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資源管理方針に関する検討会（マサバ太平洋系群・ゴマサバ太平洋系群） 

【第１回】 

議事次第 
 

日時：令和元年８月７日（水)～８月９日（金） 

場所：ＴＫＰ神田ビジネスセンター４階４０１ 

 

【８月７日（水）】 

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≫ 

 

【８月８日（木）】 

１０：００～１２：００ 

（２）資源の状況と資源管理目標案（マサバ太平洋系群・ゴマサバ太平洋系群）

≪(国研)水産研究・教育機構≫ 

～１２：００～１３：００ 昼食休憩（１時間）～ 

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≫ 

 

【８月９日（金）】 

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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〇令和元年８月７日（水） 

【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太平洋系群及

びゴマサバ太平洋系群に関する資源管理方針に関する検討会の第１回を開催したいと

思います。 

 私は本検討会の司会を務めさせていただきます水産庁管理調整課の藤原です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですが、まず、お手元の資料の確認をさせてください。まず、資料１と右上に

書かれてございます議事次第でございます。続きまして、資料２と右上に書いてござ

います会場の施設案内及び注意事項となってございます。資料３ですが、８月５日時

点の出席者リストでございます。資料４ですが、新たな資源管理について、令和元年

８月水産庁と書いてある資料でございます。資料５は５－１から５－６までございま

す。５－１と左上に書いてあります水産研究・教育機構からの提出資料についてとい

うサバの絵が描いてあるもの、資料５－２がマサバ（太平洋系群）と書かれているも

のでございます。資料５－３がゴマサバ（太平洋系群）と書かれているものでござい

ます。資料５－４が令和元年度漁獲管理規則およびＡＢＣ算定のための基本指針と書

かれているものでございます。資料５－５が平成30年度資源評価報告書（ダイジェス

ト版）と書かれているものでございます。最後、非常に分厚くなってございますが、

資料５－６と右上に書かれてございます平成31年度マサバ太平洋系群の管理基準値等

に関する研究機関会議報告書となってございます。 

 お手元に不足の資料等がございましたら、お近くの水産庁の職員にお声がけくださ

い。よろしくお願いします。大丈夫そうですかね。 

 それでは、幾つか注意事項がございますので、まず、最初にご説明させてください。

資料２を見ていただければと思います。カラーで刷ってある裏表の１枚紙になってご

ざいます。まず、会場ですけれども、こちらの401、４階の会議場となります。喫煙

所は６階のエレベーターを上がった先にございますので、こちらだけしか喫煙できま

せんので、ご協力をよろしくお願いいたします。あと、自動販売機は６階と７階にご

ざいます。６階のほうは喫煙所の中にございます。ご利用ください。 

 裏面へいきまして、飲食につきまして、この会場内での飲食は可能ですけれども、

ごみのほうは必ず持ち帰るようにしてください。よろしくお願いいたします。②の座

席についてということですけれども、座席の指定はございませんので、すいていると
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ころにお座りください。会議は３日間行われますけれども、荷物、資料は毎日必ず持

ち帰っていただければと思います。よろしくお願いいたします。その他につきまして

は、書いてある事項をご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、本検討会の会議の配付資料、今、説明いたします配付資料ですとか、議事概

要、議事録につきましては、後日、水産庁のホームページ上に掲載させていただくこ

とになっておりますので、ご承知おきいただければと思います。 

 最後に、報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影は、今回はないですかね、

大丈夫ですかね、でしたら、またカメラ撮影される場合は私のほうからご説明させて

いただきますので、お問い合わせをお願いいたします。 

 それでは、主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 水産庁から山口水産庁長官でございます。 

【山口水産庁長官】 山口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】 神谷資源管理部長でございます。 

【神谷資源管理部長】 神谷です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】 廣野管理調整課長でございます。 

【廣野管理調整課長】 廣野です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】 江口漁場資源課長でございます。 

【江口漁場資源課長】 江口でございます。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、国立研究開発法人水産研究・教育機構の中央水

産研究所、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】 岡村資源管理グループ長です。 

【岡村資源管理グループ長】 岡村です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】 市野川主任研究員です。 

【市野川主任研究員】 市野川です。よろしくお願いします。 

【藤原課長補佐】 そのほか、水研本部ですとか、中央水産研究所のほうから出席いただ

いております。それでは、開会に当たりまして、山口長官から一言、ご挨拶を申し上

げます。 

【山口長官】 皆さん、こんにちは。お暑い中をお集まりいただきましてありがとうござ

います。たくさんの方にご参集いただきまして、なるべく広い会議室ということでと
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らせていただいたんですけれども、前のほうがすいていますので、もしよろしければ

前にも来ていただければと思いますが、なるべく会議が長いですので、リラックスし

て参加していただければというふうに思います。 

 私は水産庁長官の山口でございます。７月８日付で、それまで次長をやっておりま

したけれども、今度、長官ということで拝命しましたので、引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。 

 今回は、マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋系群の資源管理方針に関する検討会、

これの第１回目ということで開催させていただくことになったわけでございます。昨

年12月に漁業法が70周年ぶりと言われる改正を行いました。漁業を取り巻く状況自体

はいろいろな課題がございます。一方で、国民に対して水産物を安定供給する、この

使命ということには変わりがないわけでございます。 

 水産資源の状況を見ますと、資源が増えているものよりも減っている、資源水準が

低位にあるもののほうが多いという、今、状況でございます。生産量や漁業者数も長

期的に減少傾向にあるという状況でございますが、一方で、我が国周辺は世界でも有

数の広大な漁場が広がっているというふうに考えております。そういった点で適切な

資源管理を行って、また、漁業者の皆さん、水産加工の皆さん、こういった方々が心

を一つにして漁業の振興を図っていこうということになれば、いわゆる水産業の成長

産業化、こういったことも可能ではないかというふうに考えているところでございま

す。 

 資源管理の問題については、今日、ご参集の皆様方は専門的な知識を持っておられ

る方も多いというふうに思いますけれども、今回の漁業法改正では、新たに最大持続

生産量を達成する水準に資源を維持、または回復させるということを管理の目標とし

て明記いたしました。また、そのために必要な資源管理の目標を定め、それを基本方

針という形で漁業法に位置づけて、漁業者の皆さんにも実践していただくというのが

制度の流れでございます。 

 本日の会合では、資源管理目標の話と、それと、それを達成するための漁獲管理の

シナリオ、いわゆる漁獲シナリオについて、こちらのほうから、特に水産研究・教育

機構さんのほうからお話ししていただくということになっております。資源管理の新

しい評価の方法につきましては、現在、今日、議論いたしますサバ類の話とともにス

ケトウダラ、ホッケについても資源管理目標を水研機構のほうから提案していただい
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ているという状況でございまして、今後、そういったものについて資源管理目標案を

決定して、漁獲シナリオを決めていくということを考えているところでございます。 

 そういった中で、資源管理に関しての議論、従来のＴＡＣをつくる際の議論につい

てもいろいろと専門的な言葉が出てきますし、皆様方が日ごろ、特に漁業者の皆様方

から見れば日ごろの漁業活動と直接感じておられる実感と、今回のこういう評価で出

てくる数字の間にはいろいろな差異といいますか、違うなという思いもあるかという

ふうに思います。 

 今回の会議は、あくまでもまずそういう水研機構のほうで、いろんな調査データに

基づいて計算したところによる数字が出てくるわけでございまして、その数字に基づ

いて、これから具体的にどういうふうに資源管理をしていくかということについては、

まさに今日のこの場でご議論いただいて、それで最終的には漁業者の皆様にも、ご理

解の上で取り組んでいただくということになるわけでございます。 

 資源管理といいますと、どうしても漁獲制限がされるのではないかとか、特に新し

い資源管理システムという言葉からいうと、今までより厳しい措置になるのではない

かという、そういうご懸念も多々聞いているところではございますけれども、我々の

思いは当然、資源管理は何のためにやるかといえば、将来、資源をふやして皆さんが

もっと漁獲を上げて、それによって所得が向上できる、そういう世界を目指すという

ことにあるわけでございます。そういった点で、議論の取っかかりは難しいかもしれ

ませんが、最終的には皆様方が現場で実践していただける、そういった内容にしてい

かなければいけないというふうに思っております。 

 漁業者だけではなく、資源の状況によって影響を受けるのは加工業者、また、流通

業者、さらには消費者の皆様もお魚をどれだけ食べられるかということになるわけで

ございます。そういった観点から、今日のこの会議もそういったいろんな関係方面の

方々にお集まりいただいて、資源を持続的に利用するにはどうしたらよいか、こうい

った観点でご議論いただければというふうに思っております。 

 今、申しましたように、我々は日本の周辺の漁場というのは、潜在的にはいろんな

可能性があるというふうに思っております。その可能性を現実のものにして、皆様方

の生活なり、地域の活性化なりが安定していくと、地域が安定していくということを

目指して、この資源管理の議論も進めていきたいと思います。 

 水産日本の復活という言葉をここ数年、使わせていただいておりますけれども、こ
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れは沿岸、沖合も含めて日本の漁業自体がどのように再生・復活できるかということ

にかかっているわけでございます。いろいろ、議論は今日も熱心にやっていただきた

いと思っておりますけれども、最終的には皆様方と同じ方向で、水産日本の復活に向

けた取り組みができるようになることを願っているわけでございます。 

 非常に暑い一日でございますし、今日、明日、明後日と３日間にわたって長時間の

会議を予定させていただいております。こういった中で、この会議が有意義になるこ

とを祈念いたしまして、私のご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、検討会のほうに入っていきたいと思います。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を行うべく、

進行役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

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

【神谷部長】 では、進行役の神谷でございます。今日から３日間、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、本検討会の最初に進め方を説明させていただきます。今日、初日につき

ましては、水産庁よりお示ししました資料４、新たな資源管理について説明いたしま

して、説明に関する質疑応答を行いたいと思っております。その後、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資料５、資源評価に係る基本的

事項について説明いただき、質疑応答を行い、ここで本日の議論を一旦、終了したい

と思っております。 

 ２日目、８日ですが、午前10時からまず１日目の総括を私のほうから行い、続きま

して、西田センター長より資源の状況、資源の管理目標の具体的な案の説明を行い、

質疑応答を行います。１時間ほど昼休みの休憩を挟みまして、引き続き西田センター

長から漁獲シナリオ案の説明を行います。途中、議事の状況にもよりますが、30分ぐ

らい休憩を入れつつ、17時半ごろまでの議論を続けたいと考えております。 

 最終日、３日目でございますが、午前10時からまず１日目、２日目の議論の総括を

私のほうから行います。続いて、水産庁より今後についてというものを説明いたしま

して、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、12時をめどに第１

回の検討会を終了させていただきたいと考えております。３日目の会議終了後、１時

間後ぐらいになりますが、13時をめどにこの会場において報道関係者のブリーフィン
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グを行いますので、ご関心のある方はご出席いただければと思っております。 

 以上が全体の進め方でございます。 

 それでは、早々でございますが、議事に入りたいと思います。まず、最初に水産

庁、廣野管理調整課長より新たな資源管理について説明をお願いします。 

【廣野課長】 管理調整課長の廣野でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料４をお出しください。めくっていただきます。いろんな資料を入れてございま

すが、まず、ここでは１ページ目、資源管理の流れ（特定水産資源の場合）とござい

ますが、主にこれについて説明いたしまして、全体の流れというか、仕組みをご理解

いただけるようにしたいというふうに思っております。ご存じのとおり、昨年12月、

漁業法が改正されたということでございまして、新たな資源管理の仕組みに取り組ん

でいこうということでございます。その場合の流れを説明してございます。 

 まず、ぐるっと回るような図になっておりますが、左上、資源調査のところをごら

んください。まず、行政機関、研究機関、漁業者が共同して資源調査を行うというこ

とでございます。具体的には下にございますように、漁業者の皆様からの水揚げ情報、

漁獲の情報、それにあわせて調査船による調査、それから、海洋環境と資源の関係の

解明ですとか、操業・漁場環境等の収集強化というのを行います。これは、行政、研

究機関、漁業者が一体としての協力で、資源評価に用いる基礎的な科学情報の収集を

しっかり行いたいということでございます。 

 その調査の結果をもとに、右側に流れてまいりますが、緑の枠、資源評価を行いま

す。こちらは重要なポイントですが、赤枠で書いてございます。行政機関と独立して

研究機関が実施するということでございまして、その下にあるとおり、資源量だけで

なくて漁獲の強さ、後ほど詳しい説明がありますが、それから、資源水準と漁獲の圧

力等について最大持続生産量、ＭＳＹと申しますが、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神戸チャートというものも示されるということで

ございます。これは後ほど具体的な魚種に対して説明してまいります。 

 また、今後の資源管理のための検討材料といたしまして、資源管理目標の案、それ

から、目標を達成するまでの期間、それから、それに伴う毎年の資源量とか漁獲量の

推移など、複数の漁獲シナリオ案というものが提示されます。これは今回、具体的に

ご説明を申し上げるところでございます。これらにつきましてはまさに今日でござい

ますが、検討会を初めとするいろいろな場で検討されるということになっております
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ので、あらかじめ水産庁から発表した上で進んでいくということになってございます。 

 その次、右にいきますけれども、この提示された案をもとに資源管理目標、それか

ら、漁獲シナリオ、漁獲管理規則ともいいますが、についてこの検討会の場を通じて

関係者の皆さんとともに議論して、一緒に決めていくということでございます。資源

管理の目標としては、最大持続生産量を達成する資源水準の値である目標管理基準値

の案、それから、乱獲を未然に防止するための値である限界管理基準値の案、それを

もとにそれらの目標を達成するために、どのぐらいの期間でどのように達成していく

のかというのが漁獲シナリオになります。これもあわせて検討していくということに

なります。 

 これらについて、今日、まさに第１回ということでございますが、こういう検討会

の場、それから、業界、特に直接関係する漁業者の皆さんへの直接の説明なんかも含

めて、複数回、説明を行い、ご意見を聞きつつ、検討を行っていくということで進め

ていきたいというふうに考えてございます。その上で関係者の理解が得られた場合、

水産政策審議会という国の検討会がございます。その場で諮問して、決定していくと

いうことになるということでございます。 

 その下でございますけれども、目標とか、それまでのシナリオが決まれば、それに

沿って毎年の漁獲量というのは研究機関が算定、ＡＢＣが算定されますので、その範

囲内で設定して行っていくということでございます。二つ目のポツにもあるとおり、

ＴＡＣによる管理は準備が整った区分からＩＱにより実施するということも、仕組み

としては入っているところでございます。 

 その左側、紫の枠にいきますが、ＴＡＣ、ＩＱ等のルールに基づいて漁業者の皆さ

んに操業していただくということでございます。まさに操業そのものがデータ収集と

いうことになるわけでございまして、それが最初に申し上げた資源調査につながって

いくという、ぐるっと回っていくという循環をしていくというような流れになってい

るということでございます。 

 これが特定水産資源の場合の資源管理全体の流れということでございます。 

 これ以降の資料は、詳細な内容を項目ごとにつけております。今後の議論の中での

ご質問に応じて、ご説明させていただければというふうに思っておりますが、１点、

６ページをおめくりください。よろしいですか。 

 本日の位置づけと今後の仕組みというか、流れについてご説明したいと思います。
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優先的に検討する資源、まさに今回のマサバがそうですが、左上からまいりますけれ

ども、資源管理目標等の公表は既になされております。周知期間を置きまして、まさ

に左側の一番下の検討会が今日、第１回として開かれたということでございます。今

回はこれの第１回を行って、今後も行っていくということでございまして、内容とし

ましてはこの検討会にあります１と２の案の提示というところまで、今回の第１回の

検討会では進もうというふうに考えてございます。 

 その後でございますが、理解が得られた場合、先ほどもご説明しましたが、管理方

針を策定して、法の施行は来年12月が期限ということになっておりますが、それに向

けて管理を一番早いものでは開始していくということになってございます。今回は第

１回の検討会でございまして、今後も進めていくということですが、大事なところは

期限ありきの話ではないということでございます。こういう検討会を関係者の理解を

得るべく複数回開催して進めていきたいというふうに考えてございます。どうか前向

きな議論ができたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 私からの説明は以上でございます。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 では、これに関しまして質問等がございましたら、挙手の上、お名前と所属を紹介

の上、していただければと思います。マイクはこちらのほうから持っていきますので、

何かございますでしょうか。どうぞ。 

【参加者】 １ページの資源管理の流れをご説明いただきましたが、そもそものお話をお

聞かせいただきたいんですが、この資源管理方針検討会は報道とかでは、あと、水産

庁からの説明でもステークホルダー会合という名前で呼ばれているものと私は思って

いるんですが、１ページの図でいくと資源管理目標にある関係者に説明、あと、漁獲

管理規則（漁獲シナリオ）の関係者の意見を聞く、このところに位置づけされるもの

と考えてよろしいのか、お聞かせいただきたい。 

【廣野課長】 端的にお答えします。そのとおりです。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 そうすると、前回、福岡でもやりましたが、今回、優先順位を設けて、マサバ、ゴ

マサバ、スケトウダラ、ＴＡＣにはなっていませんが、ホッケというものを挙げてい

ます。ホッケについては特定水産資源に当たっていないので、また、別の議論をする

べきかと思いますが、少なくとも、今、ＴＡＣになっているスケトウダラ、マサバ、
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ゴマサバと同じようにＴＡＣ対象魚種になったものは、今回と同じように１魚種に対

してこのステップを踏むとなると、今までの旧ＴＡＣ法でやっていた仕組みよりも相

当、時間と説明するにしてもかなりの時間とエネルギーとが皆さんの大変な労力が資

することになるんですが、そういうふうになっていくと理解してよろしいんですか。 

【廣野課長】 こういう流れで進めていきます。関係者の説明のために必要な場合には、

こういう会議を設けてやっていきます。資源の状況なり、関係者の状況なりによって、

持ち方について変わりが出てくる可能性はありますけれども、仕組みとしては同じよ

うに進めていくということで考えてございます。 

【参加者】 ステークホルダー会合で。 

【廣野課長】 ステークホルダー会合を行って、決めていくということでやっていきたい

と思っております。 

【参加者】 わかりました。 

 もう一つお聞きしたいのは、この資源管理の流れという、これは案なのか、決定さ

れたものなのか、というのは、４月と６月に水産政策審議会の資源管理分科会の議事

録が公表されていましたのでよく読むと、複数の委員からこの案が示されて、このま

までは漁業者の理解が得られない、また、欧米に比べて資源評価のプロセスに透明性

が不足している、それから、魚種選択などのプロセスもよくわからないといった意見

が出ていたんですが、そこにあった資料と、今日、示された資料は見た目ではなにも

変わっていない。ということは、資源管理分科会でかなり厳しい意見があったにもか

かわらず、これでやっていきたいということなんだと理解しますが、私とすれば皆さ

んのまさに水産審議会の委員から出た言葉、意見がどこかに反映されているのかとい

うことがあるならば、お聞かせいただきたいと思っております。 

   以上です。 

【廣野課長】 まさに水産政策審議会で言われたとおり、漁業者の理解をしっかりいただ

くこと、それから、透明性をしっかり確保していくことを行うために、この検討会を

開催していくということでございまして、この検討会での説明の内容、それから、具

体的なご意見がありましたらお聞きしたいと思いますし、まさにそういう形でこの検

討会をもってご意見を具現化していきたいというふうに思っております。よろしくお

願いいたします。 

【神谷部長】 ほかにありますでしょうか。 
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【参加者】 １ページのところで気になるんですが、資源管理目標については関係者に説

明になっていまして、漁獲管理規制に関しては関係者の意見を聞くと、こういう２段

書きになっていますけれども、資源管理目標について我々は意見を述べたとしても、

それは一切反映されないというふうに理解していいんでしょうか。そこを教えてくだ

さい。 

【廣野課長】 書き方は、関係者に説明、関係者の意見を聞くとなっておりますが、今回

の後ほどの説明を聞いていただければわかると思いますが、目標案として示させてい

ただきますし、シナリオとしてもまずは一つのあるものを提示するということで考え

ておりまして、西のほうの福岡でやった会議もそうですが、シナリオについても新た

なオーダーがあれば、それに応じてやっていきたいということでございます。いずれ

にしても、この会議を通じてやっていくということでございます。目標も案というこ

とでご説明させていただくと……。 

【山口長官】 説明、要するに意見を聞かないのかということ。 

【廣野課長】 案についても目標についてもご意見があれば、ご意見をお聞きしながら進

めていくということでございます。 

【参加者】 ありがとうございました。 

【神谷部長】 目標のところは、基本はＭＳＹを達成する資源水準ということなので、原

則として１点で決まり得ることになるわけですから、基本的には説明して、それでご

理解を賜るということになります。ただ、説明の過程で若干、この計算上に不都合が

生じたとか、改善の余地があるというのであれば、そこは研究機関のほうで計算し直

してやるというような余地はあろうかと思っております。一方で、漁獲管理のシナリ

オは、まさに資源の悪化をどう防ぐかというのと、漁獲量をどういうふうに確保する

かというトレードオフの関係になりますので、これはまさに皆さんの意見を聞いて決

めていくということになります。そういった意味での説明もして、当然、いろんな余

地はありますけれども、表現ぶりに関係者に説明というのと、関係者の意見を聞くと

いうのの二つに分けたところでございます。以上です。 

  次の質問はどなたでしたっけ。 

【参加者】 ６ページを説明されましたけれども、関係者の理解が得られた場合、基本方

針の設定に進むとなっています。たしか福岡でも出たような質問だったと思いますが、

関係者の理解、この理解という言葉がこれも多分、ひっかかるところ、判断ですよね。 
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 今の神谷部長のご説明でいくと、関係者の説明なり、関係者の意見を聞くとなって、

そこから出た意見なりはもう１回、フィードバックされて水産庁なり、水産研究機構

に戻されて直したものが出てきて、また、同じようにこういったステークホルダー会

合をやって、それを何回か繰り返して理解を得たと、誰が理解を得たと判断されるか

もわかりませんが、非常に曖昧な言葉なんですよね。理解を得られた場合、次へ進む。 

 そこはどうしても多分、漁業者の皆さんなり、漁業団体の皆さんなり、ステークホ

ルダーですから、いろんな方がひっかかってくるところだと思いますが、その関係者

というのもいわゆる漁業関係の者だけなのか、ステークホルダー会合と言っているわ

けですから、それ以外の流通や加工や消費や環境の団体の方とか、そういった方のス

テークホルダー会合だと思っていますが、その人たちの理解を得た場合に次へ進める

ということですか。 

【神谷部長】 はい、そういうことです。それから、漁業関係者だけじゃなくて、いろん

な方々のご意見も当然歓迎するところであります。一方で、最終的な決定というのは

水産政策審議会で決まりますので、そこに向けて大体皆さんの認識が共通化されたな

というようなところを我々は目指したいと思っております。 

 まだ、あれでしょうか。ほかにもいろいろありますので、一旦、ここで次の方の質

問を受けさせていただきたいと思いますし、後で私のところとお話ししてもよろしい

んですけれども、一遍、ここで進めさせてください。お願いします。 

   ほかにございますか。よろしいですね。 

 では、行政的な考え方というのは、こういうことだというところで、今、説明させ

ていただきました。それを受けまして、予定よりも早いですけれども、むしろ、予定

より時間がかかると思っておりますので、西田センター長のほうから資源評価の基本

的な考え方について説明させていただきます。よろしくお願いします。 

【西田センター長】 中央水産研究所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。水産研究・教育機構からの提出資料ということで

ご説明を申し上げます。資料５－１をごらんになりながらお願いいたします。 

 資料５－１から５－６まで、今日お配りしています。それぞれについて少し、どう

いうものが挟まれているのかということを簡単にご紹介いたします。 

 資料５－１は、これから説明しますプレゼンテーションの資料ということになりま

す。 
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 資料５－２は、マサバ太平洋系群の資源評価に関する再生産関係、あるいは、管理

基準値、漁獲管理規則に基づく将来予測といったことに関してまとめた簡易版、ダイ

ジェスト版の資料になります。 

 資料５－３は、ゴマサバ太平洋系群の同じく簡易版、ダイジェスト版となります。 

 資料５－４は、そういう管理基準値あるいは漁獲管理規則案に関する基本的な考え

方、ベースになっている考え方の資料ということになります。令和元年度漁獲管理規

則およびＡＢＣ算定のための基本指針というものです。その後ろに用語集もつけてご

ざいます。 

 資料５－５は、今回の資料を作成するに当たっては、昨年度、平成30年度の資源評

価結果によって推定されたさまざまなデータを用いているわけなんですけれども、平

成30年度の資源評価報告に関するダイジェスト版ということで、マサバとゴマサバを

合わせて資料５－５にとじてございます。 

 資料５－６は、上で説明しました簡易版やダイジェスト版を作成する前の段階、機

構をはじめ研究機関の中で検討を行いまして、再生産関係、管理基準値あるいは漁獲

管理規則のもとでの将来予測といったものに関して、まず、詳細版の報告を作成して、

その上でエッセンスになる図や表を抜き出したのがダイジェスト版ということになる

んですけれども、そのベースになっている資料、詳細版が資料５－６になっています。

分厚い資料になっていて恐縮なんですけれども、詳しい内容についてはこちらをごら

んいただきたいと思います。 

 なお、資料５－２から５－６までについては、このアドレスに既に６月12日から掲

示しているところです。また、資料５－５及び平成30年度資源評価結果に関する各種

データにつきましては、こちらのアドレスに掲載しています。ここらのデータを使っ

て計算したんだということになります。 

 先ほどご紹介もありましたけれども、今回の検討会の中での私どもからの説明内容

なんですけれども、１日目は新しい資源評価と漁獲管理規則案に関する概要の説明、

流れの説明ということをまずさせていただきます。そして、明日朝からこれまでの資

源評価結果の概要、それから、再生産関係あるいは管理基準値案、また、さらに漁獲

管理規則案に基づいた将来予測の概要といったものを、太平洋マサバ・ゴマサバにつ

いてご紹介するという流れになります。 

 本日なんですけれども、こういうこれまでの資源評価についてよくご承知の方も多
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いかと思いますけれども、これからこういうものを導入していくんだということにつ

いて簡単にご紹介したいと思います。一つには資源管理の目標を導入する。これにつ

いては、平均的に最大の漁獲量が得られるＭＳＹ水準の状態を目標と定め、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。ここで既に親魚量という言葉が

