統計というか、調査自体が1992年以降ということもある

と思いますが、それ以前の漁獲データ的に見て、もっと初期の資源の状態を考えると、水揚げの統

計レベルではゴマサバはどのくらいの漁獲だったのでしょうか。 

【西田センター長】  少しお待ちください。 

【参加者】  一応資料の読み取り方として深めて理解されていた方がいいのかなという意味で質問さ

せていただきました。 

【西田センター長】  ありがとうございます。漁獲量はもっと前から統計があるからそれを確認した

いということですね。これは数字を申し上げてもあれなので、後でグラフにしてお見せしたいと思

います。Ｂlimitの選定に関しては、おっしゃるように資源評価がされている期間で経験したこと

が無い低い水準まで落とし込むことは良くないという設定をしているということで、マサバのよう

に長い時系列があるデータの下で、それ以下では良い管理が見込めなくなる水準をマサバで設定し

ているとすると、評価期間が短いからそういう設定をしているという扱いになっております。 

【参加者】  例えばゴマサバの場合も、親魚量のトン数みたいな切り方を、もう少しデータの肉づけ

をしてマサバと同じレベルで考えていけば、もう少しこのＢlimitが上方修正されるという。どこ

で判断するかというのはいろいろあると思いますけど、そういう見方をしていいわけですよね。 

【西田センター長】  そうですね。これは今ここまでお示ししたのは昨年度の資源評価でのＢlimit

の設定だったわけですけど、ここからの説明になりますが、再生産関係を考慮すると限界基準値は
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もっと上のところにくるという説明になります。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  他に。どうぞ。 

【参加者】  よろしくお願いします。 

 私の方は昨日の表と見比べてなんですけど、今日の分ではスライドの19の資源動向のところを見

ると、右側の表で親魚量がＢlimitを完全に下回っていると思います。昨日の資料の４のスライド

の４ですが、親魚量というか親魚の量ということで、これでは直近の2014年、2016年はＢlimitを

上回っていますけど、この親魚量と親魚の量は違うのかというところが１点です。 

 それと、昨日、1990年ぐらいから2004年ぐらいまでＢlimitは完全に親魚をずっと十何年下回っ

ているという話がありました。それがなぜ増えたのか。こんなに長期的にＢlimitを下回っていた

のがなぜ増加に移ったのか。何か人的な要素があるのかそれとも自然環境なのか、この２点をお願

いします。 

【西田センター長】  まず後の方からお答えします。 

 親魚量はずっと2000年代に入り、このあたりの低位の水準にあると判断していたわけですけど、

ここに書いてありますように2014年以降、漁獲割合は低下傾向にあります。もちろん年々の新たに

加わる加入量の変動、これは加入量をそのまま示しているのではなくて生き残り誤差を示していま

すけど、そういう環境変動はありますけど一つは漁獲割合が低下しているということが、近年の増

加傾向の一つの要因と考えています。 

 それから、私が「親魚量」と言ったり「親魚の量」と言ったりしていることが混乱を招いていた

ら申しわけないのですが、基本的に用いている親魚量は同じです。こちらの資源に関してもこれか

ら今回の新しい検討結果をご紹介しますが、これまでのＢlimitは、その水準を親魚量が下回ると

良い加入量にならない、そこから生み出される子の量が期待できないという考え方でこの基準を設

けていたわけです。今回新たに再生産関係――親魚量とそこから生み出される加入尾数の関係を検

討した結果、限界管理基準値案としてはそんなに高くないというか、もっと低い……。今までＢ

limitは25万トンとしていたわけですけど、今回新たに提案する管理基準値案では14万3,000トンと

しています。また後でご説明申し上げますけれども、そういうことで資源の見方というのが若干変

わることをまた後でご説明したいと思います。 

【参加者】  昨日の資料の４の現状と、今日のＢlimitとの数値は全然違うということですか。 

【西田センター長】  そうですね。今日はまずベースになっているデータをご理解いただくために、

初に昨年度行った資源評価の結果についてまず概要をご紹介しました。今回、限界基準の考え方

の変更ということが、一つ 初にご説明する主要な項目になるわけですけれども、その前に昨年度

までの考え方をご紹介したということです。 

【神谷部長】  よろしいでしょうか。 

 私がここで１回区切って質問を受け付けたのは、今説明したのは今までの評価方法で、これから

先は新しい評価方法を説明します。そこをはっきりさせるためにここで区切りました。 

 例えば、ここで言うと、事実として変わらないのは、資源量として2017年の59万トン、うち親魚

の量の19万トン、これは事実として変わりません。ただ、それの判断の基準が、従来のやり方です

とＢlimitは親の量が25万トン以上ないといけませんよという前提でやっていました。でも、いろ

んなデータが積み重なって資源のことがよりよくわかってきて、新しい評価基準を設定しましたの
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で、それでどうなるのかをこれから説明します。そこに気をつけて見ていただければと思います。

マサバとゴマサバどちらにも同じことが言えると思います。そういう理解でよろしいですかね。よ

ろしければ続きをお願いします。 

【西田センター長】  では他にご質問はありませんか。 

【参加者】  先ほどのなぜ増えたのかという点をお願いします。 

【西田センター長】  このグラフで説明しますと、近年漁獲割合が低下傾向にあるということです。

それに呼応するように親魚量が増加傾向にあるということです。 

 他にございますか。 

【参加者】  先ほどのＱ＆Ａの交通整理をさせていただきたいと思います。今の質問は資料４の４ペ

ージの図と今スライドに映っている図を見比べてのご質問だったのではないかと思いますが、それ

でよろしいですよね。資料４の４ページは模式図として表されていますけど、これはマサバの太平

洋系群の親魚資源量です。書かれてないけど。スライドに映っているのは対馬暖流系群で、資料４

の４ページのこのグラフは太平洋系群です。そこが違うということでいいでしょうか。 

【西田センター長】  資料４の４ページはマサバ太平洋系群を掲載しています。 

【参加者】  ありがとうございます。おかげでスムーズに理解できました。 

【西田センター長】  他にございますか。 

 それでは、再生産関係の適用、管理基準値案の検討結果についてご紹介をいたします。本日から

ご参加されている方もいらっしゃるかと思いますので水研機構から提出している資料番号５－１か

ら５－６までのそれぞれがどんな資料なのかを 初に口頭で示させていただきます。 

 今ご説明しているスライドは資料５－１になります。こういう検討をするに当たって私どもは４

月に研究機関会議を開催いたしまして、そこでそれぞれマサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海

系群の詳細な今回の検討結果に関する報告を作りました。それが資料の５－６になります。それに

基づきまして、それのエッセンスといいますか、要約したものをダイジェスト版として作成し、ま

たそれに多少これまでの資源評価の結果も加えてさらに簡易版を作成しました。この簡易版、ダイ

ジェスト版についてマサバ対馬暖流系群の資料の５－２、ゴマサバ東シナ海系群の資料の５－３と

しています。 

 本日の説明内容の特に後半になりますが、漁獲管理規則の提案に対する基本的な考え方を、私ど

も水研機構の方で取りまとめた漁獲管理規則及びＡＢＣ算定の基本指針というもの、それから用語

集を資料５－４にとじています。 

 今朝ここまでの説明内容に対応するそれぞれの系群の平成30年度の資源評価報告書が資料５－５、

それぞれの資料についてはこのアドレス、それから今回の分析に使った各種データ、特に親魚量と

加入尾数といった数値についてはこちらに掲載しています。 

 これから説明する資料内容の主要項目としては、１番として資源状態についての目標を導入する

ことになりますから、そのための分析を行う。平均的に 大の漁獲量が得られるＭＳＹ水準の状態

を目標と定めて、そのときの親魚量を算定し、目標管理基準値として提案した。それから資源状態

についての新しい表示方法を導入した。ＭＳＹ水準での親魚量、漁獲圧を基準として、現状での親

魚量が多いあるいは少ない、現状の漁獲圧が強いあるいは弱いということが一目でわかる神戸プロ

ット、神戸チャートを提示した。それから漁獲シナリオについての検討材料を提示する。漁獲管理

規則を提案し、その下での将来予測を行い、ＭＳＹ水準を維持・あるいはＭＳＹ水準に到達する確
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率などを提示しています。 

 繰り返しになりますけれども、簡易版の資料の５－２の図の２に示しているグラフでございます

けれども、マサバ対馬暖流系群のことをもう一度ご紹介します。我が国の漁獲量は1970年代後半に

は30万トン前後であったが、2000年以降おおむね８万から12万トンの低い水準で推移している。

2017年の漁獲量は11万トン、日韓合計で21万5,000トンということです。 

 マサバ対馬暖流系群の再生産関係についてはこのように推定します。これを推定するに当たって

は平成30年の資源評価で得られた1973年から2017年の親魚量及びその親魚が生み出す加入量、親魚

から生み出される子の尾数を基に推定しております。横軸が親魚の量で、縦軸が加入尾数です。グ

ラフの中に白丸で各年の位置関係を示しています。この資源評価を行った1973年から2017年までの

期間において、親魚量は11万から53万トンの範囲で変動している。加入尾数は８億から33億尾の範

囲にありました。2017年については、親魚量は19万トンで加入尾数は14億尾と推定されています。

平均的にはこのような関係を採用した上で、加入のばらつきを考慮した分析を行ったわけです。 

 これがマサバ対馬暖流系群とＭＳＹと管理基準値案です。資料５－２の図の５を今ご説明してい

ます。本系群の目標管理基準値としては、 大持続生産量32万3,000トンが得られる親魚量、それ

に対応する親魚量は31万トンになります。それから限界管理基準値としてはＭＳＹの60％が得られ

る親魚量で、逆に言うと親魚量になるまでに40％を失っています。これに対応する親魚量は14万

3,000トンです。それから禁漁水準としてはＭＳＹの10％が得られる、逆を言うと90％を失うよう

な禁漁水準を提案していて、それに対応する親魚量は２万2,000トンとなります。 

 続きまして資料５－２の図の３の説明になります。親魚量の推移を示しています。親魚量は1990

年代まではおおむね30万トン以上、2000年代以降は20万トン以下で推移してきました。これに先ほ

どの目標管理基準値案、限界管理基準値案といったものを当てて見てみますと、2017年は目標管理

基準値案を下回りますけれども、限界管理基準値は上回る状態だと判断しています。 

 続きまして資料５－２の図の４です。これはマサバ対馬暖流系群の漁獲圧の推移です。本系群の

漁獲圧、これをよくＦという係数で表示していますけれども、漁獲圧は1994年以降においては 大

持続生産量を実現する漁獲圧で、ＭＳＹを上回っていましたが、近年は減少傾向にあり、2017年は

わずかに下回ったと評価しています。 

 このように親魚量と漁獲圧を、ＭＳＹを達成する水準を基準としてあわせて表示したものが神戸

プロット、神戸チャートです。マサバ対馬暖流系群における本系群の漁獲圧は、このあたりが1980

年代ですけれども、1980年代における漁獲圧はＭＳＹ水準を下回る水準でしたが、1990年代から上

昇しました。親魚量はＭＳＹの水準から200０年代には限界管理基準値周辺まで減少しました。直

近５年間、2013年から2017年の漁獲圧は低下傾向で、親魚量は緩やかに増えている。漁獲圧として

は下がってきて親魚量は増えている状況にあります。2017年の親魚量は限界管理基準値案よりは多

く、目標管理基準値案よりも少ないと見ることができます。 

 続きましてゴマサバ東シナ海系群の説明です。こちらは資料５－３になります。 

 まず図の２の漁獲量の推移です。緑色で示した我が国の漁獲量には年変動があるものの、1970年

代以降５万トン前後で推移してきました。近年では2011年の４万9,000トンをピークに減少傾向に

あります。2017年は３万1000トンで、日韓合計４万2,000トンです。 

 ゴマサバ東シナ海系群の再生産関係ですが、マサバ対馬系に比べると資源評価が行われている年

数自体は短くなっています。1992年から2017年までの親魚量及び加入量、加入量は親魚から生み出
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される子の尾数ですけれども、これの関係をもとに推定しました。親魚量はこの間３万トンから９

万トンの範囲、加入尾数は１億余りから６億尾の範囲にありました。2017年あたりでは、親魚量が

５万トンで、加入尾数が２億尾を上回りました。再生産関係を適用して分析した結果、この範囲の

中においては親魚量が多くなると加入尾数は増える傾向にあると判断をしております。 

 ゴマサバ東シナ海系群のＭＳＹと管理基準値案です。これは資料５－３の図の５になります。本

系群の目標管理基準値はＭＳＹ７万6,000トンで、これが得られる親魚量10万9,000トンになります。

限界管理基準値はＭＳＹの60％が得られる親魚量で、４万5,000トンが得られる親魚量は５万1000

トンとなります。禁漁水準はＭＳＹの10％で、90％を失うことを考えた親魚量は8,000トンです。

これらを管理基準値案として提案いたします。 

 資料５－３の図の３、親魚量の推移を振り返ってみます。それに今ご説明した管理基準値案をそ

れに載せて表示しています。親魚量は比較的安定しており2012年以降は５万トン前後でほぼ横ばい、

2017年に関しましては限界管理基準値案を下回るが禁漁水準案は上回っています。2000年代の当初

から見てみますと親魚量は長期的には減少傾向であると見ることができると思います。 

 続いて漁獲圧の推移です。資料５－３の図の４になります。漁獲圧は1996年及び2004年以外にお

いては、 大持続生産量を実現する漁獲圧を上回っていたと評価しました。 

 後のスライドになりますけれども、ゴマサバ東シナ海系群の神戸プロット、神戸チャートにつ

いてです。こちらも同様に、横軸は親魚量で、縦軸は漁獲圧で、ＭＳＹを達成する水準を基準にし

たときに資源の状況はどう推移してきたかを示しています。本系群の場合は過去26年間のうち24年

間において 大持続生産量を実現する漁獲圧を上回っていたと判断されました。現状の親魚量は、

目標管理基準値、限界管理基準値を下回るけれども禁漁水準は上回っており、ほぼ限界管理基準値

周辺で推移しています。 

 ここまでが前半の説明になります。 

【神谷部長】  ありがとうございます。それでは、質疑応答です。この質疑応答が終わったら一旦休

憩に入りたいと思っています。よろしくお願いします。 

【参加者】  スライド29、30でＭＳＹの数字、親魚量がマサバの方は31万トン、ＭＳＹの60％に相当

ということで限界管理基準値14万3,000トン、禁漁水準が２万2,000トンとなっていて、60％、10％

ということですが、31万トンに60と10を掛けるとこういう数字にならないのは何でなんですか。 

【西田センター長】  60、10を掛けるのは平均漁獲量の方になります。32万3,000トンはＭＳＹで、

それの６割しか得られない、19万4,000トンしか得られないのが限界管理基準値です。それに対応

する親魚量をここに示しています。 

【参加者】  漁獲量ベースで60、10、それに対して親魚量の量を示しているということですね。 

【西田センター長】  はい、そのとおりです。 

【参加者】  わかりました。 

【神谷部長】  続けてどうぞ。 

【参加者】  スライドの28ですが、マサバ対馬暖流系群の1989年で、親魚量がほぼ一番多いのに加入

量が一番低いというのはなぜでしょうか。 

 もう１点は、先ほどの期待できる平均漁獲量と親魚量が、ゴマサバの場合とマサバの場合で違い

ますけど、それはなぜでしょうか。漁獲量と親魚量。ゴマサバの場合は期待できる平均漁獲量より

も親魚量の方が多いのですが、マサバの場合は親魚量の方が少ない。この２点について教えてもら
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えませんか。 

【西田センター長】  この再生産関係を眺めてみますと、資源量が多いからといってそれに対応して

加入尾数が多くなるという傾向、つまり資源がどこまでも増えていくという形ではなくて、全体と

して増えてきたときには次の世代と言いますか、子が生まれる量が減るという密度依存的と言いま

すか、あまり資源が混み合いすぎると子供が生まれづらくなるという資源変動がここから読み取れ

ます。 

 1980年代後半、1990年の前あたりは、ある意味、これまでの経験では資源量が多かったのですが、

多いために子の加入量が抑えられてしまっていたと判断をしています。そういう関係があると考え

てこのような再生産関係を適用しています。平均的な青線のところからの各年のばらつきに関して

は、この後の管理基準値案とか漁獲管理規則に基づく将来予測をやるときの確率的な分析には使用

しているので、必ずしも平均だけで扱っているのではなくて、そこからの加入のばらつきという形

できちんと計算に入れて検討しています。 

 親魚量と漁獲量の関係が逆転したりするという話に関しては、資源ごとの資源を構成する年齢構

成といいますか、そういうもので変わってきます。資源の構成と漁獲物の構成、どちらの系群に関

しても親魚になるのは１歳で60％、２歳で85％とご説明していますけれども、漁獲は資源全体に対

してかかってくるものですよね。そこのところの関係性がマサバとゴマサバでは違うということで、

マサバに関してはゼロ歳、１歳を中心とする漁獲ということもありますので、単純に漁獲量と一つ

の指標である親魚量を比べたら漁獲量の方が多いということが出てきます。これは漁獲物の年齢構

成というのが資源によって違うということです。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  資料28ですけど、ちょうど曲がったところがＭＳＹ水準と認識していますけど、どう見

ても31万トンになってないような気がするのはどういうことですか。 

【西田センター長】  このホッケースティック型という再生産関係を適用すると折れ点というものが

あるわけです。この場合20万トンをやや超えたあたりのところが折れ点になります。ここのところ

で、親魚量に対して、ある意味、一番効率的に加入が得られるというのはそのとおりだと思います。

ただ、平均的にというか、この位置を少しでも親魚量が下回ってしまうと加入尾数が急落してしま

うとも見ることができるわけです。そうすると長期の平均的な 大の漁獲量、ＭＳＹ水準というこ

とを考えますと、こちらに落ちる確率も減らす必要があるので、この折れ点よりは右に位置すると

ころがＭＳＹ水準となります。この資源の場合は、こういう加入のばらつきなども考慮しますと31

万トンをＭＳＹ水準と考えているわけです。 

【神谷部長】  つまり、折れ点の位置とＭＳＹを達成する資源水準は一致しないということですね。 

【西田センター長】  そうですね。ほんとうに全て平均的なところでぴたっと合って、そこできちん

と管理できれば折れ点のところが効率がいいのでしょうけど、実際には資源も変動しますし、いろ

いろ変動する要因を考慮すると折れ点より右のほう、つまり折れ点より左に落とし込んで加入が急

減してしまう危険性を回避するため、ＭＳＹ水準は折れ点より右にいくことになります。 

【神谷部長】  その他にありますか。どうぞ。 

【参加者】  限界管理基準値のＭＳＹが60％で、禁漁基準がＭＳＹの10％と。昨日もご説明はありま

したが、昨日はＴＡＣを出すときのβ、ＭＳＹ水準の0.8が平均的にはＭＳＹ水準を達成する確率

がそれなりに高いというご説明をいただいきましたが、そこをもう少しご説明していただきたいと
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思います。というのが、今までの資源評価のＢlimitの決め方というのは、例えば加入がそれ以下

だと期待できなくなる親魚量とか、それなりに感覚的にわかりやすい説明だったと思いますが、い

きなりＭＳＹ水準の60％が限界管理基準値ですよという説明を受けると「はあ、そうですか」とな

ってしまうので、もう少し詳しく説明いただければありがたいです。 

【西田センター長】  これまでは目標というものがなく、今の再生産関係を見て25万トンあたりを上

回れば、このように良い加入が出現する年が現れるけれども、25万トンを下回るとそういう良い加

入が得られる年は見られない。そういう考え方で25万トンというＢlimitを設定してきたわけです。

でも、これからはＭＳＹ水準を求めてそれの回復を目指すことになります。それとの関係性から限

界管理基準値を設定し直すということを考えました。次のスライドになりますけれども、ＭＳＹの

60％が妥当なのかというと、ある意味この漁獲量の曲線を見てみますと、こちらがＭＳＹを下回る

水準では結構親魚量の低下に対して漁獲量の低下が大きいということから考えると、目標への回復、

あるいはもっと資源が悪化してしまうリスクを避けるということからすると、こういうところが一

つの基準値の案になるだろうと、もう１回限界管理基準値案の考え方を設定し直しています。 

 ご質問の 初の方にあったＦmsyで管理することとの関係ですけれども、ＭＳＹを達成する漁獲

圧で漁獲を続ければいつかはＭＳＹの水準に到達する。それは資源の特性によって違う。すぐにＭ

ＳＹ水準に回復する資源もあるかと思います。ですけど、ＭＳＹ水準に高い確率で回復、あるいは

そこを維持するため、後でご紹介しますけれどもβを調整することでこういうふうに確率は変わっ

てきます、このように将来の漁獲量は変わってきますという表を後でご説明しますから、それに基

づいてまたこの会での議論をしていただければいいのではないかと考えているところです。 

【参加者】  βの決め方については昨日ご説明があったのでそれなりに理解したつもりです。限界管

理基準値がＭＳＹの60％になるようにβを決めたときのシミュレーションをもとにしたような決め

方ではないということですか。 

【西田センター長】  そうですね。昨日のご説明内容になりますけれども、日本周辺の資源をある程

度網羅的にいろいろ調べた結果がありますので、それを分析した結果、ＭＳＹは60％相当、逆に言

うと４０％失うということになりますけどそこを基準値案として提案するのが良いだろうと。これ

はこれから同じような検討がされる魚種全てが60％というわけではなくて、魚種ごとでいろいろと

検討していくことにしています。ただ、一般的といいますか、広く利用できる基準値案の考え方と

して、ＭＳＹの60％相当を限界管理基準値案として提案することにしたわけです。 

【神谷部長】  よろしいですか。 

【岡村グループ長】  補足説明をします。60％Ｂlimitですけれども、主に三つの理由があります。 

 一つは運用上の理由です。目標値が先ほど説明があったように少し上のほうになります。そうし

ますと、限界基準値があまりに目標値に近いと、目標値周辺ではＦMSYあるいはβ×Ｆmsyという一

定の漁獲係数で漁獲しますけれども、限界基準値が近いと限界基準値は、先ほどマサバの図を誤解

されているというので引用があった資料４の４ページに書いてありますけれども、限界管理基準値

は乱獲を未然に防止するための資源水準の値で、これを下回った場合には目標管理基準値まで回復

させるための計画をするということで、漁獲を減らすことになります。そうすると、限界管理基準

値より下にあったら漁獲率を下げなければいけないのでかなり不安定になる。どんどん下げなけれ

ばいけない。ということは、限界管理基準値は目標基準値よりもある程度離さないといけないとい

うことです。あまりに近いと、資源は不確実なので目標管理値を下回ったときに限界管理基準値を
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切りやすくなる。ですので、10％の持続生産量の減少は問題だとしても、あまりに近いと運用上問