出てきました。こういったよく使う言葉について先に少し説明を加えたいと思います。 

 先ほど水産庁からご説明があった資料４、新たな資源管理についての13枚目、先ほ

どの水産庁資料４の13枚目のスライドといいますか、紙に、（参考）資源量・加入

量・親魚量についてというスライドがございます。この資源量、加入量、親魚量とい

うのは、これからよく出てくる言葉ですので、ここで改めて用語の説明をさせていた

だきます。 

 資源量というのは、ある年における水産資源の漁獲対象となる総重量（トン数）に

なります。これは、対象資源の魚の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ことを算出した後、それらを合計することで資源量とい

うものを推定するということになります。 

 加入量といいますのは、毎年、新たに資源に加わる、漁獲対象に加わる量というこ

とで、尾数で表記してございます。 

 親魚量ですけれども、これは親の量で、成熟年齢を迎えた魚、超えた魚の年齢別資

源量を合計することによって推定しています。資源量を計算するときに、年齢別の資

源量というのを計算していたわけですけれども、これに年齢別の成熟率というものを

掛けて足し合わせる、そのことによって次の子どもを生み出す、次の世代を生み出す

親魚量というものを求めているということになります。 

 これからの説明の中で、再生産関係という言葉も出てきます。再生産関係といいま

すのは、親魚量と加入量、親魚量とそれが生み出すその年の加入量、加入尾数ですけ

れども、それの関係、親とそれが生み出す子の関係を再生産関係と名づけているとい

うことですから、あわせて、用語についてご承知おきいただければと思います。 

 それでは、スライドのほうの説明に戻ります。ＭＳＹ水準状態を目標と定め、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。また、今まで利用してきた

Ｂlimitというものも、ＭＳＹ水準と照らし合わせて整合するように限界管理基準値

として刷新するということを行いました。そして、それぞれ管理基準値案として提案

してございます。 
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 それから、２番目として資源状態についての新しい表示方法を導入しています。Ｍ

ＳＹ水準での親魚量、漁獲圧、漁獲の強さを示しますけれども、漁獲圧を基準として

現状での親魚量がその基準に照らして多いか少ないか、あるいは現状での漁獲圧がこ

れを基準にして強いか弱いかということが一目でわかる神戸プロット、神戸チャート

とも呼んでいますけれども、神戸プロットというものを提示するということです。 

 そして、新しい漁獲管理規則を提案しています。その漁獲管理規則の提案のもとで

資源に対する確率的な将来予測を行うということを行っています。ここでは、新しい

規則のもとで複数の漁獲シナリオによる将来予測を実施する、それぞれのシナリオに

おいてＭＳＹ水準を維持、あるいはＭＳＹ水準に到達する確率などを提示するという

ことを行っています。 

 このような一連の流れを新しい資源評価の中で行ったと、今日はまずその流れをご

紹介し、明日、マサバ、ゴマサバのそれぞれの系群についての説明をさせていただく

予定でございます。 

 さて、ＭＳＹとはということなんですけれども、イメージといいますか、考え方と

いいますか、それを先に整理させていただきたいと思います。ここにイメージ図があ

るわけですけれども、資源の利用者がここにいると。そして、それぞれ、資源の状態

という三つの姿がここに描かれていて、左側というのはもともとの魚が少ない状態、

資源が少ない状態で、子どもの生き残りはよいけれども親は少な過ぎて効率よくふえ

ない状態。資源の密度が混み過ぎている状態にあると餌やスペースが足りず子どもの

生き残りが悪くなる状態。真ん中ということではないにしても、中間的な密度のとこ

ろでは、生き残って漁獲できる魚の数が最大になるＭＳＹ水準にある。ということに

なれば、この状態の資源、資源状態を目指すと。これが目標になるということになり

ます。 

 言葉でいいますと、魚を適度に間引いたときに、中間的な密度のところで平均的に

は最大の漁獲量が得られる水準になると考えられる。そのときの親魚の資源量を目標

管理基準値とし、そのときの間引きの強さ、これが漁獲圧になりますが、を目指すべ

き漁獲の強さとすると。このような水準以上に資源を維持することというのは、国連

海洋法条約で定められている、あるいはＳＤＧｓ（持続的な開発の目標）のゴールに

もなっているので、国際的な約束でもあるということになります。 

 実際、ＭＳＹ水準というものを推定するにはどうするのかということを次に説明し
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ます。ここで再生産関係という言葉が出てきます。再生産関係といいますのは、先ほ

ど説明しましたように、親魚量とそれが生み出す子の量、加入尾数との関係をまずこ

のように描くということになります。この再生産関係をもとに、親と子の量の関係、

それから、将来的な資源の振る舞いについて予測するということになります。 

 例えば、親が減ると子はどの程度減ってしまうのか。この場合、こういう平均的な

姿としての再生産関係を描くわけですけれども、非常に資源が安定的なのであれば、

この状態というのが親魚量の割に子の量が多いと、非常に効率的と言える点になるわ

けですけれども、実際には資源は大きく変動するということになりますから、この折

れ点でぴったり合わせるということにはならなくて、それよりも右のほうに目標を設

定して、できるだけ、こちらのほうに資源が落ち込んで急速に低下することを避ける

ということになります。 

 親が減るとすぐに子が減ってしまう場合には、ＭＳＹ水準の親魚量というのは多め

に推定されるということになります。また、これを平均的な関係として、そこから実

際加入尾数が振れると、加入量が変動するということは普通に観察されるわけですけ

れども、このずれが大きいと加入状況が悪い年に資源が大幅に減る危険が大きくなっ

て、結果的に平均的な漁獲量も少なくなります。それを避けるために、加入尾数の変

動が大きいほど、ＭＳＹ水準の親魚量というのは多めに推定されるということになり

ます。 

 また、再生産関係からのずれにパターンがあるような場合、加入について同じ傾向

が続く場合、自己相関があるとみなすわけですけれども、その場合にはそれも考慮す

る。悪い加入が続けて発生するような傾向がある場合には、資源が大幅に減るリスク

が高くなって、結果として漁獲量も大きく減少する。そういうのを避けるためにＭＳ

Ｙ水準の親魚量は多めに推定されるというのがございます。 

 いずれにしましても、こういう再生産関係をまず分析して、その上で、目標となる

水準を推定していくという作業を行うということになります。ただ、ここの推定にお

いて選択率、年齢別の資源の利用度というふうに言えると思いますけれども、年齢別

の利用度に関しては近年の平均値を用いています。これは選択率というものが変わる

とＭＳＹも変わるということで、今回の検討においては近年の値を用いるというふう

にしております。 

 ＭＳＹ水準の推定方法の続きになりますけれども、適用された再生産関係のもとで
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将来の漁獲の強さというのをいろいろ変えて、資源量と漁獲量がどのように変化する

か、あるいは平均的な資源量と漁獲量の水準についてシミュレーションを行いました。

ここでは仮にといいますか、例として、例えば毎年資源の半分を漁獲するパターン、

毎年資源の３分の１を漁獲するパターン、それから、毎年資源の10分の１を漁獲する

パターンというのを三つ挙げてみました。 

 毎年資源の半分を漁獲するような資源の利用状態ということですと、それぞれのグ

ラフは横軸が将来予測における時間、将来予測ということになり、縦軸は資源量と漁

獲量をあわせて同じ軸で示しています。青が資源量で緑が漁獲量を示しています。こ

の太い実線で示しているのが予測結果の平均値であり、実際には細い線がいろいろ見

えているわけですけれども、このように実際は変動するというふうな、そういうもの

を示しています。 

 毎年、資源の半分を漁獲するというふうな資源の利用状態だと、資源の半分を漁獲

してしまうので、資源が十分に増えず、漁獲量も少なくなっていると、そういう状態

を表しています。一方、毎年資源の10分の１を漁獲する。資源は十分にふえているの

ですけれども、毎年10分の１しか漁獲していないので、結果的に漁獲量は少なくなっ

てしまっているという、こういう状態を示しています。こちらは資源的には低水準で

推移するというところのリスクはあると思いますし、こちらは十分に利用できていな

いということになるわけです。真ん中に示したのは、資源の３分の１を漁獲するとい

う、このパターンなんですけれども、資源が十分にふえる程度で漁獲しており、平均

的に最大の漁獲量が得られる。これがＭＳＹ水準ということになります。 

 なお、ここの説明で半分、３分の１、10分の１という数字を出していますけれども、

これはイメージとして比較するためのもので、例えば３分の１がベストなんだと、常

に適正ということではないので、よろしくお願いします。 

 このような再生産関係に基づく将来予測といったものを網羅的に行っていって、将

来において平均漁獲量が最大になるときの漁獲の強さがどのくらいかを探すというこ

と、最大になるときの漁獲量がＭＳＹということになります。そのような網羅的な作

業によって描かれたのが資料にも掲載していますけれども、こういう漁獲量曲線とい

うものになります。漁獲量曲線は横軸が平均親魚量で、縦軸は平均漁獲量ということ

になります。漁獲量曲線というのは、個々の将来予測において資源量や漁獲量が平均

的に一定になったときの親魚量を横軸に、漁獲量を縦軸にプロットしたものというこ
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とで、平均的な親魚量と平均的な漁獲量を示すとともに、その年齢構成も見ることが

できるという形になっています。 

 将来予測の一例として、現状の漁獲の強さ、現状の漁獲圧での漁獲というものを考

えてみます。このように適用された再生産関係において、親とそれから生み出された

子の関係はこのような変動をしている。このような過去の加入といいますか、この加

入のばらつきというものを仮定した将来予測を行うとすると、加入はこういうふうに

変動すると。すると親魚量は、加入量のこういう変動に応じて、変動します。漁獲量

は、全体としての資源変動に応じて変動いたします。漁獲量曲線の一点上を中心に変

動するということになります。この場合、後でまた詳しく紹介しますけれども、限界

管理基準値ぐらいの水準で、こういうふうに変動しているという状況のままで、この

ような将来予測を行うと、この水準を中心にずっと変動するという予測になります。 

 一方、ＭＳＹというものを達成するＦ、漁獲圧で漁獲する場合の将来予測というも

ので比較しています。先ほど示したのがこちらのオレンジのほうで、これから示すの

は青のほうになります。過去と同程度にばらついた加入を仮定するんですけれども、

親がふえていきますから加入の平均レベルは大きくなります。そして、最初に獲り控

えした分、加入がふえて親魚量も増えてきます。この場合、管理を導入する漁獲管理

規則に従って調整していく最初のところで獲り控えするものの、その他の年では、Ｍ

ＳＹを達成する漁獲圧による漁獲のほうが漁獲量としても大きなものになってくる。

そして、結果的に目標とする水準の周りで変動するという、そういうふうな違いが出

てくるという、そういう図になります。 

 これはゴマサバ東シナ海での実例になるんですけれども、こういうふうなシミュレ

ーションを5,000回繰り返すようにしています。ここで示しているものでは100回です

けれども、将来の親魚量、漁獲量の平均値から、このような漁獲量曲線を決定すると。

一つの漁獲圧のシナリオから漁獲量曲線の一点が決まる。そういうことをずっと行っ

ていくことによって、漁獲量曲線が描かれるという流れになります。先ほどと説明が

繰り返しになりますけれども、現状の漁獲圧ではこの辺に維持しているものが、ＭＳ

Ｙを達成する漁獲圧で漁獲すれば、このような水準の周りで変動するようになるとい

うふうに、資源の状態を改善することができるということが期待されます。 

 続きまして、管理基準値の提案になります。既に漁獲量曲線のところで、基準値の

候補となるものということで示しましたけれども、ここで改めてきちんと説明させて
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いただきます。まず、目標管理基準値なんですけれども、これはＭＳＹを達成する資

源水準の値ということになります。ＭＳＹを得られるときの親魚量水準を基本とする。

漁獲圧を一定にしたときに親魚量がこの水準に維持されるときの漁獲圧をＦmsy、Ｍ

ＳＹを達成するための漁獲圧とするということで。これが目標管理基準値案になりま

す。 

 そして、限界管理基準値についてです。これは、乱獲を未然に防止するための資源

水準の値というふうにされていますけれども、私どもとしては、ＭＳＹの60％の平均

漁獲量を得る水準を基本とする。逆に、裏返して言えば、40％を失っている水準とい

うことにもなるわけですけれども、これを基本とすると。資源がこの水準を下回った

ら、漁獲圧を資源状況に応じて引き下げるということを後で提案しています。 

 禁漁水準については、これを下回った場合に漁獲をゼロとすべき資源水準の値とし

て、資源の減少によって平均漁獲量がＭＳＹの10％しか得られない、逆に言うと、

90％を失ってしまうような水準を基本とするという考え方で提案しています。 

 特に限界管理基準値の設定の考え方ですけれども、今ほど、ＭＳＹの60％の平均漁

獲量を得る水準とすると説明しました。なぜ、このように設定するのかということに

ついて説明します。まず、平均的な持続的な漁獲量を用いた目標管理基準値と同じ考

え方を適用する。それから、ＭＳＹの60％になるような資源水準は、加入の減少によ

ってそのような低い平均漁獲量が得られると考えると、従来の考え方、安定した加入

が期待できる下限値といった考え方とも矛盾がないと考えています。 

 なぜ60％なのかという点については、まずは管理上の実効性が考えられます。限界

管理基準値を下回った場合は、漁獲圧を引き下げるため、目標管理基準値に近い値だ

とＡＢＣが不安定になる。そのため、目標管理基準値とは十分離れた水準となること

が必要と考えています。また、シミュレーションによってテストを行ってきました。

この考え方のもとでの管理シミュレーションで、十分な資源回復のパフォーマンスが

得られたと、後のスライドで紹介いたします。結果として、ＭＳＹの60％の平均漁獲

量を得る資源水準というのを限界管理基準値とした場合、平均的には、新しい限界管

理基準値というのは、従来のＢlimitとも近い値になったという結果も得られていま

す。このような考察、シミュレーションの結果から、ＭＳＹの60％が得られる水準を

限界管理基準値として提案したということになります。 

 この後の説明につきましては、前回、福岡でのマサバ対馬暖流系群、ゴマサバ東シ
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ナ海系群での説明のときにもご質問いただいたことでございますので、ここで一つス

ライドをつくって、以上、説明を申し上げました。 

 次に、資源状態についての新しい表示方法ということに説明を移らせていただきま

す。神戸プロットというものが出てまいります。これは資源、親魚量の状態、それか

ら、漁獲の強さというのをＭＳＹの水準に照らして、それより多いか少ないか、ある

いは強いか弱いかというものをこういう４区分の色分けした図によって示すというこ

とになります。横軸はＭＳＹ水準の親魚量に対する比で、縦軸は漁獲圧のほうがＭＳ

Ｙ水準の漁獲圧に対する比、ということになります。 

 それぞれ色分けしたエリアについて少し詳しく説明しますと、横軸は親魚量で、目

標管理基準値のところを区分して、左がこの領域で。親魚量が基準値より多いとこち

ら側に入るということになります。また、縦軸は漁獲圧で、適正な漁獲圧の基準とな

るラインが入りまして、それよりも強い漁獲圧がかかっていると、それより上にくる、

また、それよりも弱ければ下にくるということになる。それをあわせて示すことによ

って、左上の領域であれば、親魚量が少なく漁獲圧も強過ぎる、一方、緑の領域であ

れば、親魚量も漁獲圧も適切ということを示していることになります。 

 右上の領域は、親魚量としては目標管理基準値よりも多いので、多いんだけれども、

漁獲圧が強過ぎる、結果的にはそのような状況で強い漁獲を続けていると、親魚量が

目標水準以下に減るおそれがあるということになります。一方、左下のほうは、親魚

量は目標管理基準値を下回る。少ないんですけれども、漁獲の強さとしては基準より

下回る、強くないということで、そのような状態が続いて漁獲が基準を下回るような

状態が続いていれば、将来的には親魚量が目標水準以上に回復することが期待される

と、そのような状態だというふうに見ることができます。 

 管理上は適正な漁獲圧以下、下半分の領域に漁獲圧を低くすることが重要なのだと

考えます。その上で、平均的な加入というのが実現されれば、左下の領域から右下の

領域に移動することが期待できる。想定したよりも低い加入によって目標まで回復し

なくても、漁獲圧が図の中の下半分の領域にあれば、資源管理の取り組み効果として

評価ができるというふうに考えます。 

 この示し方について、これまでとの比較ということで、また、一つ図をつくりまし

た。これまではある意味、限界管理基準値だけは設けていたわけです。それをここに

点線で示すと。また、限界管理基準値で維持する漁獲圧というのを、また、点線をこ
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こで設けました。そうしますと、これまではここです。親魚量として限界管理基準値

以上、漁獲圧として限界管理基準値として維持する漁獲圧以下、この灰色の斜線の領

域ならどこでもよかった。結果として、限界ぎりぎりで維持されるような管理の考え

方になっていたというふうに見ることができます。これからは、ここまで説明しまし

たように目標管理基準値、それから、適正な漁獲圧、ここです。この緑色の領域とい

うものを維持すべき目標の状態ということで示すことで、限界ぎりぎりを避けるよう

な方策へ移行するということなのだというふうに考えます。 

 詳しい説明は明日の朝からになると思いますけれども、神戸プロットをマサバ太平

洋、ゴマサバ太平洋で作成したものをここで紹介しておきます。 

 マサバ太平洋につきましては、親魚量は1990年代、2000年代というのは低い水準で

推移したと。2017年、最新のところはここに位置するわけですけれども。目標管理基

準値案を下回りますけれども、限界管理基準値案は上回るような状態にあるというこ

とになります。漁獲圧は、1970年漁期以降の全ての漁期年において、ＭＳＹという基

準に照らして考えれば、それを実現する漁獲圧を上回っているということになってい

ます。 

 ただ、2017年の親魚量としては、目標管理基準値案を下回る状態なんですけれども、

昨年度の資源評価の結果として得られている2018年、2019年の親魚量に関していいま

すと、2018年度当初の親魚量としては108万トンで、2019年当初の親魚量としては170

万トンということで、明日、ご紹介することになりますが、マサバ太平洋の目標管理

基準値案を2019年度当初の段階で上回っているという予測になっています。 

 続きまして、ゴマサバ太平洋系群についても同様に神戸プロットで示します。一番

左下の青丸で囲んだところが最近年、2017年ということになります。親魚量は2012年

漁期以降、減少傾向になっていました。2017年漁期の親魚量は、目標管理基準値を下

回りますけれども、限界管理基準値案は上回ると。漁獲圧は2006年漁期以前において

は最大持続生産量を実現する漁獲圧を上回っていたんですけれども、2007年漁期以降

はＦmsy（最大持続生産量を実現する漁獲圧）前後で推移しているというふうに見て

います。 

 ３番目として、新しい漁獲管理規則の提案について説明します。漁獲管理規則とい

うのは、将来、どのような漁獲の強さで漁獲するかをあらかじめ定めたルールという

ことです。資源評価結果の更新に合わせて、漁獲の強さのもとでＡＢＣを毎年算定す
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る。多少、誤解されているところがあるんですけれども、ここで決めるのは漁獲の強

さであるということ。資源評価は毎年更新されていますから、漁獲の強さという部分、

漁獲圧に関して決めておいたら、それに対して更新される資源量、親魚量といったも

のをそれに掛け合わせるといいますか、それで考慮して毎年算定するという形になり

ます。管理基準値と漁獲管理規則は定期的に見直す。 

 これまでからも、ＡＢＣの算定規則というものがあって、それをここで現行規則と

して示します。そして、今回、新たに提案する漁獲管理規則を新しい漁獲管理規則と

して示します。これまでからも、限界管理基準値というものを下回ると、漁獲圧をそ

の分、親魚量の減少具合に応じて引き下げて、回復速度を上げて禁漁水準への低下を

回避するという考え方であったわけで、そこのところは変わらないんですけれども、

基準となる漁獲圧、漁獲の強さというものが、これまではある意味、限界管理基準値

で維持するような漁獲圧であったと整理することができるし、今後は目標管理基準値

で維持する漁獲圧を多少引き下げて、安全を見るというものを考えております。 

 縦軸が漁獲圧なわけですけれども、縦軸を漁獲量というものに変えてみますと、親

魚量に応じて漁獲量はこのように変わるという形になりますけれども。それぞれの規

則において親魚量が安定するポイントは異なってきます。現行規則であれば、親魚量

が安定するポイントはここになります。新しい規則であれば、親魚量が安定するポイ

ントはここになるということが期待される。 

 これだけを見ると、こちらのほうがずっと漁獲量が上回るという形になるわけです

けれども、実際はこのように漁獲を続けていると、またこのポイントに資源としては

戻るといいますか、近づいてしまうので、結局、このあたりで安定する形になります

し、こちらの規則ですと、このあたりで安定させることが期待できるということにな

ります。 

 米国での同じような漁獲管理規則の一例と比べてみたいと思います。①がこれまで

に紹介した現行規則で、②が安全係数を0.8とした場合の新規則案ということになり

ます。そして、③番は米国規則の一例ということになります。米国規則の場合は、基

準となる漁獲の強さ（ＭＳＹ）を達成するＦということになるんですけれども、目標

管理基準値を下回った途端に、ずっと、それを、親魚量の減少具合に合わせて引き下

げていくという形になります。この場合はβが0.8ですけれども、その場合はこうい

う状況でも安全係数を掛けていますが。引き下げる段階というのは、限界管理基準値
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を一つの分岐点とするというか、閾値として引き下げるという形にしています。この

規則の妥当性については、このスライド以降のスライドで説明しますけれども、シミ

ュレーションで確認しております。 

 近年、こういういろいろな検討を行うに当たっては、ＭＳＥという手法がとられて

います。ここのスライドはいろいろな文字が入っているんですけれども、ＭＳＥに関

して簡単に紹介いたします。これは、さまざまな資源の変動の不確実性、あるいはい

ろいろな資源評価や資源変動、いろんなところの不確実性というものがあるわけなん

ですけれども、そういうものを想定した状況のもとで仮想の資源、基本的に対象の資

源を想定した資源ということになりますが、それを実際に数値として発生させて、そ

の中でコンピュータの中で長期にわたる漁獲を実験的に行うということになります。

そういうことを非常に何度もといいますか、網羅的に行って、資源状態を悪化させ過

ぎず、漁獲量を多くし、漁獲量の変動が小さいような漁獲戦略を選択するというよう

なことを行うという形で検討してきました。 

 このように、実際に資源をコンピュータの中で再現して、それに、例えばこのよう

な漁獲管理を投入したら、こういう漁獲が得られて、また、それが資源に対してどう

いう影響を与えているか、あるいは目標の達成確率などはどうなるかといったことを、

天然、野外の世界ではできないことを、こういうふうな形で検討するということにし

ているわけです。今回の一連の、漁獲管理規則の検討に当たっては、日本の代表的な

27系群の特徴を想定したシミュレーションを用いて、新しい漁獲管理規則の性能とい

うものを検証してまいりました。 

 ここで現行規則、米国型規則、それから、新規則案で安全係数を１としたもの、そ

れから、0.8のものということで比べてみました。この図の見方なんですけれども、

短期的な指標として、いきなり、規則を適用した瞬間といいますか、最初にＡＢＣが

ゼロになる、非常にＡＢＣが急変してゼロになってしまう、というようなことを避け

る、。あるいは、管理規則のもとで管理する前と後でＡＢＣの急変を回避する。ある

いは、当初５年間の平均的なＡＢＣを増やすといった短期的な指標。それから、長期

的な指標として、40年から50年目においても親魚量がゼロにならないとか、ＡＢＣの

変動が小さいとか、平均ＡＢＣとか、平均親魚量、こういう長期的な視点を持った指

標と両方で、それぞれの規則の性能というものを評価してみました。 

 現行規則というのは直近のところ、短期的な指標に関しての性能は、ある意味、い
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いとも考えられるんですけれども、長期的なところでは、資源の回復維持の性能とい

うのはよくないというふうに考えられました。なお、このレーダーチャートの見方な

んですけれども、それぞれが外側に広がるほうが性能がよいということを示しますか

ら、大きな丸になればなるほど、全体としてバランスがよいということになります。 

 米国の規則、青で示したものですけれども、資源回復、資源の保全という意味では

非常に性能はいいんですけれども、先ほど示したように、目標を下回るとすぐに漁獲

圧を引き下げていくようなルールということでもございますので、直近の漁獲量とい

うのをかなり減らすというふうな特徴がございます。そういう意味では、そういった

ところの欠点も補完する、長期的な部分もそれなりの性能を確保するということで、

新規則案としては、両者の中間でバランスがとれたものになっているというふうに評

価しています。 

 また、資源回復のスピード比較という意味で、現行規則あるいは新規則、それから、

米国型規則というもので、横軸が将来予測の年で、縦軸が、親魚量がＭＳＹ水準を超

える確率、縦軸の真ん中あたりに50％、0.5を基準の点線として示していますけれど

も、新規則案、安全係数が0.8の場合は、おおむね10年で50％の確率でＭＳＹ水準に

回復する。新規則案（β＝１）のときは、いろんな設定で将来予測を行っているわけ

ですけれども、不確実性が高いシナリオでは50年後もＭＳＹ水準まで回復する確率は

50％に達しない。もちろん、それぞれの資源の特性にもよると思いますけれども、β

＝0.8であれば、おおむね10年後に50％確率でＭＳＹ水準に回復するということがわ

かりました。米国型規則の場合は、急速に資源を回復するという性能があるんですけ

れども、先ほども言いましたように、短期的な指標からするといろいろ急変を招きや

すいということがあるのかと思います。また、これまでのＡＢＣ算定規則ですと、目

標を設定していないというところもあり、あまりそういう意味での資源回復のスピー

ドが高くないということになります。 

 そして、このような検討を踏まえて提案している漁獲管理規則案のもとでの確率的

な将来予測ということをマサバ太平洋、ゴマサバ太平洋、それぞれで行っています。

詳細はまた明日、ご説明することになると思います。新漁獲管理規則の形を基本とし

て、安全係数βをさまざまに変えた漁獲シナリオにおける確率的な将来予測というも

のを実施しています。目標管理基準値案の達成確率、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示して、管理目的にかなったβというものを選択するための
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材料を提供するということにしています。特に、10年後に目標管理基準値を上回って

いる確率、あるいは限界管理基準値を下回る確率というものを計算しています。そう

いうものを表にしていますので、また、それは明日ご説明することとしています。 

 一応、全体の流れとしては以上であります。 

 おさらいとしましては、まず、資源管理の目標を導入するということで、再生産関

係をもとにした管理基準値の提案ということを行っています。資源状態についての新

しい表示方法を導入。神戸プロットということになります。そして、新しい漁獲管理

規則の提案を行う。複数の漁獲シナリオにおける確率的な将来予測ということで、そ

の中でＭＳＹ水準を維持、あるいはＭＳＹ水準に到達する確率ということを示してい

ます。 

 なお、本検討会で説明するこれらの資料というのは、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、本検討会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基づき、

さらに試算を行うことができますので、よろしくお願いいたします。 

 流れとしては以上になります。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 では、ここまでの説明でご質問がありましたら、よろしくお願いします。では、ど

うぞ。 

【参加者】 西田さん、説明をありがとうございました。 

 ほとんど理解ができなくて申しわけないんですけれども、スタートから５ページの

ＭＳＹとはのところなんですけれども、平均的には最大の漁獲量が得られる水準にな

ると考えられる、言葉としてはいいイメージが湧くんですけれども、具体的に数字で

教えてほしいんですけれども、例えば今回、マサバ太平洋系群の目標管理基準値では

154万という数字を出しているんですけれども、例えばある年にマサバの親魚量が200

万トンのときに、目指すのは154万トンなので、200万トンがある状態だと漁獲量は少

なくなるということなんですか。例えば154万トンの状態のほうがずっと漁獲として

は平均的に獲り続けられる、親魚量が200万トンになったときは多過ぎて漁獲量は獲

れなくなってくる、だから、150万トンで維持というか、目指していけということな

んですか。そもそものＭＳＹの概念が頭に入ってこなくて、もう少し丁寧に説明でき

ればと思って、お願いできますでしょうか。 
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【西田センター長】 個別の話は明日しようかなと思いますが、既にごらんになっている

と思いますので、これに従って、39枚目のスライドということになります。今回の検

討の結果、ＭＳＹが得られる親魚量としては、分析を進めた結果、期待できる平均漁

獲量としての最大というのが37万トンで、それに対応する親魚量が154万トンという

ことになりました。ただ、実際の状況としては、仮にそれよりも多いような状況であ

れば、そこから生み出される子の量というのはそれなりに多いので、漁獲量としても

高い水準になると思われますけれども、そういう状況では、親の割には生み出される

子どもの量というのは、つまり、後から続く世代というのが続かなくなりますから、

全体として資源としては減っていくというようなことになります。 

 ここで、どうしても37万トンという数字が目に入ってしまうわけですけれども、こ

れは平均的なものであるということと、実際、この後述べていく漁獲管理規則のもと

でどういう漁獲量、ＡＢＣが出されていくかということに関しては、そのときの親魚

量、資源量に対して漁獲圧を掛けたものになってきますから、そこは、一つの一定し

た漁獲量をずっと提案するということではなくて、変動していくというか、毎年、見

直されていくものということになります。 

【参加者】 ありがとうございました。親魚量が多ければ資源量も増えてくる。違いまし

たか。 

【神谷部長】 西田さん、例えば今、資源量が200万トンあったとしたら、何トンを獲っ

ていいですかというときに、多分、154万トンまで下げていいだから46万トンは、ま

ず、資源量を下げるという意味で獲っていいし、154万トンになったときのイールド

の37万トンも獲っていいんだという、そういうざっくりした、そんな考えでいいんで

すか。厳密な毎年の変動をどう見るかというのではなくて、ここのシンプルな図の概

念でいえば、そういうことですね。例えば資源量が300万トンもあれば、毎年、獲っ

ていい量というのはほんのちょっとしかないじゃないですか。皆さん、そこを勘違い

されているんだけれども、300万トンがあったら154万トンまで資源は下げていいわけ

だから、その年は150万トンぐらい獲っていいわけですよね。そういう話ですね。 

【参加者】 そうです。 

【市野川主任研究員】 300万トンで維持しようと思ったら、あれだけしか獲れないわけ

ですけれども、300万トンからもっと真ん中辺に持っていくぐらいの目標であれば、

余った分100万トンというのは獲っていいというような考え方になります。 



－27－ 

【神谷部長】 どうですか。少しはハッピーになりましたか。 

【参加者】 今のところは154万トンを目指して動くんですけれども、例えば200万トンに

なったときに、その目標は変わってきますか。後でもいいんですけれども、明日とか

でも、すみません、長くなりそうなので。 

【西田センター長】 管理基準値としては変わらないですね。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【参加者】 資源の研究者ではないのですが、今の方のお名前を失念いたしました。質問

を伺っていて思っていたんですけれども、私もＭＳＹの説明を聞きながら、ＭＳＹっ

てＭＳＹを達成するよりも資源量が低いところの話はよくされるんですけれども、そ

れを超えて多くなってしまった場合、資料番号５の混み過ぎているとの部分について

どうするかという話がほとんど出てこないので、今さっき、ご質問された方も混み過

ぎている分は間引いていいのですかという話が出てくるのかと思います。 

 そこのところで実は私の本題は次です。15ページの神戸プロット（チャート）の見

方というのが出てまいります。神戸プロットを理解するのに結構苦労していますけれ

ども、右下の黄緑の部分、ここに言葉尻を捉えて申しわけないんですけれども、親魚

量も漁獲圧も適切と書いてあるんですが、これは違って漁獲圧は低過ぎ、言い方が変

ですけれども、親魚量は目標より多過ぎるという状況で、本来、適切なのはちょうど

この交差点の真ん中が本来目指すべきところなのだろうと。そうすると資源量も一番

いい感じだし、漁獲圧もいい感じだと。ただ、そんなのが毎年毎年、うまい具合に定

点で達成できるわけではないので、いろんなところにぶれながら、そこへいくという

理解を私はしているんですけれども、私の理解が間違っているか、合っているか、教

えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【西田センター長】 まず、最初の５のところなんですけれども、多い状況であれば、

ここにも書いていますけれども、間引くという考え方で構わないわけです。 

 15ページのところなんですけれども、ある意味、ぴったり、ここに合わせていられ

れば確かにいいんですけれども、どうしてもいろいろ変動する中で、こちらに落ち込

む確率も相当高くなってしまいますから、それよりはこちらのほうの水準にきちっと

相当な確率でいたほうがよいということにはなりますので、いろいろ、言葉の使い方

はあるかと思うんですけれども、ここというよりは、この領域にいくということが適

切なのではないかというふうに考えています。 
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【参加者】 すみません、でも、それだと獲りたい、食べたい人はもうちょっと、ちょっ

とぐらい緑というののちょっとがどれくらいかわからないので、納得を私はいたしま

せん。明日も明後日も参加しますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。 

【西田センター長】 今のところ、漁獲量曲線というのを見たときに、実際、この辺、こ

ちらのほうにずっといったとしても、そんなに漁獲量が低下するというわけではない。

ただ、こちらのほうにいくと、どうしても漁獲量としては低下のスピードがあるので、

こちらのほうに資源を置いておくほうがよい、漁獲量もそんなに減らないし、という

ようなことは言えるのではないかと思います。 

【神谷部長】 では、どうぞ。 

【参加者】 説明の追加をお願いしたいんですけれども、漁獲圧の説明をもう少し丁寧に

していただけませんか。というのは、恐らく現場の皆さんからすると、漁獲圧という

のは操業日であったりとか、網の数を何回入れるとか、そういうイメージだと思うん

ですが、どうもここで言われている漁獲圧はそれとは違うような気がするので、お願

いいたします。 

【西田センター長】 一つの考え方としては、それぞれの年齢において資源が漁獲によっ

て減らされていくわけですよね。漁獲されると資源としては減っていって、子を生み

出す部分、親魚として生き残る部分も減っていくと。次の世代、子どもを生み出す量

というのも減っていくと。そこのところのインパクトというか、資源に与える影響の

大きさをはかるために、単純に資源量と漁獲量の関係、漁獲割合とか、漁獲率とかい

いますが、そういうものとは違って、漁獲がそれぞれの年齢に対して獲っているとい

う、その状況が資源の減少に対してどれぐらいの影響を与えているかということ。そ

れが漁獲量とどう違うのかという話だと思うんですけれども。同じ漁獲量であっても

同じ影響があるかというと、それは違っていまして。実際にその年齢の資源量に対し

てどれだけの漁獲量で獲ったかということで、減らす大きさ、影響の大きさというの

は異なりますから、そういう違いがあるということです。 

   基本的に、漁獲圧、漁獲の強さというのは、ある程度、努力量との関係性があると

考えられますから、例えば０歳魚あるいは１歳魚、小型魚を獲り控えますといったよ

うな取り組みがなされた場合には、その年齢に対する影響が低下するということで、

後で生き残った資源の状況、あるいは生み出された子どもの数といったところから漁

獲圧が強かったか、弱かったかということが評価できるようになっています。ですか
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ら、漁獲圧というのは、漁獲量ではないわけですけれども、努力量の投入の状況に対

して関係があるものというふうには認識しています。 

【市野川主任研究員】 多分、複雑な状況を考えなければ、例えば一網を海の中に入れて、

そのときに魚がどれぐらいの効率で獲れるかと、そういうことが一定であれば、ここ

で言っている漁獲圧というのは努力量の量と比例するものになりますので、漁獲圧を

半分にというような話になったときには、努力量を単純に半分にというようなものと、

単純には考えていただければと思います。 

 ただ、実際には魚が集まってきたときには、一網でもいっぱい獲れたり、魚がいな

くなってしまったときには全然獲れないと、そういうような状況がありますので、単

純には努力量と漁獲圧というのは比例しないもので、漁獲圧はどういうふうに評価す

るかというと、資源評価の中で出てきた漁獲圧というものを使って、それを漁獲量に

換算して管理していくというような方向になるかと思います。ただ、単純には漁獲の

努力量に比例した値と、単純な状況を考えると、そういうものとして考えております。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

【参加者】 すみません、非常にわかりづらいんですけれども、私のほうから質問させて

いただきます。サバのように卓越加入量が毎年毎年、大きく変動する魚種について卓

越が出た場合は恐らく漁場に集まってくる魚というのは、例えば2018年にしましょう

か、2018年に生まれた群れがずっと漁場に寡占化状態でいるとすると、恐らくそれを

いっぱいとってしまうんだと思うんですが、そうなると漁獲圧が高いというふうに評

価されるんでしょうか。 

【西田センター長】 一つの年級群がずっと獲られ続けると、その年級群に関しては減ら

すことになると思うんですけれども、その前後の年級がその分、獲られなかったら、

その分、資源に対してはそういういい影響というわけでもないですけれども、取り残

しの効果は出るというふうに考えられます。ですから、それは資源の全体の傾向を見

るのであって、一つの年級群を獲り続けるからとか、そういうことだけではなかなか

評価できないところだと思います。 

【神谷部長】 西田さん、いいですか。卓越が湧いたときに漁獲量が仮に一緒だとしたら、

卓越への漁獲圧というのは前の年に比べて増えているのか、減っているのか。 

【西田センター長】 同じ漁獲量で元々の資源が多いものであれば、当然、漁獲圧として

は下がります。 
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【山口長官】 下がるんでしょう。卓越年級群の分を去年と同じ量を獲ったら漁獲圧は下

がると。 

【西田センター長】 卓越年級群の分をその分……。 

【神谷部長】 例えばまき網業界とかは、どっちかというと陸上の処理能力で水揚げ量は

規定されている分があるから、意外に漁獲量はそう変わらないとした場合に、卓越が

どんと出ると表向きの漁獲量は変わらなくても、特定の年級に対する漁獲だけ増えて

いますよね。でも、卓越だから全体で見ると漁獲圧というのはどうなんでしょうかと

いう。 

【西田センター長】 ある程度、漁獲量には制限要因があると思います。 

【神谷部長】 漁獲圧はどうなるかを聞かれている。 

【西田センター長】 漁獲圧は、卓越年級、資源が多いものであれば低くなるということ

になる。 

【神谷部長】 よろしいですか。 

  では、次、どんどん、手を挙げてください、予定よりも早いので。では、どうぞ。 

【参加者】 19ページ以降についてお聞きしたいんですけれども、漁獲管理規則につきま

して21ページ以降でいろいろ検証されているようなんですけれども、21ページを見ま

すと、この検証というのはある特定の架空のデータを使ったシミュレーションであっ

て、アメリカはこう、βはどうと、こうなっていますので、これというのは架空のデ

ータに基づいて、こういう結果が出たということなので、例えばβが0.8は真ん中で

バランスが獲れているということで、真ん中であればいいのかということと、あと、

こういった例えば米国型は短期のほうでは利点があるけれども、長期はということな

ので、一律にβは0.8がいいとか、米国がどうというような結論ではなくて、魚種に

よってはこういった規則がいいし、こういった魚ではこっちのほうの規則のほうが適

用性があるとか、何か固定化しないで、その辺をバランスよく使っていくという方向

にはならないのですか。 

【西田センター長】 もともとＭＳＥって、これだけの指標ではなくていろんな指標を、

こういう場でもいいんですけれども出していただいてとか、いろんなものを比べて、

実際、こういうふうに資源を利用していくのがよいということを、いろいろ評価して

いくという、そういう手法だと考えていて、ここで示していたのが全てといいますか、

決まったものではないということです。ただ、短期的な性能、長期的な性能というこ



－31－ 

とを考えたときに、こういうものを一つ基準として考えればいいのではないかと考え

て、今回、このように示したということです。 

 架空の資源ということなんですけれども、基本的には、日本周辺の実際に資源評価

が行われている資源のデータを活用してやっていますので、全く架空のものを使って

いるというものではないということです。それで、ここで米国型規則と言っているの

は、それを日本の資源に当てはめてみた場合にどうかということですから、使ってい

るものは同じで、それで、規則間での比較をこの中で行ったということになります。 

 資源がそれぞれにいろいろ特性があるのだから、本来はそれぞれに対して検討した

ほうがいいというのはおっしゃるとおりだと思うんですけども、まずは漁獲管理規則

として広く使える汎用性があるようなものをまず検討するということをしたので、全

体的に、今回、シミュレーションを実施した資源を広く見たときに、このような規則

案がよいのではないかということで、今回提案しているという形になります。 

【参加者】 具体的には明日の話になると思うんですが、例えば明日、提示いただくもの

はβのほうの新規則案に限定しているものであれば、例えば次回以降はほかの現行規

則とか、米国型のデータも出してくれということは可能になるんですか。 

【西田センター長】 計算としてはできると思うんですけれども、現行規則というのが目

標を設定しない形になっていますから、そこのところの、まずは目標を設定してとい

うところからまずスタートするのかなと考えます。 

【神谷部長】 補足しますと、現行の規則ってＭＳＹを目標にしていないから、やると永

遠に到達しないんです。だから、そこはのけてもらって、幾つかのオプションでやる

というのは可能だと思います。 

 ＭＳＥって私も専門じゃないんですけれども、意外にこれは世界の漁業機関とかで

全部、こういうようなパターンでシミュレーションしているので、例えば西田さんが

気まぐれで適当にやったんじゃなくて、大体、世界的なやるべきことは全部、やって

いますというのだと思うんですけれども。 

【参加者】 そうすると、今回、この資料は漁獲管理規則にこういうものはどうでしょう

という提案をされているわけですから、例えば他の国でもこういった漁獲管理をやる

上では、まず、手始めにこういったものに一回かけてみて、どんなものだろうという

ある程度の目安というかをつけてから、もうちょっと詳しくねというような何か何段

階にも分けてこういった筋道というか、結論に導いていく手段をとっているというの
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がスタンダード。 

【神谷部長】 そうなんです。特にわかっていただきたいのは、目標にどれだけ確実に到

達するかというのと、あと、漁業者がどれだけ漁獲が得られるかというのと、一方で

資源が悪くならないようにするにはどうしたらいいか、そこはトレードオフの関係に

あるわけなんです。そこを最終的には判断するのは人間ですから、危険の部分をどう

するかというのと、メリットの部分をどうするかというのをみんなで判断しましょう

というために、こういうことをやっていると思っていただければ。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【参加者】 西田センター長、教えていただきたいんですけれども、先ほどご説明いただ

いた資料の17の神戸プロット（チャート）で、マサバ太平洋系群を示されたわけです

けれども、私、感覚的な話で恐縮なんですけれども、しっくりこなくて、というのは、

現行の資源評価どおりでいくと、うちのほうは皆さんご承知のとおり、平成15年から

資源回復計画を実施して、24年から管理計画にシフトして、マサバ太平洋系群につい

てはよくよく吟味しながら管理してきているつもりなんですが、それで、資源評価も

平成28年以降は30年ぶりに中位の動向は増加という評価をいただいているわけですが、

17ページで示された神戸チャートを見ると赤いラインに全て入っていて、要は獲り過

ぎでＭＳＹよりも上回っているよという評価をされていると思うんですけれども、そ

の辺が非常に感覚的に違和感を感じるのと、特に30年生まれは243億尾と２年後のオ

リンピックには期待できるという気持ちでいるものですから、その辺、感覚的にわか

らないので、ご説明いただければありがたい。 

【西田センター長】 ありがとうございます。 

 先ほどの再生産関係のところは、マサバ太平洋に関してはまだ説明していなかった

わけですけれども、この系群に関していいますと、再生産関係からの加入量のずれと

いうのが大きいという特徴がありまして、目標管理基準値案というものが1980年代ご

ろであっても目標に達していないという評価になっていますけれども、その目標管理

基準値案が過去最大の親魚量を上回る結果というふうにはなっています。ただ、これ

のベースになっている昨年度の資源評価においては、今年度（2019年度）当初につい

ては、親魚量が目標管理基準値案を上回るという予測にはなっていますので、非現実

的な目標管理基準値案というふうには考えていないということになっています。実際

には資源はかなり回復してきているので、神戸プロットの見た目の印象からすると厳
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しいということになるんですけれども、実際にはかなり状況は変わってきているとい

うことになります。 

【神谷部長】 西田さん、例えば17ページで見ると、0.25と0.5の間に黄色い点々が縦軸

にあるじゃないですか。これはＢlimitですよね。だから、Ｂlimitよりも大きいから、

今までの基準でいうと中位に入っていると。ここのところ、３年連続ぐらいして右肩

に上がっているので、資源は増加傾向だというのは、これまでの資源評価結果もこれ

には反映されているわけですね。 

【山口長官】 それを聞かれているんです。 

【西田センター長】 わかりました。ちょうど真ん中より左のところにあるところが限界

管理基準値案ということになっていて、多少、絶対値としては変わっていますけれど

も、これまでもＢlimitを上回って中位水準になっているというふうに評価している

ところでして、そういう意味では資源の状況の見方というものは変わっているわけで

はなくて、近年の加入の傾向がよいということを反映して、親魚量ということでいう

と、増加傾向にあるということは確かなことだというふうに考えています。 

【神谷部長】 よろしいですか。 

【参加者】 理解し切れていません、すみません。 

【神谷部長】 前の資源評価結果は、中位というのはＢlimitよりも上になったから中位

ですね。資源が増えつつあるから増加傾向で、それはクリアしているんです。ただ、

一方で新しいＭＳＹをベースにしたら、もうちょっと努力が必要だねということです。

ですから、皆さんがこれまで取り組んできた成果というのは、Ｂlimitより超えてい

るというところで表れていますけれども、新しい目標にはもうちょっとという、ただ、

先ほどの西田さんの説明で、実は2019年はＭＳＹを超えていますとなりますから、最

新のやつでやると右側の黄色い部分に多分、移行するはずなんですよね。そういう意

味だと、努力の結果は表れているんじゃないかなと思うんですけれども、どんなもの

ですかね。 

【参加者】 部長、ありがとうございました。 

 それで、要は直感的なというお話をさせていただきましたけれども、まさに漁業者

の人がこれを見たときに、これまでの努力の神戸チャートの新しい評価ですよと見せ

ていただいたときに、自分と同じように愕然とすると思っているものですから、それ

で、部長がおっしゃられたように、黄色い線がＢlimitのラインだよということでご
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説明いただいたわけですが、ただ、おしなべて新しい表現で神戸チャートを使用され

る、それを見たときに、繰り返しになりますけれども、15年からずっと努力した結果

とか、我慢してくれとか、回復したんだぜとかという説明を船員さんのほうにはして

いるわけですけれども、それに対するいわゆる一般的な神戸チャートの表し方が、直

感的な話で恐縮ですけれども、ということでお話しさせていただきました。明日以降、

また、詳しい話をご説明いただけると思いますので、そのときにでもまた何かあった

らご質問させていただきたいと思っていますので、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。 

 例えばですよ、私が先走って申しわけないんですけれども、資料５－２があるじゃ

ないですか、マサバ（太平洋系群）①というのが。それのちょうど真ん中の図を見て

もらえれば、資源は増えていますから限界管理基準値よりも上にきていますよね。た

だ、目標管理基準値よりも下だから、もう少し努力しましょうということになります。

それで色が赤じゃないかというところは、今の資料５－１の16ページを見てもらえれ

ば、どっちかというと今までは16ページの図でいうと、全部、真っ赤だったところが

斜線の入った赤い部分に移行しているので、それをさらに緑の斜線にいきましょうと

いう、ホップ、ステップ、ジャンプというような感じに捉えてもらえれば、相当、努

力の成果は出ていると思うんですけれども、あと、明日、いろいろ引き続きやっても

らえればと思いますけれども、ほかにご質問はありますか。一点、これで最後の質問

にして、では、今のこれからのお二人でやって休憩にしたらどうかと思います。では、

どうぞ、真ん中の。 

【参加者】 選りすぐりの質問をしたかったんですけれども、今、神戸プロットの話があ

りましたので教えてください。この赤い点線が限界管理基準値というふうに理解して

いいんですか。黄色い線ですか。黄色い線はＢlimit。 

【神谷部長】 17ページでいうと、黄色い点々をＢlimitとみなすか、限界管理基準値と

みなすかというのはありますけれども、一応、これまでクリアしようとやってきたも

のはちゃんとクリアしたという。 

【参加者】 それで、16ページでいう限界管理基準値で維持する漁獲圧というＹ軸のほう

の点線というのはどこに入るんですか。Ｘの値はわかりますけれども、Ｙ軸、縦のほ

うの横に連なる適正な漁獲圧と、それから、限界管理基準値で維持する、要するにこ

の斜線部分を表現するという意味ではどこに入るんですか。 
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【市野川主任研究員】 今までのルール上では、Ｆlimitがどこかというのは一つの線で

表すというのは非常に難しくて、というのは、限界管理基準値で維持するところＦと

いうのを毎年毎年決めていたので、加入がいいときには結構高目のＦをとっていいと、

悪いときには結構低目のＦをとるというような形で、結構、Ｆlimit自体がかなりぶ

れていまして。ただ、今、示しているＦmsyよりかは上のところというのは確かなん

ですけれども、結構、毎年毎年、Ｆlimitの値というのがぶれておりましたので、こ

この図で線を一本引いてくれと言われると難しい状況にあります。こういう状況も改

善する必要があると思っていまして……。 

【山口長官】 だから、どうやって線を引いたのかということ、横の線をどうやって引い

たのと。 

【市野川主任研究員】 管理基準値としましてＦmedというものを使っていまして、16ペ

ージの図は概念図で、実際には毎年毎年、資源の状況に応じて異なる線を使っており

まして、そういう状況もどこを目指せばいいのかというのがわかりづらいということ

で、改善する必要があるという状況で……。 

【参加者】 今、要するに限界管理基準値を引いたんだから、要するにＭＳＥの概念とも

同じなんだけれども、評価するならば、この導入方法でということで引けないんです

かね。実際、管理した中でＦlimitが動くというけれども、逆に言えば、限界管理基

準値を引いたのだから、神戸プロットの中にもＦのラインは引けるんじゃないかなと

思うんだけれども、どうなんですか。 

【市野川主任研究員】 この図の縦のオレンジ色に対応する線として一本引くのであれば、

1.70ぐらいのところに横線がくると。 

【山口長官】 ２の下ぐらい。 

【市野川主任研究員】 はい、２の下。 

【参加者】 1.70ね。そうすると、相当、新管理をやるという意味では、我々は全部漁獲

抑制等をやらなくてはいけない。いずれにしろ、一回、入れておいてくれたほうが今

後のあれにはいいと思うんですけれども、それで、本来、質問したかったのはＭＳＥ

についてなんですけれども、21ページなんですけれども、下の22ページ、これは何年

からのサバのイメージをやってシミュレーションしたやつなんですか。 

【岡村グループ長】 中央水研の岡村です。 

 このシミュレーションは、これまでの日本の26系群のデータを使いまして、それに
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この管理方式を適用したらどのようになるかというものなので、特にサバの非常に具

体的な情報を使っているわけではないです。なので、もちろん、サバの特徴は入って

いるんですけれども、具体的に何年からというのは入っていない。 

【参加者】 だから、逆に言うと、評価方法なので、これを使って、今後、評価ができる

というふうに考えているんですか。 

【岡村グループ長】 これによって、この管理方式ではこのようなうまい管理はできると

いうような一般的な結論は得られているという考えです。 

【参加者】 そうすると、過去の事例をこのシミュレーションにかけるということは可能

なんですか。 

【岡村グループ長】 過去のデータに対して、このような管理方式をやっていたら、どの

ようになったかという試算はしております。 

【参加者】 すると、1980年代のイワシの状況を一回やってみませんか。我々も漁獲努力

を抑制しながらやったつもりではあるけれども、野放図にとっていたけれども、いな

くなり方があまりにも突然なんですよね。段階的に減っていくんじゃなくて、すぱん

といなくなっちゃっているんです。1990年代のイワシがというイメージがあるんです

よ。すると、それにトライしてみると、いろんなレジームシフトの問題なんかも出て

くるので、水研のほうで1990年代のイワシ、これにトライしてみるおもしろさがある

んじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。 

【岡村グループ長】 ありがとうございます。 

 イワシについて、もちろん、我々は検討すると思いますけれども、本日はサバの会

議ということで、サバのほうしか準備していないんですけれども、イワシについて検

討するということはやっていく考えです。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【神谷部長】 あと、最後の方、休憩前、最後です。 

【参加者】 13ページに限界管理基準値設定の考え方とありまして、何で60％をこれに置

いたかという説明があるんですが、この中で、後のスライドで紹介とあるんです。シ

ミュレーションしたらいいパフォーマンスが得られた。この60％というのを説明する

スライドというのはどれになるんですか。 

【西田センター長】 後で示している新規則案というものが、管理基準値としては、限界

管理基準値を60％のところにセットして、それで分析したということになっています。
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ですから、漁獲管理規則と管理基準値というものをある意味、セットで分析して評価

したという形になっています。 

【参加者】 21ページ以降のシミュレーションは、60％に置いておいてやったら、うまく

いったということなんですか。 

【西田センター長】 そういうことです。 

【参加者】 では、50とか75とか、いろいろやってみた結果もあるんですね。 

【岡村グループ長】 50％についてはやりました。50％の場合には全ての基準で60％より

劣るという結果が出ましたので、60％のほうがいいという結果が得られています。

75％とかではやっていないです。60％でこれだけのパフォーマンスが出れば、あまり

そんなに上げたくないというのがありますので、いいだろうというので、今、50、60

あたりは見ています。 

【参加者】 わかりました。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 今から30分間休憩ということで、15時40分から再開ということでお願いします。 