題があります。なので、できるだけ離したいというのがあって、限界管理基準値が何％か失われて

もいいようにしたくて、60％ぐらいだったら大分離れるからいいのではないのかというのが運用上

の理由です。 

 もう一つは経験的な理由がありまして、これまでＢlimitというのはいろんな資源に適用されて

います。それとあまり変わらないようにしたい、できるだけ混乱を避けたいのでそれと似たような

値にしたくて、我々はこれまで用いていた26系群のＢlimitと60％ＭＳＹに当たるＢlimitを比較し

ています。どの系群でも一緒になるわけではないのですが、大体似たような値になる系群が多くて、

60％ＭＳＹはいい基準じゃないかというので選んでいます。これが二つ目の理由です。 

 三つ目は理論的な理由です。先ほどおっしゃられましたように、シミュレーションをやって60％

ＭＳＹの基準でやったときに持続的な漁獲ができることを確かめています。それによって、アメリ

カのやり方にも似て、持続的な漁獲が可能だという結果が得られました。50％ＭＳＹでも確認して

いますけれども、50％よりも60％の方がよくて、全体的にいいパフォーマンスが得られています。

そいうところから60％ＭＳＹのＢlimitを選択されました。 

 以上です。 

【参加者】  補足をいただいて納得しました。運用上の資源管理のほうの事情も考慮されて決められ

た基準であることを理解できました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。奥の方どうぞ。 

【参加者】  再生産関係でどうも1980年から1990年の変動が激しい。それでこういう方法を採用され

たと思いますけど、単純な私の疑問というかお願いとしては、加入尾数と親魚の資源量の単位が違

いますね。もし可能であれば、年級群で寿命が違うでしょうけど、親魚資源尾数という形でグラフ

をつくることができますか。 

 それと、年級群の重量によってこれだけ変動が激しいのでしょうか。その辺を一つお願いします。 

【西田センター長】  まず、なぜ親魚量が重量で加入尾数が尾数なのかというところですけれども、

親魚の重量というのは簡単には卵の数ですね。その親魚が重量分、たくさんの卵を産むということ

で、親魚量を重量で示していますけど、要はそこから生み出される卵の数といってもいいわけです。

その卵の数に対して加入尾数――きちんと生き残って新たに資源に加わることができた数なわけで、

そういうふうに考えれば数と数の関係です。生き残る数が多ければこのグラフの中で上の方に位置

するし、生き残りが悪ければ下の方に位置する。それは結構年変動があります。ですから再生産関

係を考えるときには、卵の数がわかればいいんですけど、なかなかそれを直接全部把握することは

なかなか難しいので、それを生み出す親魚の量、親魚に関しては体重が増えればその分卵の数が増

えるということで重さを使っています。 

 尾数と尾数の関係で示すということは、当然それぞれ親魚を構成する資源の尾数を資源評価の中

で算定していますから、それを足し合わせてグラフを作ることはできるのですけれども、再生産関

係を検討するときには、それはあまり意味をなさないといいますか、あまり使えない図になります。

ある程度年齢構成が安定的、あるいは一つの年級群に対して注目したいということであればいろい

ろ見てみることはできるかと思いますけど、再生産関係を検討するに当たっては、先ほどご説明し

ましたように親魚量の重量と加入尾数の関係でお示しをしているところです。 

【参加者】  ありがとうございました。見方によってはまた違った見方があるのではないかと思いま
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して質問いたしました。 

【西田センター長】  どうもありがとうございます。 

【神谷部長】  他ありますでしょうか。 

【参加者】  若葉漁業の森脇です。今、ＭＳＹのマサバあるいはゴマサバについて説明があったと思

いますけど、今回のＭＳＹを採用するに当たりまして疑問なのは、過去の資源管理とＭＳＹで管理

方法がどうもはっきりしない。今までが間違っていたのかということも考えるわけですね。違いと

いうか、今のＭＳＹの計算方式を過去の資源管理に当てはめたら、どの辺のレベルで今までが間違

っていたのか、合っていたのかというのがわかると思います。その辺はどう考えたらよろしいです

か。 

【神谷部長】  今までが間違っていたとか、そういう話では全然ありません。元々ＴＡＣを導入する

ときから管理はＭＳＹを目指すということを法律にはっきり書いてありました。何でそれを今まで

やらなかったかというと導入に至るデータが無かったことと、資源評価とか解析の手法がそこまで

至っていなかったからです。それと資源が非常に悪かったという点があるので、まず資源を回復す

ることに主眼を置いてこの20年間きたわけです。20年間に資源がかなり回復しましたし、併せてデ

ータも整ったので、本来やるべきだったＭＳＹに移行できたと我々は思います。ですから、悪かっ

たとか失敗したというよりも、むしろ成果が積み上がったからこれからアップグレードするという

認識でいただければと思います。 

 それと、神戸チャートでどんなふうに成果が上がってきたかを見ますと、2003年から直近の2017

年はぐっと下がっていますよね。このぐっと下がるというのは二つの構造が見えるわけです。漁獲

圧力が大きく減ったという話と資源の状態がぐっと良くなっているという二つが見えるわけです。

つまり、今までのＴＡＣのやり方で、特にまき網さんなんかは厳格な数量管理をやられましたので、

その成果がはっきり現れてきたということです。 

 だから次にこっちの方向を目指して頑張りましょう、そうすれば今の漁獲量が20万トン弱くらい

なのが30万トンぐらいまで資源全体として獲れるじゃないかと。そういったところを目指せば、サ

バは食用だけじゃなくて養殖の餌とかいう観点からも重要ですし、日本全体のためになるだろうと

思って、今この時期に新たにステップアップしようじゃないかという判断に至った次第です。よろ

しいでしょうか。必要であればさらに説明いたします。 

【参加者】  過去の数字は今のＭＳＹの……。 

【神谷部長】  例えば、過去の数字で言うと今までのＢlimitは25万トンだったわけですから、多分

この辺にＢlimitがきていたはずです。だから今までのやり方だったら資源は全然回復してないと

いうことですけれども、データの蓄積と統計の解析手法が進歩したおかげで、Ｂlimitをこっちの

方に下げても大丈夫なことがわかったわけです。そういうのもまさに今までの蓄積のおかげなので

はないかと私は思っていますけれども。 

【参加者】  ということは、今まで資源管理でこれ以上はだめですって言われても、本当はまだ楽勝

だったということですか。獲れる可能性があるのに獲るなと言われていたということですか。 

【神谷部長】  そうではなくて、Ｂlimitの観点で言えば、ほんとうはもう少し低かったかもしれま

せんけど、だからといって資源がずっとここでいいわけはないですよね。我々はここを目指しまし

ょうとなっていますから、ここを目指す際にここから出発するのか、ここから出発するのかという

のは難易度が全然違うと思います。ここにいる限りにおいては十何万トンしかとれないのが、ここ
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にくれば三十何万トンとれるわけです。本来ＴＡＣ法で求められている世界もここなわけですから、

いよいよここに向かって頑張れるときが来たとポジティブに捉えていただければいいのではないか

と思います。まだ腑に落ちませんか。 

【参加者】  いえ。ありがとうございました。 

【神谷部長】  どんどん続けて。 

【参加者】  私も何回か説明を聞いていますけど、なかなかわかりづらいです。できればですが、今

回ＭＳＹ水準での資源管理を目指すということで、仮にデータが全部そろっている過去10年ぐらい

前にやったら現在はこういうトン数になっていますというのがわかれば、現在との比較で将来的に

これだけ増えると。どうしても過去のデータ、２年、１年前のものは不確定要素もあるとは思いま

すけど、２年よりも古い分は確定で、それから将来を予測されていると思いますが、将来を予測す

るよりも、過去の比較で、今の資源管理ＡＢＣのＴＡＣとこれからやるＭＳＹの資源管理ではこれ

だけ違いますよ、これだけ我慢したらこれだけの量になりましたということを示してもらうとわか

りやすいと思いますけど。 

【西田センター長】  マサバ対馬ではないですけれども、マサバ太平洋で分析した例があるのでそれ

を参考のためにご紹介したいと思います。 

【市野川主任研究員】  中央水産研究所の市野川です。私どもも、このＭＳＹの説明をするときに多

くのご意見をいただきまして、過去に遡ってＭＳＹを適用したらどうなっていたという質問をいた

だきましたので、一応うちのグループの方でそのような分析をさせていただいております。今回マ

サバの対馬についてはやっていないですが、スケトウダラ日本海系群であるとか太平洋のマサバな

んかを対象に過去ＭＳＹ管理をしていたらどうなっていたかを計算しました。 

 あまり例が良くないかもしれないですが、スケトウダラ日本海系群の場合、もし1998年から今の

ルールで管理した場合、この赤い線のようになっていたというものを試算したり、ブリだとこうい

う形になったりという、いろいろな結果を出しております。 

 太平洋のサバの結果もありますけれども、これが６系群について示したもので、ブリと三河のフ

グと太平洋のマアジと太平洋のマサバなどをＭＳＹで管理をした場合と現状の漁獲量や親魚量の比

などを見ています。1998年から今計算されているＭＳＹで管理をした場合には太平洋のマサバなど

では現状よりも多く漁獲できていたし、親魚量ももっと多かっただろうという試算をしていて、今

までＦが高かったようなものにつきましては昔からＦを下げていたらもっと資源量は増えていたと

いう試算をいろいろしているところです。 

【参加者】  今日の説明は対馬系群の説明だと思います。太平洋系群は資源変動もかなり大きくて、

先ほどの話ではないですけどＢlimitも違っていますけど、対馬系群ではやられないのですか。 

【市野川主任研究員】  もしそういうご希望がありましたら計算した結果をお見せすることはできま

す。ただ今日、明日中には無理かもしれませんのでお時間をいただければと思います。 

【参加者】  ぜひよろしくお願いします。 

【神谷部長】  どういう条件で計算してもらいましょうか。10年前に始めていたら……。 

【参加者】  今と同じような条件で、今の条件とＭＳＹとを。まだ決まってないからこれはまだ先に

なるかもしれませんけど、まだ確定もないですし。今後やる管理に近いような……。 

【神谷部長】  前提として、今水研機構の方からお示しされているＭＳＹをベースに、それを10年前

に始めていたらどうなったかということですね。 
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【参加者】  そうですね。 

【神谷部長】  そこはまた宿題ということでこっちに引き取りまして……。 

【岡村グループ長】  補足でもう一度。 

【市野川主任研究員】  結果が出てきたので少しだけお見せします。これは太平洋のマサバです。こ

ういう形でウェブ上で魚種を選択します。マサバとかマイワシとかスケトウダラとかで、今対馬の

方は入ってないですが、マイワシを選んだら出てきて、管理基準値はＭＳＹだったらどこだと。新

しい管理ルールによる漁獲が例えば何年からスタートしていたらどうなっていたかをこのように選

べるように――これだと1980年からスタートしたらこうだったと、別の年からスタートしていたら

どうなったかというのが示されるツールを開発していますので、ここに対馬のものを入れまして、

10年前またはＴＡＣが開始されたとき等のいろいろな試算をしたいと思います。 

【神谷部長】  じゃあよろしくお願いいたします。  

【参加者】  初歩的な質問です。期待できるＭＳＹの漁獲、例えば32万3,000トン、これは対馬暖流

系については日本と韓国を足した漁獲量という理解でいいですか。資料５－２の 初に日本と韓国

がありますが、日本だけの漁獲量で32万3,000トンを達成した年は過去にもまれですけど、日本と

韓国を足せば32万3,000トンという過去の実績もあります。イメージとして、これをやっていけば

このときぐらいの漁獲量が達成できるという意味では、この32万3,000トンは日本足す韓国なのか

という質問が一つです。 

 もう一つ、韓国は一応ＭＳＹでＴＡＣ管理していると聞いていますが、中国がわからないという

のは置いといて、対馬系のマサバに関して韓国も日本より若干多いくらい利用していることを考え

ますと、日本の研究者と韓国の研究者と少なくとも今の資源水準だとか仮にＭＳＹやった場合こう

だよねという、日本足す韓国が32万3,000トンであるという以上、そういう研究者レベルの視点と

いうかレベルは全く同じという理解でいいのでしょうか。管理のやり方は当然国によって変わると

思いますが、少なくとも資源が今どの水準にあるのか、ＭＳＹをやるとしたらこうなのかというと

ころの日韓の目線は合っているのでしょうか。お願いします。 

【西田センター長】  まずこの32万3,000トンは日韓合わせた数字です。 

 データとしては資源評価の中に取り込んで分析できるレベルと認識していますけれども、日韓の

間の科学者の中で水準、資源の状況の判断あるいはＭＳＹといった話をする機会はないので、こち

らは日本の資源評価に基づくＭＳＹ水準の推定です。 

【参加者】  ありがとうございます。そうするとこの後の話なのでしょうけど、32万3,000トン、ざ

っくり近年の割合からいくと日本は16万トン、約半分ぐらいかなというイメージでこの後の話を聞

けばいいということでしょうか。 

【西田センター長】  割合のところは次の次といいますか、まずは全体としての資源の利用の仕方に

関して検討を進めているところかと思います。 

【神谷部長】  ですから、計算の前提として今の状態で推移するとすればということになるので、例

えば漁獲圧力が今の状態で推移すればというのは、日本と韓国の漁獲圧力の比率が同じ割合で推移

すればと考えてもらっていいと思います。今は科学の面からだけ資源評価の話をしていますので、

日韓の割り当てどうするのかとか、韓国が増やさないような担保をどうするのかという点はひとえ

に行政の方の話になると思います。そこは区別して今回は資源の方に集中していただければと思い

ます。よろしくお願いします。 
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【参加者】  管理はいいのですが、同じ対馬系をとっていて、今の資源状態について韓国がどう考え

ているのか全くわからないという理解でいいのでしょうか。すごくいいと思っているかもしれない、

悪いと思っているかもしれないというのもわからないのでしょうか。 

【西田センター長】  公式には何も示されていないと認識しております。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  冒頭の資源と環境変動という視点から質問させていただきたいのですけれども、資料５

－２のグラフと、先ほどもあった資料４の４ページなどを見比べながら見ていきたいんですけれど

も、マサバの資源量を見ていくと、1970年代、1980年代は資源水準が高くて、その後1990年代、

2000年代にかけて減少しています。振り返ってみるとこの1970年代、1980年代は寒冷期で、1990年

代に入って温暖期に入ってマイワシの資源は崩壊したわけですけれども、マサバの資源も低水準に

なっていると理解する必要があるかと思っています。将来を考える上で、これまでのデータ――再

生産関係とか再生産成功率とかは、これまでの水温環境が暖かかったころのデータも冷たかったこ

ろのデータも全部ひっくるめて平均値として与えて、今後10年後の目標というかシミュレーション

を行っておられるのか、どうでしょうか。 

 私は現実的にできるかどうかは別として、水温が暖かい環境のときと冷たい環境のときを切り分

けて、暖かいときには暖かいときのＭＳＹの目標の設定のあり方、寒冷期には寒冷期なりのＭＳＹ

の目標の設定のあり方というのがあるべきなのではないかと思います。 

 例えば資料５－２の図３で言えば、1970年代、1980年代の目標管理基準値、限界管理基準値はも

う少し上のところにあって、2000年代以降の目標管理基準、限界管理基準はもう少し下になるのか

なと。要するに、環境はシフトして資源もそれに応答してシフトするから管理のあり方も環境に合

わせてシフトさせるべきではないかと思いますが、今後10年後の目標設定というシミュレーション

の中でそのような観点がどのぐらい反映されているのか、ご質問します。 

【西田センター長】  幾つかの質問があると思いますけど、先ほどの神戸プロットのところに戻って

年代的な変化から考えますと、1990年代に漁獲圧が上昇して、それに対応して親魚量が減少してき

た、近年は漁獲圧が低下することに対応して親魚量が増えていると評価している、こういう流れだ

ろうと先ほどご説明をしました。 

 再生産関係を適用するに当たっては、まず海洋環境の影響がある一定の傾向を持った年が続くこ

とによって影響を受けているのかについて分析をしています。ですから再生産管理の適用に当たっ

て海洋環境の影響として、例えば、加入が良い年あるいは加入が悪い年というのが続くという傾向

にあったら、それはそういう年代にある影響があると考えられるので、その影響については分析を

しております。 

 そしてこの系群に関して言うと、加入が良い年が続くあるいは加入が悪い年が続くといった、つ

まり、ある年が良ければ次の年も良い、悪い年があればその次の年も悪いといった一定の傾向が続

くかどうかというのも分析した結果、この系群に関してはそういうことを再生産関係の適用に当た

って考慮する必要がないと判断して、この再生産関係を求めています。 

 もちろんレジームシフトという考え方については、もう少し科学的な理解が進めばそういうふう

な知見を汲むことも検討したいと思いますけど、現状ではレジームの予測を含めて、それを直ちに

考慮することは困難な状況と考えています。 
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 例えば、これも太平洋系群の話になりますけれども、マサバ太平洋系群の場合で言いますと、産

卵する環境、親魚が産卵場で産卵をする環境は低水温的なところがいいのだけれども、そこから生

み出された子供は黒潮に乗って、ある程度適当な低水温ではない生き残りに適した水温の環境に移

行することが適当であると考えられていますから、必ずしも低水温のレジームだったら良いとか高

水温のレジームだったら良いということはありません。そこはもう少しきちんと科学的な知見を踏

まえて分析していくべきだと考えています。 

【参加者】  ありがとうございます。そうすると過去のデータの平均値のようなものを使ってシミュ

レーションされているという理解でよろしいですか。 

【西田センター長】  平均値とそこからのばらつきを考慮して分析しています。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  確認ですけれども、基準値とかは大体５年に１回くらいは定期的に見直しますし、そ

の際には常にアップデートするわけですから、今時点の判断をこれから先は変えませんと言ってい

るわけじゃないということですよね。 

【西田センター長】  そうですね。今回は2017年までのデータがあるのでそれを用いて分析していま

す。これがすぐがらがらっと変わることはないと想像しますけれども、これから年数が経てばもっ

とデータが増えてきますから、それによって新たな解析を行う予定です。 

【神谷部長】  他にございますか。ここで一旦昼休みに入りましょうかね、随分議論されましたので。

これから昼休みに入って、１時半に再開ということでよろしくお願いします。どうも午前中はご苦

労さまでした。 

（ 休  憩 ） 

【神谷部長】  ちょっと早いようですけど、大体皆さんおそろいなので、始めてよろしいですかね。 

 午前中は、資源評価について、今までのやり方による資源評価の見方と、新しいやり方による資

源評価の見方について説明がありました。これから、新しいやり方での将来の漁獲量、資源が減ら

ない確率など将来についての話に移行していきます。 

 その前に、従来のやり方と新しいやり方について比較に関する質問がいろいろ出ましたので、言

葉だけでは何なので、一度、比較するとこうなるという表の説明をさせていただきます。 

 例えば、マサバの対馬暖流系群ですけれども、2017年の親魚の資源量は19万トンです。これは事

実として変わらないという前提でいけば、従来の資源評価のやり方としては、限界管理基準（Ｂ

limit）を25万トンと定めておりました。19万トンのほうが少ないですから、低位水準にあるとい

うことでした。次に、新しいやり方によってＭＳＹの60％を達成する資源水準としますと、14.3万

トンになります。これは19万トンよりも低い数字になりますので、高、中、低と分けるのであれば

中位です。 

 次は目標管理基準ですが、今までのやり方は、Ｂlimitを超えることを目標にしていましたので、

ありませんでしたが、新しいやり方では、親魚の資源量が31万トンになればＭＳＹを達成して、漁

獲32万トンを得られるという形になりました。 

 これから我々が目指す方向、つまりこれからの議論ですけれども、親魚の資源を19万トンから31

万トンまで12万トン増やさないといけない。漁獲の圧力は現在ちょうどＭＳＹ水準にありますので、

そこをどうしたらいいのか、それぞれの組み合わせを説明していただくことになります。 

 これはマサバです。次がゴマサバで、マサバと逆の結果になりました。今の親魚の資源量が4.8
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万トンと。従来のやり方ですと、限界が3.3万トンで、今の親魚の資源量はそれより多かったので

中位という認識でしたが、新しいやり方では一番下のボーダーラインが5.1万トンになりますので、

それより3,000トンほど少なく、計算上は低位です。 

 目標管理基準値は、親魚の資源は10.9万トンがいいと。そうなりますと、今後の目指す方向とし

ては、4.8万トンの資源を10.9万トンまで、つまり６万1,000トン増やさないといけない。今、漁獲

の圧力は、ＭＳＹの1.3となっています。つまり、一番適正な水準よりも30％圧力が高くなってい

ます。それをさらに安全に見越してどうするのかとかという議論をこれから始めていくことになり

ます。 

 以上、私の方で要約させていただきましたけれども、こういう認識で議論を始めるということに

ついてご質問あれば、よろしくお願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  よろしいですかね。じゃあ、西田さん、よろしくお願いいたします。 

【西田センター長】  中央水研の西田です。それでは、「漁獲管理規則案の検討結果」というところ

から、資料５－１のスライド39番目からご紹介いたします。 

 昨日も簡単にご紹介しましたけれども、漁獲管理規則を提案しました。漁獲管理規則とは、将来

どのような漁獲の強さで漁獲すべきかをあらかじめ決めたルールということです。限界管理基準値

よりも上の状況であれば、ＭＳＹを達成する漁獲圧に安全率を掛けたβＦmsyで漁獲をすると。そ

して、限界管理基準値を親魚量が下回ると、その親魚量の減りぐあいに対して漁獲圧の強さを引き

下げるという説明をいたしました。 

 これが、縦軸が漁獲の強さ（漁獲圧）ということで、漁獲量ではないのでわかりづらいというご

指摘を昨日いただきまして、概念図になりますけれども、今ＨＣＲと言っているのはハーベスト・

コントロール・ルールなので漁獲管理規則ですが、その漁獲の強さのルールと漁獲量の関係を示す

ために、昨日示しました手書きのようなスライドを改めてここでもう一度ご説明したいと思います。 

【市野川主任研究員】  中央水産研究所の市野川です。 

 これは昨日、手書きで描いた図をきれいに直してみただけですけれども、漁獲の強さを一定にす

るというところがなかなかイメージしづらいということで、じゃあ漁獲のこういうハーベスト・コ

ントロール・ルールのもとで、例えば縦軸を漁獲量にした場合にはどうなるのかを示したのが、点

線が幾つかあってややこしいのですが、この太い点線になります。 

 資源が限界管理基準値よりも低い場合には、漁獲の強さは指数関数みたいなものになっているの

で曲がった感じなので、漁獲量としてはこういう感じのカーブになります。そして親魚量が限界管

理基準値を上回りますと、今度は一定の漁獲圧でとるわけですけれども、一定の漁獲圧というのは

資源を一定割合だけ毎年とるということとほぼ同じで、親魚資源量が増えていくと当然トータルバ

イオマス（総資源量）も増えます。総資源量が増えると、一定割合だけ獲っていくということにな

れば当然漁獲量は、資源量に応じてどんどん大きくなるという関係になりますので、漁獲の強さを

縦軸にしたこのルールに対して、漁獲量を縦軸にすると、こういうルールであるということを提案

しています。 

 ただ、この図だと誤解を生む可能性があります。この管理ルールを守っていればどんどん資源が

増えて、漁獲量も増え続けるかと思ってしまうかもしれないですが、実際はそうではなくて、結局

これは、例えば資源の30％だけ獲りましょうというルールでやっていくので、ある一定の水準のと
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ころで資源は安定します。その安定するところがこの目標資源量に当たりまして、この管理ルール