（ 休 憩 ） 

【神谷部長】 それでは、会議を再開させていただきます。よろしいでしょうか。 

 いろいろ、質問が出ていましたが、それ以降、また、追加の質問を引き続きよろし

くお願いいたします。では、どうぞ。 

【参加者】 β係数の説明をできればしていただければと、こちらのほうはＭＳＹの漁獲

量に掛ける係数と考えていいのでしょうか。 

【西田センター長】 βというのは、Ｆmsy、ＭＳＹを達成する漁獲の強さ、漁獲圧に掛

ける安全係数で、この図でいいますと、限界管理基準値以上ではβを掛けると。Ｆ

msyから引き下げるというものを提案しているということになります。もしβが１で

あればこういう形になる。今は0.8なのでこうなんですけれども、βが１だったらこ

ういう形になります。よろしいでしょうか。 

【参加者】 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。 

 では、引き続き、よろしくお願いします。 

【参加者】 限界管理基準値の考え方について伺いたいんですが、先ほども質問が出た

んですが、60％という数字が出ておりまして、この60％というのは全ての魚種に共通
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して、今後、用いようとしているのか、これは明日、説明するマサバ太平洋系群、ゴ

マサバ太平洋系群、これなり、特定の魚種なのか、そこを教えていただきたいと思い

ます。 

【西田センター長】 一応、この60％というのは、今日、ここまでで説明しましたように

基本的な考え方といいますか、日本周辺の水産資源で広く利用することが可能という

ことをまず検討した結果、このような管理基準値案60％というものを提案するという

ことになったわけです。ただ、今回のマサバ太平洋、ゴマサバ太平洋に関しても、そ

れで限界管理基準値案を提案することにはなりますけれども、これを今後、全てのこ

のような検討が行われる資源に対して適用するということではなくて、それぞれ、資

源評価が行われた期間、データがそろっている期間とか、それぞれの資源の変動の大

きさとか、いろんな要因がありますから、それは個別に検討できるものというふうに

考えています。 

【参加者】 気になりましたのは、普通ですと魚種の特性とか、そういったものに応じて

Ｂlimitというのを今まで決められてきたと、過去の歴史的なものとかいうような一

つのある意味、現場として理解しやすい部分があったんですが、数値的に一本でこう

だよと言われたときに、なかなか、60が本当にいいのかどうかというのが理解しがた

いというところがありまして、これまでのＢlimitの考え方のどこに問題があったの

か、本当なのかと、では、今までは何だったんだということになるので、そこの辺を

生物学的にというか、資源特性等に照らし合わせたときにどうなのかということにつ

いてもできたら、この後になるかもしれませんけれども、説明していただければとい

うふうに思っております。 

【西田センター長】 これまでの限界管理基準値というのは、再生産関係を基に、それを

下回ったときには加入が低下する、急減する、あるいはそれを下回ったらあまりよい

加入が期待できないということだけで設定してきたわけで、目標というものはなかっ

たわけなんですよね。今後は目標への維持・回復ということが、ある意味大前提にな

りますから、そこへの回復が見込める水準ということを考えていかなければいけない

ので、そういう意味では、これまでの限界管理基準値、Ｂlimit、それと一致すると

いうことにはならないという面はあるというふうに考えています。 

【参加者】 あと、もう一点、説明としてかなりいろんなところで平均的にとか、平均値

という言葉があるんですが、どれをどう平均したら、そうなのかというのがなかなか
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わかりづらいところがありまして、今後、説明するときに何の平均かということを示

しながら説明していただくと、理解が進むんじゃないかと思います。よろしくお願い

いたします。 

【西田センター長】 何年間ぐらいの平均という、そういうふうな感じなんでしょうか、

何と何の平均。 

【参加者】 例えばですけれども、私らの感覚からすると、平均といいますと何年から何

年の平均だとかというのがあると思いますし、最大と最小の平均なのか、いろんなシ

ミュレーションの平均なのか、その平均の意味です、平均的というのと平均というの

が言葉の使い方もありますでしょうし、その辺を説明するときに今後、よろしくお願

いしたいと思っています。特に今後、具体的に説明するときに、そこは重要なポイン

トになるんじゃないかと思っておりますので、お願いいたします。 

【西田センター長】 このような分析を行うときには、十分長い期間の将来予測を行って、

値が安定してくるようなところで平均を求めるということになりますから、それぞれ、

何年から何年までと決まっているわけではないわけなんですけれども。長期的な予測

のもとで値が安定できるところでの平均値というものを求め、それが最大の漁獲量と

なるところがＭＳＹというような分析をして、今回の提案になっています。また、明

日、その辺はまたご説明します。 

【神谷部長】 では、他に次の方。 

【参加者】 水産庁で説明されました、このような新たな資源管理について最後に来年度

12月を期限としてやっていく、ただし、期限にはあまりこだわりませんという発言が

あったと思うんですけれども、来年12月というのは漁業法の施行２年以内ということ

が一つのめどになって、こういう新たな資源管理手法をそれまでに固めたいというこ

とですよね。具体的には、そういう期限はあまり念頭に置かないで、いろいろ、議論

していくんですという論調だったんですけれども、来年12月という発言が最初にあっ

たものですから、ただし、あまりこだわらないよということだと思うんですけれども、

その真意といいますか、そこをお聞きしたいんです。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 誤解させてしまったのなら申しわけないと思っています。改正漁業法の施行は来年

12月までの期日で決めていきたいと、施行されるということでございますけれども、

それとは別に今回のこの資源管理の検討については尻を決めることなく、しっかり進
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めていきたいということでございます。法律にも経過措置も設けられておりますので、

そこも含めてしっかり、これの中身についてはやりますので、期限を決めている、来

年12月だということではないということははっきり申し上げておきたいと思います。 

 でも、来年12月になってもまだ議論しているということでないのは確かなので、期

限は決めないけれども、できるだけ早くやるのは確かですよね。何でかというと、絶

対、そうしたほうが資源のためにも、漁業者のためにもいいという方向を目指してや

っていきたいからなんですけれども、その辺はまた明日、説明させていただきます。 

 次、いますか。 

【参加者】 先ほど平均ってどれぐらいの平均なんだという質問がありましたけれども、

私のほうも数字のことで気になっているのが、例えばスライドの22番を見たときに、

40年から50年とか、そういうふうに書いてあったり、また、近い将来とか、長く見た

ときにとか、割とそういう言葉の使い方をされているんですけれども、長い将来とか、

将来とか、大体何年ぐらいを想定されているのか、例えば５年はあまり長くないと思

うんですけれども、10年で回復しなければ、今、漁業をされている方はまあまあとい

うか、ものすごく困ると思いますし、でも、20年かなという気持ちもあります。ただ、

40年、50年先に資源がふえますから、それまで我慢してくださいというのは無理だと

いうことで、その辺、具体的な、明日、もしかしたら、そういうお話が出るのかもし

れませんが、そこのところを少し明らかにしつつ、お話をしていただいたほうがわか

りやすいような気がいたします。 

  以上です。 

【西田センター長】 ありがとうございます。 

 明日になるんですけれども、一つの年数、目標といいますか、どれぐらい目標を上

回っていますか、限界を上回っていますかというのを判断する年として、10年後とい

うのを一つ提示しているというのが今回の資料になります。ただ、こういう管理規則

を検討するに当たっては、その規則をいきなり導入した途端にＡＢＣとか、そういう

ものが変動するというのはあまり好ましくないと思う一方で、ある程度、世代を超え

て資源を持続的に利用していこうという観点からすると、長期的な指標も必要だと考

えて。先ほども言いましたように、これらが全て、これが絶対ということではないで

す。指標というのはいろいろ考えられますし、そういうのをいろいろと検討できるの

がＭＳＥという方法だと思うんですけれども、ここではそういう短期的なものとして、
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管理規則導入前後での違い、それから、長期的な指標として40～50年というのを挙げ

たということでございます。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【神谷部長】 では、次に。 

【参加者】 資料５－１の23枚目のスライドなんですが、福岡の会議でも聞いたんですが、

出発点はＭＳＹの何％に資源があるときというあれでしたっけ。 

【岡村グループ長】 20％です。 

【参加者】 それで、今、例えば太平洋のマサバなんかはＭＳＹの20％よりは非常に高い

水準にあるわけなので、例えば出発点をＭＳＹ水準にした場合とか、ＭＳＹの80％に

した場合、どういう絵になるのかというのも、実際、マサバで何が適切かと考えると

きには、重要な情報だと思うので、そういうことはできないのかというのが一つと、

それから、このグラフは親魚がＭＳＹ水準を超える確率を縦軸にしておりますけれど

も、例えば漁獲量を縦軸にした場合、どんなグラフになるのか、そういうのがもしわ

かったらばお示ししていただけると大変ありがたいんですが。 

【岡村グループ長】 ＭＳＹ水準から出発する場合、また、それより多い場合というシミ

ュレーションをやっております。今回の23枚目の資料というのは、低水準にあるもの

を回復させるときに、10年ぐらいを目安にということで特にこれを取り上げているん

ですけれども、ＭＳＹ水準やそれ以上の場合というのもやっておりまして、長期的な

パフォーマンスは非常に似ています。というのは、資源を回復させてしまえば似たよ

うな感じなので、0.8のＦmsyでやれば、この高さで安定的に獲れますし、βが１だと

これに似たような安定するような点だということで、長期的にやっていくとパフォー

マンスは非常に似たものになると。ただ、最初の動きは違うというような感じの答え

になります。 

【参加者】 つまり、ＭＳＹ水準になっちゃうと、どの規則をやっても同じになるという

ことですね。 

【岡村グループ長】 そうです。その最初の違いを見るために。 

【参加者】 回復させる場合のスピードはこうだけれども、ＭＳＹ水準にしてしまえば、

あるいはＭＳＹ水準近傍にあれば、同じようなものだということですね。それはぜひ

ともお示しいただきたいなというのと、もう一つは縦軸を漁獲量にした場合、どうな

るのかというのも、もしお示しいただければ大変参考になると思います。よろしくお
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願いします。ありがとうございます。 

【神谷部長】 その二つが宿題ということで、これって次回の宿題になりますか、それと

も明日ぐらいにできるか。 

【岡村グループ長】 明日、できます。今晩、頑張れば。 

【神谷部長】 では、そういう負担をおかけしているわけですから、では、そういうこと

なので、他にも何か試してもらいたいとかいうのがあれば、あまり極端なことはない

にしても、他にありますか。次の方。では、どうぞ。 

【参加者】 技術的な質問は明日するとして、法律の解釈について質問があるんですが、

国連海洋法条約でいえばＭＳＹ水準以上の維持ということになっているので、神戸プ

ロットでいえばグリーンの領域にあればいいということになるんだと思うんですが、

国内の改正漁業法ではＭＳＹを管理目標としているわけです。その場合に、ＭＳＹを

達成しないような管理方策というのは法律上、合法になるのかどうかということです。

私がこのことをなぜ気にしているかというと、本気で資源管理をやると必ず裁判がつ

いて回ってきます。そこで負けちゃったら本当に水産庁は終わりなので、その点につ

いてお答えしていただければと思います。 

【廣野課長】 担当課長から答えます。廣野です。 

 目指すということですので、当然、目指すわけです。ただ、今回のサバではないと

思うんですが、非常に悪い資源を管理していこうというときに、ＭＳＹを目指すのに

どう計算しても例えば禁漁にしても何十年もかかるというのは、現実に存在し得ると

思います。そういうときに何十年間の計画を立ててというのは、海洋環境が変わって

いったりとかいうことを考えると、そこは合理ではないと思うので、そこは実際の管

理の上では例えば限界管理基準ですとか、中間的な目標を置いてまずはそこを目指し

てやっていくというのも、別に法律に反したことではないというふうに思っています。

それは資源の状態と漁業の状態をにらみながらやっていくということになると思いま

す。お答えになっているでしょうか。 

【参加者】 今のお話は多分、計画の話だと思うんです。途中の計画で段階的に厳しい資

源、それから、例えばズワイガニみたいにこの先、20年ぐらいは資源がこういう状態

だと、できる、できないの判断ができちゃっているような種類もあるわけですよね。

だから、そういうものについて計画として段階的にやるというのはわかるんですが、

目標そのもの、例えば今、βが１でないやつを50年やって計算するというのは、50年、
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そのまま維持するという意味なのか、ＭＳＹ水準以上になっているのにずっと0.8を

維持して、それが合法かどうかということなんですけれども、例えばですが。 

【神谷部長】 ただ、ここの23ページとか、22ページの50年というのは純粋によく国際的

にも行われている頑健性を示しているわけでありますから、だから、50年かかってい

いとかいう話ではないと思っていてください。あくまでも、これは資源評価とか、資

源管理の技術論からの頑健性のテストの紹介だということです。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 ついでにもう一つ質問させていただきますと、時間スケールの話なんですけれども、

先ほど意見が出ていましたけれども、漁業者の感覚でいったら来年、経営の感覚でい

ったらせいぜい３年ですよ。３年たって赤字だったら、多分、漁業者は全員やめてし

まいますよね。そういう視点の数値というのは、漁業者に一番必要な数値だと思うん

です。50年先じゃなくてせいぜい５年とか、そういう漁獲量の数値を丁寧に出してい

かないと、こんなはずじゃなかったということになると、さっきじゃないですけれど

も、訴訟問題にもなるし、最初から包み隠さず出しておいたほうがいいのだろうなと

いうふうに私は思っているので、コメントさせていただきました。 

  以上です。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 明日、包み隠さず出る予定になっておりますので、よろしくお願いします。 

【山口長官】 法律の話も出たので、法律上は今、やっている最大持続生産量（ＭＳＹ）

というのを資源管理の目標とするという言葉が法律に書いてあるんです。資源管理目

標のどこに書くかというのが法律では資源管理基本方針という大臣が定める、今はＴ

ＡＣ法の資源管理基本計画と言っているものを今度は漁業法の中に位置づけて資源管

理基本方針というものになって、そこで、大臣が定める事項の中に資源管理に関する

基本的な事項、資源管理の目標または特定水産資源をどれにするかというようなこと

が順々に決まるんですが、その中の資源管理目標として定めるものの原則が12条とい

う規定があるんですが、最大持続生産量を実現するために維持または回復させるべき

目標となる値というものを目標管理基準値と言っております。 

 ２項というのがありまして、前項の値を定めることができないときはという言い方

で、要はＭＳＹを定めることができないものについても、当該水産資源の漁獲量また

は漁獲努力量の動向その他の情報を踏まえて水産資源水準を推定した上で、それを維
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持し、または回復させるべき目標となる値を定めるものとすると書いてございますの

で、ＭＳＹを定められないようなものであっても、今のいわゆる資源管理を進めてい

く必要があるようなものについては、目標値を別の手法によって定めてよいと法律上

はなっております。 

 そういうことからいいますと、ＭＳＹの先生がおっしゃるような厳格なものから、

そこの２項に書いてある代替的な目標までが法律の中では許されている範囲でござい

ますので、その中でどこまでの精度を上げていくかとか、厳格な値にするかというの

はある程度、裁量があるという話だと思いますし、まさに今回のこういうステークホ

ルダー会合、この資源管理の方針に関する会議の場とかで、その目標を達成するため

の手法について議論して、合意を得ていくということが大事だと思っております。で

すので、訴訟になるような話を惹起するようなことに当然、ならないような資源管理

手法というのを考えていかなければいけないと思っております。 

【神谷部長】 ほかはありませんか。どうぞ。 

【参加者】 １点、ご質問というか、明日以降に質問するときの参考にしたいと思って

ですが、今回、水産資源の管理の流れからいいますと、行政機関が今回のこの会議を

開催して、関係者に資源管理目標とか漁獲シナリオを説明していくというふうになっ

ているというふうに理解しておりますが、既に水研のほうから説明がずっとあるんで

すが、水研から説明があった目標とか、今のシナリオ関係につきましては、基本的に

は水産庁としてこれを理解されて、これの方向でいいということでこの会議を開催さ

れているという理解でしょうか。それとも、そうではなくて、この場でいろんな意見

を聞きながら水産庁としても考えていくということでしょうか。それによって明日以

降、質問するときにも関係していますので、教えていただければと思います。 

【神谷部長】 了解しているか、していないかという点に関しては、了解しているという

ことでございます。 

【山口長官】 これは、最初に廣野課長が説明した資料の中にもありましたように、資源

管理の今後の進め方の資料が、水産庁の資料がありましたよね、水産庁の資料の１ペ

ージ目といったほうがいいのかな、１枚目かな、資源評価に関しまして、これは自民

党等でも議論し、また、いろんな方のご意見があったところなんですけれども、要は

資源評価に関しては、水産庁から独立した機関が行うべきであって、評価の内容につ

いて水産庁がましてや圧力などをかけることがないようにということで念を押されて
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います。ですので、ここの緑のところに書いてある部分については、水研機構のほう

が水研機構の責任で出していただいているというものでございます。 

 ただ、今回、それを赤いほうにきておりますけれども、資源管理目標として関係者

に説明するときは、行政機関という字がありますように、そこは我々も一緒になって

説明しようという意味でございます。だから、資源評価の内容について了解している

のか、了解していないのかということに関していうと、こういう場で提案することに

ついては了解しているというものでございますが、内容は水研機構に独自に出してい

ただいたというものでございます。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【参加者】 禁漁水準について教えていただきたいんですけれども、今、こちらで説明

いただいた禁漁水準ですとＭＳＹの10％に相当するということなんですけれども、も

し漁獲を全くしなかった場合Ｂ0と比べると、大体Ｂ0の何％ぐらいと同等になるのか

なというのを教えていただきたいんですけれども。 

【岡村グループ長】 今、我々はこのシミュレーションでホッケー・スティック再生産曲

線というのを使った、テクニカルな話になりますけれども、やっています。ホッケ

ー・スティックは一般に低目のほうに出る傾向があります。Ｂ0に対してＢmsyの水準

が低いほうに出る。なので、10％よりもうちょっと低い数％ぐらい、Ｂ0に対しては

数％ぐらいの基準となっています。 

【参加者】 今回の10％ＭＳＹというのはＢ0で数％ぐらい。 

【岡村グループ長】 Ｂ0にすると数％です。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【岡村グループ長】 ２～３％ぐらい。 

【市野川主任研究員】 あと、資源の特徴によって変わってきまして、詳細版のほうの資

料５－６の例えば12ページ、ここにＳＢ0に対する比というものがあって、マサバの

場合は２％とかなり小さめ。ゴマサバも２％だということです。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【神谷部長】 ほかに。 

【参加者】 資料の６ページについて教えてほしいんですが、予測値からのずれはどの

くらいという、この予測値というのはそれぞれの系群について当てはめた再生産曲線

からのずれということでよろしいですか。 
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【西田センター長】 そのとおりです。 

【参加者】 ということは、要は現実と合わない再生産曲線を使えば使うほどＭＳＹ水準

は大きくなっていくと、そういうことになるわけですね。 

【西田センター長】 そういうことはあり得ます。現実に合わない再生産が。 

【参加者】 つまり、現実と離れた再生産曲線を当てはめれば、ＭＳＹ水準は大きくなっ

てしまうと、そういうことですね。 

【西田センター長】 そう考えられます。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

 それから、自己相関というものは何なのか、わかりやすくご説明いただけると大変

ありがたいのですが、すみません。 

【岡村グループ長】 ここでは悪い加入が出たときに悪い加入が続く、あるいはいい加入

が出たときにいい加入が続くという傾向です。それを自己相関といっています。 

【市野川主任研究員】 これだと右下の青丸で囲っているところとかは、青い線から下の

ほうに外れた加入というのが５年ぐらい続いておりまして、こういうような傾向が下

に外れるのが５年、上に外れるのが５年というような形で何度も続くような場合には、

こういうパターンが出やすいということで、それを自己相関と呼んでおりまして、将

来予測の際にもこういうパターンが出るということが統計的に有意である場合には、

こういうパターンを将来予測のほうで再現していくというような形でシミュレーショ

ンしております。 

【参加者】 また、明日、個別の魚種のところで教えていただければと思います。それか

ら、また、もう一遍、さっきの６ページ。 

【岡村グループ長】 さっき、いただいた質問に対して、アニメーションを用意してみた

んですけれども、ホッケー・スティックの再生産曲線と折れ線の黒いやつが理想的な

曲線で、それに対して青い点が観測されたデータです。ＣＶというのは、加入の、ホ

ッケー・スティックの周りの変動の大きさなんですけれども、10％ぐらいだったら非

常に小さい、うまく当てはまっていると。そのときにＭＳＹを推定すると、この赤い

線、折れ点の非常に近くのところにくるんです。非常に精度がいいので、ＭＳＹをこ

の辺にとっていても加入が落ちるようなことはないと。20％にするとばらつきが大き

くなって、折れ点よりちょっと外れる方向にいきます。これが40％だったらもっと外

れて、60％だとこんなふうに外れると。これが80％になるともっと先になっちゃって、
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太平洋マサバは90％近くあるんですけれども、そういったような原理だというような

ことになります。 

【参加者】 だから、再生産曲線を無理やりある線に当てはめちゃうと、どんどん、こう

いう話になるということですよね。現実に物すごくばらついているんだけれども、ど

うしてもホッケー・スティックに当てはめると、どんどん、ＭＳＹ水準が大きくなっ

ていくということですね。 

【岡村グループ長】 このばらつきのほうが現実だという感じです。真実というのはなか

なかわからないので。 

【参加者】 だけれども、ホッケー・スティックだと仮定して、それで、ＭＳＹ理論をや

っていくと、そういうふうになっていくということですね。どうもありがとうござい

ます。 

【市野川主任研究員】 ただ、こういう資源の場合は、それだけ加入の変動が予測できな

いということで、親をふやしたとしてもいきなり大きいものが表れたり、小さい加入

が表れたりすると、非常に不安定な資源であるということは、どんな再生産関係を当

てはめても変わらないので、そういうような結果として、より安全策をとるというよ

うな形になってくるということになります。 

【参加者】 それで、明日以降の話なんだと思うんですけれども、要はこういうずれの大

きいものというのは、資源を獲り過ぎてしまうリスクも大きいし、逆に言うと、適切

な水準からの獲らな過ぎのリスクも大きいわけなんだと思うんですよね。その両方が

きちっと評価されないといけないんだと思うんですけれども、そのあたりをどう考え

るかということなんだと思います。 

【西田センター長】 明日、ゴマサバ太平洋の再生産曲線の適用、配付資料では十分では

ないのかもしれないんですけども、そういう資源の持続的な利用という観点のリスク

と、漁獲量が、ある意味獲れるものが獲れないリスクと両面を検討した結果、最終的

にリッカー型という再生産曲線を選んだという、そういうふうな検討も進めているの

で、最初からホッケー・スティック型ありきでやっているというわけではないので、

その辺はまた説明させていただきます。 

【参加者】 別に最初からホッケー・スティックありきでやっていると言っているわけで

はありません。だから、ずれが大きければ大きいほど両方のリスクが大きくなるわけ

です。獲り過ぎリスクも増えるし、獲らな過ぎリスクもふえる。そこのところをどこ
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でバランスさせるかというのが非常に重要であるというふうに思っております。また、

明日以降の議論だと思います。 

【神谷部長】 では、明日、よろしくお願いします。 

 ほかに、この際ですからいろいろ聞きたいことを聞いてもらえれば。 

 では、休憩時間中、私が代わりに聞いてくれと言われたものがあって、とてもシャ

イなので質問できないという方がおられましたので、漁獲圧力Ｆと書いてありますけ

れども、例えば９ページとか10ページに漁獲圧力Ｆ、このＦって何ぞやというのを厳

格に説明しようとしたら、むちゃくちゃ難しくなると思うんですけれども、結論から

いえば、Ｆの変化、漁獲圧力の変化というのは、漁獲可能量に全部換算できるんだと

いう認識でよろしいですか。Ｆがこれだけ10％変わると、今回のこの資源の場合だっ

たらＡＢＣは何％動くという全部、数量に換算できるということでいいですね。 

【西田センター長】 明日、将来予測表というのも出すんですけれども、βで調整してい

るのは漁獲圧です。でも、それで将来予測表は漁獲量とか、そういうのも載せている

ので、そういう換算した表で出すことはできるし、今回もお見せする予定になってい

るということです。 

【神谷部長】 ですから、Ｆを理解しようとしても難しくてわからないけれども、結果的

には数量に換算できるんだと、明日、そういう説明もしていただけるということでよ

ろしいですか。 

【西田センター長】 先ほど漁獲圧と漁獲量、それから、漁獲割合とか、その辺はなか

なか難しいというところがあったと思うんですけれども、結果的にそういうＦ、漁獲

圧でやっていったら、こういう漁獲量になっていきますというのはお示しして、ただ、

それはもちろん決定的ではなくて、平均的な姿ということではあるんですけれども、

そういうものを将来予測で見せていくということはできる、既にお配りしているわけ

なんですけれども。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 もう一つ、漁獲圧力Ｆの変化は量でもできるし、努力量というのにも換算はできる

けれども、ただ、信頼性というのは努力量換算のほうがより悪くなると思っていたほ

うがいいんですか。 

【西田センター長】 実際上は、先ほどの説明にあったところの網数とか、操業日数とか、

そういうもので調整していかざるを得ないし、漁獲圧を正確にはかろうと思えば、当
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然、いろいろ、資源が獲り残された結果を見て評価せざるを得ないんですけれども、

そこは距離感といいますか、感覚は違うものがあると思うんです。だからそれは、例

えば漁獲効率が一定とか、資源の状態にもよると思うんですけれども、それはある程

度、網数とか努力量というやつです。操業日数とかそういうものに応じて、漁獲圧は

増えたり減ったりするという理解でよろしいかと思います。 

【神谷部長】 ありがとうございます。他に。 

【市野川主任研究員】 何もなさそうな感じなので、少し先ほど示されていたスライドの

９枚目にＵＲＬがありまして、そこで将来予測を再現できますとかと書いてあるんで

すけれども、これは福岡の会議のときに、将来予測の設定やらが非常に難しくてわか

りにくいというようなご要望をいただきましたので、こちらのウェブ上に、こういう

ような将来予測を自分でやってみるというようなアプリケーションをつくりまして、

こちらのほうで公開しております。もしかしたら、アクセスが集中すると見られなく

なっちゃうかもしれないんですけれども、こちらのほうにあります。 

 こちらは、先ほど西田さんから説明していただきました将来予測と同じ図になって

いるんですけれども、こちらが再生産関係で、これはゴマサバ東シナ海となっていま

すが、一応、サバの系群で全部選べまして、マサバ太平洋だったらどういう感じにな

るかと、例えばこれがマサバ太平洋で、こういう緑みたいな将来予測を一回やったと

きに、これが将来の加入量です。将来の加入量がランダムに、この再生産関係に従っ

て、そして、過去のばらつきを表現するような形でランダムに変化するというふうに

仮定したときに、将来、加入はこうなるだろうと。 

 これは一つのシミュレーション結果ですけれども、シナリオを比較していますが、

一つのシナリオだけでも見られまして、自己相関を考慮しているので、結構、低い加

入が続くような、このパターンだとなるんですけれども、加入量はこうなると。こう

いうような加入が実現されたときには、親魚資源量はこうなるよと。これはＦが一定

でやってはいるんですけれども、資源が変動するに応じて漁獲量もこのぐらい変動し

ますというようなものが見られるようになっています。 

 これは最大二つまでの漁獲シナリオを比較することができまして、ここを１にして

いるんですが、漁獲シナリオ２を例えばＦmsyの1.5倍で漁獲したらどうなるかという

ようなものを比較したりできます。そうすると1.5倍だと緑で、結構、あまり変わら

ないような感じでは。結構、変わらないんですけれども、最終的な親魚資源量という
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のがこの辺、リミットあたりにくると。 

 ただ、加入がいいときには大体同じぐらいのところになって、ただ、漁獲量もほと

んど変わらないなとか。ただ、これは一つの乱数なので、ここでランダム変動のパタ

ーンというのを変えてみると、また違った結果が見られるというような。先ほどシミ

ュレーションの設定で何を平均しているのかというようなご質問があったと思うんで

すけれども、実際、このシミュレーションを何回も何回も繰り返して、ここでは時間

がないので100回しか繰り返していないんですけれども、100回とか、5,000回とかを

繰り返して、そうすると資源量の値が安定してきます。 

 安定してきたところの5,000回分のシミュレーション結果を平均したものというの

が、ここの漁獲量曲線の線になってきて、そこの5,000回分の平均というのが管理基

準値の算出の根拠になっております。 

 この場合、そうすると先ほど一つのシミュレーションで見たときに、赤と緑で変わ

らないなみたいな話があったんですけれども、平均的な親魚量というのを平均で見る

と赤と緑でかなり違ってくる、何割違ってくるとか。ただ、漁獲量についてはあまり

変わらないなということがわかりますので、個体群動態というのは非常に難しくて、

例えばＦを２割削減したとしても、削減し始めた翌年は漁獲量も２割減るわけですけ

れども、その翌年は加入量というのがどんどん変わってくるので、獲り控えた分、資

源がふえたことによってＦを削減したほうがよりいっぱい獲れるようになるとか、結

構いろいろありますので、難しいなと思っておりまして。こういうようなシミュレー

ションで見ていただければ、どういう状況のときに資源がどう変わるかというのを実

感していただけるかなと思いますので、見ていただければと思います。太平洋マサバ

が一番難しいほうの資源で、加入変動も大きいですし、なかなか大変だなというのが

わかるかなと思います。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 それでは、今日、これでご質問がなければ、あとは明日の議論にしたいと思います

けれども、よろしいでしょうか。そうしたら、今日の議論はこれで終了させていただ

きます。 

 最後に事務局のほうから説明がありますので。 

【藤原課長補佐】 皆さん、お疲れさまでございました。 

 最後に私のほうから３点、ご連絡がございます。１点目は、明日の開始時間は10時
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となります。ですので、開場はその30分前の９時半からとなりますので、それ以降に

お越しいただくようにお願いいたします。今日、まだ、受付されていない方は、この

後、受付にお寄りいただいてからお帰りいただければと思います。今日、受付してい

ただきましたら、明日以降は受付不要ですので、直接、会場に入っていただければと

思います。２点目です。本日、配付いたしました資料につきましては、必ず持ち帰っ

ていただきまして、明日以降も持ってきていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。最後、３点目です。ごみ等につきましてはお持ち帰りいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 本日はお疲れさまでございました。ありがとうございました。 
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〇令和元年８月８日（木） 

【神谷部長】 おはようございます。 

 10時になりましたので議論を再開したいと思います。 

 まず、昨日いろいろ議論が行われましたが、ここで頂戴した意見をいろいろ取りま

とめてみました。 

 これは、いずれにしても議事録にも添付いたしますけれども、昨日出された議論を

大体まとめるとこのようになると思います。最初にＴＡＣ対象候補資源については、

今後も検討会を開催していくのかというところですが、基本はそういうことになりま

す。ただ、検討会の開催の持ち方とか期間は、順を経るに従ってだんだん慣れてくる

ので、また変わっていくんじゃないかと思います。 

 次に、水産庁資料の「資源管理の流れ」に対して、水産政策審議会の複数の委員か

ら否定的な意見が出されましたと。このプロセスでやっていくことは決定事項なのか。

意見を反映したものがあれば教えてほしいということで、基本的には、こういう流れ

でやるとしております。これは自民党の水産部会にも、こういうふうに説明しておる

ところでございます。 

 ３番目、資源管理目標は「関係者に説明する」とあり、漁獲シナリオは「関係者の

意見を聞く」とあるが、管理目標については意見を出しても反映されることは全くな

いのかということです。これは若干性格が違いまして、管理目標は科学的に基本はＭ

ＳＹをベースに計算がされますので、そういった意味からすれば、明らかに計算上お

かしいという点がなければ、出されたものでやっていくということになります。 

 一方、管理シナリオは、これは資源の回復と漁獲量とのトレードオフの関係にあり

ますので、これはまず皆さんでいろいろ議論していただいて、それをベースに決めて

いくということになります。 

 関係者の理解が得られた場合の判断というのはどういうことかというものですが、

最終的な決定は水産政策審議会になり、そこに諮るというような状態になったんじゃ

ないかと判断されればということでございます。 

 次に、２ページ目でございますが、水研機構から説明をお願いします。 

【西田センター長】 中央水研の西田でございます。 

 昨日、いろいろと多数ご質問、ご意見をいただいたんですけれども、上からもう一

回、おさらい的に進めてみたいと思います。 
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 まず、親魚資源量がＭＳＹ水準よりも多い場合には、その資源量水準に対応する漁

獲量に加えて、ＭＳＹ水準に戻るまで間引くことは可能なのかというご指摘でした。 

 いま一度、資料５－１の８枚目のスライドをご覧いただいてよろしいでしょうか。 

 ここに「ＭＳＹ推定方法：漁獲量曲線（イメージ）」という図がございます。昨日、

何回かご説明した図です。これまで、資源を回復させる話はよく聞くけれども、資源

が多いものをどうするかという話があまり聞かれないというふうなご指摘もいただい

たところだったかと思います。 

 例えばこういう漁獲量曲線が描かれる資源で、資源がＭＳＹ水準よりも多い状況と

いうときには、ＭＳＹ水準で獲るのが一番、平均的には漁獲量が多いので、そういう

水準まで、ある意味、資源を間引いても構わないということにはなります。 

 ただ、こういう解析を行うベースは、確率的な予測なので、こういう形がきちっと

常に安定して存在するわけではなく、多少、真っすぐこれを目指すと、ＭＳＹ水準を

達成する親魚量というのを目指すということではなくて、もう少し安全を見るほうが

よいのではないかという意見もつけ加えさせていただきました。基本的には、そうい

う意味では、間引くということは考え方としてあるということですけれども、そうい

う考え方が必要だと思います。 

 この漁獲量曲線を見ていただきますと、ＭＳＹ水準にあるときが、もちろん平均漁

獲量は一番高いところにあるんですけれども、それよりも親魚量が高い水準にあって

も、平均漁獲量はそんなに低下するわけではないということですから、もう少し高い

水準にあってもメリットはそんなに低く、悪くならないというふうに、この漁獲量曲

線というものから見ていただければと思います。 

 それから２番目、適切な状態とは、神戸チャートの目標管理基準値の軸と適正な漁

獲の強さの軸の交点であり、緑色の領域を親魚量も漁獲の強さも適切とする、のは適

切ではないというご指摘がありました。 

 もう一回、神戸プロットのところに行きたいと思います。今見ていただいた資料５

－１の15ですか、４区分で真ん中のところが目標管理基準値ということ、15枚目のス

ライドになります。「神戸プロット（チャート）の見方」というスライドになります。 

 交差しているところがＭＳＹを達成する漁獲の強さであり、親魚量の水準も目標の

水準であると、ここが目標なのでしょうというご指摘だったと思います。そこに関し

てはそのとおりで、今日のご説明内容になると思うんですけれども、漁獲圧としては
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βが１であれば、この横の適正な漁獲圧というところのラインに乗るわけですし、目

標管理基準値というもの、それがＭＳＹ水準ですから、そこが一つの目標になること

は事実です。それに対する、例えば10年後のこの水準への達成確率といったものを、

この後、将来予測のところで説明するという流れになります。 

 だから、ここが目標であることは違いないんですけれども、それ以上の水準にとい

うこと、その目標を確実に達成できるようなことを考えれば、それよりはやや右下の

ほうに置いておくほうが安全ということになります。ここに関しては、いろいろ考え

方はあると思いますので、ご意見をいただければいいのかなというふうに考えるとこ

ろです。 

 次の質問です。漁獲圧とは何か。現場では操業日数や網目数が漁獲圧を示すものと

認識されているとのことでした。 

 漁獲量と漁獲圧の関係というのは、重量と数の関係で、漁獲圧というのは、それに

年齢ごとの尾数、年齢ごとに漁獲で利用できる尾数がどう減っていくかという関係な

ので、重量と尾数の違いがあると。私たちが目にすることができるのは、網数であっ

たり操業日数であったり漁獲量であるというところで、逆に漁獲圧というのは、年齢

別の資源尾数がどう減っていったかというところを観察するので、どうしても時間差

などは出てくるというところは、いたし方ないところではございます。 

 ただ、漁獲量だけ見ていましても、なかなか、その中の年齢構成がわからないと、

どういう年齢のところに非常に影響が出ているかというのがわからないので、そこは

正しく後で評価していかなければならない。 

 実際、現場ではどうすればいいのかということですけれども、やはりこれはもう目

に見えるデータでやっていくしかないわけで、操業日数とか網数で、それから得られ

る漁獲量とか、そういうものを見ながら、実際の漁獲の影響というのをコントロール

していくということを考えていかざるを得ないというふうに考えます。 

 それから、卓越年級群が発生しても漁獲量が変わらない場合、漁獲圧はどうなるの

か。 

 昨日は、水揚げ地での限界もあるから、そんなに資源が増えても漁獲量は増えない

よというふうな話もございました。そういう場合には当然、漁獲圧は減ります。とい

うことで、増えるときに漁獲量が変わらなければ漁獲圧は減るし、減るときに漁獲量

が変わらなければ漁獲圧は高くなるという、そういう形になります。 



－55－ 

 次の質問に移ります。資源ごとに特性が異なるので、安全率を一律に0.8とするこ

とはよいとは言えないのではないか。 

 これはまさに、今日の議論なのかなと思いますので、説明させていただいた後で、

またいろいろご意見を伺いたいと思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 次に、マサバ太平洋系群について、これまで資源管理に取り組み、最近は中位、増

加と評価されているが、神戸チャートでは、一貫して親魚量が少なく、漁獲の強さも

強過ぎる領域に留まっており、違和感がある。漁業者のこれまでの努力は何だったの

かと愕然とするだろうと、こういうふうに取りまとめられていますけれども。考え方

がこれまでと異なって、限界管理基準値以上での目標というのは設定していなかった

ので、簡単に言うと、限界管理基準値のあたりで留まるようなものを基準としていた

ということですが、この度、この資源の潜在的な能力も期待して目標を設定したと。 

 それを期待することから考えれば、それを目標とすることに照らしてみれば、これ

までの利用の仕方というのはある意味十分に利用できていなかったのかもしれないと

いうふうに考えるわけで、これまでの努力といいますか、やはり今は親魚量は増えて

いますし、そこのところは、やはり、いろいろと取り組まれている部分もあるという

ふうに評価しなければならないと思いますので、必ずしも神戸プロットでこうだから、

こういう取り組みがどうなったという評価に結びつくものではないということは、ご

理解いただきたいと思います。 

 それから、限界管理基準値で資源を維持する漁獲圧も、神戸チャートでどの辺にあ

るのか示してほしいと。 

 今回、配付資料の中での神戸プロット、神戸チャートでは示していないんですけれ

ども、大体、今までの限界管理基準値というのは45万トンと設定していたわけですけ

れども、2015年ごろにそれを超えたんだろうというふうに評価していて、そこのとこ

ろの見解はあまり変わる、前後するものではないというふうに考えています。 

 その上で、現状の漁獲圧を、仮に限界管理基準値を維持する漁獲圧と見なしてみる

と、現状の漁獲圧はＭＳＹを達成するＦ、Ｆmsyより２倍以上あるので、神戸プロッ

トの縦軸の２ぐらいのところを見ていただければ、その辺にラインが引かれるという

ことになります。 

 それから、1980年代のマイワシの状況をＭＳＥでシミュレーションすることは可能
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かと、これはやりますか。 

【岡村グループ長】 やっていいですか。 

【西田センター長】 後でできますか。示せますか。 

【岡村グループ長】 マイワシで示します。 

【西田センター長】 では、後でちょっとお見せしたいと思います。準備はできていると

いうことです。 

 それから、限界管理基準値について、ＭＳＹの60％以外の数値にした場合の結果を

教えてほしいと。 

 昨日口頭で50％、75でしたっけ、50％でテストして、60％のほうがよいという結果

は、もう得ているので、そういうふうな結果です。 

 それから、限界管理基準値について、ＭＳＹの60％というのは、全資源に対して一

律に用いられるのか。Ｂlimitについては資源特性に応じ設定されていたが、資源特

性の観点からの説明もお願いしたいということですけれども、マサバも含むシミュレ

ーションをいろいろとやってみた結果、このような推定結果が得られていて、中には、

60％というのが例えば過去最低の親魚量よりも下回るとか、そういう資源は出てまい

ります。 

 そういうときには、やはりそういう危険性を、要するに、今まで観測されていない

ような低い水準を避けるというような考え方も入ってくると思いますから、そういう

解析を進めていくということで、これからそれぞれの資源について分析を進めていく

ものと理解しています。 

 次のスライドをお願いします。 

 今回のＭＳＥにおいて長期的とはどのくらいか。 

 これは昨日お示ししたんですけれども、50年ぐらいのシミュレーションをやって、

まずは、短期的なその管理といいますか、管理規則に従って管理を始めた途端に、推

奨されるＡＢＣがすごく少なくなってしまう、そういう急変を避けるという視点と、

それから40、50年後ぐらいのある程度長期的な視点で見たときに、まだちゃんと資源

を持続的に利用できているという視点で分析をしたということを、ＭＳＥの中でやっ

ていった。 

 これに関しては、ＭＳＥとはこれに限った方法ではなくて、いろんな、例えばこう

いう関係者の中から目標、こういうふうな期間で、こういう視点も入れて解析したら
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どうかということは、ＭＳＥの中でいろいろと取り組む、そういうツールといいます

か、手法だというふうに、ＭＳＥについてはご理解いただきたいと思います。 

 それから、シミュレーションの出発点はＭＳＹの20％が得られる親魚量です、とい

うことでした。そういう説明を行いました。 

 それから、ＭＳＹ以上では、将来予測結果が変わらないことを検証してほしい。こ

れも示せますか。 

【岡村グループ長】 はい、示します。 

【西田センター長】 では、これも準備ができているということなので、後で示させてい

ただきます。 

 それから、ＭＳＥの結果について、漁獲量を縦軸にしたときの結果も示してほしい。

これはどうでしょうか。 

【岡村グループ長】 示します。 

【西田センター長】 これも準備ができています。 

 最後は、これは水産庁になりますか。 

【神谷部長】 最後のところは、新しい漁業法では、ＭＳＹを達成する水準に資源を維持

するということになっています。そういう意味ですと、漁業法から見ると、そこに資

源量を維持するということが大事になってまいります。その中で、安全率をどうする

かというところですね、β＝１にするか0.9にするか0.8にするかというのは、多分、

資源評価の推定精度と資源の変動とかの安全率を見ての話になってくるんだろうと思

います。ということで、これ自体は、法律上、破っているわけではないということに

なります。 

   では、次をお願いします。 

 これは、今日包み隠さず出していただけるということになるんだと思います。 

 次の水産庁は承認しているのかというところですが、これは昨日長官からもありま

したように、こういった資料で説明するということに関しては、承認しております。 

【西田センター長】 禁漁水準をＢ0であらわすとどれぐらいなのかというご質問を受け

ました。 

 もう一度、資料５－６をご覧いただいてよろしいでしょうか。 

 資料５－６の、マサバのほうは12ページになります。 

 マサバは、12ページの表１です。それぞれの基準値に対する親魚資源量と、ＳＢ0
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に対する比率というのが書いて、それ以下は漁獲率なども記載してございます。禁漁

水準のＳＢbanに関しては２％ということになります。 

 それから、ゴマサバに関しては、同じ資料の31ページの表１をご覧ください。 

 31ページの表１に、これも同じように管理基準値と親魚資源量、Ｂ0に対する比な

どを記載しておりまして、Ｂban、0.1ＭＳＹに対応する親魚量というのは２％という

ことになってございます。この図になります。これはゴマサバのほうになります。あ

りがとうございました。 

 では、質問のほうに戻ってよろしいでしょうか。 

 加入のばらつきが大きい資源にホッケースティック関係を無理に当てはめるからＭ

ＳＹ水準が大きめに推定される。 

 加入のばらつきが大きいということは、確かだと思います。それに対して、リッカ

ー型、ベバートン・ホルト型、ホッケースティック型といった再生産関係を説明する

モデルを適用して、最も、今後ある親魚量が得られたときに、そこから期待される加

入尾数というものをよく予測できるものを選んだ結果が、ホッケースティック型をマ

サバでは選び、ゴマサバではリッカー型を、ゴマサバに関しては別の観点も含めて考

慮してリッカー型というものを選んだということで、こちらとしては、求め方に関し

ては、ある程度もう科学的に検討を進めて当てはめたものというふうに理解していま

す。 

 それから、次の質問です。 

 漁獲圧の変化を漁獲可能量に換算可能という理解でよいか。漁獲努力量への換算も

可能だが、漁獲量への換算よりも信頼性は低くなるのか。 

 先ほども説明しましたように、漁獲量というのはいろんな年齢を含んだものですの

で、そこはいろいろと中身をといいますか、年齢組成なども本来は考慮すべきもので

はないかと考えます。 

 当然、その漁獲圧というものを定めて、ただ実際には、今後、資源は年々の加入量

の変動によって変動しますから、それを掛け算といいますか、そういうことをしてい

くということになるという。評価及び将来予測に関してはそういう作業を行うという

ことは、ご理解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】 以上が昨日までの議論のまとめでございます。 
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 今日は、いよいよマサバの具体的な資源評価の結果の説明に入ってまいります。 

 では、西田センター長から説明をよろしくお願いいたします。 

【西田センター長】 すみません、先に今の質問の中で、後で分析結果を示しますと言っ

ていたのがあるので先にさせていただきます。 

【市野川主任研究員】 中央水産研究所の市野川です。 

 昨日のご質問で、変動が激しい浮き魚資源の管理に、昔から、例えば今回提案して

いるようなハーベストコントロールルールで漁獲していた場合どうなのかと。特に、

変動が大きかったマイワシ太平洋系群についてＦmsyで漁獲していたらどうなったの

かというようなご質問をいただきました。 

 同様のご質問は、福岡で行われた対馬のサバでも受けまして、そのときには対馬の

マサバ、ゴマサバについて結果をお見せしたんでけれども、今回、マイワシ太平洋系

群のほうもそういうスライドを用意しておりますので、少しご紹介させていただきま

す。 

 マイワシ太平洋系群につきまして、これはグレーで塗っているところは、資源評価

で推定された過去の加入量や親魚資源量、漁獲割合、あと漁獲物中の成熟魚の割合、

あと漁獲量というものなんですけれども、この灰色は、実際に実現された漁獲割合で

すけれども、それに対して、例えば今回ここで計算しているＦmsyは試算のものです

けれども、試算されているＦmsyでずっと漁獲していたらどうなるのか、どうだった

のかというのがこの赤線になります。 

 マイワシ太平洋の場合は、試算すると20％ぐらいみたいなことが出ているんですけ

れども、実際には資源が急減した年代に漁獲割合が非常に大きく上がりまして、資源

が減ったと。ただし、加入量自体もかなり減っているので、それがその後の低迷期と

いうのが、漁獲のせいか環境のせいかみたいな議論があると思うんですけれども、た

だし、ここで漁獲割合がかなり高かったというのがあります。 

 一方で、では漁獲割合を0.2で維持していたらどうなっていたかというのが、この

結果になりまして、そうすると、ここの加入量が急減するところというのは変わらな

いんですけれども、その後、多分ここで親魚量を十分に残していることによって、加

入の復活が結構早く起きまして、変動次第は大きいんですけれども、再生産関係にお

いて、なるべくこのホッケースティックの上のほうに親魚量が維持されることによっ

て、加入が結構高く維持されると。そして、親魚の資源量もこんな感じで変動してい
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ただろうというような試算結果が得られています。 

 なので、このＦmsyで漁獲していれば、ずっとＢmsyを維持していたと。そういう結

果にはならないんですけれども、やはり変動がありながらも高いところで維持できて

いただろうというような試算というのを行っております。 

 そのほか、太平洋のマサバやゴマサバ等でも現在試算を行っておりますので、この

会議中に議論があったらお見せできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 何か質問がありましたら。 

【参加者】 すみません、夜なべ仕事をしていただいて大変恐縮でございます。今のこ

のグラフは、新しい漁獲ルール、ハーベストコントロールルールに基づいてF0.2ぐら

いで維持したらばどうなったかというシミュレーションだったと思います。 

 それで、今回のモデルに従って現実に起こった漁獲量を入れたらば、実際の1980年

代以降の漁獲の状況が再現できるかどうかということについて、昨日ご質問があった

んだと思うんです。 

 新しいハーベストコントロールルールでどうなるのか、これも物凄く重要なんです

が、今回のモデルで過去の1980年代の実際の漁獲量、現実的に起こった漁獲量を当て

はめたらば、実際のマイワシの資源の動きが再現できたかどうかということがもしわ

かりましたら、そういうシミュレーションができたらば、是非ともやっていただきた

いなと思います。 

【市野川主任研究員】 実際には、例えばこの資源が多かった時代に、この漁獲圧で漁

獲していたらこの漁獲量が得られるというところが、将来でも実現できるかどうかと

いう。 

【参加者】 例えば1980年代以降の漁獲量を現実の漁獲量にして、今回のホッケースティ

ックなり再生産関係で予測したときに、現状、1980年代から2010年には、今まで仰っ

てきたことがどのぐらい再現できるかということです。 

【市野川主任研究員】 過去の加入のばらつきぐあいや再生産関係をもとに将来予測もや

っていますので、多分ほぼ同じようなことというのは、再現できるようにはなってお

ります。 

【参加者】 それによって、このモデルがどのぐらい信頼性のあるものですかというのは、

過去が再現できるかどうかということですね。検証するのも重要かなと思います。 

【市野川主任研究員】 ありがとうございます。 
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 あと、昨日お見せした、今度は将来予測のほうのアプリケーションのほうでは、や

っぱり将来の加入をランダムに仮定したときに、どういう…… 

【参加者】 1980年代に将来予測で、実際に漁獲量を当てはめてやったときに、それが現

実に落ちていることがうまく再現できるかどうか。よろしくお願いします。 

【市野川主任研究員】 ありがとうございます。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 ただ、我々は議論しているのがサバなので、どうせやっていただくんだったらサバ

でシミュレーションしてもらったほうがいいですね。 

【神谷部長】 あとはいいですか。 

【岡村グループ長】 中央水研の岡村です。おはようございます。 

 昨日いただいた宿題で、漁獲量についてもＭＳＥの結果を示してくれということで

したので、その図をつくりましたので、ちょっと図が多いんですけれども、その説明

を簡単にさせていただきたいと思います。 

 それで、これは昨日お示しした図だと思うんですけれども、最初はＭＳＹの親魚量

の20％からスタートして、いろんな漁獲規則で漁獲していったときの将来予測の、親

魚量がＭＳＹを超える確率について、これはプロットしたものです。 

 現行規則だと、なかなかＭＳＹを50％の確率でも超えていかないで、ＭＳＹより下

で親魚量がうろうろするんですが、米国の規則では10年ぐらいで、この７番というの

はかなり不確実性の大きいシナリオなんですが、ほぼそれ以外はちゃんと回復して、

ＭＳＹ以上に回復して安定するというようなことが見られます。ただ、この米国型の

規則というのは、かなり最初のほうで漁獲を削ることにより、このようなパフォーマ

ンスを達成するということが知られています。 

 新しい規則で、βは１にした場合には、この辺では大体回復するんですけれども、

10年ではなかなか回復しないという傾向が見られます。βは0.8だと、かなり米国の

規則に近いような性能になるということです。 

 これは漁獲量の場合なんですけれども、現行の規則だと、今度はこの１というとこ

ろが実際のシミュレーションの中で知られている真のＭＳＹで、それに対する平均の

漁獲量の比率と……。 

 それで、現行の規則でやりますと、現行の規則でもＢlimitより小さいときには回

復させるというハーベストコントロールルールになっています。漁獲は回復していく
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んですけれども、ＭＳＹに達する前に、これはＦmedであるというようなものを現行