でやっていくとこのあたりで資源が安定して、ＭＳＹに近いものを得られるというルールです。こ

のＭＳＹのところで安定すると。 

 さらに、過去のルールと比べてどうだったかというお話もいただきましたので、こちらは、同じ

ハーベスト・コントロール・ルールの図に、過去のルールを重ね書きしてみました。 

 過去のルールは、Ｆlimitを上限として漁獲をしていましたので、上限値が現在よりももう少し

高いところにあります。こちらも、限界管理基準値を境に下げていくということは同じですけれど

も、ここが接点になります。ただ、現状のルールよりももう少し上にスライドさせた形になります

ので、当然、同じ資源量のところで見ますと、過去のルールのほうが少し緩くていっぱいとれる。

今は３割が上限と言っていたわけですけれども、過去は４割が上限という形で、Ｆlimitを使った

管理だとこのぐらいとれます。 

 ここで、こっちのオレンジの線のほうが漁獲量は多いからいいのではないかと思われるかもしれ

ませんが、資源の４割をどんどん毎年獲っていくと、安定する資源量は目標資源量ではなくて、限

界資源量のこのあたりになりますので、そうすると結局、限界資源量でとれる資源量、漁獲量はこ

の星の部分になって、ＭＳＹと比較すると大体４割減ぐらいのところになります。 

 さらに、神戸プロットと昔のルールを重ね合わせたらどうなるかというお話もいただきましたの

で重ねてみました。現状、我々が提案しているＭＳＹに対して、Ｆlimit、本当に上限という意味

で提案させていただいたものですけれども、その上限はもう少し高いところにあっただろうと。か

つて、ターゲットというのは新しい概念と言っていましたけれども、以前のルールでもＦtargetを

定義していまして、それはＦlimit、上限値に対して0.8を掛けたものをターゲットとして、そっち

のほうを推奨するよということを一応言っておりました。ただ、このＦtargetという値は、今では

それをＭＳＹでやっているわけですけれども、過去の情報が少ないときには、実際にＦtarget、Ｍ

ＳＹを得るところが具体的にどのぐらいになるのかがきちんと計算できなかったので、一応安全を

見て0.8を掛けようという形で提案しておりました。 

 この点線が過去の旧ルールのものですけれども、新しいルールではある程度確からしいＦtarget

を計算できるようになったので、それをＦmsyとして上限とした、これはβが0.8の場合ですけれど

も、こういう黒い漁獲管理規則でやっていったらいいのではないかということを提案させていただ

いております。 

【西田センター長】  それでは、説明を続けます。 

【岡村グループ長】  中央水研の岡村です。続きまして。 

 これは、昨日も説明ありましたけれどもシミュレーションの結果で、日本の26系群ですね。これ

まで特に１系と呼ばれるルールで、情報が非常に豊富にあって年齢別の資源量が計算できるような

系群に対して、その典型的なパラメーター、資源の情報を使って、シミュレーションして新しいル

ール、また、米国型の算定規則、そして新しいルールは、βを１にした場合、Ｆmsyでとる場合と

0.8でする場合ですけど、その二つで、４通りやった結果です。 

 これまでのルールは、いろいろなやり方があって、先ほど市野川さんからありましたようにＦ

limitというのもあったしＦtargetというのもありましたけれども、ここでは、現状維持シナリオ

的なことが幾つかの系群でやられていましたので、Ｂlimitを切ったときには回復シナリオでやる、

Ｂlimitを超えたときには現状維持的なやり方でやるというものを、これまでのルールの代表とし
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て扱っています。それでやりますと、Ｆmsyは、Ｂmsy――親魚量のＭＳＹがわかっているときに、

これまでのリミットを超えたら現状維持というやり方では、どうしてもＭＳＹまで達しないという

ことがシミュレーションでわかっております。 

 一方、米国型の規則だと、非常に早く回復して、不確実性のいろいろなシミュレーションシナリ

オがありますが、10年でほぼＭＳＹを超えるという結果が得られました。７番は非常に不確実性が

大きいときで、いろいろな不確実性を入れた 悪シナリオですが、このときには20年ぐらいかかる

のですけど、それ以外ではほぼ10年で達成することができる。 

 ただしこの米国型はかなり保守的にできていまして、 初にかなり漁獲圧を下げますので、ほぼ

禁漁になるケースが多く、その上で非常に早い回復を実現します。なので、現在既に回復していれ

ばいいのですけれども、低い状態に対してはかなり厳しい措置をとらなければいけません。 

 一方、新規則のβは１では、三、四十年ぐらいやれば半分ぐらいのシナリオでＭＳＹを超えます

けれども、10年でＭＳＹを超えるのはなかなか難しいことがわかりました。これはシミュレーショ

ンの中で、様々な不確実性を仮定しています。加入変動、あるいは資源量の推定誤差、それから自

己相関といったことが問題になってなかなか上げきれないと。 

 しかしβを0.8としますと、アメリカの方法と比べてもほぼ遜色がない、早い段階、10年ぐらい

でほぼ平均的にＭＳＹに上げられるような管理ができるということで、標準値として我々はβ＝

0.8を使ったハーベスト・コントロール・ルール（漁獲管理ルール）を推薦しています。 

 以上です。 

【西田センター長】  ありがとうございました。 

 説明を続けます。ここからは個別の魚種、系群の説明で、マサバ対馬暖流系群での将来予測です。 

 この図は、資料５－２の図７です。このグラフの説明をさせていただきますけれども、上が親魚

量、下が漁獲量、左側の方の茶色い線は過去の推定値です。そして、緑の、まず太い実線が、現状

の漁獲圧で漁獲を続けた場合の平均的な値です。それから、その緑でも上下にずっと幅がある表示

になっていますけれども、この幅は、変動幅、「80％信頼区間」と書いていますけれども、８割が

この区間に入るというゾーンをこの色を塗ったところで示しています。 

 青で示した方が漁獲管理規則案に基づくもので、ここではβ＝0.8の場合を示しています。同じ

ように、太実線は、ここに書いていますね、5,000回の試行の平均値、網かけした部分が80％信頼

区間で予測の80％がここに入ってくる。幾つか細い線が見えますけれども、細い線はそれぞれの予

測のもとでの、5,000回全部でやっているのですが、そのうち５通りの将来予測を例示しています。 

 この将来予測ですけれども、資源評価は2017年までの結果に基づいて行っていて、そこからスタ

ートするわけですけど、2018と2019年の漁獲量は、予測される資源量と現状の漁獲圧から計算し、

そこから、2020年からが漁獲管理規則案による漁獲です。ですから、親魚量のほうで変化があらわ

れてくるのは2021年からになります。それぞれ、親魚量のほうの目標管理基準値案、限界管理基準

値案、禁漁水準案についてもその中に示してございます。 

 これを見てみますと、2020年以降に漁獲管理規則を導入し、2018、2019年の漁獲圧は現状の漁獲

圧である場合の将来予測結果を示すと。2017年の親魚量は限界管理基準値より多いため、2020年以

降の漁獲圧はβＦmsyで維持される、先ほど説明した漁獲管理規則案に沿った形の漁獲圧がかかる

という予測になっております。 

 将来予測部分を拡大してみますと、漁獲管理規則案、β＝0.8の場合ですと、現状の漁獲圧を
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2020年の段階で引き下げて、その結果、現状の漁獲圧で漁獲するよりもやや上の、水準の緑で示さ

れたところよりも青で示されているものが高い段階で推移することが見てとれると思います。 

 この将来予測結果をもとに、10年後に管理基準値、限界管理基準値並びに目標管理基準値案を上

回る確率を求めました。この表の見方ですけれども、βは限界管理基準値以上でＦmsy――ＭＳＹ

を達成するＦに掛ける安全率を示す係数ですが、これはβが１であればＦmsy、ＭＳＹを達成する

漁獲の強さで漁獲を続けるということですし、0.9ですとそれを１割削減して続けていくというこ

とです。以下同じような形です。 

 左側のこの列は、2020年からそういう漁獲の管理規則案に沿った漁獲の調整をしていくので、２

１年から効果があらわれて、10年後の2030年に親魚量が漁獲管理基準値を上回る確率を求めますと、

限界管理基準値に関しては100％上回る。 

 10年後に親魚量が目標管理基準値案を上回る確率について見てみますと、β＝１の場合、10年後

では50％まで行かず、45％の確率で上回ります。β＝0.9であれば70％、β＝0.8であれば89％と、

βを引き下げていきますとその分漁獲の強さは下がりますから、そういう意味では目標管理基準値

に早く回復します。 

 今ご説明した内容をまとめますと、漁獲管理規則案に基づくと、親魚量と漁獲量は平均的には増

加し、βが0.9以下であれば、10年後に目標管理基準値案を50％以上の確率で上回ります。また、

βが１以下であれば、限界管理基準値案以上の親魚量が維持されることになります。一応、その開

始年といいますか、2020年の漁獲量の数値もここに示してございます。現状の漁獲圧は、β＝1.0

の場合にほぼ一致しています。 

 なお、こういう将来予測の部分は特にそうなのですが、 新の資源評価によって今後更新されて

いくものであるために、ここで示した2020年の漁獲量が将来の生物学的許容漁獲量を確定的に示す

ものではございません。また、この漁獲量は日本及び韓国の合計値です。ここにも書かれています

けど、シミュレーションによる2020年漁期の漁獲量は今度音資源評価結果によってアップデートさ

れていくことをご理解いただきたいと思います。 

 ここに、将来の親魚量が目標管理基準値を上回る確率、それから、将来の親魚量が限界管理基準

値を上回る確率、それから、将来の漁獲量予測値の平均値を表にして示しています。この表につき

ましては、資料５－２の８ページで拡大したものを見ていただくことができます。 

 この将来予測に関しては、先ほどもご説明しましたが、2018年、2019年は現状の漁獲圧で継続し

て漁獲し、2020年から漁獲圧の強さを変える。そういう条件のもとで将来予測をしていて、表２で

あれば、目標管理基準値案を上回る確率を、2021、2022、2023、2024、2025、それから10年後に当

たる2030、20年後に当たる2040年について示しています。 

 この一番前に示したものは、2030年、10年後の達成確率だったわけです。βが0.9以下であれば、

10年後に目標管理基準を50％以上の確率で上回る。先ほども説明しましたが、βが１だと45％です

けれども、この中では0.9以下であれば50％の確率で上回る。また、βが１以下であれば限界管理

基準値以上の親魚量が維持される。ここですね。それから、対応する漁獲量は、この表４に示した

とおりです。 

 一応ここでまとめということで、管理基準値案は、午前中からの話で、先ほど神谷部長のほうか

らも整理して説明していただきました。漁獲管理規則案に基づく将来予測は今説明したとおりで、

βが0.9以下であれば10年後に目標管理基準値案を50％以上の確率で上回ります。 



 -63-

 マサバについては以上になります。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 混乱を避けるため、一遍マサバのところで切って、そこで質疑応答をさせていただきたいと思い

ます。どうぞ、質問のある方は。 

 ないようでしたら、私のほうから質問させてください。 

 これでいうと45ページになるのかな。表の見方ですけれども、「表２」と書いてあるところは、

色が白いほうがいいという意味ですね。 

【西田センター長】  そうです。 

【神谷部長】  ですよね。表３は、今のままいけば限界管理基準値を下回ることはまずないだろうと

いうことなので、議論は、目標管理基準値をどういった確率で上回るかという表２と、そのときの

漁獲量がどうなるのかという表４の組み合わせで、どっちをとりましょうかということですね。表

２の方は、その安全をどう見越すか、表４のほうは、実益をどう満たしていくかという見方でよろ

しいですかね。 

【西田センター長】  そうですね。セットで見ていただくといいと思います。 

【神谷部長】  じゃあそういう感じで、じゃあ、よろしくお願いします。どうぞ。 

【参加者】  その表４の将来の漁獲量予測値の数量は平均値で、漁獲量ですからこれだけ獲れますよ

ということですけど、これは消化率とかは考慮してありますか。 

 というのは、今後、ＴＡＣが決まれば、どこか書いてあったですけれども、ＩＱに移行すると。

ＩＱに移行すると、漁業者１船団１船団ごとにトン数が決まるわけですよね。その口数が多くなれ

ばなるほど、それを超えてはいけないということで、魚が獲れなくて余るのではなく、管理上の問

題で消化率が下がるということが考えられると思いますが、そのときに、この数字は2020年から

2021年、2022年、2023年と横にどんどん少しずつ増えていきます。その数字は、それを全部獲った

ときの値なのか、そういう消化率を考慮してあるのかどうかということをお聞きします。 

【神谷部長】  大限これだけ獲れるという数字です。ＴＡＣの消化率とかではなくて、ＭＡＸここ

まで獲れますという数字です。 

【参加者】  そうしたら、もし消化率が下がって獲れなかったというのは、どこにも考慮されないわ

けですか。 

【神谷部長】  消化率が下がって、例えば2020年に獲れなかったら、獲り残しで次の年の資源に転嫁

されますので、資源評価がより良い結果になって、次の年以降のＴＡＣの量が増えるのではないか

と思います。 

【参加者】  ＴＡＣの量が増える。 

【神谷部長】  目標の達成確率とかが高くなるわけじゃないですか。ということは、ＴＡＣの量が早

くＭＳＹに近くなるということですよね、一般論としては。 

【参加者】  ということは、漁獲圧がよくわからないですけど、そうなると、10年後というのがひょ

っとすると早くなる可能性があるということですね。そうすると、消化率が下がるということは、

ある意味、安全率じゃないですけど、この想定よりも早く達成されることが考えられるということ

でいいですか、消化率が下がれば。 

【西田センター長】  はい。結果的に漁獲圧が下がるということになりますよね。そうすると、資源

評価、資源量の推定は毎年調査によって行っていくわけですから、そこでその獲り残された分がき
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ちんと評価されれば、同じ漁獲圧をかけても増えますよね。そういうふうに評価されていくものだ

と考えています。 

【参加者】  わかりました。 

【神谷部長】  じゃあ次をどうぞ。 

【参加者】  さっきの続きですけど、消化が悪ければということです。でも漁獲量が減るということ

になると、資源量のデータも悪くなるのではないですかね。それが、獲り残したのか獲れなかった

かというのはなかなかわからないのではないですか。 

【西田センター長】  その年々だけではなくて、獲り残された魚がもう１歳、１年経ったところでの

獲れ具合とかそういうものが総合的に評価されます。また、漁獲尾数だけで資源評価しているわけ

ではなくて、漁獲効率とかもろもろのデータを使って分析していますので、単純に、いろいろ取り

組みとか、あるいは実際の魚の分布が変わったとか、いろいろな要因で獲れない、実際に予想され

た漁獲圧がかからないことはあると思いますが、それがその後の資源の状況によって正確に評価さ

れることによって、それが獲り残された分が資源量の上積みになっていれば、ここで提案している

のは漁獲圧（漁獲の強さ）なので、同じ漁獲の強さで漁獲しても得られるものは多くなる、漁獲量

は増えるというふうにきちんと返ってくると考えています。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  それとお願いですけれども、今、このβの１から0.5までありますけど、今のこの資源

状態からすると0.5とか0.6とかはあまり要らないかと思います。もう一つ、今0.8を提案されるの

であれば、もう少し細かく、0.8以上、例えば１、もしくは１を超えた数字を、今すぐは無理でし

ょうけれども提示していただけるといいかなと。要するにそのシナリオを増やしていただけるとい

いかなと。細かく、例えば0.85とか0.95とか。 

 もう一つ、50％の確率で上回ると達成したと何か書いてありましたけれども、50％ではなく、表

２を見ると、β＝0.8でいくと2030年は89％ですよね。 

【西田センター長】  89ですね。 

【参加者】  そこは50％じゃだめですか。安全率の問題はあるでしょうけど、１だと45ですよね。 

【西田センター長】  なるほど、2030年にぴったり50％になるような……。 

【参加者】  そうです。私言いたいのは、さっきも言ったような話で、獲り残しとかそういうものが

安全率になるわけですよね。そこにまた0.8という安全率を掛けるわけですよね。そういうふうに

安全に安全にとやるとだんだん少なくなって、結果、早く到達するのでしょうけれども、それに対

して、例えば0.8でいくと2020年には26万7,000トンで、大体３万トン、４万トンぐらい減りますよ

ね。それがいいかどうかという話です。その後はすぐ３万トン近く増えて、そんなに変わらない数

字だけど、0.8でいくその１年だけがひっかかる。 

【西田センター長】  今ご指摘になっているのは、ここのところですか。 

【参加者】  はい。安全に安全にといって、安全にやり過ぎていないのかなということです。 

【西田センター長】  一つ誤解があるとすると、安全に安全にというところかと思います。0.8を掛

ける、また、掛け続けていくというところは、今の時点で2020年からの予測を立てるに当たり、漁

獲圧を一定にしていったときの予測になっています。そこは、漁獲の強さ（漁獲圧）のところは変

えないでやっていく。その上で、年々の資源量は、ぴったりこのとおりいけばいいんですけど、実

際には獲り残しがあったり、実際にはもう少し資源が減ってしまったりということがあり得ると思
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います。それに対して、漁獲の強さのかけ方としては変えずにやっていくという形になっているの

で、今後そこの資源量の実際の状態に対して漁獲量が決まっていきます。 

 先ほどおっしゃった中には、2030年、10年後で判断するのかというのはまた一つ議論の材料なの

かもしれませんけれども、そこで、じゃあここが50％だったら幾らかとか、あるいは、もう少し細

かく刻んだものが見たいとかというオーダーに対して、どこまで刻むのか、それをもってどう判断

するのかというのはいろいろあると思うので、そこの部分に関しては整理していただければいいか

と思います。 

【神谷部長】  じゃあ、宿題として、マサバの将来予測で例えば0.8から1.0までの間を0.05単位で刻

んでみたらどうかということですね。0.8、0.85、0.9、0.95という形が一つ。もう一つは、2030年

にぴったり50％になる獲り方を提示できますかという話ですね。今、そういう要望があったことは

記録しておきますので。 

【参加者】  それともう一つ、あまり意味ないのかもしれないですけれども、1.05にした場合にはど

うなるのかも教えていただければ。そうやってやると多分、悪い数字になりますよね。 

【西田センター長】  それだけ漁獲圧が強くなりますから、目標を上回る確率は低くなりますね。 

【神谷部長】  補足になりますけれども、βが0.5とか0.6とかは要らないのではないかとおっしゃい

ました。これはたまたまサバなのでこれでいいですけれども、他の悪い資源はこれも全部入れない

といけないので、出発点はみんなこうしました。ですから、次の宿題は、上の方だけより細かく見

ていこうということですね。 

 他にありませんか。じゃあ、こちらへ行って次。 

【参加者】  これ、今漁業者に説明することを考えて見ていたのですが、表２と３については、親の

量はβが１からどんどん下げても目標に達する率が上がるというのはよくわかるのですけれども、

表４を見ると、β＝１がずっと漁獲量が多くて、βが小さくなればなるほど漁業者が獲る量が大し

て増えない。これだけ単純に見ると、１でいいのではないのと。これを0.9、0.8にすると、資源的

には増えているかもしれないけれども、漁業者が実際に獲る予測が減るのでは、漁業者は何のため

にこれをやるという気持ちになります。その辺はいかがでしょうか。 

【西田センター長】  目標を定めて、それをどう達成するかというふうに変えるということなので、

まずはこの目標管理基準値を上回る確率を見ていかなければいけないのではないかと思います。 

 ただ、現状もそれほどＭＳＹを達成する漁獲圧と変わらないところもあって、例えばこういう数

字を見ていると、こういうところと比べても、β＝１ではその辺が変わらないような予測になって

いる。一方、βを下げるとその分漁獲圧は減りますから、その分漁獲量は減っていく。あとはここ

のところですね、親魚量をどのタイミングでどう回復させていくかということをきっちりと説明し

た上で、それに対応する漁獲量がこうですよと説明していかなければならないのではないかと考え

ます。 

【参加者】  我々が現場で漁業者に接するときに、漁業者は50年も100年も漁業を続けるわけではな

いので、一、二年水揚げを落としてください、漁獲努力を減らしてくださいとお願いするときは、

このままでいくと厳しいと、将来これをやることで血を流せば、得るものが何年か後、例えば少な

くともここでいうところの2040年には見てとれるといったものがないと、なかなか説明つかないで

すね。 

 資源的には確かに良くなるかもしれないけれども、俺たちの生活はどうなるのということになり
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ます。我々自身も来月早々に漁業者の中に入っていって、この法改正に絡んで将来どんな漁業を描

くという話をする予定ですが、この資料を単純に見ると説明できないよなというのが正直なところ

です。 

【神谷部長】  表４を見ていただければ。2018年は実漁獲だったかね。 

【西田センター長】  現状の漁獲圧の下で単純に予想しています。 

【神谷部長】  例えば2017年は、日韓合わせて24万トンしか獲っていませんよね。そうすると、例え

ば仮に0.8にしても、今よりも漁獲はずっと増えるわけです。ですからそこで、少なくとも漁獲量

に関して漁業者さんが生活できなくなるようなことは何も強いていないわけです。 

 一方で、資源を危機にさらさないという観点の要素も必要で、βが１のままですと、20年後にな

っても資源は回復しないわけです。そこのトレードオフだと思います。 

 ですから、繰り返しになりますけれども、漁獲は今よりも確実に増えますよね。2017年の実績が

24万トンなわけですから。あとは、どこまで増やすかと、資源をきちんと守ろうということです。

守らないと、何か急激な変化が起こったときに、むしろ急に漁獲を削減しないといけないという危

険性もかなりあるわけです。そういったもののトレードオフをこれから話し合っていかないといけ

ないということだと思います。 

 じゃあごめんなさい、順番で。 

【参加者】  割り込みで申しわけないですが、今の件のフォローというか補足ですが、私自身の今の

その表の読み方でいくと、結局、表４の 後の0.7、0.6、0.5のところの漁獲量の水準が、2018年

の262に比べたらそんなに伸びていないみたいなことを漁業者が見て、そんなに大したことないじ

ゃないか、獲り控えても増えていないじゃないかという捉え方をすることについての心配だと思い

ますけど、結局それは何かというと、元々の元本の資源量、親魚をキープしていても、βが0.5だ

から、獲り控えし過ぎている状態という読み方でいいのではないかと思います。2040年の274とい

う数字はですね。 

 だから、0.75だったら、魚はいっぱいいるけど、獲り控えし過ぎたら当然獲れないよと。だけど

0.8までいけば、262の2018年に比べれば2040年の315というように伸びて、なおかつ元本も、2040

年の0.8は92％の確率で一番いい元本がキープされる状態だという説明ということで、今の疑念は

ある程度説明ができるのではないかと読みましたが、いかがでしょうか。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 漁獲圧を下げると、例えば0.5なんかで見ていくと、もう2023年の段階では100％目標管理基準値

を上回っている。さらに漁獲圧が低くなるので資源的にはどんどん良くなるけれども、それは加入

量からするとむしろ良くないとかいうことだし、そもそも低い漁獲圧を与えているのでこういう状

況になっていると。 

 今は0.8に注目して話をしていますけれども、長期的なことを考えれば、ＭＳＹ水準を維持する、

それをどういうスケジュール感でやっていくかはまた議論があるのかもしれませんけれども、0.8

というのは20年後のところでは９割ぐらい親魚量は回復していて、0.8で見ますと、今2018、2019

は現状の漁獲圧をそのまま適用して予測をしていますが、それぐらいの水準は維持されるという見

方ができるのではないかと思います。 

【参加者】  獲り控えをせずにできるだけ漁獲に反映させつつも、親魚としての元本をできる限り食

い潰さずに比較的早目に回復するラインが、βでいけば一応0.8ぐらいじゃないかみたいなことな
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ので、表的にその下の0.5というのが出てくると、我慢し過ぎという部分がある。漁業者向けの説

明のときに理解を求める説明の仕方としては、逆に、まずスタート段階で絵的には見せましたとい

うことになるのかなと思います。 

【参加者】  私は、同じ表があるので資料５－２のマサバのダイジェスト版の方の８ページを見てい

ますけど、この下段の補足説明の３行目の「2020年から漁獲管理規則による漁獲とした」というの

は、一定漁獲を調整していると読んでいますけど間違いないでしょうか。漁獲管理しているという

ことですね。 

【西田センター長】  そうです。2018、2019は、βをどう調整するかに関わらずＦcurrent、つまり

現状の漁獲圧を基に、まずその２年間の予測を進めておいて、2020年からこのように漁獲を調整し

た予測となっています。 

【参加者】  ですので、資源は回復傾向にあるけど、漁獲量はある一定横ばいであると。ということ

は、魚はいるけど、漁獲可能量に制限をかけて、ここまでにしておきなさいよという説明になると

思いますけど、私たちの漁業界では、混獲される漁法が数多くあります。定置も受け身でありなが

ら入漁してくる魚をどうやって制限するとか、アジを獲るために投網したらその中にサバが入って

いたとか、そういうことが現実の話になってきて、資源の話からはずれますけど、あっという間に

2020年になりますので、この話が進み出したら逆に調整が入る可能性がある。そのときに、混獲で

獲れる魚のことをどう考えるのかとか、幾らかでもその辺もあわせて聞いておきたいと思います。

単品でとれるのであれば簡単だと思います。しかし漁業はそういう混獲で漁獲されることがほとん

どですので、どうしても現場で説明するとき、管理するとき、ものすごく混乱しますので、その辺

について少し教えてください。 

【神谷部長】  実際の管理をどうするかは、まさに第２回目以降しっかり議論させていただければと

思います。今は、こういう筋書きだということを理解してもらって、それを、例えば大臣許可と知

事許可に分けて、知事許可の中で実際獲っているのと混獲をどうするのかなどは、これまでずっと

ＴＡＣでやってきていた議論がありますので、そこは第２回目にしっかり議論させていただこうと

思います。 

 他にございますか。じゃあどうぞ。 

【参加者】  資料の40ページ……、ああ、そのさらに前ですね。ごめんなさい。これが今回提案され

ている漁獲管理シナリオで、要はＦ（漁獲（死亡）係数）をどう調整するかでやっていこうという

ことだと思います。今までの資源管理表だと系群ごとにＦの値が一覧表になって示されておりまし

て、それがどう下がるのかというのが私たちにとっては一番わかりやすくて、ここで提案されてい

るＦmsyの実際の数字は、系群ごとに示していただきたいということをまずお願いしたいと思いま

す。 

 それから、スライドの41でございます。これは多分、資源がＭＳＹ水準を割っている状態を出発

点として、それぞれの管理規則でやったらどうなるかという話だと思いますけど、出発点としてど

ういう資源状況を想定されているのかという話ですね。 

 それから、各管理規則によった場合に、漁獲量の水準がどうなるのかも示していただいたほうが

いいのではないか。というのは、管理規則の評価をするに当たって、もちろん資源の回復確率がど

うなのかという評価も当然重要ですが、片方で、そもそも今回は平均的に 大の漁獲量が得られる

ＭＳＹ水準の状態を目標とするということなので、漁獲量がどうなるのかも各管理規則の性能を評
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価する上で重要なファクターだと思います。それは示していただいたほうがいいのではないかと思

います。 

 ３点目ですが、親魚量が管理基準値を上回る確率が50％かどうかで評価されていますけれども、

例えば、親魚量の平均値がＭＳＹ水準になるかどうかという評価ではいけないのでしょうか。素人

っぽい考えですけど、これについても教えていただければと思います。 

 以上です。 

【西田センター長】  現状の漁獲圧がＦの値でいいますと0.70ということで、この資料５－２の６ペ

ージに提案する管理基準値という表１がございますけれども、ここに、「努力量の乗数」と書いて

いる列がございます。これはここの説明書きにも書いていますけれども、「努力量の乗数は、それ

ぞれの管理基準値に対する漁獲圧が現状の漁獲圧の何倍に相当するかを示す」ということで、１と

いうことですから大体現状の漁獲圧とＭＳＹを達成するＦの強さが同じぐらいと考えています。 

 現状の漁獲圧をＦcurrentという言い方をしていて、この会議では配付はしていないですが、平

成30年度の資源評価の詳細報告、ウェブではもう掲示しているものですが、そちらをごらんいただ

ければ数字が出ています。 

【岡村グループ長】  先ほどの目標達成確率は結果の一部でして、我々はかなり広くシミュレーショ

ンしています。一つのわかりやすい結果としてあれを出させていただいたのですけれども、先ほど

の「ＯＬＤ」と書いてあるのは古い、今まで使っている算定規則、そして「40・10」は米国のもの

です。「ＮＥＷ」とあるのがβは１で、「ＮＥＷ２」とあるのがβは0.8を用いた新算定規則の結

果ですが、レーダーチャートという形で結果を比較したのがこれです。 

 それで、薄くて見にくいですけれども、ここに「１」と書いてある円がありまして、これがＦ

msyで漁獲したときの結果です。それより広いとＦmsyよりよくなるので、このレーダーチャートが

広く大きくなるといい結果になっています。 

 オレンジ色の字が、新しい管理方式を導入した後の 初の５年間の平均漁獲量です。こちらが、

管理導入前と管理導入後の漁獲量の比で、これも高いほうがいいです。それから、 初に漁業が崩

壊してしまうと。先ほどお話ししましたけれども、アメリカの方式は非常に保守的なので、 初に

ほぼ禁漁的な措置をして資源を上げるということで、 初の漁獲量は非常に減るので、その影響を

見るための指標です。緑色の字で書いてあるのは、シミュレーションは50年間を見ていますけど、

後の10年間の平均的な管理方式の性能を見ています。先ほど平均親魚量で見たらいいのではない

かというお話がありましたけれども、 後10年の平均親魚量はここになります。これは漁獲量の変

動です。漁獲量の変動は小さいほうがいいだろうと。これは資源が崩壊してしまう、ゼロになって

しまう状態をシミュレーションしています。これが 後10年間の平均漁獲量です。 

 黒が現状のやり方ですが、そうしますと、特に 初のころはそこまで問題なくて、漁獲のパフォ

ーマンスは落ちない、漁獲の性能は悪くなりませんけれども、長期的に見ていくと、例えば、ここ

がＭＳＹの水準で、これは加入変動だけを考えたあまり不確実性がないシナリオですけれども、親

魚量はその半分ぐらいに減ってしまうと。漁獲量のこれは変動の逆数になっているので、大きいほ

どいいのですけれども、かなり漁獲量が変動することがわかります。というのは資源状態が悪くな

るので、回復措置を採らなければいけなくて漁獲量も変動していく。クラッシュする確率も１を切

っていますので、ある程度崩壊するような確率、乱獲が過ぎて資源状態が非常に悪くなる確率を低

くできていない。現状の方法だと、ＭＳＹ水準で見ると、ＭＳＹでのやり方よりもかなり性能が悪
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くなる可能性があることがシミュレーションでわかっております。ですので、 終的な平均漁獲量

も、 初のころはいいのですけれども、落ちてしまいます。 

 アメリカのものは青い点々ですけれども、これは資源を保護するパフォーマンスは非常にいいで

す。性能がいいので資源保護的になっている。しかし保護的にやり過ぎる余り漁獲量の変動は非常

に大きい。というのは、資源状態はよくても削ることが多いので漁獲量は変動してしまいます。し

かし崩壊率は高くなくて、安全に資源管理ができます。これは 初のころにかなりいびつになって

いますが、 初のころに漁獲量をすごく減らすので、これだけの資源保護の性能を達成できるとい

うことです。 

 我々が今提案させていただいている管理方式はこの緑と赤で、緑はβが１の場合、赤はβが0.8

の場合です。これら二つはかなり円に近くて、非常にバランスがとれていることが見てとれます。

ですので、漁獲量や親魚量の保護、それから漁獲量の変動についてバランスのよい性能を発揮でき

る。緑色は、今不確実性をそれほど入れていませんので、おっしゃられるとおりほぼＭＳＹの形で

割とうまいことできていますけれども、赤い0.8にすると、アメリカの方法とほぼ同じぐらいのパ

フォーマンスを達成しながら漁獲量の変動も非常に減らせますし、崩壊率もほぼうまく達成できて

いる。ただ、 初のころに、βを１よりも下げなければいけない可能性が高くなるという結果が得

られています。しかしアメリカに比べたら漁獲を減らす量はずっと少なく済みます。長期的に見る

と、βを0.8にするメリットは結構大きくて、漁獲量の変動も小さくできますし、崩壊確率も小さ

くできます。平均漁獲量も、βは１の場合とほぼ変わらないかちょっと高いぐらいになります。そ

ういう結果になります。 

 ということで、先ほど、このシミュレーションの結果だけではなくて、全体的な漁獲量の結果も

見せてほしいというお話でしたけれども、そういったところも我々としては見ています。 

 さっきのシミュレーションは、 初に20％Ｂmsyに減ったところから始めた結果ですけれども、

それ以外のシミュレーションをやっておりまして、高いときはどうだ、低いときはどうだと、ある

いは中間ぐらいのときはどうだというので見ています。かなり広範囲のシミュレーションやった結

果、このβ＝0.8がいいと判断したということです。 

 ついでに、先ほどから議論になっている点について私のほうから簡単にお話しさせていただきま

すと、各系群に対してβを選ぶときの表は、ここまでいろいろな不確実性を見ていません。加入変

動を見て将来シミュレーションをやって、その結果の目安としてあの表を見ています。こっちの長

期的なシミュレーションはかなり不確実性を見ていますので、不確実性に頑健になっていて、その

上でβは0.8がいいのではないかとなっていますけれども、短期的なシミュレーションのほうでは

そこまで不確実性を大きく見ていない。 

 そうすると10年後に本当に不確実性がどうかというのは、判断が難しいです。我々の提案では、

５年後に見直しをすることになっていますので、10年後をあまりにも信じ過ぎて50％ちょうどでい

いからとやるよりも、科学的にいろいろな不確実性を考えて、β＝0.8や0.9の頑健な方を提案して

いるという私の理解です。先ほどおっしゃられましたように混獲だとか、また、これまで出てきた

ようなレジームシフトなど、いろいろな不確実性がある中で、そこまで漁獲を落とさないで頑健な

やり方ができるというので、科学者会議では0.8、0.9という値が選ばれたと理解しています。 

 以上です。 

【神谷部長】  ありがとうございます。もう少しわかりやすくするため、少し私のほうから西田さん
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へ質問させてください。 

 32ページの神戸チャートで、2017年の値は、縦軸の数字でいくと幾つになりますか。１を下回ってい

るのはわかりますけれども。 

【西田センター長】  Ｆ値ということですか。 

【神谷部長】  はい。Ｆ／Ｆmsyの2017年の値ですね。 

【西田センター長】  この神戸プロット（チャート）で示しているのは、３年平均です。先ほど0.7

という数値をご紹介しましたけれども、それも３年平均で、Ｆcurrentのところになります。2017

年単年で見れば、Ｆ値は0.55なので、2015年や2016年と比べるとやや低下したという評価です。た

だ、資源評価の 近年のところですので、その推定の不確実性は高くなっています。 

【神谷部長】  わかりました。 

 それで、多分聞いている皆さんが混乱しているのは、今0.7とか0.55とおっしゃったのは、分子

のＦの値ですから、分母のＦmsyとの比率は幾つになるかということです。つまり、その値はまさ

に、こちらの45ページのβの値に直結してくるわけじゃないですか。 

【西田センター長】  先ほどから乗数１と紹介していますので、同じぐらいと。 

【神谷部長】  ということは、45ページの表の見方ですけれども、今は少なくとも、何もしなくても

β＝１の段階にあると思っていていいわけですね。 

【西田センター長】  そのとおりです。 

【神谷部長】  ということですよね。今からもっと減らさないといけないというよりも、今時点かな

り減ってきて、ちょうどＦmsyのレベルにあるから、今はβが１ということですかね。だからここ

を将来的にどうしたらいいかという話になると思います。 

【西田センター長】  そもそも目標を高いところに設定して減らさなければいけないというイメージ

が先行していますけれども、現状がＦmsyぐらいの強さであるということですか。 

【神谷部長】  もう一遍神戸チャートをいいですか。直近だけで見るとかなり低いように見えますよ

ね。だから直近だけでいうと多分0.8とかにここの値はなると思いますが、ただ、資源評価は、直

近の値は誤差が大きいし、年変動もこういうふうに非常に激しいので、2017、2016、2015の３年間

を平均するとちょうど１ぐらいだということをおっしゃっているという理解でいいですか。 

【西田センター長】  はい、そういうことですね。 

【神谷部長】  そういうことなので、少なくとも現時点でかなり理想的な状態に近づきつつあるとい

う状況を示されたのではないかとは思いますが、それを前提にまたいろいろご質問をよろしくお願

いします。どうぞ。 

【参加者】  今の、ここ３年ぐらいＦ値がちょうどいいＦmsyだという話です。ただ、私どもとして

は、この資源のメインである大中型まき網漁業については、この海域で操業する船団についてはこ

こ近年、確実にＦが変わっています。というのは、盛漁期の11月から12月にかけて半分以上の船団

が太平洋に出漁しています。 

 じゃあそれをずっと続けるのかということになるので、近年ちょうどいいですよというのは、本

当にそれがこの海域と私どもにとってベストなのかというのがぴんとこないです。むしろ今は業界

としては低過ぎるのではないかというのもあります。今がちょうどいい、今の状態を続ければいい

ですということでは、太平洋の資源が変わったときに船団が帰ってきて漁獲圧が高まってしまうと

考えていて、ここ３年ぐらいは特にＦの傾向が変わっていると思うので、その前も含めて見る必要



 -71-

があるのではないかと思います。 

【神谷部長】  私は純粋な計算ではそうなりますよということを言っただけで、将来のあり方がこの

ままでいいと言うつもりは全然ありません。これは、太平洋の方が今非常にいいわけですから、こ

ういうことになっているという前提ですよね。 

 ただし、ＭＳＹの計算のとり方としては、今非常に良くて、今の感じを続ければ資源はどんどん

増えるわけですから、逆に言えば、太平洋で何かあったときに戻る余地をつくれるチャンスが来て

いると読んでもいいのではないかと思います。いずれにしてもこれは将来の管理の話なので、第２

回目以降でしっかり議論させてもらえればと思います。よろしいですか。 

【参加者】  表４のところで、一応2020年からは漁獲管理規則による漁獲としたことが書いてありま

すけど、この表を出されると、完全に来年の７月のＴＡＣの段階からこの管理になるように思われ

ます。そうではなくて、わかりやすくするためだとは思いますけど、確認として、関係者として、

今生産者は来ていますけど、生産者、加工、流通、あと市場荷受けがあると思います。そういう人

の理解が得られてから水政審（水産政策審議会）の方に諮問されるということでよろしいですか。 

【神谷部長】  これは、水研機構さんの方で一生懸命作ってもらったもので、何か数字がないと議論

が始まらないわけですから、こういう前提でやりましたというだけです。特に水研機構さんが非難

されるべき話でもありませんし、これまでも何度も言っていますように、 終的には水産政策審議

会の合意を得て進むというプロセスでやりますので、そこは、逆に、過度にご心配されずに、むし

ろ今は、ここの数値を見てどうあるべきかという技術的な議論に集中していただければと思います。

よろしくお願いします。 

 他にありませんでしょうか。 

【参加者】  スライド40のところですが、この後に漁獲量の点線で示していただいた図があったと思

いますけど、こちらの漁獲量が限界のところから右上のほうに直線で描いてあります。この目標の

点線の上のほうに星印でＭＳＹとなっていまして、この目標のところまで増えるのはわかりますけ

れども、そのＭＳＹを超えたところからさらに漁獲量が増えているように見えます。これまでの説

明では、ＭＳＹを超えてさらに親魚量が増えていく、増え過ぎると漁獲量が減るみたいなお話があ

った気がしますけれども、いかがでしょうか。 

【市野川主任研究員】  この図は、こういうルールで獲りましょうという図になっております。大体

その星の目標のところで安定するわけですけれども、漁獲率を一定にしている上、加入量が変動し

ますので、例えば目標のところに資源量を維持しながら卓越年級が１年、２年発生するとなると、

その目標よりも上のところに親魚資源量が出てきて、その場合には目標以上に資源があるので、そ

れに対応した何割分という形で漁獲量が得られます。ただこれは短期的なもので、その卓越年級が

去ってしまったらその漁獲量は得られずに、また星のところに戻るという形になります。逆に今度

卓越年級群が来て、弱い年級群が来たら左側の方に行って、漁獲量は少なくなってしまう。ただ、

それが去ってしまったらまたＭＳＹのところに戻るという形で、星の周りをどんどん変動する形に

なって、 終的には星のところが平均値になるというイメージです。 

 なので、目標に達したらずっとその漁獲量のまま獲るというわけではなくて、その星の周を変動

する資源量に合わせて漁獲量もどんどん変動するという形の将来予測になっております。 

 このＭＳＹよりも高いところに行くと漁獲量が減るというのは、これは長期的な平均漁獲量を見

たときの場合で、ＭＳＹよりももっと高いところを目標にする場合には、例えばＭＳＹのときの漁
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獲率３割だったところを２割にすれば、もっと目標よりも高いところに行くわけですけれども、そ

のときは２割しかとれないので平均的な漁獲量はもう少し星よりも低いところになるだろうという

ことで、短期的にとれる漁獲量と、あとは長期的に考えたときの平均値が違ってくるので少しやや

こしいのですけれども、変動している資源の中の平均値だと考えていただければと思います。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございます。 

 もう１点ですけれども、スライド45番の表４のところです。漁獲圧にβを掛けて漁獲量を出して

いると思いますが、同じ漁獲圧をかけ、βも同じ数値を掛けていてとり続けた場合の漁獲量の予想

ということで、だんだん増えていくと思っていますが、例えばβの0.8のところを見ると2025年か

ら2030年にかけて１下がっていて、増えるのではなくて少しですけど減っているのはなぜでしょう

か。 

【西田センター長】  シミュレーション5,000回という話をしましたけれども、そういう予測の中で

多少波打つような感じで安定するというか、そういう挙動が数字としてはこういう形で出てきてい

ます。 

【参加者】  そのあたりで安定しているという理解でよろしいでしょうか。 

【西田センター長】  そうですね。安定というか、多少変動はしながら推移しているという理解にな

ると思いますけど。 

【参加者】  わかりました。ありがとうございました。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  今の話で、また同じ表の補足になると思いますが、先ほどレーダーチャートを見せてい

ただいたときに、５年後とかに一時的に、要するにまだ回復傾向が強く出ないうちに、１から0.8

に結局今よりとり控えが多少あるというところが反映されているみたいな読み方になるのではない

かと考えたのですけど。表４のβが0.8、0.7とかで、2018、2019、2020年とかのところが、数字が

あまり伸びていなかったり、逆に下がっていたりする傾向があるじゃないですか。これが結局、先

ほどのレーダーチャートで見たとき、短期的には漁獲量が減っていると。どうしても全体に長年か

けての回復傾向が出ずに短期的に獲り控えることが今より漁獲圧を下げことになって、 初はその

分の影響が出るけど、 終的に、10年、20年経ってくると伸びてくるし、元本もそれぞれキープで

きますよと読んでいいのではないかと思って。 

【西田センター長】  この表の中では20年後までしか示していないわけですけど、こういう規則や基

準値を検討するに当たっては長期的なシミュレーションもやっているわけで、そういう関係からβ

＝0.8とかを推奨している形になっています。この表だけではそういうメリットまではなかなか読

み取れない部分はあるかと思います。 

【参加者】  というか、先ほどからの質問で、現場での納得感がすごく重要だと思っていて、今、科

学的にはそこまで言えないということを誠実に言っていただいていると思いますけど、ざっくりし

たそのイメージで説明していくしかないと思います。そうすると、どうしても、漁獲圧を下げまし

ょう、要するに２割下げましょうじゃないですか。今マサバについては2017年がＭＳＹ水準程度で

しょう。それを0.8に下げる、２割削減、２割とらないようにしましょうという話をすれば、二、

三年間はその分で回復が目に見えて出るまでは、獲らなかったら当然減りますよと、だけど先々伸

びていきますよという言い方でこの表を見ると、端々すき間があいているような説明になってしま

うと思いますけど、漁業者がぱっと見た感覚、イメージとしてはわかりやすい説明になると思いま
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す。そういう説明で、100％じゃないにしても方向が間違っていないというのがあれば、理解しや

すいのではないかという質問です。 

【西田センター長】  お気づきのとおりで、今のご説明のようにこのβの表は見る必要があって、そ

こがわかりやすい説明を心がけなければいけないと私たちも思うところです。ありがとうございま

す。 

【神谷部長】  じゃあ、どうぞ。 

【参加者】  我々が非常に興味あるのが先ほどの赤線ですね。漁獲量。もう１回出していただけます

か。これは、非常に我々は漁獲量が伸びていいと思う半面、先ほどの説明にありましたように非常

に判断が難しい。なぜなら、表４の0.5、0.6を見るとこれとは全く合っていない。それと、どうも

この線はどこかで見たような線だなと思ったら、ＳＰＲと少し関係するのでしょうか。その辺の補

足説明をお願いできますか。 

【西田センター長】  ＳＰＲとは、要は再生産関係のことですか。 

【参加者】  そうです。加入量で、親魚量１匹当たりのというのがありましたね。それの曲線がこん

な感じではなかったかなと記憶していたものですから。 

【西田センター長】  そうですよね。横軸を親魚量で縦軸を加入量にした再生産関係をごらんいただ

いていて、その形がこの漁獲管理規則が似ているので混乱しやすいかと思いますけど、基本的には、

こちらのほうは漁獲の強さ（漁獲圧）を示しているので、再生産関係の図とは異なります。ＳＰＲ

の再生産関係の図と漁獲管理規則の図は、似ていますけれども、縦軸は全く違うものを示していま

す。 

 ただ、専門的な話になりますけれども、こういう漁獲の強さを与えていくことによって、期待さ

れる産卵量といいますか、次の世代を生み出す力といいますか、そういうものをこういうグラフの

中に一緒に書き込んでいくこと自体はできます。そのことで資源が、その漁獲の強さの下でどうい

う次の世代を、子供を生み出せるかということを併せて示すこと自体は、できます。ただ、今日は

手元にございません。 

【参加者】  ありがとうございました。昨日はこの星マーク、ＭＳＹは全くなかったものですから、

これだったら漁業者は喜ぶなと単純に思った人が多かったのではないかと思いまして、このような

意見を申し上げました。ありがとうございました。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  45番の表、それと資料４の６ページを見ながら伺いたいのですけれども、昨日の説明で

どういうシナリオを選択していくのかという話があって、厳しい管理をすれば短期間で回復します

よね、当初の管理を緩やかにすれば漁業者に対するインパクトは抑えられるけれども回復までに時

間がかかりますよね、その中でどのシナリオを選んでいくかということだったかと思います。それ

と45ページの表のβをどうするかという話をリンクさせて考える必要があると思いますが、今10年

とか20年間はβ＝0.8でいくという提唱がされているわけですけれども、早く回復させたかったら

当初を抑えておいて、さっさと回復させてからβを１にするという選択も漁業者の合意によって選

択し得る。あるいは、当初は、１年目は１でいく、２年目は0.9でいく、３年目からずっと0.8でい

って、目標達成したら１にするという選択もあると思います。 

 漁業者の経営とのバランス、資源の回復目標の達成年度のことを考えるといろいろな組み合わせ

を選択し得るはずで、今のようにずっと20年間0.8でいくということだけではなくて、いろいろな
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オプションがあることをみんなの共通認識としておいたほうがいいのではないかと思って伺いまし