規則の典型的な例にしていますので、低いまま推移してしまうと。しかし、米国のだ

とＭＳＹのレベルに非常に近いところにいって推移していくということがわかります。 

 βは１のやつというのもＭＳＹに近づいていくんですが、特に不確実性の大きいシ

ナリオ、７とか４というものでは、資源量推定の誤差はちょっと大きくなっているん

ですけれども、なかなかＭＳＹに達しないと。しかし、βは0.8のはかなり米国のも

のに近くなって、この幅は結構小さくなっていると。これは漁獲の変動が非常に小さ

いという新しい規則のメリットのところを示していることになります。 

 そのほかに、ＭＳＹから始めたときのシミュレーションということで、ＭＳＹから

始めますと、現行の規則というのは、これはＦmedでやることになりますので、ほぼ

ＭＳＹからやっている。ＦmedがＦmsyに近いことになるので、現行の規則でも大体Ｍ

ＳＹレベルでいくんですけれども、やはり不確実性が大きいときにはＭＳＹを切っち

ゃうような傾向が出てくると。しかし、米国型の規則だと、これは親魚量の図ですけ

れども、安全に管理できる。不確実性が大きいときには、ちょっと確率が悪くなりま

すけれども、安全にいけると。 

 新しいルールだと、特に不確実性が大きいときに、そのままＭＳＹでやりますとＭ

ＳＹを切る可能性というのは高くなるんですが、βは0.8にしますと不確実性が大き

いときでもうまく管理できて、やはり米国型の規則と同じような性能を発揮すること

ができるということがわかります。これは漁獲量のパターンです。 

 ＦmedがＦmsyに近いので、やはりそんなに悪くないんですが、漁獲量もＭＳＹをち

ょっと切るほうになると。しかし、米国型の規則はよりＭＳＹに近くはなります。β

は0.8というのは、それに近いパフォーマンスを示しまして、さらに漁獲の変動は小

さいということがわかります。 

 しかし、ただ、βは１のＦmsyでやっていると、特に不確実性が大きいときに性能

が悪くなるということがわかります。これはさらにＭＳＹより高いときにやったので、

現行の規則はＦmedでやるので、Ｆmsyに近づけないと、かなりアンダーエクスプロイ

テーションになるんです。親魚は高いほうで維持しちゃうということがわかります。 

 米国の規則は、不確実性が大きいときには、やはり悪くなるんですけれども、米国

の規則と我々の0.8の規則というのは非常に似ているということが、ここでも示され

るということです。 
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 漁獲量についても、似たようなパターンが得られています。さらに、レーダーチャ

ートで見ますと、これは昨日お示しした図ですけれども、こちらは不確実性が、それ

ほど広い範囲を見ていなくて、加入の不確実性は40％ぐらいだというケースです。こ

ちらは加入の不確実性がより大きくて75％で、さらに資源量推定の誤差が40％程度、

また自己相関は50％といったようなシナリオで見ているんですが、そうすると現行の

規則は結構小さくなって、新規則やなんかは現行の規則を含む形で、特に長期的なパ

フォーマンスはかなりいいという傾向が見られます。 

 ＭＳＹから始めた場合というのは、先ほども示しましたように、Ｆmedというのは

Ｆmsyに近いので、比較的よい性能を現行の規則でも発揮するんですが、しかし新し

い規則はほぼ現行の規則を含んでいる形で、さらに長期的には新しい規則のほうがよ

いパフォーマンスになりますので、よい性能を示すということで、新しい規則のほう

が全体的にいいということがわかります。 

 また、不確実性が大きいときには、現行の規則というのは性能がより劣るようにな

るんですが、新しい規則というのはそれらを含む形になります。というようなことが

ここに書いてあります。 

 もし、ＭＳＹでさらに高いような、非常に減る、いい状態の資源でシミュレーショ

ンをした場合というのは、大体同じような、この不確実性が小さいときは同じような

形にはなるんですけれども、現行の規則だと、いい状態というのをＦmedでやっちゃ

うので、そのままずっと続ける。現状維持的なのが強いので、かなりアンダーエクス

プロイテーションというか漁獲が非常に少ない、非効率な漁業になってしまうと。 

 しかし、現行、新しい新規則ですとＭＳＹを目指すことになりますので、この獲ら

な過ぎという資源に対して適切な漁獲を行って、持続的に漁業ができるというような

傾向が示されるということになります。 

 以上です。ありがとうございました。質問がありましたらお願いします。 

【参加者】 早速やっていただいてありがとうございます。 

 一つ確認なんですけれども、このシミュレーションは、新しいハーベストコントロ

ールルールで決まった漁獲量を100％獲るというシミュレーションですよね。実際に

ＴＡＣの獲り残しというのは２割とか３割発生するんですけれども、それは考えに入

れていないということでよろしいですか。 

【岡村グループ長】 他のシミュレーションの中で、漁獲量に誤差があるという、漁獲量
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がそのとおり獲れないというのはやっていますけれども、漁獲量をずっと過少に獲っ

ているとかというのはやっていないですね。今のところ平均的にはちゃんと獲ってい

るというので…… 

【参加者】 100％獲っているという。 

【岡村グループ長】 その管理のパフォーマンス、管理がうまくいくかという性能を見た

いので、そこは大体正しくやっていると見ています。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【岡村グループ長】 他に何かありましたらお願いします。 

【参加者】フロアの皆さんによく理解してもらうという意味で質問するんですけれども、

今何気なくパフォーマンスとか、スタティスティックスとか、それからシナリオとか

不確実性とか、ぱっと言われて多分ほとんどの人はわからないと思うんですよ。 

 例えば、条件をどういう条件で計算しているか。この1.8というのはわかるんです

けれども、そこまでわかるんですが、不確実性というのは何が不確実なのかとか、ど

ういう条件で計算したらそういうことが起こるのか。それをどういう指標で測るか。

例えば平均の漁獲量だったり変動であったり、それから平均の産卵資源量であったり、

何年後かというのもありますけれども、いろいろな性能を測るパフォーマンスのこと

を言っているんですね。 

 それを測る統計指標があると思うんですけれども、それがこれということですよね。

だから、そういう説明をもう少し丁寧にやってほしいということなんですけれども。 

【岡村グループ長】 多分、昨日されたと思うんですけれども、ちょっと今日は具体的な

話に、皆さん興味があるかと思って駆け足でやったんですけれども。 

【神谷部長】 ちょっといいですか。 

 これはやりますから、ただ、後ろのほうが、スピーカーが調子が悪くて聞こえない

そうなんですよ。前のほうはそこにスピーカーがあって、聞こえるのですが、一旦ス

ピーカーの調整をするので、11時に再開ということでよろしいですか。すみません。 

（ 休 憩 ） 

【神谷部長】 それでは、再開していいですか。 

 では、西田さん、お願いします。 

【西田センター長】 中央水研資源研究センターの西田です。 

 それでは、私のほうからの説明を再開させていただきます。 
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 まず午前中に説明するのは、資料５－１のスライドの26番から43番までの内容につ

いてでございます。 

 スライド26をまずご覧いただきたいと思います。 

 それでは、まず26枚目、日本周辺におけるマサバの分布と成長というところから入

らせていただきます。 

 日本周辺のマサバは２系群に分けて資源評価をしていると。系群間では、太平洋系

群と対馬暖流系群になります。先日、福岡でマサバは対馬暖流系群、それからこれは

マサバの図なんですけれども、ゴマサバの東シナ海系群というのがございます。本日

の説明は、マサバとゴマサバの太平洋系群ということになります。 

 系群間では、生態や資源動態が異なっているというふうに見られます。こちらはマ

サバの例なんですけれども、年齢と体重の関係を、横軸は年齢で縦軸は体重で示して

ございます。これを見てみますと、対馬暖流系群のほうが太平洋系群よりも成長は早

いということがわかります。４歳の段階で対馬暖流系群は600gぐらいになるのに対し

て、太平洋系群は350gぐらいということで、成長がそれだけ違うと年齢に対する成熟

率というものも異なってきます。 

 27枚目です。 

 これはマサバ太平洋系群の分布図と生物学的特性を、このスライドにまとめました。

左側が分布図ということになります。オレンジで示したところが主産卵場ということ

になります。よく知られている伊豆諸島周辺海域が、大きな重要な産卵海域というこ

とになります。そういう産卵海域で生み出された仔魚が、この海域は全体として黒潮

の影響が及んでいる海域ということになりますけれども、そういう海域の状況を利用

しながら、こういう親潮と黒潮がぶつかり合う海域といいますか、そういう移行域と

呼ばれる海域に広く分布、ゼロ歳は広く分布すると。 

 そして、その後、夏から秋にかけて広く分布するんですけれども、その後、日本近

海に戻ってくるといいますか、近づいてきまして、秋から冬にかけて日本近海で漁獲

の対象になっていくということになります。 

 このマサバ太平洋系群の場合ですと、寿命は７歳から８歳ぐらいというふうに考え

ています。 

 成熟開始年齢は、年代によって変化をするというふうに考えられていて、今の近年

の状況は、２歳で20％というふうにしています。それ以上の年齢になると、100％成
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熟すると。すなわち３歳以上の資源量に関しては、そのまま親魚量ということになり

ますし、２歳に関しては、２歳の資源量の20％が親魚量ということになります。 

 これについては、対馬暖流系群は１歳で60％が成熟するというふうにしていたので、

系群間で成熟のタイミングが違うということになります。ある意味、対馬暖流系群の

ほうが回転が速い、早く成熟して次を生み出すような資源になっているというふうに

見ることができると思います。 

 先ほども説明しましたが、産卵期と産卵場は、全体としては１から６月で、主に伊

豆諸島周辺海域、このあたりですね、３から６月、他に足摺岬、室戸岬、このあたり

や紀南などの太平洋南部沿岸域や東北海域というふうに産卵場は推定されます。 

 食性は、何を食べるか、稚魚などが何を食べるかということは、動物プランクトン、

幼魚以降はカタクチイワシなどの魚類やオキアミ類などの甲殻類、サルパ類など。 

 サバを食べる側、捕食者はサメ類などの大型魚類、ミンククジラなどという知見が

ございます。 

 マサバ太平洋系群の漁獲量について、これまでの推移というのを振り返ってみたい

と思います。28枚目のスライドになります。 

 我が国の漁獲量は、1978年漁期に121万トンのピークに達した後、減少して、1990、

91年漁期に３万トン程度まで落ち込みました。その後、増減を繰り返していたんです

けれども、2013年漁期以降に増加して、2017年漁期は33.1万トンとなりました。 

 北西太平洋の公海域等で2017年に中国が15.4万トン、ロシアが5.3万トンのマサバ

を漁獲したと推定されています。系群全体の漁獲量は、2017年漁期に53.8万トンとい

うことでした。 

 昨年度の2018年までの調査船調査のデータとかを使っていますけれども、昨年度、

2018年、平成30年度に実施しました資源評価の結果、導き出された資源量と漁獲割合

の推移をこの29枚目のスライドで示しています。 

 横軸は漁期年で、青い丸が資源量、資源全体の重量で、丸が漁獲量を資源量で割っ

たもの、漁獲割合ということになります。資源量、青い丸で示したほうは、1970年代

には300万トン以上の高い水準でありましたが、80年代から90年代に減少し、2001年

には15万トンまで落ち込みました。その後、2004年の高い加入量と漁獲圧低下によっ

て増加したと。さらに、2013年の極めて高い加入量によって、2013年は305万トンと

なって、その後もさらに増加して2017年は509万トンという、そういうレベルに達し
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ています。 

 一方、漁獲割合に関していいますと、近年は2010年、2009年ごろから漁獲割合とし

ては低下してきていて、近年３年ぐらいで見ても低下傾向にあるということになりま

す。 

 親魚量の推移なんですけれども、大きく見ればこういう変動をしているわけですけ

れども、2017年に29.2万トンに増加し、その後も増加傾向を示し、2017年は90.6万ト

ンというふうな経緯を辿ってきています。 

 漁獲量とか資源量とか数字ばかりをいろいろご説明しているんですけれども、マサ

バに関して最近得られた科学知見も、せっかくの機会ですのでご紹介をしておきたい

と思います。 

 飼育実験等のそういう研究も含めて、いろいろ興味深い成果が得られてきています。 

 まず、産卵経験のある親魚由来の卵のサイズ、ふ化仔魚のサイズがともに大きく、

生残率が高かったと。マサバの子を生み出す親魚の年齢は、仔魚の成長速度や遊泳速

度に影響することが明らかになってきています。 

 また、伊豆諸島周辺海域の親魚の年齢を解析した結果、2013年までは２から３歳の

親魚が全体の約７割を示していましたが、2014年以降は４歳以上の親魚が６から７割

を占めていました。2014年以降、高齢親魚が増大したことによって、加入成功度が安

定して高い値であった可能性があるというふうに分析しています。 

 これを考えてみますと、やはり高齢までの親魚量を確保して加入が成功する確率を

高めることが重要ではないかと考えます。 

 次のスライドです。 

 マサバ太平洋系群の加入と海洋環境の関係についても、いろいろと興味深い成果が

得られています。 

 マサバ太平洋系群は、主に４月ふ化個体の生残率によって加入量が決定すると考え

られています。早期の４月の産卵というのは、後期、５から６月ごろに産卵するもの

に比べて、親魚の組成や経験水温から見て、良質な卵を生み出すことになって、生産

力が高まるブルーミングの時期と一致するなど仔稚魚の生残に有利な状況になります。 

 その一方で、４月に生み出されるということは、生み出された子どもにとってみれ

ば、初期生残率に大きく影響する経験環境の年変化は大きいタイミングということに

なります。 
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 経験水温が産卵場水温と同様の18度程度では、成長率は低くて変態がおくれて生残

率は低くなるんですけれども、速やかに黒潮付近の20度程度の水温で移送されると、

成長率は高くなって高い加入量となります。 

 こういうことを考えてみますと、水温と加入の成功との関係というのは、単純では

ないということです。ということで、加入過程にかかわる環境要素を複合的に考慮す

る必要があるというふうに考えているところです。 

 マサバに関して、最近の知見を紹介させていただきました。 

 続きまして、ゴマサバ太平洋系群の生物学的特性について、まとめさせていただき

ます。 

 先ほどのマサバとよく似ている分布図になるんですけれども、資源の水準の低いと

きには、こういう沖合のほうに広い分布というのは見られなくなって、マサバよりも

やや南の南西側の海域のほうで分布をするというものが中心になってくるということ

になります。 

 寿命は６歳程度で、成熟開始年齢は２歳で100％というふうに推定しています。 

 産卵期は12月から翌年６月まで、結構長いということですけれども、産卵場は、や

はり伊豆諸島周辺海域を初めとするそれ以西の黒潮周辺域ということになります。 

 食性に関しては、仔稚魚期には浮遊性の甲殻類、イワシ類のシラスなど、幼魚期以

降は浮遊性の甲殻類、小型魚類、イカ類などを食べると。 

 逆に、ゴマサバの幼魚などを食べるのは、カツオなどの大型魚類ということになり

ます。 

 ゴマサバ太平洋系群の漁獲量について振り返ってみます。34枚目のスライドになり

ます。 

 1982年漁期以降の日本の漁獲量というのは、1995年漁期に10万トンを超えて、2006

年漁期に19.3万トンと過去最高になりました。その後も高い水準を維持して、2010年

漁期には19.1万トンと高い値を示した後、2011年漁期以降は減少傾向を示してきてい

ると。2017年漁期は3.2万トンで、資源量が推定可能な1995年以降では最も低い値と

なっています。 

 次のスライドです。 

 こちらにつきましても、昨年度、平成30年度の資源評価結果から導き出された資源

量と漁獲割合をあわせて示しています。 
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 先ほどと同じように、マサバと同じように、青丸が資源量で赤丸が漁獲割合を示し

ます。資源量は1996年、それから2004年の卓越した高い加入量によって、30万トン前

後から2004年以降は50から60万トン前後で推移している。さらに、2009年の高い加入

量によって、2009、2010年は70万トン以上の高い水準にありました。一方で、2011年

以降は減少傾向を示しておりまして、2017年は23.1万トンということになっています。

漁獲割合は近年低下している傾向にあるということも読み取ることができます。 

 ゴマサバ太平洋系群の親魚量の推移となります。 

 今ほど紹介したんですけれども、2004年と2009年に高い加入があったということで、

こういうちょっととがった形といいますか、親魚量の増加が見られたということです。

2017年は9.2万トンでありました。減少傾向にありますけれども、資源評価期間の中

での最低水準よりは、まだ上回っている水準にあるというふうに見ています。 

 以上が、平成30年、昨年度の資源評価の前段の概要的な説明ということになります。 

 それでは、このたびの検討によって推定した再生産関係、適用した再生産関係、ま

た管理基準値案の検討結果をこれからご紹介いたします。 

 マサバ太平洋系群の再生産関係につきましては、平成30年度資源評価で得られた

1970年から2017年の親魚量・加入量、加入量というのは親魚から生み出された子の尾

数ということになりますが、その情報に基づいて推定いたしました。複数のモデルを

検討した結果、ホッケースティック型（自己相関あり）のモデルを選択することとい

たしました。 

 昨日も図の見方としては説明しているかと思いますけれども、横軸が親魚量で縦軸

がそれから生み出された加入尾数ということになります。親魚量は、これまでこの資

源評価を行った期間においては、４万トンから140万トンの範囲で変動してきたと。

加入尾数は約２億尾から189億尾の範囲で変動してきたということで、大きな変動を

見せてきた資源というふうに見るということになります。一番最近年、この資源評価

での最近年に当たる2017年は、91万トンで118億尾ということになります。 

 これはホッケースティック型というものを当てはめているわけですけれども、この

折れ点のところが大体105万トンぐらいのところになります。 

 この適用された再生産関係をもとに、昨日説明しましたような分析を行ってＭＳＹ、

またそれが得られる親魚量といったものを算定いたしました。これがマサバ太平洋系

群で……、よろしいでしょうか、39枚目のスライドになります。 
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 これがマサバ太平洋系群に関する漁獲量の曲線ということになります。ということ

で、再生産関係に基づいて計算しますと、目標管理基準値案に対応する親魚量として

は、154万トンということになりました。 

 これは昨日も説明しましたけれども、これまで2017年までの結果の中では経験して

いない親魚量の水準ということになりますけれども、近年の2016、2017、2018といっ

た加入がよい年級のおかげでといいますか、2019年の漁期の始めの推定される親魚量

としては、これを上回った水準になっているということです。 

 限界管理基準値案は、ＭＳＹの60％に相当する親魚量ということで推定しまして、

56万トンというふうに算定しています。 

 禁漁水準案については、ＭＳＹの10％に相当、裏返して言うと90％失うような水準

ということで、これに対応する親魚量は７万トンというふうに算定しています。 

 これが、マサバ太平洋系群に対する神戸プロットということになります。 

 配付資料では、このラインとこのラインが何を意味するのか入れていなかったので。

ここは限界管理基準値案です。ここは目標管理基準値案ですというふうに、今映し出

しているスライドでは、これを入れさせていただきました。 

 現状の漁獲圧というのは、最大持続生産量を実現する漁獲圧を上回っていると。現

状の親魚量は、目標管理基準値を下回るものの、限界管理基準値、禁漁水準は上回っ

て、親魚量で見ますと増加傾向にあるということになっています。 

 続きまして、ゴマサバ太平洋系群の再生産関係についてです。 

 こちらはマサバに比べますと、資源評価を行っている対象期間というのがかなり短

いわけなんですけれども、1995年から2017年に対して資源量推定等を行っていました。

そこから得られました親魚量、それから加入量の情報に基づいて、適用する再生産関

係について検討いたしました。 

 複数のモデルを検討した結果、リッカー型、このようなホッケースティック型とい

うのは途中に折れ点があって、そこからずっと、それ以上のところでは加入尾数を一

定にするようなモデルになりますけれども、こちらのほうでは緩やかに加入尾数が減

少するようなモデルという形になっています。 

 先ほども紹介しましたように、2004年とか2009年に大きな加入があったんですけれ

ども、それ以外はこういう、比較的このモデルの周辺を変動するような形に見えると

いうふうに思います。 
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 親魚量は、この95年から2017年の期間においては４万トンから34万トンまでの範囲

で推移をしてきました。加入尾数は、３億尾から31億尾の範囲で変動してきています。 

 2017年、ここになりますけれども、親魚量としては９万トンで、加入尾数としては

５億尾ということになります。 

 ゴマサバ太平洋系群のＭＳＹと管理基準値案についてですけれども、この場合は最

大持続生産量ＭＳＹが得られる親魚量を再生産関係に基づき計算しますと、それに対

応する親魚量としては15万8,000トンというふうに算定されました。ＭＳＹの60％が

得られる親魚量に関しては、50千トン、５万トン。ＭＳＹの10％の漁獲が得られる親

魚量、禁漁水準案としては6,000トンというふうに算定してございます。 

 これが前半の部分の最後のスライドになりますけれども、ゴマサバ太平洋系群での

神戸プロットについて、43枚目のスライドに示しています。 

 こちらもここの軸がちょっと何を示すのか示していなかったので、真ん中の黒い縦

の点線が目標管理基準値案で、これが限界管理基準値案の点線ということになります。 

 資源及び漁獲圧の動きとしては、このように変化をしてきまして、一番近年のとこ

ろはここにあると。本系群の漁獲圧というのは、2006年漁期までは最大持続生産量を

実現する漁獲圧Ｆmsy、このラインを上回っていましたが、その後、Ｆmsy付近で推移

したと判断されます。 

 現状の親魚量は、この目標管理基準値案を下回りますけれども、限界管理基準値案

等は上回ると、このような状況にあるというふうに推定しているところです。 

 前半の説明としては以上になります。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 いよいよ本題に入ってまいりました。質問は多々あろうかと思います。よろしくお

願いします。 

【参加者】 すみません、ちょっと初歩的なことを教えてもらいたいんですけれども、目

標管理基準が15万4,000トンで、その６掛けが限界管理基準で56万トンですか。これ

は15万4,000トンに……、154万トンに0.6を掛けるとこの数字にならないんですけれ

ども、これはどんな計算になるんですか。 

【西田センター長】 すみません、説明が駆け足だったのかもしれません。申し訳ござい

ません。 

 基本は、この６割というのは、ＭＳＹという漁獲量で見たときの６割ということに
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なりますから、ＭＳＹがこの試算の結果としては37万トンということ、平均漁獲量と

して37万トンという数字を得ていて、それの６割というのが22万トンと、それに対応

する親魚量がそれぞれ154万トンと56万トンということになりますから、親魚量に６

割を掛けたわけではないというふうにご理解いただきたいと思います。 

【参加者】 すると、ＭＳＹで今度は漁獲圧のほうを見ると37万トンのところに来てい

るから、この37万トンの６掛けということですか。 

【西田センター長】 そうですね、この表での370と220がちょうどその６割の関係になる

ということです。 

【参加者】 そうすると220万トンの縦軸のところを、ラインに行くところを見て下の親

魚量を出すということですか。 

【西田センター長】 そうです。そういうことになります。 

【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。 

 みんなここは最初に引っかかる第一関門なので、ここは通過していただいたという

ことで。 

【参加者】ちょっと確認なんですけれども、スライド38にホッケースティックで推定した

と書いてあるんです。これはホームページの引用されている方法を見ると、最小二乗

法で推定したと書いてあるんですが、説明するのはちょっと学術的な話で恐縮なんで

すが、説明変数に誤差がある場合、単純な単回帰を使えないので、それを考慮して計

算したものなのかというのが確認したい点。 

 それからもう一点は、ＡＲモデルを使う場合の最初の誤差、これは誤差分散はσ二

乗じゃなくて相関、１マイナス相関で割った値が正しい値になると思うんですが、記

号を見ると同じ値を使って計算しているということになって、それは間違いじゃない

かというふうに思われるんですが、いかがでしょうか。 

【西嶋研究員】 中央水産研究所の西嶋です。 

 最初の親魚量の誤差に関しては、今回の推定では考えていないです。 

 ２個目の自己相関のところの質問が、ちょっとわからなかったのですけれども、ど

れを見ればいいですか。 

【参加者】 ホームページに計算した要旨が載っかっていて、５月だか４月だか何か……、

マサバ太平洋系群管理基準等に関する研究機関会議報告、これにあったんじゃないん
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ですか。 

【西嶋研究員】 今、資料５－６の３ページ目にパラメーターとかが載っていますけれど

も。 

【参加者】 そうですね。これは真ん中のｙ＝1970にかかる、このεｙという誤差分散は、

σ二乗÷（１－ρ）、つまり定常分布を仮定した場合には、この次の項にあるイプシ

ロンと分散の大きさが違う、つまり分散の輪になっているので…… 

【西嶋研究員】 それは最初の項は、1970年だけそういうふうにしてやっています。 

【参加者】 やっているんですか。 

【西嶋研究員】 やっています。 

【参加者】 では、もうそこはオーケーで、観測誤差については検討していない、資源量

については。 

【西嶋研究員】 検討していないです。 

【参加者】 そこは今後ぜひ検討してもらいたいです。そうしないと、このまま国際会議

に出したら、またどこかの国の研究者のぼろくそ言われて、すごすご帰ってくるはめ

になると思います。 

【岡村グループ長】 すみません、補足ですけれども、先ほどのＭＳＥでは似たような

やり方でやっています。絶対値推定でやっていますけれども、親魚量の誤差は考慮し

ていないです。ただ、親魚量のシミュレーションの中では親魚量の誤差も入れたやつ

をやっていて、それで大きな問題はない、40％程度のＣＶだったら、変動係数なら大

きな問題はないということは確かめられています。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 国際会議はそう言っても、きっとここはだめと、言うに決まっているので、ぜひご

検討いただきたいと。チューニングＶＰＡと同様、ぼろくそに言われてすごすごまた

帰ってくるようでは、我が国のマサバ資源は守れませんので、是非ともよろしくお願

いします。 

【岡村グループ長】 まだ実装というか、国内の資源評価では使われていませんけれども、

国際会議のＮＰＦＣのほうでは、ＶＰＡとともに状態空間モデルを使っているＳＣＡ

Ａというモデルも考慮していまして、それだと親魚量の誤差も中で考慮されることに

なります。それを今検討中で、今後導入を進めているという段階です。 

【神谷部長】 どうぞ。 
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【参加者】 今回の新たな水産資源の管理については、既に13項目について質問事項を水

産庁のほうと水研センターのほうにお送りしております。水産庁のほうからは、基本

的な考え方についてのご回答をいただいておりますが、水研センターのほうからはま

だいただいておりませんので、できるだけ早い時期に、できれば文書でご回答をお願

いしたいと思います。いずれも回答もインターネット上に公開したいと思っておりま

すので、ご了解をいただきたいと思います。 

 全部質問するわけにはいきませんので、マサバ太平洋系群について１点だけ質問し

たいんですが、使われておりますデータは、約50年間のデータですよね。その間に３

回のレジームシフトがありました。 

 そういうレジームシフトによる資源の大きな変動を考えずに、目標管理資源値とし

て一つ、それからＭＳＹとして一つ設定して管理を行っていくということの合理性に

ついて説明をお願いしたいんですが、よろしくお願いします。 

【西田センター長】 レジームシフトの考慮についてというご質問だと思います。 

 今回の解析を進めるに当たって、この資源のマサバ太平洋系群についてのデータに

関して検討するに当たって、一つの考え方として、レジームによって、このレジーム

といいますのも、マイワシなんかで比較的活発に議論された年代ということかと思い

ます。 

 一つ目には、マサバ太平洋系群に関しては、レジームによって加入量とか再生産成

功率が劇的に変化するというよりは、緩やかに変化しているように見えると。この緩

やかな変化を組み込むために、加入の残差の自己相関を考慮してＭＳＹや管理基準値

の計算ということを行っています。 

 サバに関しては、生物学的に見ても、先ほど紹介しましたように、何か水温の暖か

い時期、冷たい時期に対応して劇的に変化するというものではなくて、実際の加入の

メカニズムというのは、結構複雑なプロセスを踏んでいるということですから、なか

なか、マサバにおけるレジームとの関係性というのは、まだはっきりしていないとこ

ろと認識しています。 

 先ほど今回の、ＭＳＹ管理基準値案の計算に当たっての、計算的な話にもう一回戻

りますと、推定された自己相関係数というのは0.37ということで、この値は特別高い

値というわけではないということです。 

 例えば、154個の資源から加入変動を推定したというメタ解析というのを行ってい
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るんですけれども、行われていたんですけれども、平均的には自己相関係数が0.43と

いう結果なので、それに比べてみても、このマサバ太平洋系群の変動というのが殊更

大きいわけではないということになります。このメタ解析に関しては、2014年の

Canadian Journalで公表された論文に載っています。 

 このように、レジームによって劇的に再生産関係が変化する資源という証拠は得ら

れていないので、今回、レジームを分けてＭＳＹを計算するということはしないで、

データが利用可能な全期間を使用しているということになります。 

 仮にレジームシフトを正確に予測できて、それに応じた最適な管理方策をとったと

しても、レジームを予測しない漁獲係数一定方策で得られる漁獲量との差はわずかな

ものであるとか。予測誤差がある場合に、レジームシフトが完全に理解されていれば

いいんですけれども、予測誤差がある場合には、むしろ獲り過ぎ、乱獲のリスクは高

まるといった知見、あるいは、それによって必ずしも資源回復には結びつかないとい

ったことが複数の論文で発表されているということなので、そういうことが、多くの

海外の資源管理事例を想定したシミュレーションで想定されているということです。 

 ですので、今回のこのマサバ太平洋系群の新しい資源評価においても、レジームシ

フトを組み込まずに、まずこの管理基準値案というものを算定したという結果になっ

ております。 

【神谷部長】 では、どうぞ。 

【参加者】 お送りした資料の図３にレジームシフトとマサバの資源の変動の関係を示

したんですけれども、それを見ますと、77年、76年でレジームが大きく変わっており

まして、それ以前は再生産成功率は非常に低かったと。それ以降は、再生産成功率は

高くなっていると。明らかにマサバの資源変動はかなりの部分が、このレジームシフ

トで説明できるというふうに私は考えておりますので、再度ご検討をお願いしたいと

思います。 以上です。 

【西田センター長】 今、言及のあった資料について確認させていただいてから回答しま

す。お待ちください。 

【神谷部長】 では、確認されたらまた回答ということで、その間、他に。 

【参加者】 やっぱりレジームシフトの影響というのは、再生産成功率、これを見ると二

つの２本の線が引けるのは統計的にも明らかと思うんですね。ですから、やっぱりそ

れは分けて考えることはできる。 
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 現在の環境に対してやればいいというふうに国会で議論されたと思うので、別にレ

ジームを予測する必要はないですね。今のデータに照らして、２本の曲線のどちらに

入っているかというのを判別すれば一応できるわけです。 

 ということで、とりあえず今はこれで進むとしても、例えばあと10年たったら必ず

レジームはやってくるんですよ。この高い管理基準でやったら漁獲ゼロ、それは20年

続くんですよ、多分。という現実が多分起こるんだけれども、私はそれを一番心配し

ていて、そのまま突っ走ったら、やっぱり大変なことになってしまうだろうと。 

 実際に産卵資源量を過去の資源量推定値と比較すると、20年ぐらい、ほぼほぼ禁漁

になるんですよね、４万トンだと。ですから、これはそういうことが起こるというこ

とがデータの上で示されて、過去のように獲ったらそうなっちゃうんですけれども、

そういうリスクがあるんですね、漁業者側からすると。ですから、このまま仮に今、

進むとしても何年間かおきに見直しをしてもらいたいということです。以上です。 

【西田センター長】 見直しに関しては、もちろん定期的にきちっと行っていかなければ

ならないと思います。 

 ただ、マサバ太平洋の複雑なのは、近年３年、2013年以降ですけれども、加入のよ

いものが出ていて、これがこのまま続くのかということに関しては、なかなかまだわ

からないところもあるので、なかなか評価は難しいというのは実感しています。 

【神谷部長】 水研のほうで、いいですか。 

 では、次の質問です。 

【参加者】 太平洋はマサバのことなんですけれども、今年の春、うちの県の海域のほ

うにマサバがたくさん来て漁獲したんですけれども、たくさん獲れまして、水産庁さ

んにＴＡＣの追加配分をいただきまして大変助かりました。どうもありがとうござい

ました。また、今後ともそういう事態になったときには、よろしくお願いしたいとい

うことでお願いしておきます。 

 それから、私がお聞きしたいのは太平洋のマサバで、いろいろ水温とか環境要因と

かはあるんですけれども、やはり今後ともマサバがうちの県のほうにもたくさんやっ

てくるというか、そういうのは想定されるかどうか、お伺いしたいんですけれども、

よろしくお願いします。 

【由上資源評価グループ長】 中央水産研究所の由上と申します。マサバ太平洋系群の資

源評価のための基礎的な情報を収集しております。 
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 今仰られたように、特に昨年あたりから、マサバ太平洋系群は、親が増えてきてい

るということを裏づけている現象だと考えていますけれども、通常は伊豆諸島あたり

で留まるんですけれども、それがさらに西のほうに抜けて、熊野灘ですとか日向灘、

あるいは鹿児島県海域まで春先に群れが行っているという現象が起きていまして、特

に今年、昨年の２、３月を上回るような形で西へ産卵親魚が来遊しているという現象

が起きております。 

 今後続くかどうかというのは、すごく難しいんですけれども、今年の春先の鹿児島

県海域の年齢構成を見ますと、大体３歳から６歳のサバがいてまして、今後2016年生

まれ、あるいは2018年生まれもかなり加入量が多いというふうに見ていまして、そう

いった状況から考えますと、もうこの先、数年程度は、今年の春先のような状況が続

くのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 今年は私が担当になってどうしようかなとすごく悩んでいたときに、水産庁さんに

追加いただいて本当にありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 では、次ですね。 

【参加者】 神戸プロットのほうを二つ見ていて、両方ともマサバとゴマサバ、マサバ

のほうは本当に結構、将来明るいような資源評価のされ方なんですけれども、ゴマサ

バのほうは、ちゃんと漁獲圧も低いのにいまだにどんどん資源量、親魚量の数が減っ

ているのは、何か環境要因に心当たりとかはありますか。 

【由上資源評価グループ長】 中央水研の由上です。 

 環境要因という面では、あまり心当たり、こういった環境が起きていてゴマサバは

最近加入量がよくないというのはないんですけれども、マサバとの関係で、やはりマ

サバとゴマサバというのはシーソー関係にあって、最近2013年以降マサバの加入がよ

い状態が続いている中で、ゴマサバについては特に2015年以降ずっと加入が悪い状態

が続いていまして、この神戸チャートで見ると、漁獲圧は低いんですけれども、加入

が悪い状況が続いているので、どんどん親の量が下がってきているという現象が起き

ています。 

【参加者】 では、このままマサバがやっぱり強いままだと、ゴマサバはだんだん減って



－78－ 

いく傾向になってしまうんでしょうか。 

【由上資源評価グループ長】 なかなか将来のことというのは難しいんですけれども、マ

サバがいい加入が続くかどうかも、なかなかわからないんですけれども、もしマサバ

の加入状況がよい状況が続くのであれば、ゴマサバとしてはなかなか、加入量が劇的

に増えるという状況は、あまり可能性は高くないのかなというふうに思っています。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【神谷部長】 では、次ですね。 

 いっぱいあるので順に回しますので。では、どうぞ。 

【参加者】 再生産関係、38ページ目なんですかね、ホッケー・スティックの話で、先ほ

ど質問が出ていましたけれども、最小二乗法で求める、期間は1970から2017年。そう

しますと、今年度につきましては、1970年から2018年までのデータを使うのかどうか。 

 要するに、知りたいのはここで固定して、ずっと毎年毎年同じホッケー・スティッ

クを使うのかどうか、そういう質問です。 

【西田センター長】 例年資源評価をやっているように、今後も、2018年までのデータ、

漁獲データとかを整備して資源評価を行いますけれども、そこで直ちにいろんなもの

を見直すということは考えていないです。 

 ただ、定期的には、この再生産関係の適用とか管理基準値案についての検討という

のは行っていく、見直していくという、そういう予定ではございます。 

【神谷部長】 では、どうぞ。 

【参加者】 幾つか質問をさせていただきます。 

 まずサバの話の前に、昨日も指摘させていただいたんですが、このＭＳＹを求める

ための図ですね。39ページ、42ページにも出てまいります。昨日も申し上げましたけ

れども、ＭＳＹを超えた場合の、これだと漁獲量が急激に減るという図にも見えてし

まいます。それならば、まだ昨日の12ページのほうが、何となく皆さんご覧になって

いて、超えたらどうしてくれるんだというところがわかりやすいのかなと。 

 昨日のご説明ですと、ＭＳＹを超えても漁獲量はそんなには減らないということで、

あまり心配しなくていいんじゃないかという、間引いていいんですかという質問を私

はさせていただきましたけれども、要はＭＳＹ水準よりも魚がいっぱいいるんだから、

その分、ＭＳＹよりも多く獲っていいんですかということに関しては、12ページの図

は少し減るぐらいですから大丈夫ですよというご説明だったんですけれども、39ペー
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ジや42ページのように左右対称に出てくると、ＭＳＹより右側は、はっきり言って要

らないんじゃないかとすら思います。ＭＳＹの図のつくり方について考えていただき

たいなと思っております。一つがそれです。 

 それから、ＭＳＹを目指して資源管理をするということは、もう法律で決まってし

まったので、そこをあれこれ議論しても仕方ない部分もあるんですけれども、何のた

めにＭＳＹを求めているのかというのが、求めなきゃいけないから求めているんだと

いう流れでは、やはりおかしいだろうというふうに考えております。 

 例えばゴマサバの話を伺っているときには、昨日まで出てきたホッケー・スティッ

ク型というものにグラフがあらわされて、38ページですね、何となく左下にぐちゃっ

と寄っていて、右側がすかすかなのに、この図でいいのだろうかと思うんですが、そ

こは私は資源の専門家ではございませんので、何となく納得して聞いておりました。 

 と思ったら、今度は41ページ、ゴマサバになるとリッカー型というのが出てきて、

一生懸命理解したつもりのホッケー・スティック型はどこへ行ったんだろうと。もし

くは、この何とか型というのが幾つもあって、別に疑うわけじゃないですけれども、

恣意的に選んでいないだろうかというような、そういうこともございます。 

 ４ついきます。それで３つ目ですけれども、先ほどのお話にもありましたように、

やはりマサバとゴマサバでシーソー関係にあるとなると、もちろんこういう説明は、

それぞれのホッケー・スティックとかリッカー型とかで、ＭＳＹを示していくという

ことにはならざるを得ないんですけれども、多分そもそもＴＡＣがサバ類というふう

に出ているものですから、その辺は資源の解析をなさっている方は、ちゃんとわかっ

てされていると思いますけれども、私のような素人だと、やっぱりサバとゴマサバは

ちょっと関係があるのかな、それはどういうふうに反映されているのかなと思うよう

にするところです。 

 最後は、既にもういろんな先生方からご指摘があることですが、私自身はレジーム

シフトのことを考えてはいなかったんですけれども、この目標管理基準値というのは、

前々から申し上げていることなんですけれども、大体どれぐらいで見直すものなのか。

もちろんさっき仰ったように、毎年見直していたら意味がないと思いますし、かとい

って10年、20年もっているものではないし、逆にあらかじめ５年後に見直しますと決

めておくものも、レジームシフトがやってきたら、やっぱりぱっと変えたほうがいい

のかなと思うので、その辺は少し教えていただければと思います。 
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 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 

【西田センター長】 ありがとうございます。 

 まず39枚目のスライドを、また見ていただきたいと思います。 

 今朝ほども昨日の質問、ご意見に対する答えをばっとさせていただいたんですけれ

ども、この図はもう一度、やはり、説明する必要性は感じているところです。 

 これは、平均親魚量のこういう水準に維持しようとすれば、これぐらいの漁獲量を

期待することになるという図なんですね。だから、この水準で維持しようとすれば…

…、すみません。図を示します。 

 今、39枚目のスライドを映し出しています。ちょっとお待ちください。 

 この水準に維持しようとすれば、平均的にはこのあたりを、結果的に変動すること

になるでしょうけれども、こういうあたりで、こういう漁獲量で漁獲すればこの水準

を維持することができる。こういう親魚量の水準を維持しようとしたら、それを維持

するには、平均的にはこういう漁獲量で利用しなければならなくなるということなの

で、こういう状況が、もちろんある程度それを生み出す仔魚の量が再生産関係に基づ

いて減るということはあるでしょうけれども、この図が意味するところは、昨日説明

したとおりなんですけれども、そういう関係性を示しているということになります。 

 ご指摘のような、確かにこの資源の場合、非常にトップがとがっていて、例えば親

魚量が多いほうに振れても漁獲量が下がるような絵になっているので、昨日お示しし

た、例としてお示ししたようなものとは、ちょっと違う種類のものであるとは思って

います。 

 ただ、誤解をいただきたくないのは、これが非常に定常的に安定しているものとい

うふうには、今のＭＳＹの考え方としては考えていないので、ここにぴたっと合わせ

て利用するのが、ぴたっと合っていれば、この形が完全に固まっていればそういうこ

とも考えられるのでしょうけれども、実際には、それよりも親魚量に関しては、そう

いう不安定性というものを考慮した管理というものを考えていく必要はあるんじゃな

いかというふうには考えるところです。 

 それから、マサバとゴマサバのシーソーの話を先にお答えしておきますと、例えば

2004年級のように、同じように増えた年級もあるわけで、なかなかその辺の関係性と

いうのは、増えた中でシーソーがあるとか、同じように増えるときがあるとか、片方

がいいときには片方は悪いとか、いろんな形がありますから、一概に非常に傾向をも
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って変動していくということを組み込んでやっていくことは、あまりまだ今の段階で

は適切ではないと考えています。 

 それから、管理基準値や再生産関係の見直しは、定期的に見直しますという話です

けれども、もちろん、何か非常に科学的な知見として新たなものが得られたとか、あ

るいは非常に悪い年代、年級群が続いているとか、想定していないようなことが起き

てくれば、やはりいろいろと考える必要はあると思います。今のところ５年に一度ぐ

らいは、きちんとそれまでのデータを使って、もう一回再検討しようという方向性で

はございます。 

 あと、再生産関係の選択につきましては、詳しい分析については、資料５－６、こ

れは４月に研究機関の方に集まっていただいて、いろいろと検討もさせていただいた

結果なんですけれども、機構が取りまとめたものなんですけれども、その中でホッケ

ー・スティック型、リッカー型、ベバートン・ホルト型という、こういう分析を行う

に当たっては想定しておくべきモデルというものを、それぞれ全部分析をして、それ

ぞれの予測力、予測力というのは、ある親魚量というものが与えられたときに次の加

入量をどういうふうに予測するかという、そこのところの性能になるんですけれども、

そういうものをそれぞれ比較しながら検討したということになります。 

 ゴマサバに関しましては、ホッケー・スティック型というものも考えていたわけな

んですけれども、再生産関係を改めて見直した検討を行いました。そこで行った検討

というのは、仮に実際の資源変動がホッケー・スティック型に応じたような変動をし

ていたとして、リッカー型で推定して失うものは何かと。逆に、本当はホッケー・ス

ティックなのにリッカー型で推定したことによって失うものは何かと、そういうもの

を比較して検討しました。 

 本当の再生産関係がリッカー型だとして、でも、そこに再生産関係、ホッケー・ス

ティック型というものを適用した場合には、確かにその場合には親魚量が限界管理基

準値を下回ってくるリスクというのが非常に高まるということがわかっています。 

 それは、本当はホッケー・スティックなのにリッカーを当てはめた場合よりも大き

いということなので、仮に想定したものが間違っていたとしても、失うものがより小

さいモデルとして、ゴマサバ太平洋系群ではリッカー型を選んだと。もちろん、その

リスクが高まる一方で、間違った再生産関係を想定すると、推定される漁獲量も小さ

くなったりするという、そういう利益の部分が減ってしまうという部分は、確かにあ
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ります。 

 これは、間違っていればそうなるわけですけれども、そこに関する損になる部分と

いうのも、リッカー型を想定していたときのほうの損が少ないと。ホッケー・スティ

ック型を間違って推定したときも、リッカー型をまだ間違って想定していたほうが、

そういう利益の損も少ないので、結果的に二つの面から、リッカー型を最終的に選択

したというような検討をゴマサバに関しては行いました。 

 ですから、モデルに関しては複数、また、それぞれの間でのそういう性能評価とい

うものを行った上で最終的には選んでいるというふうにご理解いただきたいと思いま

す。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 １点だけ、もう12時なので。ホッケー・スティック型とかリッカー型というのは、

主に使われるのは何種類ぐらいあるのかだけ教えていただけますか。 

【西田センター長】 サバ４系群に関しては、ホッケー・スティック型を３系群に当ては

めました。先日…… 

【参加者】 ごめんなさい、逆です。 

【西田センター長】 ３種類が…… 

【参加者】 何とか型というのです。 

【西田センター長】 すみません、モデルのタイプのほう。 

【参加者】 そうです。 

【西田センター長】 失礼しました。 

 ホッケー・スティック型とベバートン・ホルト型とリッカー型です。 

【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。 

 では、質問のある方、お願いいたします。 

【参加者】 この説明を受けました26、マサバの分布成長の話のところを質問させてい

ただきたいんですが、マサバの年齢体重表が右のほうに出ております。それで、対馬

と太平洋系群は成長が違うというのはこれでわかるんですが、同じように資料で配っ

てございます資料５－５の平成30年度資源評価ダイジェスト版というのが２枚紙であ

りますよね。それを見ると、2011年から2014年の体重の表を見ると、この対馬暖流系

群と同じような成長の仕方をしているように見えるんですよ。ある程度の成長曲線で
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すね。 

 こういうような変動がマサバであるんですが、また資料が飛んで申し訳ございませ

ん。資料５－６の２ページの下のところに、いわゆる資源量の増加とともに平均体重

の減少と成熟の遅れが見られて、ＭＳＹを達成する資源量や親魚漁の水準においても

同様の傾向が予測されるので、2018年の数字を使って入れていますと、計算していま

すということですよね、今回のシミュレーションというんですか、数字は。 

 ここに書いてあるのは、本当にそのままずっと、この傾向が、成長曲線がずっとそ

のまま維持されるものなのか、変動するのか。ゴマサバの場合は、かなり長いターム

での平均数値を入れて計算されていると思うんです。５－６の23ページに書いてあり

ますが、1995年から2017年の年齢別平均体重を使っているように見えるんですけれど

も、これはあまり成長の度合いが変わらないからこちらを使っているのかどうか。私

もよくわかりませんけれども、特に３歳魚とか２歳魚が倍近く重量が違うと、もう完

全にＭＳＹの数量の計算をすると、かなり大きな数字の差が出ると思うんですが、そ

の辺は固定されていてもいいものなのかというのは、私は疑問点がございますので、

教えていただければと思います。 

【西田センター長】 仰るように、ゴマサバに関しては、まだ年代とか資源に対するそう

いう成長の変動というものが、よく、それほどはっきり大きな変化の傾向があるとい

うことは、知見は得られていないので、ある程度長期的ということに。資源評価期間

の全体でということになりますけれども、そういうものを適用して計算を行ったとい

う形になります。 

 マサバに関しましては、やはり年代というよりか、資源の状況によって変化が見ら

れるということがはっきりしていますから、そういうことをきちっと分析して資源評

価に適用するということをやっているということです。 

 ここの部分に関しましても、今の資源の状況に対して、こういう非常に基本的なパ

ラメーターがこのように得られているということですから。また、ここの部分に関し

ても、当然新たなデータが得られてくれば、またその資源状況が変わればいろいろと

見直していかなければいけませんから、そこはその時点できちっと計算をして、そこ

でまた更新されたものを示していくということになると思います。 

 今回の検討を行うに当たっては、とりあえず今の状況を反映した計算を行うのが一

番適当だろうと考えて、このような分析を行ったという流れになります。 
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【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。 

 では、次の方。12時になりましたけれども、もうちょっと、大体ワンラウンド質問

されたい方を全部通したほうがいいかと思うので。では、どうぞ。 

【参加者】今の質問に関連してなんですけれども、年齢別の成熟率に関して現状値を仮定

されているというふうに思うんですが、マサバは2013年級の加入によって成長が落ち

ているというのは、皆さんご承知おきのところだと思うんですが、2018年級は2013年

級に比べて、さらに３㎝ぐらい体重が落ちているというのが現状で、私たちが測定し

ているとそういうデータが出てきているというような状況で、ＭＳＹの管理をするこ

とによって、どんどん資源が増えていくことによって、さらに強い密度効果が働いて、

それに伴って成長が落ちてくると、さらに年齢別成熟率が落ちてくるという仮定がで

きたとする場合、ＭＳＹの管理を今回基準を決めてＡＢＣが決定されて、翌年の再評

価の段階で、成長が悪かったから思った以上に親魚が増えなかった、そうすると次の

年のＡＢＣはちょっと下げないといけませんねというようなことになる可能性という

のはないんでしょうか。 

【西田センター長】 ベースにしているのは再生産関係で、そこの親魚量がどういう年齢

構成であれ、そういう全体として親魚量として、このぐらいの水準を目指すというの

がＭＳＹの水準ということにはなると思います。 

 ただ、ご指摘のように、近年のところは本当に成長が低下していて、成熟率も変わ

ってきている。これが過去の高水準の年代と比べても、ちょっともっとさらに悪いぐ

らいの水準にあるということで、ある意味、今は未知の領域に入りつつある部分もあ

るんですよね。だから、そこは丁寧に、データといいますか、生物学的な情報を集め

て、成熟割合とか成長とか体重ですよね、そういうものを調べていかなければいけな

いと思います。 

 ただ、基準値としては、それはトータルとしての親魚量というのが基準値になるの

で、そこの構成が変わってくるということは想定されるので、そういう意味では違い

が出てくるということは想定されるわけですけれども、そこに関しては、今ここで直

ちに何かを見直すということは考えていなくて、もう少し資源の状況、生物学的な変

化を見ながら判断するのがいいんじゃないかというふうに考えています。 

【参加者】 もし年齢別成熟率がどんどん下がっていくとすると、おそらくＭＳＹの将来
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予測の部分も、かなりがらっと変わってくるんじゃないかなというふうに思っていま

して、1970年代の年齢別体重とかのデータがあって、今もそういうデータがあって、

その年齢別体重とか体長に合わせて成熟率を変えて評価をされているというふうに考

えていまして、外挿になってしまうと思うんですけれども、もし、その資源量と年齢

別体長とか成熟率という関係を何かしら導き出せるのであれば、それを使ってもう一

度計算するという、成熟率が低下した場合に将来予測がどういうふうに変わるのかと

いう計算もしておいたほうがいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

【西嶋研究員】 そういう効果も入れて、そういう密度効果的な個体数と、それは体重だ

けだったと思うんですけれども、体重との負の関係みたいなものを入れて管理基準値

を求めたところ、ＭＳＹの親魚量のSＢmsyの基準値はほぼ変わらないですね。ただ、

細かいところは見ていないんですけれども、そういうのは大幅には変わらないという

ことは確かめています。 

【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。 

 いずれにしても、いろんなデータとかアップデートをして定期的にパラメーターも

見直していくわけですから、そういったプロセスの中で大きな変化というのは、ＭＳ

Ｙそのものの見直しとかいうような中でアップデートされていくんだと理解していま

す。 

 では、次に後ろの方で質問される方はおられますか。よろしいですか。 

 では、一遍ここで議論を中断して昼休みということで、１時間後に再開させてくだ

さい。では、１時半に再開ということで、よろしくお願いいたします。 

（ 休 憩 ） 

【神谷部長】 それでは、１時半になりましたので再開いたします。 

 一通り質問を終えたんですけれども、水研センターのほうで一つ説明を追加したい

という部分がありますので、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。 

 午前中、ご質問いただいた件です。 

 事前に、このような図が描けるんだけれどもということで、図３は、この場にいら

っしゃる方は共有されているものではないので、ここでその図をお示しさせていただ

いて説明をしたいと思います。 
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 これはマサバ太平洋系群の再生産成功率の時系列、再生産成功率といいますのは、

昨日の冒頭も説明しましたように、加入尾数とそれを生み出した親魚量の重量との関

係ということになります。 

 将来予測を行うときとかいろいろなときに、一つの生残、生き残りがよい状況、あ

るいは悪い状況を一つの指数であらわすときに、こういう再生産成功率というものを

よく用いています。再生産性の値が高いほど生き残りがよいということを示すことに

なります。ここでレジームが分けられるのではないかというご指摘を受けたわけです。 

 この第１、第２、第３レジームというのを資源の状況と照らし合わせてみますと、

第１というのは、ある意味マサバの減少期に当たります。第２レジームというのは、

資源が低水準で移動していた時期ということになります。第３レジームは、近年、十

何年の間のどちらかというと上昇傾向にある、そういうレジームだというふうに説明

できるのではないかというご指摘だったと思います。 

 ただ、私たちの見解としては、これを眺めていまして、例えば1987年、ポインター

は前のスクリーンだけで恐縮なんですけれども、87年から89年の３カ年においては、

確かに非常に、レジームとかいうのとは違って、非常に生き残りが悪い年があらわれ

たということは、非常に特徴的だったと思います。 

 ただ、これはマイワシのほうが88年から91年まで４年連続で同じように、ここは非

常に低水準であったのと同期的でもあるし、ただちょっとそのタイミングは若干違う

し、こういう全体の傾向を見れば明確に何かよい10年があったとか悪い10年があった

というふうに見るのも、あまり適当ではないと思われます。ここは特徴的なことが起

きたということというふうに捉えるほうがよいのではないかと考えます。 

 また、近年においても、低水準の時代においても、92年とか96年には、その年代に

おいてはよい加入があったんですけれども、そういうときには、やはり漁獲圧がゼロ、

１歳の段階でかかって、なかなかその後の順調な加入に行かなかったということは、

もうこれはそういうふうに認識されていると思います。 

 また、午前中の話の中で研究成果とのかかわりにもなるんですけれども、第１レジ

ームのころというのは、ある程度、年齢組成も幅広であって、そういう意味では、こ

れを見ていただくと第１レジームぐらいまでの間は、あまり変動性が大きくないわけ

ですよね。資源がこういう悪いときが続けて３年起きたことによって、低水準になっ

た後、ある意味、どちらかというと資源の組成が若齢に偏ってきたと。 
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 そういうことになってくると、高齢魚まで含めた安定的な再生産という状況ではな