たが、いかがでしょうか。 

【西田センター長】  まず、0.8が注目されていますが、特に研究機関会議のほうの結論として0.8を

推奨していたということではないので、少なくともこの会議では、この表をごらんになりながら議

論をいただければいいのではないかと思うのが一つです。 

 それから、一つの一定の漁獲圧ではなくて、いろいろと年ごとに調整しながらやっていくような

ことも考えられる、アイデアとしてはそういうことかと思いますが、一応ここまで私たちが説明し

てきたのは、漁獲管理規則案をまず検討して、それに基づいて予測を行えばということでまず資料

を作成していただいたということです。いろいろオプションが考えられると思いますが、それは、

網羅的にこういういろいろなオプションを考えなければならないということではなくて、ある程度

こういう会議の場なんかで、こういうことをやってみることが一つ会議としての提案ですという明

確なものをいただければ、そういうものを試算していくことは可能だと思います。 

 ただ、繰り返しの説明になりますけれども、私たちとしては、ここまで漁獲管理規則案を一つ固

めて、その上で将来予測を行ったということで、今回の資料に関してはそこまでをご提示している

ところです。 

【神谷部長】  私の方から口を挟ませてください。 

 今おっしゃられたのは、例えば一つのやり方として、2021年まではβを0.8でやる。そうすると

目標管理基準の達成の確率が65％となりますから、それ以降はβを１でやってみたらどうかとか、

そういう考え方ですよね。じゃあ、例えば一つ今みたいなオプションを加えてみるのは宿題という

ことでよろしいですか。だめですか。 

【西田センター長】  明確な設計といいますか、デザインを。 

【神谷部長】  設計でいうと、例えば、βを0.8で始めて、そのＭＳＹの達成確率が例えば７割を超

えたらβを１にするとか、そういう明確な指示だったらいいわけですか。 

【市野川主任研究員】  ７割を超えたら１にするというルールだと、技術的な話になって、個々のシ

ミュレーションで達成確率が今７割を超えているというのが私はわからないのでそれはできないで

すが、例えば何年後に幾つにする、何年後に幾つにするという単純な条件であれば、計算すること

はできるかと思います。 

【神谷部長】  では、例えば、今のご意見を参照すると、2021年までは0.8で、2022年から1.0でやっ

てみるとか、そんな感じでいいですかね。 

【参加者】  私が言いたかったことは、ずっと一定でなくてもいいのではないかということです。

初ゆっくりから始めてだんだん強くして、目標をクリアしたら１にするというように、柔軟にその

ときそのときの達成状況に応じて変更する。達成確率ですからね。64％だけど、64％は目標を達成

する確率があるとか、七十何％や五十何％とかも、ごく短期間でもクリアするかもしれないわけで

すよね。達成したとして、じゃあ実際に毎年毎年のＴＡＣを考えるときに、もう目標達成したから

それに応じた漁獲量にしていいのではという議論に必ずなると思います。それでも、10年間は0.8

でいくと決めたじゃないかということではなくて、達成したらβを上げる、我慢しなくてもいい状

態になったら漁獲してもいいよという柔軟な形にしておくのが現実的というか、当然現場からの要

請としてあり得ると思いますので、柔軟に考えるべきなんじゃないですかということです。 

【神谷部長】  その柔軟をシミュレーションでどう反映させるかという問題があるから、一つの仮定
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として、2021年まで0.8でやって、2022年から1.0で計算してみるとか、それを一つ例示でやられて

みたらどうかと思いますが。 

【市野川主任研究員】  具体的なそういうシナリオいただければ計算できますし、先ほどご提案いた

だいた目標を達成したら変えるような柔軟な管理という点については、昨日ご説明させていただき

ましたように、この管理方策、ハーベスト・コントロール・ルールは、５年に一遍は更新する形に

なっておりまして、今年１回決めたものを５年間運用して、その後、もし想定よりも早く目標に達

したら、その時点でまた現状の資源量を見ながらβを変更するという形になっております。ただ、

５年間に、例えば卓越年級群が来たからβをじゃあもう１にしてしまおうとか、そういう形にはせ

ず、５年間はなるべく同じものを使っていくというスタンスでおります。 

【岡村グループ長】  我々はなるべく不確実性を考慮するようにしていますけれども、なかなか完全

には考えられない、５年後にどうなるかというのはなかなかわからないところがありますので、な

るべく不確実性に頑健なルールを選ぶようにしています。その結果こういった提案が出てきていま

す。 

 先ほどあちらの方にお話しいただきましたけど、0.8にするということは、漁獲圧を20％削減す

るということです。ということは努力量が20％下がります、単純な数式でいえば。しかし漁獲量を

見ますと、20％も下がっていません。５％ぐらいしか下がっていない。ということは非常に効率が

いい漁獲になっています。0.8や0.9と努力量を20％も削減するのに、そんなにとれる魚は減らない

というのがここの結果で見られています。 

 これで大体多分15％ぐらい下がっていて、努力量を半分にしても漁獲量のロスは15％ぐらいしか

ない。ということは金額にすると、より効率的な、儲かる漁業になっていて、成長産業化していま

す。むしろ抑えるぐらいのほうが、そんなにコストをかけないで魚がとれる。 

 そうすると、今のようにいろいろ柔軟に考えてやれるところもありますけれども、短期的な視点

だけではなくて、長期的にどういったような漁業を我々が目指しているかという視点で見ると、ど

ういうものがいいかはいろいろ考えようがあって、短期的なところだけにとらわれないで、長い目

で見てどういう漁業が我々にとって理想的かということも考えられるのではないかと思います。 

【参加者】  それともう１点よろしいでしょうか。Ｆを0.8に減らすということで、どの年齢の資源

に対しても均等に0.8減らすという考え方もあると思いますが、例えば未成熟のものはなるべく、

稚仔には網を打たないという考え方で、小さいゼロ、１歳はなるべく獲らないようにというＦの下

げ方もあると思っています。 

 全ての年齢構成に対してＦを減らすのと、集中的に未成魚をＦ下げるのでは、おそらく資源の回

復の仕方も違ってくると思います。そういったことを計算するのは大変かもしれないですけれども、

漁業の現場でのコントロールの仕方として、なるべく小型魚は保護する方向でＦを0.2削減すると

いうことも考えていく必要があると思います。これは、質問ではなくて意見です。 

【西田センター長】  今の将来予測は、現状の年齢別の漁獲の仕方をそのまま調整していますから、

その利用の仕方を変えて、例えば今おっしゃったように、まだ成熟していないものについては漁獲

の強さを弱める。そうすると、また違う形といいますか、その分資源を保護する効果は出てくると

考えられますから、そういうことを考えていくことは大切だと思いますし、そういうことを計算す

ることも可能です。 

【神谷部長】  可能であるとすれば、例えばどんな感じでやれますか。 
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【西田センター長】  例えば、こちらで勝手に未成魚を２割とか、そういう設定でよいのであれば別

にいいですが、何か、むしろその取り組みの仕方としてこういうのがある、考えられるということ

をご提案いただけると、多分その後の議論もしやすいと考えます。 

【神谷部長】  もし何か具体的にあれば宿題でやっていただけるということなので。 

【参加者】  それは沿岸の漁業の現場で幾らでもある話で、なるべく未成魚を獲らないように、でき

る範囲で沿岸漁業者は取り組んでいます。いろいろな浦浜でいろいろな取り組みの事例があると思

いますけれども、まき網という漁業の中で、なるべく小型魚を獲らないようにしようよという努力

目標でもいいじゃないですか。そういったことを合意できるのであれば、それが具体的にＦを幾つ

減らすことになるのか、計算で明確に出すのは難しいかもしれないけれども、そういったＦの減ら

し方も議論の対象になり得るのではないか。こういう場で、せっかく集まっていますから。そうい

うことです。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  今の件ですが、沿岸とかも含めてシミュレーションをいろいろするということでいきま

すと、順列、組み合わせでいったら莫大な無限大の組み合わせが出てくるので、短い時間の中でど

こから手をつけたらいいのかということで戸惑われていらっしゃる部分があると思います。それで、

とりあえず100％じゃないにしても代表的なところでということでいきますと、今のお話でいきま

すと、西日本とかの現行の資源管理指針と計画の中に、混獲率として小型魚の当歳魚がある一定割

合いるのであればその漁場を避けるというルールが入っていたと思います。あったような気がしま

す。 

 そういう小型魚を避けるルールを過去に例えば適用してというところでいくと、要するに小型魚

専門で獲り控えがどのぐらい出たかというのは、過去のそういう取り組み事例をベースに、おおよ

その獲り控え率、小型魚発見によって避けた率みたいなのが数字的に出てくると思います。ざっく

りの話ですよ。きれいな数字で出てこないと思いますけど、その辺の重みづけをデータに入れ込ん

だ形でシミュレーションを一つかける。今のような定性的な取り組みとして単純に年級ごと全てに

平均にβの引き下げるのではなくて、小型魚とかに重みをかけることによってどう変わるかという

ことを、１例だけ典型的に仮想することはできると思います。 

 もう一つ、もう１個前のお話でいくと、要はアメリカ方式ですよね、 初に思い切ってやって、

それから３年経って回復したら、例えば0.8でするのか0.9でいくのか１でいくのか検討して、また

そこからスタートするみたいな形で、どこかで３年間我慢すると。例えばハタハタの事例じゃない

ですけれども、そういう事例を一つご提案いただくと。そうすると、その間に他の代替漁業に転換

できるとかというのは、逆に言うと非常に早い回復をして、効果が早く見える優良事例になる可能

性があると思います。そこを見られるような事例を、今回サバを例に一つやってみる。 

 あとは、先ほど言われたように、回復した後、βを要するに切り上げたときにどうなるかという、

先ほどの神谷さんからの事例が一つ。 

 その３例について、数字をどこで切るかは標準的に考えるということで研究機関の方にお任せし

ていいと思うので、その３例を追加の事例で示していただくと、思い切って獲り控えてそれから獲

っていく方がかえっていいのではないか、うちの浜の事情、うちの地域の事情だったらできるので

はないかという判断が漁業サイドでもできると思いますし、経営的に厳しいのでちょろちょろと獲

りながら長い時間でじわじわいきましょうという選択肢もできるという、その典型事例ですね。そ
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れと、小型魚を獲り控えするということで内容を扱ったときにどのぐらい効果があるかという、そ

の３例に絞った形で、シミュレーションをかけていただければいかがかと思います。 

【西田センター長】  ありがとうございます。 

 ３点整理してご提案いただきました。一つは、小型魚を獲り控える効果を例示するということと、

もう一つは、 初厳しくして回復をまず図り、その後どう利用していけるかを考える際の参考にな

るような予測が一つ、それから、 初をじわっと、つまり、 初ちょっと抑えるというか……。 

【参加者】  例えば１でいければいいのでしょうけど、0.95みたいな形で初めて、徐々に0.93、0.91

みたいな感じで切り下げていくような絵を描くみたいな。その辺は僕もうまく説明できませんけど、

一定レベルというよりも、 初はβの切り下げ方を１からできるだけ少ない形にして、それを例え

ば５年続けるでもいいし、ちょっとずつ強化していくでもいいし、そういう形の絵で何か見えるも

のがあれば。 

【西田センター長】  そうですね。そういう趣旨のことも考えられるのではないかということがござ

いましたので、大まかに今この三つですかね。 

 目標の達成確率とかを、ある意味、リアルタイムで評価していくのは難しい部分はあるので、あ

くまでもβの調整の中で、あるいは年齢別の選択率の調整の中でこういう予測になりますというこ

とだけですけど、そういうものであればお示しすることは可能だと思います。 

【市野川主任研究員】  できるだけ計算の条件を狭めたいのでお伺いしたいのですが、例えば小型魚

をとり控える効果につきまして、現状のＦcurrent、漁獲圧では、今ゼロ歳のＦが0.33、１歳が

1.07、２歳が0.69、３歳も0.69という値になっております。例えば小型魚をとり控えるというのは、

ゼロ歳のＦの0.33を、将来的に0.1、0.2のような形で引き下げるというイメージでよろしいでしょ

うか。 

【参加者】  今のＦcurrentの数字は、推定としてはコホート解析を遡ってということで、直近四、

五年ぐらいに加入した当歳魚という形になりますか。 

【市野川主任研究員】  そうですね。３年平均のものをＦcurrentとして、この選択率を将来予測に

そのまま適用して、将来もこの選択率で漁獲するというシミュレーションになっております。 

【参加者】  その辺が、昨日からの議論でも、私は大中型まき網の関係者ではないので詳細が間違っ

ていたら申しわけありませんが、要するに小さいところを獲りにいかないという選択みたいなこと

というのは、資源管理ということの定性的な取り組みを進める中で、漁業者レベルで努力されてき

た部分があると思います。 

 それが、書類的な範囲で申しわけないですが、大中型まき網のマアジ、マサバ西日本の管理目標

――現行制度の中の漁業所得補償対策の資源管理指針・計画の中に、小型魚の魚群に当たった場合

はそれを避けて獲り控えるというのが目標として挙がっていたと思います。それに取り組む以前の

小型魚の漁獲率みたいなことが水揚げの統計的なデータとして出てきたら、例えば、逆に言うと、

今よりもＦcurrentの0.7をもう少し高く設定した場合と今を比べるみたいな議論になると思います、

話としては。それがやりにくいのであれば、形式的に今よりももっととり控えたらどうなりますか

ということで、今お話がありましたように、0.33を0.2とかに置いてみたらどうですよ、というよ

うな事例を示していただくことになると思いますが、これまでの定性的な効果がどうかを把握した

い、そういうところから出た提案です。 

【市野川主任研究員】  わかりました。それでは、歴史的なＦのトレンドなどを見まして、こういう
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Ｆの値が現実的だろうという設定で計算するということでよろしいでしょうか。 

【参加者】  そんな感じだと思います。例えば、過去からの傾向も見たところで現在はもっと切り下

げられるのかということも含めて、その細かい部分は研究機関の方にお任せするしかないと思いま

すけれども、考え方としてはそういう形で反映していただければと思います。 

【市野川主任研究員】  わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

【岡村グループ長】  確認ですけど、これまで既にそういう取り組みはなされていて、それは現在の

ものに反映されているということでよろしいですね。 

【参加者】  現場的には、経営の問題がありますので、例えば沿岸のどこでも目標の達成率がどうか

というのはいろいろあると思いますけど、少なくとも小型魚は獲り控えましょうというのは広く一

般そうで、沿岸でも大中型まき網の計画でも、皆さん意識としては持っていらっしゃいます。それ

が水揚げにどのぐらいはっきり数字として出てくるのかわかりませんけれども、これまでも何らか

いい方向に向かうための取り組みはやっていると思います。 

【岡村グループ長】  もちろん、我々はなるべく計算する努力をしますけれども、資源評価の話と資

源管理といろいろ入ってきていて、資源評価の中で我々毎年、例えばこのＴＡＣ以外のＡＢＣ以外

の管理方策も評価しておりますし、例えば栽培漁業とかも評価しているところですけれども、将来、

選択率がどう変わっていくかがはっきりわかっていればもちろんそれをルールに取り込めますけど、

今のようなそういうことをしたらどうなるかという効果の話なので、今後、ルールを変えていくと

いう話と違う要素が入っていると思います。もちろん評価としてはそういったことにこれからどん

どん取り組んでいきますけど、このルールの中では、もしゼロ歳魚を獲り控えているなら、少なく

とも 近の漁獲率にそれは反映されていますし、それに基づいた計算結果になっています。将来も

っと削るというなら、もちろんここには反映されていませんけど、それが確実ならばそういうルー

ルとして、削る試算はできます。 

【参加者】  了解しました。明日以降の話にかかりますけど、関連でいいですか。長くなりそうだっ

たらやめますが。 

【神谷部長】  実は、次の質問が終わったら２時55分ぐらいから休憩しましょうかと言おうと思って

いましたが。結構議論に熱が入ってしまって。じゃあ一遍休憩しましょうか。 

【参加者】  続いていろいろ質問したい件は、次回とか 後のまとめのところでします。 

【神谷部長】  じゃあ、３時45分まで休憩ということで、お願いします。 

（ 休  憩 ） 

【神谷部長】  45分になりましたので、再開いたします。 

 初に、もし10年前に今の管理を導入していたらどうなっていましたかという宿題が今できたそ

うなので、先に説明お願いします。 

【市野川主任研究員】  市野川のほうから説明させていただきます。 

 先ほど中途半端なものをお見せして対馬のサバだったらどうなるかとご質問をいただきました。

急遽計算したところ、一応うまいこと結果が出てきたので少しお示ししたいと思います。 

 こちらはマサバの対馬暖流系群の、灰色で塗っているところが実際の加入量であるとかＶＰＡの

資源量の結果で、加入量、親魚資源量、漁獲割合、これは漁獲物中に成熟魚がどのぐらいいるかを

示しています。こちらが漁獲量で、これは簡単な仮定を置いたときの利益ですけれども、これに対
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して、例えば、ここで1984年から今提案されているＦmsyで漁獲したらどうなるかを赤線で示して

います。 

 漁獲割合の方を見ていただきますと、今日の午前中にも見ましたけれども、1990年代の漁獲割合

はかなりＦmsyのレベルに近かったので、ここのところは赤線と黒塗りの線ほとんど変わらず、そ

のため加入量や親魚資源量はほとんど変わりません。だけど、2000年代ぐらいから漁獲割合が結構

高くなってきまして、それによって親魚資源が減っている。逆に、Ｆmsyのところでもし維持して

いたらどうなっていたのかが赤線ですが、この期間の漁獲割合をもう少しＭＳＹレベルで維持して

いたら、親魚資源量はこのぐらいで、結構多かったという結果になりました。 

 じゃあ逆に漁獲量はどのぐらい我慢しなければいけなかったのかということですが、この辺はＦ

msyで元々漁獲しているのでそんなに変わりませんけれども、ここの2000年ぐらいに発生した卓越

年級群のところを少し獲り控えることによって親魚を維持するという形になりますので、ここのと

ころで少し差が出てくる。赤の方が我慢しなければいけなかったわけですけれども、その後2000年

代以降につきましては資源量が高く維持されているので、漁獲割合的には低いですけれども、漁獲

量としては多く獲れていただろうと予測されます。 

 さらに、漁獲量だけではなくて、例えば漁獲物中の成熟魚の割合というものも、資源が多くて高

齢魚がたくさん生き残ることによって、特に選択率とかは変えていなくても大きい魚の方がよく獲

れるようになっていたという予測結果も出ております。 

 とりあえずマサバの対馬のほうだけ結果をお見せいたしました。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 今の説明に関してご質問とかあればよろしくお願いします。どうぞ。 

【参加者】  早速、シミュレーション作っていただきましてありがとうございました。 

 そこで、一つ初歩的なことですけど、例えばクジラとかマグロとかそういうのが一部食べてしま

うと思いますが、そういう捕食関係は計算の中には入っていますでしょうか。 

【市野川主任研究員】  そういう効果は残念ながら考慮しておりません。そういうものは、自然死―

―自然の中で勝手に死ぬ係数として一定量いつも入れてはいますけれども、それが例えば年代によ

って変わるとか、そういうような仮定はまだ置いておりません。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  じゃあ、どうもありがとうございました。 

 そうしますと、先ほどマサバの議論が続いていましたけれども、大体マサバの議論は出尽くした

かと思っていますが、いかがでしょうか。 

 先ほど私の宿題が五つぐらいあったと思います。一つは、マサバの将来予測において、βの値を

もう少し詳細に細分化して0.8、0.85、0.9、0.95、さらに1.05を加えてほしいということと、２点

目が、2030年にＭＳＹの達成確率がぴったり50％になるとり方をシミュレーションできるか。３点

目もβの調整ですが、小型魚を獲り控える効果をシミュレーションの中に入れてほしい。４点目が、

βの切り下げを当初は緩めにして、資源が回復したら厳しめにするようなことができるか。 後が、

アメリカ方式みたいに 初うんと厳しくして、回復してからしっかりとるというシミュレーション

が可能か。そういった宿題をいただいておりまして、大体皆さんのご理解と質問ももうこういうの
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に集約されるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  じゃあ、よろしければ、一旦ここでマサバの議論を終了して、ゴマサバの方に移りた

いと思います。西田さん、よろしくお願いします。 

【西田センター長】  それでは、ゴマサバ東シナ海系群の将来予測のところから説明を再開いたしま

す。スライド47枚目になります。 

 この図に示したシミュレーションの内容は、先ほどのマサバ対馬暖流系群と同じです。繰り返し

の説明になりますけれども、緑の方は現状の漁獲圧での将来予測、青の方が漁獲管理規則案、β＝

0.8の場合での将来予測になります。太線は5,000回の試行の平均値、網かけした部分は80％信頼区

間、幾つか見えている細線は、その5,000回のうちの５通りの将来予測の例示です。 

 この将来予測については、これも繰り返しの説明になりますけれども、2017年までに関しては過

去の推定値をここに併せて載せていますけど、2018年と2019年の漁獲量は、その年々に予測される

資源量と、現状の漁獲圧、ここで現状といいますのは昨年度の資源評価段階での現状の漁獲圧、

2015年から2017年のＦ値の平均漁獲圧の数値の平均で、これはβをどうするにかかわらず、その漁

獲圧の設定で前進させて、その上で、2020年から漁獲管理規則案による漁獲ということでβを調整

した場合の予測結果を、後ほど紹介します表に整理したという流れです。 

 直近の親魚量は限界管理基準値を下回りますので、漁獲管理規則案に基づけば、漁獲圧はβＦ

msy――ＭＳＹを達成するＦ（漁獲圧）にβを掛けたものから引き下げる、親魚量と資源量は平均

的には緩やかに増加するという予測です。 

 これは「Ｂ」になっていて申しわけないですが、「βを0.8とした場合の漁獲管理規則案に基づ

くと、親魚量は平均的には緩やかに増加した後、横ばい傾向を示す」と。漁獲量は、漁獲管理規則

案、β＝0.8の場合は2020年に１回抑えますけれども、その後、急速に増加します。平均的には現

状の漁獲を継続した場合の２倍程度になることが期待されます。 

 こちらは、マサバ対馬暖流と同じように、まず10年後に管理基準値を上回る確率を表にしたもの

をご紹介します。「βが0.9以下の漁獲管理規則案であれば、10年後に目標管理基準値案を50％以

上の確率で上回る」としています。それで見てみますと、βが１の場合は、10年後に親魚量が、ま

ずこちら、限界管理基準値案を上回る確率は99％になります。10年後に親魚量が目標管理基準値案

を上回る確率は43％となります。漁獲管理規則に基づいた2020年の、要は 初の年の漁獲量は３万

5,000トンとなります。β＝0.9の場合は限界管理基準値が10年後に100％上回り、目標管理基準値

は67％の確率で上回る。管理開始年の2020年の漁獲量は３万2,000トンとなります。以下、このよ

うに示したとおりです。 

 現状の漁獲圧は、ＭＳＹを達成する漁獲圧のほぼ1.3倍です。なお、これも繰り返しの説明にな

りますけれども、マサバ等の2020年の漁獲量数値は今後行われる 新の資源評価によって更新され

るので、将来の生物学的許容漁獲量を確定的に示すものではない、また、この漁獲量は日本及び韓

国の合計値であることにご注意いただきたいと思います。シミュレーションによる2020年の漁獲量

は、今期の資源評価結果によってアップデートされます。 

 こちら、ゴマサバ東シナ海系群での、2018、2019はＦcurrentでどれも同じように前進させて予

測していますけど、2020年以降に漁獲の制御を行ったときの、まず、将来の親魚量が目標管理基準

値を上回る確率、続いて、限界管理基準値を上回る確率、それから、漁獲量の予測値の平均値をあ
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わせて示しております。 

 先ほど、この一つ前のスライドは、10年後の2030年の段階での目標管理基準値を上回る確率、限

界管理基準値を上回る確率、それから、ここの2020年の漁獲量予測値の平均値をあわせて示してい

ました。 

 これを見てみますと、βが0.9以下であれば10年後に目標管理基準値を50％以上の確率で上回る

と推定され、β＝１であると43％になりました。対応する漁獲量に関しましては、このように示し

たとおりになっております。 

 これがゴマサバの結果です。 

 今の管理基準値案とまとめてみますと、漁獲管理規則案に基づく将来予測に関しましては、βを

0.8とした場合の漁獲管理規則案に基づくと、親魚量は平均的には緩やかに増加した後、横ばい傾

向を示す。漁獲量は平均的には、現状の漁獲を継続した場合の２倍程度になることが期待される。

βが0.9以下の漁獲管理規則案であれば、10年後に目標管理基準値案を50％以上の確率で上回ると

いうふうにまとめてございます。 

 こちらの方で会議のために準備したスライドは以上です。 

 ここまで説明してきた資料は、これからの資源利用の考え方や漁獲シナリオ検討のための材料と

して提示するために作成したものです。今後、本会議での議論の結果として提示された漁獲シナリ

オ等の考え方によって、さらに試算を行うことができるということで、先ほどマサバの方でも宿題

をいただきましたけど、同じようなオーダーといいますか、そういうことを指示していただけまし

たら、試算を行うことができます。 

 今回提示した資料を、また、今後本会議での議論結果を踏まえて作成する資源評価報告書につい

ては、機構としてピアレビュー（外部の有識者による査読）を受けることになっています。一応ス

ライドの 後にこのことを申し上げて説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

【神谷部長】  ありがとうございました。 

 では、質問がありましたらよろしくお願いします。どうぞ。 

【参加者】  ゴマサバについては、現状の資源量は限界管理基準値を下回っていますよね。というこ

とは表４の漁獲量予測の平均値が限界管理基準値を下回っている場合には、例えばβ＝１は１より

も下の斜めの線のところだから、もう少し低いＦが与えられているという理解でいいですか。 

【西田センター長】  そのとおりです。 

【神谷部長】  他に。 

 私の方から補足発言をしますと、ゴマサバは、今言われましたように、仮に限界管理基準値が５

万トンであるとすれば、それを下回っていますので、今我々が考えています基準に従いますと、大

体10年で目標管理基準値に達成するような再建計画を作らないといけないものに該当いたします。 

 それでいいますと、50ページの表２でいうと、少なくともβを0.9にするという前提で管理を進

めていくのがまず無難だろうと思います。当然、2030年に50％ぴったりにするにはどうしたらいい

かとかいう話はあろうかと思いますけれども、少なくともこれは、再建計画の対象になる魚種だと。

一方で、ここに書いてございますように、0.9以下の管理規則案であれば、10年後にはほぼ間違い

なく達成されるという前提になっています。そういった前提で、また議論を進めていただければと

思います。 
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 何かマサバのほうで疲れてしまったような感じですね。では、どうぞ。 

【参加者】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 私どもは主たる漁場を東シナ海にしておりまして、１年の大半を東シナ海の操業に費やしており

ます。 

 その中で、中国船の影響は、日々身にしみて感じているところです。今日の議論をお聞きしてい

ますと、まず科学的なデータがなかなか入ってこないので計算に入れられないということそのもの

は我々も理解できます。しかし、だからといって中国船の影響がない数字でもって、例えば資源評

価が定まり、その資源評価をもとにＭＳＹの数字が導き出されているということに対して、我々東

シナ海でやっている人間からすると、その一つ一つの数字をじゃあ我々は本当に頭から信じていい

のかと、本当にそもそものところでどうしても不安が拭えない。なので、この中国船の影響がかな

り大きいのは本当に間違いないので、どこかで考慮に入れていただきたいなというのが一つありま

す。 

 韓国船とは、結局マサバのところで日韓漁業協定がなかなか更新をされないまま、おいしい済州

島沖のサバを我々は持ち帰ることができずに、長崎の寿司屋に行くと「済州島のサバが入らない」

と目の前で言われてうつむいてしまう日々が続いています。韓国については信頼できるデータが入

っているから数字に勘案をしている。しかしながら資源評価というところにおいて、私どもの遠旋

の保田井参事から言われたように、そこの認識を共有するとか一致させるということがまだできて

いない。 

 そういった中で、我々だけが厳しい資源管理あるいは資源保護に当たる意義がどれほどあるのか

というそもそものところに、どうしても疑念を抱かざるを得ないわけです。 

 なので、ぜひ、中国船の影響、あるいは韓国との今の状況についても、東シナ海は入会漁場、国

際漁場で、そこを主体とする対馬暖流系のサバ、ゴマサバについて一番いい目を見ている中国ある

いは韓国の評価、あるいは漁獲量などが全く無いところで決められることに対する我々の不安を少

しでも解消していただけるような話が何かないかと思ってお聞きします。よろしくお願いします。 

【神谷部長】  私の方から話した方がいいと思います。 

 私は中国との交渉を担当していますから、ご苦労や不満は十分わかっているつもりです。直接の

回答にはなりませんけれども、中期的には、中国に対する包囲網が国際的にかなり広がっておりま

す。この間サンマも、結局反対していたのは中国ですけれども、中国が反対できないような状態に

なってきた。それは何かというと、今、人工衛星での画像やＡＩＳの画像を通じて、中国の漁船が

実際にどう行動しているかが国際的にどんどんわかってきました。そうやって見ると、今までつい

ていた嘘がどんどん見えてきて、彼らも嘘をつけなくなってきた。それの 初の効果が出てきたの

が北太平洋の方であろうと思っていますし、日本海の方でもかなりのものが見えてきています。 

 そういうところで、中国自体も変わりつつありますので、中期的に見ると絶対その次に東シナ海

のほうで、しっかり包囲網を作っていきたいと思ってやっています。 

 だからそこは、重々私はわかって、いろいろなこと、仕事をやっていますので、今この瞬間に中

国のデータが入れられないという事実は私も認めますけれども、気持ちとしては一緒にやっていま

すので、何とかご理解をお願いいたします。 

【参加者】  これだけのことを我々がやって思うような結果が出なかったときに、これは中国船の影

響だと自信を持って皆さんが言えるような形で話を進めていただければなと思います。こういった
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日本の国内の事情を中国に伝えて協力を導き出す、その材料にぜひ使っていただきたいなと思って

いる次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 世の中だんだん変わってきていまして、自分たちはこんなふうにきっちりやっているのだから、

あなたたちもそれを邪魔しないでくださいとか妨害しないでくださいという風潮に変わってきてい

ます。それが 初に出たのが太平洋のサンマですし、東シナ海についても同じようなアプローチで

やっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 他にありますでしょうか。どうぞ。 

【参加者】  水産庁さんの見解を確認したいのですが、現状としてはサバ類で管理していますが、今

の資源の状態見ると、マサバとゴマサバについて、本当は違う管理方策が望ましい。水産庁さんと

しては今後これを分けていくお考えでしょうか。 

【神谷部長】  まず、日本海側と太平洋側で分ける動きと、さらにゴマサバとマサバを分ける動きと、

全部で四つの組み合わせがあると思います。長い目で見ればそれぞれで管理するべきであろうと思

いますけれども、途中経過をどう考えていくのかを我々の方でしっかり整理して、またお示しさせ

ていただければと思います。いずれにしても、マサバはそこそこいいところだけれども、ゴマサバ

は、このやり方で見ると、努力が必要になると。一方で、マサバは狙って獲るけれども、ゴマサバ

はまき網さんでもそう狙って獲っているわけでもないだろうと思いますので、そういったもろもろ

のものを含めて、どうしていくかというところは、我々も整理してまた相談させていただきたいと

思っています。 

【岡村グループ長】  さっきゴマサバの計算ができましたが、紹介してもいいでしょうか。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【市野川主任研究員】  こちらは、さっき表示できなかったゴマサバの計算結果です。見方はさっき

と同じで、加入量、資源量、漁獲割合と、漁獲物中の成熟魚の割合等を示しております。 

 ゴマサバの場合は、大体Ｆmsyを達成する漁獲割合が0.3付近なのに対して、歴史的に0.4ぐらい

ということで結構高かったので、例えばこれは2004年からＦを下げたときの図ですけれども、ここ

のＦを下げますと、結構下げ分が大きいせいか、親魚の資源量は一気に回復する結果になっており

ます。 

 じゃあここで漁獲割合を下げた分どのぐらい漁獲量を失ったかというのがここで、例えば200４

年から下げると、ちょうどこのときＦが低いタイミングでありましたけれども、この赤と灰色の差

の分、あとここで卓越年級群が来てそこで一気にとったわけですけれども、そこの分を抑えるとい

う形で、３年ぐらい漁獲量が少ない年が続いたのですけれども、親魚の資源量が増えて加入も増え

た効果によって、四、五年後には漁獲量は、現状の実際に得られていた漁獲量を大きく上回るとい

う結果になっておりました。 

 これを年代を変えてやってみますといろいろな結果が出てきますけれども、どこで管理し始めた

としても、ゴマサバにつきましては管理をしたところから親魚が大きく増えて、三、四年我慢した

ら実際の漁獲量よりもたくさん獲れるようになるという結果が出ている感じです。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 何かありますか。どうぞ。 

【参加者】  先ほど、神谷部長の方から、ゴマサバについては狙って獲っているものじゃないよねと
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いう話があったと思います。確かに、九州は把握していませんが、山陰のほうは、ゴマサバだけ獲

れるということはないわけですね。マサバの中に幾らか混ざっているということですが、もしそう

だとするなら、混ざって獲れるものですから、サバを管理すればゴマサバもおのずと管理できる、

そんな考えではだめでしょうか。 

【神谷部長】  多分、そういう考えでやるとだめだったから、こういう結果になっています。今、お

っしゃられたのは、獲り分けの難しさであって、一方、ゴマサバの資源だけで見ると、とり過ぎの

傾向があったから若干悪くなっているという、そういうところです。だから逆に言うと、資源を考

える場合と漁業形態を考える場合でうまくやっていくのが少し難しい、考えないといけないという

ことですね。 

【参加者】  ですから、マサバを管理すれば、混ざって獲れるものだとするなら、ゴマサバも減って

いくという。いや、今までのように獲っていたら過剰に漁獲することになるけど、混ざって獲れる

ものですから、マサバを管理すれば、おのずとゴマサバも獲れなくなるという考えです。 

【神谷部長】  マサバをどんなふうに管理するか次第のところもあるでしょうけれども。何か追加で

あれば。 

【市野川主任研究員】  ただ、確かに2000年代の後半は、マサバもゴマサバもＭＳＹレベルを超えた

漁獲圧を示しておりますので、例えばこの2000年代後半はマサバもゴマサバも大体同じぐらいの漁

獲割合を示していて、Ｆの超過の程度も同じぐらいでした。減らす割合は大体この年代は同じぐら

いですので、サバ類ということでマサバとゴマサバに対する漁獲圧を同じように減らせば、マサバ

もゴマサバも両方一気にＭＳＹ水準にまで落とすことができるかと思います。 

【参加者】  そういうことを言いたかったのです。 

【市野川主任研究員】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  どうも、私の理解が進まず、すみませんでした。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  じゃあ……。今日は消耗しましたね。（笑） 

【参加者】  では総合的な話を。消耗しているのに申しわけない。 

【神谷部長】  まだやります？ ではどうぞ。 

【参加者】  長くなっているところ申しわけないです。 

 マサバもゴマサバも含めて、全体の科学的な知見の提案と、今後に絡んだ話になってきます。議

論としては次回以降の話にもかかってくると思いますが、次回までにいろいろご検討いただく意味

も含めて、あえてこの場で少し次回に絡むような話も含めて意見させていただきたいと思います。 

 今回の改正漁業法のところでいくと、要は、この資料４の３ページ目のところで、資源管理基本

方針の第11条、管理目標の12条の後、それをベースに15条でいわゆるＴＡＣを定めるという論理と

いうか、決め事をずっと下から積み上げていって、 後に個別の割り当てをしていくみたいな仕組

みだと理解しています。 

 そのときに、特定水産資源ごとに管理年度を定めるとなっていますので、今明確にご説明にあっ

たかなかったか記憶が曖昧ですけれども、この方針自体は５年で見直すというお話がありました。

おそらく基本方針自体の見直しのタイムスケジュールが、５年と決めたことについては頑張ってや

ってみましょう、それでいろいろアップデートした内容を見てまた５年後に見直していきましょう
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という法律の条文とのリンクが多分あるのではないかと聞きました。 

 そのときに、今のお話に対する、いろいろな業界関係の方とか都道府県の研究関係の方からのご

指摘として、なかなか不確実性が高いので、思い切って、例えば厳しく取り組んでいきましょうと

いう話をしたい地域とか、あるいは、そういう取り組み条件がそろっているからできる地域とか、

逆に、非常に経営が厳しくて特定の魚種への依存度が高いので、管理したくても管理しにくいとか

いう、地域ごとだとか漁業種類ごとのばらつきがあると思います。 

 そういうものを例えば反映させようというのは、これは、例えばやってみなければわからないみ

たいなところが多分にあって難しいですが、そのときに、５年に一遍のスケジュールというのが、

例えば、目標管理基準、限界管理基準というものを法で定めることになっていますので、そこで例

えばβは0.8でいきますと決まったら、そこよりより厳しく取り組めばいいんですけど、取り組め

ない状況みたいなところが地域的に出るとなかなか厳しいという話が出てきて、統一して全国的に

やるものと個別事情に応じてやるところの、ずれというか、そういうことが起きる可能性があるの

ではないかと読み取りました。読み方が違っていればご指摘ください。 

 その中で、法で定まっていることなので、この管理基準はまずベースとしてきっちり定めていか

ないと、ぶれてやりにくいと思います。これは逆の意味では仕方がない面もある。それだったら、

要するにこの管理基準を定める前に、できるだけ多くのシミュレーション結果、可能性のあるパタ

ーンを類型化してお示しいただいて、漁業者が自分の地域はどれを選択すればいいのか、あるいは

管理年度の切り方について、業界サイドが判断できる材料を、無限大にやるのは無理なので、典型

的な事例としてお示しいただくことで、事前に厚みをもった検討を行う必要があると思います。 

 例えば、途中の管理年度の定めとか、特定魚種のうち例えばこの地域においてとかという柔軟性

のある管理方針の定め方ができるのであれば、あまり 初の段階のシミュレーションを手厚くしな

くても、ある程度決めて、安全ラインでいってみましょう、より堅実なところでいってみましょう

とやって、もう少しいけるのではないかと思ったら途中で方針を改正しながらできるみたいな運用

であれば、ある程度、走りながら考える、改善していく、アップデートしていくことができると思

います。そういう関係で、仕組み自体に反対ということではなくて、うまく回していくためのシミ

ュレーションの結果の出し方と、今後の改良のスケジュールの関係ですね。どうしても法定の仕組

みの中で改良しにくいのであれば 初に手厚く出していただく様な形でご検討いただきたいと思い

ます。 

【神谷部長】  ご期待に添えるようにいろいろ考えさせてください。ただ、資料４の３ページでいう

と、管理基準値はしっかり決めないといけないわけですよね。だから、まず１２条は決めると。そ

れに基づいて、今まで言ってきたハーベスト・コントロール・ルールに相当するものが15条になる

ということなので、そこは分けて考えて、なおかつ15条のところをどう考えていくか。そのための

少し厚みを持った事前のデータの提供があればなおよろしいという趣旨でいいですよね。 

【参加者】  ある程度資源レベルが中位とかで高ければ、そのあたりで回っていく面があると思いま

すが、魚種によってレジームシフトとかで非常に資源レベルが下がってくると、結局12条で定めた

ラインに縛られて15条自体も身動きがとれないレベルみたいになる可能性も心配されます。そうな

ると、管理基準自体が、極端に言うと、回復目標に向かっていくのだけど、すごく緩やかにいかな

ければ仕方がないみたいな定め方でないとにっちもさっちもいかなくなる可能性があると思います。 

 強い目標に向かってということで、例えば、十分な経営資源を入れながら、ほぼ禁漁に近いこと
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をやらざるを得ないという議論があれば、可能性としてはやってもいいと思いますし、国としての

水産資源の再生、回復に向かう強い姿勢自体は大いに肯定するところです。要するに12条と15条は、

12条をベースに15条を積み上げるだけではなかなか泳ぎにくい部分が出るのではないかという心配

があります。どうしても仕組み上12条、15条と積み重ねていくのであれば、12条の数字を検討する

段階での材料を十分ご提示いただき、十分検討されることをぜひお願いします。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 いろいろな魚種がありますので、まさに、別のところでおっしゃっている懸念が当てはまる魚種

もあります。ただ、少なくともここではないと。今我々はサバとゴマサバしかやっておりませんの

で、少なくともそこに集中していただければと思います。 

 ただ、もし西日本で別の魚種の議論でご懸念のような話があれば、当然そういったこともやらな

いと水政審で同意が得られなくなりますので、そこはしっかりやっていきます。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  どうぞ。 

【参加者】  基本的な確認ですけれども、まず、基本的にこの新しいＭＳＹによるＴＡＣ自体は、来

年の７月を目標に、法の施行に合わせてマサバ、ゴマサバそれぞれをやることを一応予定されてい

ますよね。 

 それと、先ほどもお話が出ましたけれども、このマサバとゴマサバについては、資源評価は当然

分けることになると思いますが、ＴＡＣの数量設定は魚種を分けて行うのかどうか、それから、太

平洋と東シナ海と系群ごとに分けて数量設定をするのかについては、先ほどの話だとまだ確定はし

ていない、今後検討するという理解でよろしいでしょうか。 

【神谷部長】  太平洋とこっち側は分けてやるという方向で、今進んでいます。 

 それと、マサバとゴマサバについてもいずれ分けることになると思いますし、少なくとも、12条

の基準値はそれぞれに作らないといけません。 

【赤塚課長補佐】  補足でございますが、一応今、我々の内部検討会などで担当者同士が話しており

まして、オフィシャルな話としては、法律が決まった２年以内に施行を目指すということでござい

ますので、その中でよく県の方、担当者とお話ししながら、実際にいつになるのかということも含

めて決めていくことになりますので、お願いいたします。 

【参加者】  マサバとゴマサバを分けて管理する方向という話があった中で、ゴマサバ東シナ海系群

を分けると、相当に厳しいＴＡＣが求められると思います。 

 この議論の前提を蒸し返すようなことになるかもしれませんが、そもそもこのゴマサバの東シナ

海系群の再生産関係は、どこにホッケースティックの折れ点を持ってきてもそんなに多分モデルの

当てはまりが変わらないような状況の中で、科学者会議の中で不確実性への対応ということで高い

ところに折れ点が来るようなモデルを採用されたのだと思いますけれども、資料５－６の45ページ

ですか、 適化の方法を変えるとかなり低いところに折れ点が来るような再生産関係を検討された

ことが書いてあります。そういう厳しいＴＡＣを漁業者に強いる可能性がある魚種について、クロ

マグロみたいに誰の目から見ても明らかに低水準で何らか措置をとらなければいけない魚種であれ

ば、非常に苦しいですけれども、それはお願いしなければいけませんが、モデル自体、ＭＳＹの水

準がかなり動くかもしれない資源に対して、不確実性に不確実性をかけた厳しいＴＡＣを、しかも

管理の仕方も、これは今後の議論になると思いますけど、マサバ、ゴマサバまで、しかもうちみた
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いな弱小県だと若干量で、実質上、数量管理しないような状況で厳しい管理を求められると非常に

厳しいと思うので、特に前提となる資源評価自体も、相当に不確実性を考慮して漁業者の皆さんに

提示していることを、もう少し丁寧にご説明された方がいいのではないかと思います。 

【西田センター長】  まず、技術的なところといいますか、ゴマサバ東シナ海系群の再生産関係で結

果的にこれを選択した理由についてもう少し丁寧にご説明いたしますと、親魚量が３万トン以下に

なった場合のデータが存在しないことから、少ない親魚量から期待される加入量には不確実性が高

いことを認識していて、そのために親魚量が低い水準にある場合の加入量推定値は控えめにせざる

を得ませんし、また、ゴマサバ東シナ海系群に関しましては、そういう選択し得る再生産関係がほ

かにもあるのではないかというご指摘をいただくわけですけど、もしその再生産関係の仮定が仮に

正しくなかった場合の安全性を考慮してさらに分析を重ねた結果、今回ご提示したホッケースティ

ック型の、これまで経験した親魚量の範囲の中では 大のところに折れ点が来る、そういう再生産

関係を選択しました。いろいろモデル間の違い、あるいはその優劣といいますか、あるいは、今申

し上げましたように、仮に実際は別の再生産関係に対応した資源変動をしていたとしてもリスクが

少ない、そういうものを 終的に選んだということで、 初にこの関係式ありきでやっているわけ

ではないことはご理解をいただきたいと思います。 

【神谷部長】  不確実性の問題はずっとついて回る話ですよね。私がノルウェーに行ったとき、ノル

ウェーの漁業大臣が「漁業の資源評価はロケットサイエンスよりも難しい」と言っていましたし、

こういう議論の場では、不確実性があるからまだまだとか、特に、水研機構の方で示す評価には相

当不確実性があるという認識で皆様おっしゃいます。岡村さんか市野川さんにお伺いしたいのです

けれども、諸外国のこういう浮魚の資源評価と比べて、そんなにデータが見劣りしているのか、も

しくは不確実性が高いのかというのは、実際どうですか。不確実性があるのは当然だと思いますが。 

【市野川主任研究員】  私も外国の事情をたくさん知っているわけではないのですけれども、私の個

人的なイメージでは、日本のこの資源評価は、お世辞ではなくて、かなり精度が高いのではないか

と考えております。 

 というのは、毎年毎年市場で魚を買ってサンプリングさせていただいていまして、かなり多くの

魚の年齢査定をして、毎年漁獲物中に何歳の魚がどのぐらいの割合で含まれているかを基に、かな

り高い精度で試算しています。漁獲物の中の魚の年齢がわかるというのは非常に大きな強みで、大

きい魚がどれだけ生き残っていたかという情報があると、かなり高い精度で資源量を推定すること

ができます。 

 一方で、私はマグロとか国際資源のほうで資源評価をやったことがありますけれども、外国につ

きましては、年齢査定が非常に技術的に難しいことや、マグロは非常に高齢になるということもあ

って、年齢査定自体をやっていない国もたくさんあります。体長組成や漁獲量だけから資源量を推

定しないといけないという状況で資源評価を行うと、資源評価の推定幅がものすごく広くなって、

これでは何もわからないという状況に何回も直面します。逆に日本は年齢別の情報が非常にしっか

り整っていますので、そんなことにはならずに、かなり高い精度で推定できているのではないかと

考えております。 

 ただ、情報が、例えば地域的に本当に全て網羅できているかとか、また、その年齢査定の数が十

分かというところは今後精査して、より不確実性を減らすような方向で努力していく、または将来

予測の中で、実際に高い精度ではありますけれども、かなり振れますので、そこのところは将来予
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測で考慮していくというやり方で、不確実性に対してもある程度ガードをつけて管理できる方法を

提案していきたいと考えております。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 私も同じような感覚を持っていまして、不確実性は当然あるわけですけれども、外国に比べてそ

んなに遜色のあるものではないし、むしろ、漁業以外の調査とかもやっていますし、それなりに判

断の基準に足る資源評価じゃないか、私が幾つかの国際交渉なんかに携わった経験からも、そうい

う感じがいたします。 

 それはそれで置いておいて、当然不確実性をどんどん狭める努力はしていかないといけないわけ

ですが、そもそも今回お集まりいただいたのは、まず、目標管理基準値や限界管理基準値はこんな

感じでどうかというところをご理解いただいて、次に、漁獲シナリオを決めて、それから個々の漁

獲割り当てに移行するという、三つのステップの今日は第１弾ということでございます。 

 いろいろ意見があると思いますけれども、これからの進め方の中で、いろいろなシミュレーショ

ンとか議論の前提として、水研から提示されました、マサバの目標管理基準値は親魚量が31万トン

で、限界管理基準値が14万トン、ゴマサバについては目標管理基準値が親魚量で11万トン、限界管

理基準値が親魚量で５万トンという前提で、少なくともここの中ではそういう前提で、いろいろな

シミュレーションや議論を進めさせていただければと思います。 

 ２回目以降は、今回出た宿題を踏まえて、今度は行政が主体となっていろいろな案をお示しする

という方向で進めていきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、今日は大体議論が出尽くしたと思いますので、明日、これまでの議論

の取りまとめを行って、宿題の確認等をさせていただきたいと思いますが、そういうことでよろし

いでしょうか。一歩一歩きちんと進めてまいります。じゃあどうぞ。 

【参加者】  マサバはいいのかもしれません。ゴマサバに関しては、先ほどおっしゃいましたけど、

現実的に中国による漁業圧力を全く無視できないと思うので、特記事項としてゴマサバに関しては

中国の問題をしっかり書き込んでいただきたい。できればマサバもですけれども、ゴマサバに関し

ては、特に東シナ海の南部の資源、あとは薩南がありますけど、ゴマサバはマサバと一緒に扱うの

は危険かと思いますので、ゴマサバは中国の問題をしっかり書き込んでいただきたいと思います。 

【神谷部長】  その辺はいろいろなものにきちんと書かれていますし、留意しております。一方で、

与えられた状況の中でベストな資源評価をしないといけないのも事実なので、そこは、今おっしゃ

られた趣旨をもとに、与えられた状況の中でベストを尽くしていくということでいかがかと思いま

す。 

【参加者】  先ほど海域を分けたＴＡＣ配分の話がありましたけれども、2019年漁期から海域を分け

るということで、ＴＡＣの配分がこのたび示されました。相対的に見て、マサバにしてもゴマサバ

にしても、太平洋側のほうが日本海側よりも資源が多いということで、これまでそれを全部プール

して、全国の漁獲量に応じてＴＡＣがそれぞれ配分されていたわけですけれども、相対的に資源量

の少ない日本海側の資源量をもとに計算されることになりまして、各日本海側の県さん、今日お集

まりの方々、それから大臣管理区分のほうでも、そういうことでＴＡＣの配分がこれまでの計算よ

りも少なくなったのではないかと思います。 

 その話が出ないなと思っていて、今日はその話をする場ではないのかもしれませんけれども、鹿

児島の場合は、 初に資源の分布の図が示されたとおり、鹿児島県の海域は、マサバとゴマサバそ
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れぞれ、太平洋側、対馬暖流側の資源が入り合って分布していて、それらを両方利用している海域

です。資源評価の計算上、鹿児島県までは日本海対馬暖流側に区分されるということで、鹿児島県

の知事管理のＴＡＣ配分量も、相対的に資源量が少ない対馬暖流側の資源量をもとに計算されて配

分されることになりました。 

 これまでもいろいろな場でそういう本県の海域特性、漁業特性を主張させていただいております

けれども、重ねて、ぜひ鹿児島県のＴＡＣの配分、運用に当たりましてはご配慮をお願いします。

今年の３月、４月、非常にマサバが大量に漁獲され、ＴＡＣを超過しそうになりまして追加配分を

ご配慮いただいたわけですけれども、今マサバ太平洋系群はどんどん増加しております。そして、

今後、ＭＳＹ管理となっていきますと、ますますマサバ太平洋系群が増えていく。そうすると、鹿

児島県の海域で太平洋側のマサバがどんどん獲れて、そのたびにＴＡＣが心配になるということが

現実問題として起こると思います。そういったことにきめ細かくご配慮いただきまして、柔軟なＴ

ＡＣの運用をぜひともお願いしたいと思います。 

【神谷部長】  ありがとうございます。 

 ご懸念はずっと承知していますので、きちんとその辺も踏まえて、みんながうまくいくようにや

っていきたいと思っています。 

 後に締めてよろしいですかね。手挙げていませんでした？ いいですか。 

【参加者】  いえ。 

【神谷部長】  じゃあ、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【藤原課長補佐】  では、明日の連絡だけ。明日も、本日と同じように、開始時間は10時、開場はそ

の30分前の９時30分となります。それ以降にお越しいただくようお願いいたします。 

 資料については、昨日もアナウンスさせていただきましたけれども、必ず持ち帰っていただいて、

また明日持ってきていただければと思います。 

 後にもう１点、昨日も皆さんご協力いただきましたが、ごみについては持ち帰っていただくよ

うお願いいたします。 

 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。ありがとうございました。 
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○令和元年７月２４日（水） 

【神谷部長】  おはようございます。今日は 終日です。２日間、いろいろお疲れさまでした。少し

遅くなってすみませんでした。準備に手間取りました。 

 昨日の議論を総括させていただきます。 

 初に１日目の議論を総括いたしまして、次に水研機構より、それぞれの資源の資源評価結果に

ついての説明がありました。主な論点として以下ずらずらと出ますが、これは細かな議事録とあわ

せて、いずれホームページにきちんと張り付けます。これもそのときに張り付けますので、今メモ

をとっていただかなくても大体こんな感じだというところをご理解いただければと思います。全部

だと10ページあったかな。それだけこちらも真面目にきちんとメモをとっているという証だと思っ

て見ていただければと思います。細かな議論はいろいろあったと。 

 これからの話で大事になってくるのが、ここですね。管理はサバとしていますが、サバとゴマサ

バを分けてやるのかどうなのか、これがこれから次以降の大事なものになってきます。似たような

話では混獲であって専獲ではないとか、これから先、いろいろ議論が大変ですねというような話と

か、またさらに中国の話もきちんと書くべきだとか、あと、特にこれは柔軟なＴＡＣ制度の運用と

いう部分ですね。 

 後に取りまとめますと、水産政策審議会で採択されるというのが前提なので、ここでまず決ま

ったとか決まっていないという話ではないのですけれども、これからいろいろなシナリオを計算す

るとか、達成確率がどうだとかいう前提条件が必要になってきますので、目標管理基準値と限界管

理基準値は、今回水研機構から提案された数値で、いきなり私が下書きで書いたらそんなのを書い

てしまったが、マサバは目標管理基準値が31万トン、限界管理基準値が14.3万トン、ゴマサバは目

標管理基準値が10.9万トン、限界管理基準値が5.1万トンというのを前提に、今後、議論や計算、

討議を進めていくことにさせていただきますというのと、２番、追加シナリオ、宿題ですね。βの

値を刻んだ場合、0.8から、0.85、0.90、0.95、1.0、1.05と。逆に言うと、βが0.7以下は変なふ

うになってしまうので考慮しなくてもいいと。2030年にＭＳＹの達成確率が50％となる場合……。

これはＭＳＹ水準だっけ、Ｂmsyになるのかな。 

【西田センター長】  目標管理基準値です。 

【神谷部長】  目標管理基準値の達成確率ね。すみません、これはＭＳＹではなくて、ＭＳＹ水準の

達成確率。 

【西田センター長】  ＭＳＹ水準の親魚量ですね。 

【神谷部長】  それで、小型魚のＦを削減した場合のシナリオと、規制を徐々に強くすると。 初は

緩めに規制して、βの値を大きなものからだんだんきつくしていく場合とか、今度は逆に、 初は

厳しく、後で緩和する場合とかいう追加シナリオを水研のほうで計算するということですね。 

 こういったものが昨日までの議論のまとめかと思います。こういう方向で議論がなければ、これ

で進めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【参加者】  ３日間、何度も発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。また、水産

庁の皆さんにおかれましては、３日間、非常に丁寧な議論をさせていただく機会を設けていただき

ましてありがとうございます。また、中央水研の西田センター長ほか皆様におかれましても、私も

長年評価会議等にも参加したことがございますが、ここまで時間をかけて丁寧なご説明をいただい
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たのは初めてだと思っています。感謝申し上げます。特に、議論の中でいろいろこちらから質問が

あった点について、岡村グループ長さんや市野川さんからすぐいろいろな情報提供をいただいたと

いうことは、内容は別として、すごいなと思いました。 

 そういった中で、私どもとしましては、やはりこの両系群のサバ類、マサバ、ゴマサバともに一

番の主たる漁業、大中型まき網の中でも遠旋組合が一番の大きな割合を占めているという中で、私

どもは事務局でありますけれども、実際、その資源管理の中での対応をどうしていくかというとこ

ろは中心になって、漁業者に単に説明するというだけではなくて、具体的な実行策を検討していく

という立場になりますので、そういった立場を踏まえて今の取りまとめについて、やはりこの１番

のところのマサバ、ゴマサバともに、この前提にというところについては、まだ抵抗感を感じてお

ります。 

 両数字とも、何度もありましたとおり研究者さんの段階で、この数字の段階で既に不確実性安全

率等が掛けられた数字が前提になっております。管理をするに当たって、さらに安全率を掛けてい

くことになります。今までの管理においても、各海区、大中型まき網でも、実質与えられた枠組に

対して超えないように安全率をさらに掛けた管理をしていくということになります。安全率に安全

率を掛けた管理を行っていきますので、やはりこの数字を参考にならわかりますけれども、ここを

スタートにというところについては、まだ納得というか、理解ができておりません。 

 また、特に昨日も申し上げましたゴマサバにつきましては、この議事録の概要にも反映していた

だいてはおりますけれども、実態としてこの主に専獲する可能性がある沖合域は、私どもの東シナ

海でございます。そこの漁場の状況はここ数年、中国漁船に占拠されているというのが実態です。

そういう中で日本の大中型まき網漁船は、漁場を探しながら行くと中国漁船に追尾され、妨害され

る。そういった行為を繰り返されながら、特にゴマサバ漁場については占拠され、さらに操業を妨

害されるというのが近年の実態での数字でございます。 

 そういったことを考えますと、ゴマサバについてもこの数字を前提とした議論についてはまだ少

し納得というか理解ができないと考えておりますので、今後、管理の中でそこを含めて考えていく

ことになるとは思いますけれども、特に東シナ海については、もちろん管理はしていきますが、そ

の利を得るものは誰なのかと考えた場合、安全率とかを国内の計算に基づいたものでスタートする

というところについては、まだまだ私どもも含めて現場の関係者の声を聞きながら検討していただ

きたいということで、前提にするということについてはまだ議論を重ねていただきたいと思います。

以上です。 

【神谷部長】  ありがとうございます。ごめんなさい、これは前提と言いましたけれども、この数字

で採択されるという意味ではなくて、 終的な決定は全部、水政審で「うん」と言われなければ何

も進まないという意味でやっています。だから、少し書き直します。ただ、物事、計算も何もかも

しないといけないわけですから、その際はこの数字を使ってやっていきましょうという意味です。

だから、 終決定はこういう感じでいいでしょうか。だめですか。 

 水政審できちんとやらないと何も決まりませんというのは、しっかりしますと。ただし、物事を

進めていくためには、少なくともこれで計算しないと議論が進まないので、これでやっていきます

よということだけなので……。 

【参加者】  ２の追加シナリオの前に、なお書きなどを入れていただければ。 

【神谷部長】  ここですか。 
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【参加者】  共通認識という言葉に違和感を覚えるところがあります。内容的にまだ十分理解できて

いない中ということなので、記録の残し方としては、２のところの追加シナリオとして、以下の５

パターンの宿題というところについては、確かにこの会議で確認されたと思いますので、それをま

ず今回の共通の確認という意味では１番に持ってくるべきではないかと感じました。その上で、な

お 終決定は水政審で云々ということなのではないのかなと。まず、次の検討会までの宿題をまた

説明いただいて、その上でということではないのかなと、感じております。 

 それに関連してですけれども、水政審での議論はもちろんあるわけですが、太平洋クロマグロの

管理を定める際にはクロマグロ部会という形で、さらに関係者の意見を十分聞いて参考にしながら

という手順をとってきておりましたが、今回のサバ類や、あるいはスケトウダラ、ホッケについて、

そのようなクロマグロ部会的な専門部会の中でも十分議論をするということについては、現時点で

の水産庁のお考えはいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

【神谷部長】  今、ステークホルダー会合をやっているからここだけのことで、それ以降どうやって

いくかとか何とかというのは当然、必要に応じて何でも柔軟にフレキシブルにやっていきますので、

これをやっているから他のものは一切しませんというつもりは一切ありません。 

 ですので、そうすると、今のステークホルダー会合においては、まず宿題として２番が先に来る

わけですね。追加シナリオでこういうのが出ましたと。その前提として、目標管理基準値とかにつ

いてはこれをベースにやりますよということで、１番と２番をひっくり返せばいいですね。これで

いいですか。 

 では、これで昨日までの議論の総括とさせていただきます。ありがとうございました。 

 では、今後の進め方について水産庁の方から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

【岩本室長】  資源管理推進室長の岩本です。今後の進め方につきましてご説明させていただきます。 

 初日に配りました資料４をお開き願いたいと思います。資料４のスライド番号６をお願いいたし

ます。 

 サバ類につきましては、この左側のボックスで言うと上から３段目まで議論が進んだと理解して

ございます。特に今回の検討会では、１番を終えて２番の途中、１ポツ、２ポツまで議論を行いま

した。今後は、今回の検討会での結果を踏まえまして、２の後段部分と、あとは３に書いてござい

ます資源管理の手法について議論を行っていくこととなります。あくまでこの検討会では議論を行

っていくということでございますので、関係者のご理解を得られるまで検討会を開催していきたい

と考えております。その中で意見交換を実施していくということでございまして、先ほどの議論に

もありましたけれども、関係者のご理解が得られた段階で、資源管理基本方針に内容を盛り込んで、

それを水産政策審議会で諮問・答申をいただいて決定するということで進めていきたいと思います。 

 第２回の検討会の開催につきましては、宿題もいただいてございますので、これからその宿題を

処理する時間等々も相談しながら、今後日程を決めていきたいと思いますが、事前にご連絡をさせ

ていただくことを予定してございます。今の段階では、３週間ぐらい前には、この第２回の検討会

の開催につきまして水産庁のホームページにプレスリリースをさせていただくということで考えて

ございます。 

 今後の予定につきましては以上でございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。この件にご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいた
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します。はい、どうぞ。 

【参加者】  たびたび発言させていただく機会を与えていただきましてありがとうございます。 

 １日目にも発言をさせていただいた内容ともつながるのですが、検討会というこの会議は、参集

範囲にしても任意の参集、希望者ということで、お話の中でも加工業者さんの出席等がないとか、

どうしても温度差によって偏りもあります。その中で、この会議では立場を離れつつ、より良い仕

組みになるようにということで皆さんに意見を出していただいているということなので、着地点を

探していくための勉強としては非常にいい形では進められているのではないかと思います。ですが、

ステークホルダー、利害関係者の方がそれぞれの立場に帰ったときに、この内容でいいのかどうか

という意思決定というのは、この会議と切り離した形で考えていかないと、自由闊達な意見ができ

ないというのもあります。また、極端な話、この検討会で雰囲気として醸成されたので、時間の問

題もあるから審議会にそのままかけますということは、十分な議論をこの検討会のみに置きかえる

という形になるのではないかという懸念が残ります。検討会で理解を得られた場合には基本方針の

制定に向けて動くという説明の言葉の中にそういうニュアンスが入っていそうな心配がどうしても

つきまといます。ですので、その点はやはりこの検討会の中で着地点をおよそ見込みをつけていく

話と、ステークホルダーとそれぞれ協議をしていく話というのは、少し距離をとった形で進めてい

ただいたほうが、より納得感が得られる仕組みになっていくのではないかと思います。その点をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

【神谷部長】  では、水産庁のほうから意見があればどうぞ。 

【岩本室長】  今、ご意見をいただきました。ここには関係者ということで、この資源管理方針に関

する検討会自体は、法律等に基づいて行うものではないということは我々も十分承知してございま

す。もともとステークホルダー会議という名称を使っていたということもありまして、関係者の皆

さんに任意に参加していただいてご意見をいただくということですけれども、そこでの議論を我々

も政策に十分反映していかなくてはいけないというところは認識してございます。 

 ご懸念等もありますので、今後の進め方等につきましては、まだまだ改良していくところは改良

していくという認識はもっておりますので、どのような形で進めていくかについては、引き続き検

討を行いつつ、この会議については、今ご説明したような内容で進めさせていただきたいとは思っ

てございます。 

【参加者】  ありがとうございました。決して後ろ向きな意味ではなく、会議自体で本当の歩み寄り、

いろいろ知恵を出してというところは必要だと思っております。そこを阻害しない意味でも、立場

によって意思決定するというところから独立した形というか、切り離した形をとったほうがかえっ

ていい議論もできるんじゃないかという思いもございます。だから、そういう点で、大変手間がか

かるし、時間がかかって大変だと思いますけれども、利害関係者との 終段階に向けては十分な意

見交換等をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 

【神谷部長】  どうもありがとうございます。他にご意見はありますか。では、よろしくお願いしま

す。 

【参加者】  今回のサバ類を対象にして有効に利用していくという観点で、当大中型まき網業界とし

ても今回のその資源の管理の高度化には積極的に対応していきたいと思っております。 

 ただ、今日の会議でも漁業関係者全員が来ているわけではございません。また、出席している各

漁業者、あるいは事務局についても、まだ十分理解が進んでいるということではない面もあると思
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いますので、この検討会は検討会として、関係者が集まっていろいろな意見交換をするということ

で非常に重要だと感じておりますけれども、当業界としても、まき網漁業者を全国規模で、できれ

ば太平洋も日本海も同時に参集をした上で、また説明会を開いていただきたいという希望がござい

ます。それへの対応というのは、水産庁さんにしていただけるということでよろしいでしょうか。 

【神谷部長】  求めに応じて、それは何でもやります。ただ、これと全く同じものをもう一遍という

わけではありません。 

【参加者】  ありがとうございます。今日のお話の中で出たいろいろな宿題はかなりまき網業界のほ

うから出た質問も多かったと思いますので、その姿がある程度見えてくるようなタイミングでその

ような情報を提供していただきつつ、議論を深めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【神谷部長】  ありがとうございます。ステークホルダー会合しか開かないということは絶対ありま

せんし、それの前後にいろいろな説明会なども求めに応じてやれるだけやっていきたいと思ってお

ります。いずれにしても、 終的には水産政策審議会で採択されなければ物事は進まないわけです

から、それに至る一つの過程です。フレキシブルにいろいろやっていきますので、その点はご安心

ください。 

【参加者】  了解しました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  はい、どうぞ。 

【参加者】  ３日間の丁寧な説明をどうもありがとうございました。 

 私も何回かこういう資料を読んでいますけれども、本当にわかるところもあれば、わからないと

ころもある。わかっていたところが今回の説明でまたわからなくなったこともある。それと、やは

り少し納得できないのは、韓国、中国等が一緒に漁獲しているところで日本だけが先にやってＭＳ

Ｙ水準まで本当にもっていけるのかということです。それと、データ等に関しても２年前のものを

使って、更新はされているとは思いますけれども、おそらく卓越年級が出たときには、１歳魚とな

ると200グラムぐらいになるのではないでしょうか。200グラムといったら、もう完全に漁獲対象と

いうことで、需要も大変高い大きさにはなっています。そのときに、２年前の規制で日本船は漁獲

ができない、中国、韓国の方がたくさん獲るということがあってはならないと思いますので、中国、

韓国の関係等も今後きちんとなるようにしていただきたいと思います。 

 それと、２回３回同じことを言いますけれども、私は境港のほうから来ています。境港はマサバ

をある程度生活の糧としていることが多いです。福岡でやっていたのですけれども、この中にも福

岡の加工業者とか市場関係者はほとんど来ていないように思います。もちろん境港のほうも、私も

わからないですけれども、まだこの管理自体がどういう管理なのか、どうなるのかというのが全然

わからない。島根県には、優秀な中まき船団もいますから、中まき船団のほうにもいろいろと情報

は流そうと思いますが、更なる時間をかけての丁寧な説明をお願いします。 

 資源管理をするのはどうしてもまずは生産者ということになりますから、大中型まき網、中型ま

き網の生産者が納得できるような説明をしてからの管理を。管理をすること自体に関しては、持続

的に 大漁獲量がとれるような水準までもっていくことに関しては、全く反対するものではありま

せんので、納得して誰もが向かっていけるような、丁寧な説明をよろしくお願いします。以上です。 

【神谷部長】  ありがとうございます。一つ明確にしておきますと、日本だけが管理して韓国とか何

とかが得をすることにならないようにというのは、当然のことだと思っております。それとは別に、

ＭＳＹの水準がこの資源でどこにあるのかというのは、韓国が獲るか獲らないかというのとは別の
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話ですから、そこは分けて考えていただきたいと思います。特に今回は、日本と韓国が協力してき

ちんとやればここまで達成できるというのを水研の方からお示しいただきました。それに基づいて

どんな管理をしていこうかというのは２回目以降の話になります。そこは区別して考えていただく

ということをよろしくお願いいたします。 

 それと、加工業者の件も、もしよろしければ２回目以降のときに一声かけていただければと思い

ます。我々のほうでも、皆さん奮って参加してくださいということは当然言いますけれども、そう

いった点もよろしくお願いいたします。 

【岡村グループ長】  すみません、私が言うのもちょっと僣越ですけれども、今回の会議でとてもい

い議論ができたと思うのですが、今回、加工業者の方とかが参加されていないということもあって、

もう少し宣伝というか……。先ほど水産庁の方でプレスリリースするという話をされましたけれど

も、それだけではなくてもっと多くの人が集まるように。とてもいい議論をされているのに、これ

に出られない方もいるということで、もう少し宣伝活動をお願いしたいと思います。 

 そしてさらに、もしできればビデオ配信を。国際会議なんかではビデオ配信みたいなものもあり

ます。遠方や、あるいは違う用事があって参加できないという人もいると思うので、ビデオ配信で、

真剣に資源管理はどうあるべきかというのを研究者や行政、それから漁業業界の方が議論している

というのを見ていただくと、いろいろなステークホルダーの人が考えるとてもいい機会になると思

うので、そういう努力を水産庁の方でもしていただきたいと考えます。ありがとうございます。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  ビデオ配信もいいなと思いますが、今度は配信されるとなると、もう少しお互いに行

儀よく話さないといけないなとか、プラスもあればマイナスもあるのではないかなと思います。 

 他に。どうぞ。 

【参加者】  今回、日本としての資源管理の方向を検討する中で、私たちは県知事許可のまき網を営

んでいるわけですけれども、国の研究所、水産庁とは大臣許可のまき網の場合には日ごろから接す

る場面が多いのですが、県知事漁業の場合にはどうしても県職員を介して漁業者に伝わってくるこ

とが数多くあります。ですので、残念ながらそこにワンクッション置くことになって、そして県の

職員も３年ぐらいで交代していきますので、やっと精通したかなというころにはまた新しい方が担

当職員になられるというところで、なかなかつながっていかない部分があります。その辺に私も少

し不満があって、今回初めてこういう場に、今までは県職員だけが来ていた場でしたけれども、チ

ャンスがあったので私も来させていただいて、発言する時間もいただいてなんですが、その辺をも

う少し。日本で県知事許可での漁業というのもかなり営まれていますので、その辺に対する工夫等

をしていただければと思っています。よろしくお願いします。 

【神谷部長】  ありがとうございます。他に。では、どうぞ。 

【参加者】  県職員という言葉を聞いたのですみません。 

 まさにそのとおりだとは思いますけれども、うちも今回、石川の対馬暖流系群をとっているとい

うことで、若干量管理ではありますが、こちらも声はかけました。うちは１県１漁協ですが、漁協

の方が今回来られなかったというのは、うちの周知不足であったかなとは思います。ただ、漁協の

組織自体はあまり変わっていないので、先ほど広く呼びかける話のときにぜひ、全漁連になります

かね、多分もう声はかけられていると思いますが、ぜひ 初から入ったほうが良いと思います。う

ちも県からも言いますけれども、全漁連からも漁協に言って、二つの方向から行くべきだよという
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アプローチができたほうが、よりいいかなと思います。しかも今回はどちらかというと勉強という

位置付けが大きいですけれども、第２回以降は、今度はより管理の話になってくると思います。こ

れまで数量が配分されていないところも、基本的には影響の具合に応じて関係ないわけではないと

思いますので、ぜひ呼びかけとしては全漁連の方からさらに下におろして言っていくという形で。

担当としても確かに、代わると引き継がれないと言われると、そこにぐっとなりますが、多少はそ

のとおりであると思いますので、ぜひ行政だけでなく、業界というところで。まき網の組合員の皆

さんはこうやって出ているのであれですが、沿岸の方はやはり全漁連をしっかり使って声をかけら

れたらどうかと思います。 

 すみません、意見だけになりますけれども、資料４のスライド14に資源尾数の求め方というとこ

ろがあると思います。次回、第２回以降で、特に管理の話をするときに思ったのは、山陰旋網の川

本専務や、中部日本海の石井専務からもお話があったと思いますが、資源管理する上でゼロ歳時の

漁獲量を減らしましたと。より大きなものを獲っていく場合に１歳時、２歳時が増えてくるといっ

たときに、資源としては安全率を掛けてやっていますけれども、より獲れるようになるという形が

出てきたときに、もちろんＴＡＣ数量を決めるときにその話をするとは思いますが、ＩＱ管理を推

奨している以上、マグロもそうですが、ぎりぎりまで獲るという形よりは、お互いに管理をしっか

りしていくために、止めるわけですよね。100％でぴたっと止められないので、90何パーセントと

いうのが重なっていくと、やはり獲り残しというのが絶対に出てくると思います。そういった場合

に、それが資源量の推定のときに実績としてそのまま反映されて、少ない結果が資源量の評価に反

映されていないということではない。しっかりとそういった獲り控えたものや、資源として残った

ものについてはきちんと反映されているというのを改めて。多分この図が一番わかりやすいと思い

ますけれども、きのうも資料５－１の表４であったように、漁獲量の話ですよね。現場として何ト

ン獲れるかというところが多分一番響くところだと思うので、丁寧にその部分は強調した方がいい

のかなと。管理の話をする上では絶対必要になってくるので気になりました。 

 後に、このお話は昨日も言われていたかなと思いますけれども、ゴマサバとマサバがどうして

も一緒に入っていく中で、ゴマサバだけの専獲というのは多分無いのはどの漁業種でも一緒だと思

いますが、例えば資源が厳しいゴマサバ何トンということに引きずられてマサバも獲れないという

ことも危惧されてくるのかなと思いましたので、マサバとゴマサバと分けて管理をするべきではな

いと言うつもりは全くないのですが、そういった危惧というのも現場としてはあると。底曳きに対

してもそうだと思いますけれども、どうしても少ない魚種ですよね。いろいろなものと混獲される

ような漁業種類において、ある一つの魚種のＴＡＣや、数量管理によってほかの一緒に獲れる魚種

も引っ張られるということもやはり危惧する内容なのかなと思いました。管理の面の話ですが、そ

こら辺も少し意見させていただきました。 

【岩本室長】  ありがとうございます。この検討会の持ち方ということでご意見いただいたわけです

けれども、今回初めて開催したわけで、この会場にも全漁連の方が来られております。我々の方か

ら、持っている手段を通じて今回の開催を通知したわけですけれども、やはり全漁連なり各都道府

県の水産担当の皆さん方から関係の皆さんに、こういう会議が今回あったと。初めてやらせていた

だきましたけれども活発な意見が出て、今後、実際に皆さんに行っていただく資源管理につながる

話がメインになりますので、２回目以降は、より多くの方々にこの会議に出席していただくことが、

より良い資源管理につながるのではないかと考えてございます。そのあたりは水産庁の方からも発
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信はしますけれども、この３日間出席していただいた皆様が一番この会議の中身を実感されたと思

いますので、協力してさらにいい会議にしていきたいと考えてございます。 

【神谷部長】  ありがとうございました。他にありますか。 

【参加者】  ゴマサバに関しては、おそらく日本海側の方々はそうないと思いますが、東シナ海の沖

合域の遠まきと薩南海域の鹿児島の方々は、結果的にはゴマサバを主体とした操業が現実的にある

中で、特に 大の産卵場であり漁場である東シナ海の沖合域の状況は、先ほど申し上げましたとお

りです。そういった状況の中で、特にゴマサバについては、今の資源評価の段階では限界管理基準

以下ということで厳しい管理措置をというご提言がありますけれども、本当にこのやり方でやった

として、ＭＳＹを達成できるのかというところが非常に疑問を感じております。ぜひ次回以降の会

議で、そういった中国漁船の現状、東シナ海の南部の現状を踏まえて、この水準でＭＳＹが達成し

ていけるのかというところについても、中国漁船の動向の不確実性も含めて説明をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。次回以降で結構です。 

【神谷部長】  はい、わかりました。では、他にありますか。では、どうぞ。 

【参加者】  昨日も少し触れさせていただいたのですが、今回の漁業法改正で資源管理の目的として

はＭＳＹにもっていくということで、昨日もシミュレーションの中で漁獲圧を下げることでＭＳＹ

基準になる親の量、何年か後には何パーセントの確率でこれぐらい漁獲圧を下げれば達成できます

と。親魚の量を安定的にするというのは、ＭＳＹを達成するための手段だと思います。 終的には、

一般的にはある程度資源量が回復されてくれば、当然のことながらＭＳＹの実現に向けて下げた漁

獲圧を何らかの形で緩めたり、もしくは元の状態に戻したり、そうすることでおそらくＭＳＹの実

現、漁獲量の増大というのが出てくると思います。 

 ただ、昨日の資料を見せていただきますと、漁獲圧を下げた状態をずっと維持するという格好で

漁獲量が出てきておりますが、具体的にこんなふうにしたらそこそこ増えてきたので、一般的に考

えると漁獲圧を元に戻してやったら、おそらく漁獲量は結構増えると思うのですが、ただ、昨日の

表を見てみますと、ずっと一定で維持してきますので、ＭＳＹの実現というのが、親の量というの

は達成できているというのはすごくよく見てとれるのですが、漁獲量が増えていくというところが

なかなか見てとれない資料になっていますので、その辺を少し工夫ができないものかと考えており

ます。これは意見です。 

【神谷部長】  ありがとうございます。その辺は追加の宿題の中で、また新たなものを提示していた

だけるのではないかなと思っております。 

 他にありますか。 

【参加者】  たびたび申しわけないです。 

 今のご意見にも少し関連したところで、いろいろな数量の目標値の議論というのが次の管理の話

につながりますので、どうしてもその意味を抜いて、数量はどうあるべきかという感じで、１かゼ

ロの議論のように進みがちだと思いますけれども、もう一遍その研究の理論というか、そちらのほ

うに立ち返って、今回の制度の仕組みにどういうメリットがあるのかという意味の問題を。 

 これは逆に言うと、今後の数字についてはいろいろ管理との連動がありますから、経営の問題と

かも納得いかないというのはあると思いますが、意味の問題というところで、ちょっと私自身の理

解を深めるという意味も含めて確認をしたいのですが、今お話がありましたように、漁獲量自体が、

例えば５年10年とかで劇的に上がるということよりも、むしろそういう漁獲量が上がるというのは
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漁業者の感覚からすると、卓越年級群があるとか来遊の偏りがあって、５年に１遍ぼんと来れば、

ある程度とり尽くすぐらいとり尽くしても魚は来るみたいなのが、感覚的にはあるのではないかと

思います。しかし、それは例えばさっき出てきた資料の中でも、卓越年級群がぽんと出たら、管理

をしていない状態でもそれに合うような水準にぽんと追いつくというのが出てきていると思います。

むしろ増えるときよりも、資源の状態がなかなか厳しいときに、できるだけ早く元本をキープしつ

つ、そういう卓越年級群とかを生み出すための状態をキープしつつやると。もう一つは、その卓越

年級群が出た後の魚を一遍で獲ってしまうのではなく、それをできるだけ元本に繰り入れながら効

率よく獲っていくというような、その２点に重点があるのではないかと読み取ったわけです。 

 ですから、その辺を漁業者感覚に。特に沿岸の方はいろいろ関係する影響の濃淡があるので、こ

の制度自体そのものに対しての数字の切り方についての賛成の問題と、意味合いについて、そもそ

もやらなくてもいいのではないかという議論が再燃するという話が、温度差だとか影響の濃淡で出

ると思いますので、そういうときにどこにポイントがあるのかというのをもう一段階、その意味合

いのわかりやすい形での整理が必要なのではないかと思いました。 

 私の認識は、今回の説明を受けた中でいくと、漁獲量が増えるというよりも、増えたやつを効率

よく獲って、しかも元本をキープしつつと。で、悪い状態からも元本をできるだけ残して、いい状

態が早く出るようにキープすると。そうすると、漁獲量の反映というのはある程度抑えられるのは

仕方がないですよ、だけどトータル的に10年20年で見たらプラスになりますよと、そういう意味の

説明をしっかり関係者に伝えるというのがまずベースに必要なのではないかと思います。 

 それは、今回の科学的な検討の会議の１回目として非常にその部分の共通認識というので、私の

理解が間違っていたら修正いただきたいのですけれども、そこが今後話していく中で重要なのでは

ないかなと感じたので、そういう提案でございます。 

【神谷部長】  ありがとうございます。あらわれる数字とそこの意味という点ですね。そこを我々も

また少し考えていきたいと思っております。 

【西田センター長】  今回の資料で将来予測表というものを見せたためにといいますか……。一つの

主眼は、将来の親魚量が目標管理基準値を上回る確率というのをまず見せて、今考えることは、β

という進む方向を議論すると。漁獲量というのは当然、何年遅れの資源評価の数字に基づいて将来

を予測していったら参考資料としてこういうふうな予測になりますよということを示していたので、

この漁獲量予測値の平均値でいろいろ議論をするというのは、本来の目的からは２番目です。本来

は、目標管理基準値を上回る確率、あるいは限界管理基準値を上回る確率というのが 初にあるも

のだと認識しています。 

 卓越年級群、あるいはそれと逆に非常に悪いときにどうするか。おっしゃっていることはほぼそ

のとおりですけれども、基本的な考え方としては平均的なところからのばらつきというところで処

理をしているので、それは全て考慮した上でやっているということです。 

 平均的な姿にのっていかないだろうとおっしゃればそのとおりで、そういうばらつきも含めて考

えて、とりあえず踏み出す方向をどう考えるかということを考えるのが、今回の将来予測表という

ところの本来の見方というところでご承知いただきたいと思います。 

【参加者】  ありがとうございました。繰り返しになるのですが、漁業者の感覚としては、やはり漁

獲量です。では何トンとっていいの、どのぐらい増えるのという単純な話に結論を求めるという形

が出てきますので、それにつなげていく文脈、漁業者の感覚になじむ文脈でお話をするというとこ
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ろにどう変換していくかというところでいくと、かなり枝葉をはしょったような言い方をしないと

仕方ないので、そのときのメリットはここですよというようなことを今のお話から落とし込めるよ

うな共通の材料をいただける形になると非常にやりやすいな、理解が進みやすいのではないかなと

思ったので発言させていただきました。ありがとうございます。 

【神谷部長】  はい、では。 

【参加者】  ２回目以降の議論になると思いますけれども、今後、漁業経営への影響に応じた緩和策

等々を議論していく、あるいはまたそういうことも考えながら資源管理手法についても検討してい

く、議論していくということになっているわけで、将来予測として漁獲量予測値を今回示されてい

ますが、漁業経営を考えるとやはり一番興味があるのは、結局どのシナリオが一番儲かるのかとい

う視点だと思います。 

 この将来の漁獲量の予測というのは多分、年齢別の漁獲尾数というのがそれぞれ予測をされて、

それを合計したものが示されているのではないかと思いますけれども、年齢別の漁獲尾数がわかる

のであれば、その年齢別の平均単価を掛ければ金額に直すことができるのはないかと思いますので、

資料５－１の表４の漁獲量を金額に直すとどれが一番儲かるシナリオだとか、あるいは２回目以降

のシナリオで、宿題としてお持ち帰りいただくことになった例えばゼロ歳魚の漁獲圧をぐっと下げ

た場合に漁獲量がどうなるかということにあわせて、どのように漁獲圧を下げたときが一番儲かる

といったことも情報としてあればと思います。おそらく当歳魚よりも２歳魚、３歳魚のほうが平均

単価は高いのだろうと思いますので、「じゃあ、当歳魚を無理して獲るのは商売的にナンセンスだ

ね」と金額に示されれば、「ゼロ歳魚を獲るのはやめようよ」というモチベーションにまたつなが

るのかなとも思います。 

 これは３回目以降の宿題になってしまうかもしれませんが、そういった結局どのシナリオが一番

儲かるという視点も踏まえた予測をお示しいただければ、非常に議論の参考になるのかなと思って

提案させていただきました。 

【神谷部長】  ありがとうございます。確かに、単純に量が倍になるかならないかではなくて、質の

差というのをどう金額に換算してやるかということですね。ありがとうございます。 

【西田センター長】  ありがとうございます。そういうサイズ別の単価といいますか、年齢別の単価

とか、今後の検討材料としてそういう具体的な数値を提供いただければ、当然その漁獲量に対して

掛け算をするというところなので、むしろこちらが逆に仮定値みたいなものを入れて、いや、そん

なことではないという議論はあまりしたくないので、やはり具体的な数値をいただければ、そうい

うことを取り込んでやっていきたいと考えます。ありがとうございます。 

【岡村グループ長】  すみません、今の点ですけれども、非常に重要なご指摘だと思いますが、例え

ばオーストラリアなんかは結構利益を追求した管理目標というのを今導入している部分があります。 

 一般論ですけれども、一般的には、より管理目標を上げたほうが、つまり資源量が少し上のほう

が儲けは大きくなります。というのは、努力量を減らせますので。しかし、昨日の表でありました

けれども、βを下げても漁獲量はそこまで下がらないです。βを下げるということは努力量を下げ

るということなので、コストは減らして、でも獲れる量は多いと。さらに、ＭＳＹの図でありまし

たけれども、高齢の魚というのは増えてくるので、資源を上のほうに保ったほうが儲けとしては大

きくなるという傾向があると。これはいろいろ系群によって違うところもありますけれども、一般

論としてはそうなので、先ほど、経営が安定してきたら高い漁獲量に戻してもいいのではないかと
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いうお話もありましたが、βが0.8をずっと続けるというのには、明確ではないですが、暗示的に

利潤を 適化するという意味合いも含まれているということです。ありがとうございます。 

【市野川主任研究員】  私からは事務的なお伺いですけれども、まず配付している資料５－３のダイ

ジェスト版というところの５ページに、こういう山型の図がありまして、ここでは一応それぞれの

目標管理基準値や限界管理基準値に達したときの平均的な年齢組成というものを示しています。こ

ちらを見ますと、やはり平均親魚量が高くなって資源が多くなると、２歳、３歳という高齢魚が生

き残ることによって漁獲物中の割合が増えていくということも、このような図を通して示している

ところですので、こういう概念図とともにどういうところを目指していくのかというものを考えて

いただければと思います。 

 また、今、具体的にご提案いただきましたように、年齢組成であるとか利益とか、漁獲量がどの

ような形で変動するのかというご指摘もいただきましたけれども、できれば第２回目のステークホ

ルダー会議でどういう数字を出す必要があるのかというところを少しまとめていただければ、こち

らも準備しやすいと思うのですが、どうでしょうか。 

【神谷部長】  では、参考に将来のシナリオの例えば表の４を金額ベースでやってみますか。 

【市野川主任研究員】  ただ、重量別の単価というのは多分人によって感覚が違うケースが結構あっ

て、こういう金額なんておかしいみたいなこともご指摘をされる懸念があるのですが、その点につ

いては……。 

【神谷部長】  それは、このサイズは幾らという公式統計があるわけではないので、あくまでも目安

みたいな感じで。だから、ここでの共通認識として、公式統計ではないと。決して責任は問わない

けれども、一つの目安として何らかの指標を。その指標の根拠はここの資料の中に明示するので書

いていくというのでやってみますか。 

【市野川主任研究員】  はい、ありがとうございます。あとは、年齢組成などもあわせて示していく

ということでよろしくお願いいたします。 

【神谷部長】  他に。ごめんなさい、ずっと待っていましたね。 

【参加者】  昨日、 後のほうに資料５－６の45ページ、47ページで 適化手法をこっちのほうを用

いたら全く別の再生産曲線が当てはまるということで研究機関会議のときに説明があって、ステー

クホルダー会議のときにはこの両方の違いを説明して、こちらを当てはめましたという説明をしま

すと記憶していて、昨日、岡村さんの説明で自分は納得したのですが、鹿児島の薩南海域はゴマサ

バをメインで漁獲していまして、仮に今からマサバ、ゴマサバを分けて管理するとなると、ゴマサ

バの資源評価結果というのがものすごく大きく影響してくる海域です。 

 次回以降、この資料５－３のダイジェスト版のような資料をまた使われるのであれば、まずこの

二通りの結果が出ますと。こういった理由で今まで経験したことのない資源量に下がったときに、

安全性をもってこちらを選びましたという説明のような資料が何かあると、非常に漁業者とかも認

識とか理解しやすいのではないかなと思います。単純にこの結果だけを神戸チャートで見ると完全

にグリーンのゾーンに入っていますので、今のままでいいじゃないかという議論になりかねないの

かなと思います。そういった資料があると助かるという意見でございます。以上です。 

【西田センター長】  ありがとうございます。昨日も同じようなご質問をいただいて、そこでは口頭

でしか答えませんでしたが、この 初の前提になっている再生産関係の設定というところに関して

はもう少し、特にこの系群については詳しく説明した方が良かったかなとも認識するところです。 
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 今、ご意見の中でもありましたけれども、 終的に今回ご提案しているホッケースティック型を

選んだ理由というのは、親魚量が低い水準にある場合の加入量推定値というのが控えめで、決定的

であったのは、再生産関係の仮定が間違っていたとした場合でも安全性が高いということから、

終的に今回ご提案したホッケースティック型を選んだということでした。 

 ご指摘のように、その辺の説明が行き届いていなかったところがあるかもしれませんので、そこ

は今後、注意していきたいと考えます。 

【参加者】  ありがとうございました。 

 すみません、もう１点ですけれども、ウェブのほうで、いつから始めていればどういう結果にな

ったというシミュレーションを昨日見せていただいたのですが、ちなみにあれは公開されているん

ですか。オープンになっているものなのでしょうか。 

【西田センター長】  オープンにはなっていないですね。 

【参加者】  オープンにする予定とかもありませんか。 

【西田センター長】  検討中です。 

【参加者】  ありがとうございます。 

【神谷部長】  よろしくお願いします。 

【参加者】  お願いがございます。会員の方からの声なのですが、実は、 初の岩本室長からご説明

があった紙のところですけれども、実は今回、水研機構から提示した複数のシナリオ説明となって

いますが、水研機構のほうからは検討の材料という形になっていました。この漁獲シナリオという

言葉について、なかなかわかりづらくて、会員の方から「漁獲シナリオって何」という話、それか

ら、「複数提示するとなっているけれど何が提示なの」と、説明の仕方の問題としてすごくわから

なくなっているという。 

 これは実は率直な答えがありましたので、そこら辺を。この資料そのものが違うのか、もしあれ

だったらば変えていただいた方が、より理解は進みやすい。今回の資料で言えば、水研機構から漁

獲シナリオを検討するための資料を提示と、正確にその辺をわかりやすくして欲しいということで

す。これは水政審の委員をされていた方からのご発言でもありましたし、それから、研究機関会議

に出た方からもそういったコメントがあったものですから、非常にわかりづらくしている点がある

ので、もう少しそこを丁寧に、資料を変えるのかどうかも含めてお願いしたいと思います。 

 ２点目のお願いですが、なかなかこの３日間に参加するのは難しい点もございます。今後の開催

については、全国で一本化するなら、その開催の仕方について関係者の意見を聞きながらやってい

ただきたいと思います。それで、その際に、これはまた会員の方からのお願いですが、当日に資料

を見せてもらってもなかなかわからないので、できたら事前に配付していただけると助かるという

話がございました。そこについてもお願いしたいと思います。 

 ３点目、一つだけ、今後のスケジュールで、いつ導入するかは今後２年以内という話で、データ

をアップデートされると聞いておりますが、いつごろそのアップデートをされて、それを用いて多

分次回の第２回があると思いますから、そのおおよその目途というのがおわかりでしたら教えてい

ただきたいと思います。以上です。 

【岩本室長】  ありがとうございます。水産庁の資料と水研機構の資料で、特に漁獲シナリオのあた

りで皆さんに誤解が生じるようなところがあるというご指摘もございましたので、資料については

その点を踏まえながら、今後また見直していきたいと思います。 
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 今回、資料を当日という形になりました。基本的には６月12日に公表させていただいたものをベ

ースにはしておりましたけれども、その間、ご要望もあって説明会を行ったところのご意見等も踏

まえて、よりわかりやすく丁寧にと心がけながら、水産庁の資料もそうですし、水研機構の資料も

見直したということもありまして、当日の配付という形になってしまいました。今後の議論を活発

化させていくためにも、なるべく事前に資料配付できればというところはあるので、その辺がどの

ような形でできるかについては検討させていただきたいと思います。 

【西田センター長】  2018年までの値を加えた資源評価については、今のところ太平洋系群とあわせ

て11月ごろにそのような資源評価の作業をやるという予定でおります。それをどういう形で公表し

ていくかは、まだ未定というところです。 

【岩本室長】  そういう日程も踏まえながら、２回目についてはまだ具体的にいつごろという案は全

くもっておりませんが、その間ほかの地域でも、このレベルではないにしてもご説明の要望等もあ

ろうかと思いますので、そういったことも踏まえて２回目の日程については調整させていただきた

いと思います。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  では、他に。はい、どうぞ。 

【参加者】  マサバ、ゴマサバとも太平洋系群と対馬暖流系群、あるいは東シナ海系群では分布が隣

接、あるいは重複している水域がありますが、漁獲物の系群の判別はどのように行っているのかと

いうのを教えていただきたいのと、それに関連しまして、ＤＮＡでその系群の判別ができるのか。

あと、ＤＮＡで判別する場合には分析費用は１匹幾らぐらいでできるのか。その辺のところを教え

てください。 

【西田センター長】  ご承知のようにサバ類は広く回遊しますので、系群の境界をはっきり線引きす

るということは実際難しい問題があると認識しています。鹿児島県の主漁場に関しては、県の南方

から西方に位置します阿久根とか枕崎といったところであって、そういう状況とその隣県の熊本県、

あるいは宮崎県等の漁協を考慮すると、現時点では鹿児島と宮崎の間を区分の境にすることが妥当

と考えています。 

 ゲノム情報といいますか、遺伝情報でそういうことを分ける手がかりになるかどうかについては、

これまでそれほど十分に検討されたところがないので、まだサバに関しては今お答えできる内容は

ございません。 

【参加者】  ありがとうございました。 

【神谷部長】  ただ、どちらにしても行政的にどこかで線引きして分けないといけないというのは事

実としてあるわけですから、例えば太平洋のマグロで言いますと、東部太平洋を管理する国際機関

と西部太平洋を管理する国際機関があって、メバチとかキハダというのは基本的には一つの系群だ

けれども、人為的に分けて、そこでそれぞれ資源評価をやって、ＭＳＹを出して、可能な漁獲量を

決めているというところがあるわけですから、できるだけ資源の特性を反映しつつも、 後は行政

的な線引きをして、その中で管理を進めていくという手法自体は、世界的に見ても事例はあるとい

うところを付言させていただきます。 

 あとはよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【神谷部長】  それでは、質問も出尽くしたようでございますので、これで第１回の資源管理方針に
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関する検討会はここまでとさせていただきます。３日間、どうもありがとうございました。また引

き続きよろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】  今日の１時ごろを目途に、会場の向かいにあります小会議室の方で、報道関係者

向けのブリーフィングを行いますので、もしご関心がある方は出席いただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

── 了 ── 