いので、ある意味、再生産の変動幅は大きくなっているというふうに、そういういろ

いろな見方があるので、そういう意味では、変化があるとしても緩やかなものであり、

ここには特徴的な３年間というものがあり、そして全体として高齢魚まで広く組成さ

れていた時代と、近年こういう低年齢の魚で構成された時代というのはあるので、そ

ういうのを複合的に考えるべきであって、単一の海洋環境との関係性で見るべきでは

ないというふうに考えています。 

 以上です。 

【神谷部長】 では、よろしくお願いします。 

【参加者】 ちょっと補足説明させていただきますけれども、その横に引っ張ってある、

２のあたりから横にずっと延びている線というのが、前期間の平均なんですね。第１

レジームというのは、その前期間の平均から見ると、かなり平均以下、ほとんど以下

ですよね。それから、第２、第３というのは、その平均よりも、もちろん以下のとこ

ろもありますけれども、総じて平均よりも高いと、こういう傾向があるということで

すね。 

 これと、それから産卵親魚の傾向を重ね合わせていただくとよくわかるんですけれ

ども、第１レジームでは、産卵親魚はずっと落ちているんですね。落ちているんです

けれども、第２レジームで下げ止まるんです。そこで特に漁業管理をしたわけでもな

いのに、なぜ下げ止まったかというと、そこで再生産成功率がよくなったからなんで

すね。だから、親の量がすごく低かったんだけれども、下げ止まったと。親の量も少

しずつ増えて、第３レジームになって再生産成功率が非常にいいので、ぐっと伸びて

いったと。 

 ですから、産卵親魚の減少、増加というのが、このレジームで非常によくあらわさ

れるというのが私の見解です。 

 以上です。 

【神谷部長】 水研のほうで補足のコメントがあればお願いします。 

【岡村グループ長】 まだこれは予備的な検討なもので、発表を今すぐしていいのかち

ょっと難しいんですけれども、マサバについてはレジーム的なことは見ています。 

 今お話にありましたような、第１、第２、第３には分けていなくて、前半のほうの

第１レジームと第２、第３レジームを一緒にしたレジームで見ています。これはマサ
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バの2017年までの再生産関係データを使って、ここではホッケー・スティック曲線二

つを当てはめた結果です。 

 そうすると、確かに増加率はちょっと違うんですけれども、ＳＢmsy、ターゲット

の資源量というのはほぼ変わらない位置に出るということが試算されています。また、

これは統計的なもっともらしさの基準であるＡＩＣで見ますと、むしろ１本のほうが

いいと。我々の計算で誤差と、それから自己相関というところを推定しているんです

けれども、統計的な、このレジーム的な差はないんじゃないかというのは出ています。 

 それに対して、ＭＳＹ、Ｆmsyはどうなるかというのも試算していますけれども、

合わせたとき、合わせない場合というのを計算していまして、計算結果はややこしい

んですが、ちょっと小さくてすみませんけれども、βは１だと、レジームを考慮しな

くてもほぼＭＳＹで獲れると。さらに、漁獲量の変動は小さいといったようなことが

試算されています。 

 それから、βを0.8にしても90％ぐらいですので、ほぼロスは小さい、10％ぐらい

の損失であると。レジームが正確にわかっている場合に比して、レジームを考慮しな

い、でも損失は小さいということがわかっています。わかっているというか計算され

ています。 

 これは先ほどからもお話がありましたけれども、国際的にそういった議論というの

は広くされていまして、確かに海洋環境と漁業資源の個体群動態は関係あるという話

は、ずっと100年以上前からなされていまして、90年代ぐらいまでは、特にその環境

が操作しているんではないかというので問題になっていました。 

 しかし、1990年代の後半ぐらいに、我々の世界では有名なランソム・マイヤーズと

いう人が、個々の資源ではそういった海洋の環境は強調されるけれども、実際の密度

効果的なＭＳＹみたいなものはあるんじゃないかというので、いろんな資源を合わせ

てメタ分析という方法を使う、その方法をやりまして、確かに親と子の関係はあるん

だという発表をしています。 

 さらに、海洋環境については、確かに相関は高いというのはあるんですけれども、

データを加えていくと相関は消えてしまうという例が非常に多いということを、やは

りメタ分析で紹介していまして、実際に世界的に海洋環境を使ってＡＢＣを計算する、

あるいはＴＡＣを計算するという系群は非常に少ないです。 

 かつてマイワシでそういったものはやられていたんですけれども、どこの国だった
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か忘れたんですが、やられていましたが、相関がなくなって海洋環境は関係ないとい

うことで、漁獲管理方式を変えざるを得なかった、そういった有名な例があります。 

 Szuwalskiとか、あるいはVert-Preとかがやっているんですが、この辺では確かに

レジームの変化があるといったようなプロダクションが異なっているという話をされ

ているんですが、しかし、このVert-Preのほうでは、環境要因との相関は非常に小さ

いという議論がなされています。 

 また、Szuwalskiも、結構単純なベバートン・ホルトやリッカー型を当てはめた場

合に、観測範囲内に親魚の目標値というのはなかなか発見できないと。それでレジー

ムの変化があるといったような話をしているんですが、最近2018年の論文では、これ

らを受けて、ちょっと違う、新しい方法をやることによって、親魚量と加入の因果関

係というのは非常にはっきりしているといったような研究結果が得られています。 

 また、短期的に加入の予測は行えるんじゃないかという論文は出ているんですけれ

ども、これは非常に新しい研究ですので、我々のほうには、まだ取り込まれていない

という段階です。 

 ただ、このように海洋環境の影響があるといっても、いろいろ議論が分かれるとこ

ろですので、管理戦略評価、シミュレーション等でシナリオの一つとしてレジームみ

たいな影響を入れて、それに対して頑健な管理方式を選ぶと、そういうやり方が国際

的なやり方の標準であるというのが今の考え方のスタンダードじゃないかと我々は考

えています。 

 以上です。 

【神谷部長】 では、どうぞ。 

【参加者】 すみません、ちょっと細かい話になって恐縮ですけれども、１点だけコメン

トしますと、最初にレジームシフトを考えても、Ｂmsyとかそういうのはあまり変わ

らないというのは、それはホッケー・スティックモデルを仮定した上での話で、ホッ

ケー・スティックモデルが必ずしも正しいというわけではないですよね。だから、ホ

ッケー・スティックモデルを仮定すれば変わらないという、そういう話だと思うんで

す。 

 ホッケー・スティックモデルについて、ちょっと補足説明しておきますと、お配り

になっている資料５－１の９番目のスライドなんですけれども、そこの左上に、こう

いうホッケー・スティックモデルがあります。これはゴマサバの東シナ海系群のやつ
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だと思うんですけれども、これは産卵親魚量の一番大きなところで、右側にそこで折

れ曲がっていますよね。この折れ曲がった右側にデータは全くないんですよ。だから、

ここで折り曲げる必要というのは全くない、必然性がないというか、科学的正当性は

全くないんですね。 

 これを折り曲げないで、そのまま直線を伸ばしていくと、当てはまりは全く同じで

す、右側にデータがないから。そうすると、どちらのモデルがいいかというと、直線

を伸ばしたモデルのほうがいいはずです。ということは、ホッケー・スティックモデ

ルが一番いいんだったら、それよりも直線のモデルのほうがもっといいということに

なります。 

 直線のモデルだと、ただＭＳＹが推定できないんですね。ＭＳＹを推定するために、

ここでホッケー・スティックを使っていると。これは科学的ではないですよね、意図

的ですよね。だから、そういう面でホッケー・スティックを使うというのは、大いに

問題があるというのが私の見解です。 

【岡村グループ長】 我々のほうでホッケー・スティック以外も見ています。ベバート

ン・ホルト、リッカー型、両方を検討して、先ほど言いましたＡＩＣ的には１本のほ

うがいいというのは両方で得られています。 

 ただ、ベバートン・ホルトやリッカー型というのは、太平洋のマサバに適用します

と非常に高い折れ点が出るという結果が得られます。物凄く外挿されてしまうんです。

それは非常に現実的じゃないというので、使用が難しい。それが、我々がホッケー・

スティックを使う理由で、確かにホッケー・スティックは、折れ点の向こうに点がな

いんですけれども、ＭＳＹがそうやって直線的に出るということは、少なくともその

向こう側にはあると。それに対して、非常に極端な外挿をしないで、安全にＭＳＹ的

なものを出すという意味で、ホッケー・スティックを利用しようというのが我々の考

えです。 

 それは昨日もご紹介しましたシミュレーション、ＭＳＥによって、実際直線的なデ

ータでも、その先のＭＳＹがあるというふうなやり方によって、安全に管理ができる

といったような証拠が得られているということで、このような方式を採用していると

いうことです。 

【参加者】 すみません、今の９番目については、これはホッケー・スティックが一番い

いという結論になっているんですよね。ベバートン・ホルトがいいとか、そういう話
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ではなくて、ホッケー・スティックが一番いいから、ホッケー・スティックが載せて

あるんですね。ホッケー・スティックよりも直線のほうがもっといいですよという話

をしているんです。 

【市野川主任研究員】 少なくとも東シナ海のゴマサバにつきましては、ホッケー・ス

ティックとベバートン・ホルトとリッカーの３つを合わせまして、それぞれ検討しま

して、確かフィットが一番よかったのは、ベバートン・ホルトかリッカーだったんで

すけれども、やっぱりベバートン・ホルトかリッカーを当てはめてしまうと、Ｂmsy

の値が過去最大親魚量の２倍、３倍になってしまって非常に大き過ぎると。そういう

ふうな目標というのは、さすがに非現実的だというところで、現実的な推定値を得る

ホッケー・スティックを採用した上で、さらに管理については少し保守的なものとい

うことで、ホッケー・スティックを選んでおります。 

 なので、当てはまりのよさだけで選んでいるというわけではありません。それは

個々の系群によって、科学者の間で検討して一番よいもの、それは当てはまりだけで

はなくて管理上の運用のしやすさであるとか安全性とか、さまざまなものを考慮して

再生産関係というのを選んでおります。 

【参加者】 ちょっとしつこくで恐縮ですが、もう最後にします。 

 ということは、結果を見て判断するということですよね。 

【市野川主任研究員】 やっぱり管理に使われるものですので、例えば直線が一番いいか

らといって、それが予測力がいい、ではＭＳＹは無限大だと、そういうような結果を

一義的に出すというようなことはしていないということです。 

【参加者】 いや、ＭＳＹが無限大なんじゃなくて、ＭＳＹという考え方が間違っている

んじゃないんですかということです。 

【市野川主任研究員】 ただ、資源が無限大まで増えるということはないだろうというこ

とを考えて、では直線…… 

【参加者】 だから、環境を考えるんですよ。 

【市野川主任研究員】 そうですね。また、環境と親魚両方を考えて、再生産関係からの

ずれというのは環境でしょうと。再生産関係が直線的に右肩上がりになっているとい

うことは、親の影響があるだろうと。両方を考慮しております。 

 直線的になっている、近いものにつきましては、直線的のこの右側、もっと右側の

ほうにＭＳＹがあるだろうというところで、その可能性がある範囲の中で一番近いと
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ころというものを選ぶ、選べるのがホッケー・スティック再生産関係であり、それを

使用しているということです。 

【岡村グループ長】 それで、先ほどシミュレーションで示しましたけれども、シミュ

レーションの中ではレジームシフトがあるという資源を仮定して、しかし、レジーム

シフトを考慮しないような管理方式でも、少なくとも安全に管理はできると。そして、

漁獲量のロスは少ないということを確かめた上で採用しているということです。 

【参加者】 右側にあるだろうというようなことで議論していいんですかということです。 

 右側にあるというか、サイエンティフィックな証拠は何もないのに、右側にあるだ

ろうということで議論を進めてもいいんですかという意味です。 

【岡村グループ長】 右側にあっても大丈夫だし、右側になくても大丈夫だと。どこかに

あれば頑健に、いろいろな不確実性のもとでも頑健に推定できると。間違えていても

いいということです。間違えていても大丈夫な方式を採用している。ある程度の間違

いは許される。実際、水産資源というのは非常に不確実性が大きいので、ベストなア

セスメントではなかなかこういった議論が続いて、重要な管理のほうに移行できない

と。そういうことを考えて、不確実性になるべく頑健な管理方式を選ぶというのが、

新しい管理の考え方の一つだということです。 

【神谷部長】 よろしいでしょうか。 

 せっかくのこういうハイレベルの議論が行われるチャンスというのはそうないので、

この際いろいろ聞きたいと思われる方がいれば。よろしいですか。 

【参加者】 何か久しぶりに国際会議に出て手に汗握る議論を聞いたというような感じで

したけれども、多分両方言っていることが正しくて、今の段階では多分決着はしない

んだろうなというふうに思います。データがそれほど、やっぱりあるわけではないで

すし。 

 一つだけ質問があるんですが、ＲＰＳで計算しない理由はなんでしょうか。加入量

そのもので計算する、つまり変動するものは加入量なんだけれども、死亡率が変動す

ることで再生産の成功か不成功かが決まるというふうに考えるのが自然だと思うんで

すけれども、直接加入量を当てはめる理由ですね。理由が何かわかりませんけれども。 

【市野川主任研究員】 ＲＰＳに関する再生産のモデルをつくらないのかというご質問で

しょうか。 

 ただ、ＲＰＳは、これは名前からして分母のほうに親魚が入っていますよね。とい
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うことで、ＲＰＳが例えば一定というようなモデルというのは、結局直線的に親が増

えると加入が増えるというような関係を暗黙的に仮定していることになります。ただ、

やっぱりＭＳＹを計算する上では、この密度依存的な加入ですね、ＲＰＳが密度に依

存して変わっていくというような形を考えておりますので、ＲＰＳで見るよりも親子

関係、加入と親魚量の関係で見たほうが見やすいだろうというふうに考えて、親子関

係で見ております。 

 環境の影響につきましては、ＲＰＳではなくて、再生産関係からの予測値と観測値

の残差を見て、その残差に傾向があるかどうかで環境の影響や自己相関等を判断する

ような形をとっています。 

【参加者】 純粋に統計的な理由で、加入で尤度を計算するのと、ＲＰＳで尤度を計算す

るので、同じモデルが選択されるわけではないですよね、必ずしも。 

【市野川主任研究員】 式の形と誤差構造が同じであれば、同じモデルが選択されます。 

【参加者】 同じ構造であればですね。必ずしもそうではないですよね。 

【市野川主任研究員】 ただ、ホッケー・スティックについては、ＲＰＳの関係では書き

あらわすのは難しいので、違ってくるとは思います。 

【参加者】 というテクニカルな問題もありますし、なかなかすぐには決着はしないんだ

ろうというふうに思います。 

【岡村グループ長】 普通のベバートン・ホルトやリッカー型だと同じになると思いま

す。ログをとって今は当てはめていますので、親魚で割っていても同じになると。た

だ、ホッケースティックの場合、ちょっと違うので違ってきますけれども、ただ、そ

こはそこまで大きな影響を持つかというのはわからないです。 

 我々のシミュレーションでは、リッカー型やベバートン・ホルトが正しい場合に、

ホッケー・スティックを使ったらどうなるかというのを見ていて、それでも我々の方

式がベストだという結論を得ていますので、そこの確率分布の違いはどこまで影響を

持つかというのは見ていないですけれども、もちろん見ることはできますが、そこま

で大きいものではないとは思っております。 

【参加者】 結構です。 

【神谷部長】 いいですか。 

【参加者】 これ以上議論しても、たぶん終わらないと思います。 

【神谷部長】 では、素人の観点から言うと、やっぱり我々は正確なデータがあるところ
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が、残念ながら資源が悪いところのデータばかりで、いいところのデータが少ないの

で、統計的に有意な判断ができないんだろうなと思います。 

 そういった意味だと、科学的に完璧じゃなくても今あるベストな状態で始めて、ま

ず資源を増やしていく。資源を増やしていくことで、いろんなデータが集まって、

徐々に本当のことが見えてくるというところに進んでいかないといけないんだろうな

というふうに、私個人としては理解しているところなんですけれども、違えばちょっ

とまた後で訂正していただきたいと思います。 

 一旦ここでこの議論を打ち切らせていただきまして、これから最終場面、資料でい

いますと５－１の44ページからになりますか。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、資料５－１のスライド44、漁獲管理規則案の検討結果からご説明します。 

 マサバ太平洋系群での将来予測というものを、この図では現状の漁獲圧、現状の漁

獲圧というのは、過去３年の平均を使った漁獲圧ということになりますけれども、そ

れでの将来予測結果と、それから漁獲管理規則案は、昨日から説明しました漁獲管理

規則案の、ここではβ＝0.8の場合というものでの将来予測の結果をあわせて示して

います。 

 この図の見方なんですけれども、左側のほうは1970年代からの過去の評価の結果と

して出てきている親魚量と漁獲量の推移を示しています。 

 そして、2017年までそういう過去の値として求められていた上で、2018年、2019年

の漁獲圧は、現状の漁獲圧で前進させるような予測を行った上で、2020年以降に、漁

獲管理規則案の、ここで示しているのはβが0.8の場合ですけれども、それを示して

いるということです。あとでβを調整した場合の表について説明することになります。 

 マサバ太平洋系群の場合は、2017年の親魚量は限界管理基準値案より多いため、β

Ｆmsyから資源の状況に応じて引き下げるということはしないで、2020年以降の漁獲

圧はβＦmsy維持するという形になります。 

 ここで示している将来予測部分について、詳しく説明します。 

 太実線が見えるのは、それぞれ現状の漁獲圧、それから漁獲管理規則案、βが0.8

の場合のそれぞれについての5,000回のシミュレーションを行った値の平均値を示し

ています。網がけした部分は、青が漁獲管理規則案でβが0.8の場合で、緑のほうが

現状の漁獲圧の場合での、それぞれ80％の信頼区間ということです。確率的に80％こ
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の区間に入るということを示しています。 

 幾つか細線が結構変動しながら動いているのが見えるわけなんですけれども、細線

はそれぞれの、現状の漁獲圧、それから漁獲管理規則案、βが0.8の場合のそれぞれ

について、三通りの将来予測を例示しています。 

 親魚量の図のこの緑の破線というのが、目標管理基準値案になります。黄色の破線

が限界管理基準値案になります。繰り返しになりますけれども、2018年、2019年漁期

の漁獲圧は現状の漁獲圧として資源状況を進めた上で、2020年漁期から漁獲管理規則

案による漁獲ということで、この青いほうは予測をしているということになります。 

 こちらのほうになりますけれども、近年の状況がよい加入が2016年、2018年級群で

期待されていますので、いずれにしても、当座、資源としては増加をするわけなんで

すね。その後親魚量は、漁獲量が減少するときに、現状の漁獲圧よりも漁獲管理規則

案の、ここではβは0.8ですけれども、それで漁獲圧を調整していった場合には、緩

やかな変化を予測するということになります。 

 それを2020年から開始して、2025年まで及び2030年において、そのときの年度の親

魚量が目標管理基準値案を上回る確率をパーセントで表示しています。それから、下

のほうは2020年から2025年、それから2030年に期待される平均漁獲量、1,000トンと

いうことで表にしてございます。 

 説明はまた繰り返しになるんですけれども、2018年、2019年は現状の漁獲圧の漁獲

を仮定しているので。ここの数値はどの試算によるかにかかわらず、2018年の年度当

初の段階では、親魚量は目標管理基準値案を上回っていません。2019年度当初の時点

では、100％上回っています。その上で、2020年度から漁獲をコントロールしていっ

たと仮定した場合の、各年度における目標管理基準値案を上回る確率と、その年度の

平均漁獲量を示しているということになります。 

 ここで2018、2019年は、現状漁獲圧を仮定しているので、2018年は81万トン、2019

年は102万トンというのをここで一旦予測した上で、それで2020年からこのような形

になっているというところを、まずご承知いただきたいと思います。 

 この将来予測の表を見てみますと、βが0.9以下の漁獲管理規則案であれば10年後、

つまり2020年から2029年までの漁獲圧が調整された結果、2030年度の当初に目標管理

基準値を上回る確率がこういうふうになるということで、βが１ですと48％ですけれ

ども、0.9だと53％ということなので、10年後に目標管理基準値案を50％以上の確率
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で上回るというふうに資料等で記述をしているということになります。 

 この表をもとに、10年後に管理基準値を上回る確率で。戻りまして46枚目のスライ

ドのここの部分、それからこの表では割愛していますけれども、限界管理基準値を上

回る確率、それからここの2020年の平均漁獲量というものを、スライドの47のこの表

で抜き書きをしているということになります。 

 こちらに、10年後に親魚量が、2030年漁期に親魚量が限界管理基準値案を上回る確

率として、βに応じてこのように変化する。限界管理基準値案に関しては、このよう

に非常に高い確率で上回っていると。 

 目標管理基準値案を上回る確率に関しては、今の46枚目のスライドのところでも説

明しましたが、βが１だと48％でβが0.9だと53％で、以下βを引き下げるとそれに

伴って確率は上昇すると。将来予測の初年度目ということになりますけれども、2020

年の漁期の漁獲量に関しても、このように載せているということです。 

 ただ、昨日からのご説明でもしましたけれども、こういうところの数字というのは、

最新の資源評価で更新されるので、つまり漁獲圧のほうは決めておいても、それを掛

け合わせる資源量のほうが最新のデータが加わることで更新されますから、将来のこ

れが確定的ということで示すものではないということになります。 

 文章で説明しますと、当座よい加入が期待されている2016から2019年級群の加入に

より増加した後の親魚量や漁獲量の減少については、βが0.8では現状の漁獲圧より

緩やかな変化を予測して、この表になりますけれども、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ことになり

ます。 

 ただ、これについて、2018年、2019年を現状の漁獲圧ではなくて、2017年と同じ漁

獲量を仮定したらどうかということについても、分析はされています。この辺の細か

い分析については、資料５－６の詳細な報告書の補足資料も、また見ていただければ

と思います。 

 こちらの将来予測表は、2017年と同じ漁獲量を仮定した上で、2020年以降の調整と

いうのは一緒なんですけれども、それでの結果を整理したものになります。こちらで

見ると、2018年53万8,000トン、2019年度も53万8,000トンと、こういう獲り方をこの

２年間においてした上で、2020年度からβを調整したらこういうふうな予測になりま

すというのが、この表になります。 
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 ということで、こちらについては、ある程度漁獲の実績なども見ながら、いろいろ

考える材料として出したということになります。 

 マサバに関しては、ここまでです。 

 次に、ゴマサバ太平洋系群に移ります…… 

【神谷部長】 西田さん、大事な話なので、マサバで一遍切って質問してもらったらど

うですかね。 

 48ページまでで質問があればよろしくお願いいたします。 

 では、一番後ろの方、どうぞ。 

【参加者】 すみません、また初歩的なことを教えてください。 

 45ページで、太線は5,000回の試行の平均値というんですけれども、5,000回も試行

するというのはどんなことなんですか。 

【市野川主任研究員】 そうですね、サイコロの振り方によって将来の加入の変動の仕方

とかが結構変わってしまいますので、サイコロの違いによって管理基準値の値が変化

することがないように、十分たくさんの回数をというところでやったところが5,000

回になります。 

【参加者】 では、これは試行式の中に乱数が入るわけですね。 

【市野川主任研究員】 そうですね、乱数をいっぱい発生させて、その一つ一つのシミュ

レーション、別の乱数の組み合わせを持ったシミュレーションの5,000回分の平均値

になります。 

【参加者】 わかりました。 

【神谷部長】 では、お願いします。 

【参加者】 共通理解のために説明をお願いしたいんですが、46番の下の表で、2018と

2019というのは漁獲量ですか。 

【参加者】 そうですね。 

【参加者】 これは2018年の実測値。 

【西田センター長】 これは昨年度の資源評価結果に基づいて、2017年まで求めていたわ

けですけれども、そこから…… 

【参加者】 Ｆを使って計算した予測値。 

【西田センター長】 そういうことになります。 

【参加者】 そうすると、これはひょっとしたら過大かもしれない。今年百何トンとれて
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いるかといったら、そこまではないだろうということで、次の48の下は、2017年がこ

れぐらいだったので、これぐらいの数値だったら２年続いたらこうなりますよと、そ

ういう理解でよろしいですか。 

【西田センター長】 はい、そのとおりです。 

【参加者】 というふうに表は読むそうです。これだけです。 

 いや、ちゃんと理解してからでないと同じ土俵の上に立てないので。 

 以上です。 

【神谷部長】 では、どうぞ。 

【参加者】 昨日、今日と連合会の漁業者の皆さん、そしてまた水産加工業の方もお見

えになっています。ということなので、改めてお願いなんですけれども、やっぱり漁

業者の皆さん、加工業の皆さんがしっかりと把握できるように、丁寧なご説明を本当

によろしくお願いしたいと思いますし、また、こういう形で意見を述べたときに、非

常に明確なご返事がないというふうに昨日から感じておりますので、そこについても

しっかりと意思疎通ができるようにお願いをしておきたいと思います。 

 私のほうからまず第一に申し上げたいのは、昨日は神戸チャートの中での漁獲圧の

話をさせていただきましたけれども、あえて昨日は言いませんでしたが、2015年から

漁獲圧が上がっているのは何かなと、そこがすごく疑問だったんです。 

 今日の午前中のご説明の中で、ようやく外国漁船の漁獲実積が上がってきたという

ことを、ちらっと言われました。中国漁船、ロシア漁船両方合わせれば、最近年では

20万トン以上だと思います。これは連合会の漁獲実積に匹敵するような漁獲になって

いるので。 

 したがって、私どもがいかに漁獲圧を抑えたとしても、外国漁船が漁獲圧を伸ばし

てきていたら、それは魚を漁獲圧は上がりますよね。そういうところをしっかりとご

説明いただかないと、受けている漁業者、あるいは加工業の皆さんからすると不安で

しようがないというか、何でこれだけ操業日が減っているのに漁獲圧が上がっている

んだと、そこの理解ができないんだと思うんですよ。 

 問題の根拠というのをはっきりと言っていただかないと、誰も理解できない。そう

いう意味で、あえて昨日は漁獲圧の議論をしたんですけれども、そこはしっかりと説

明をいただきたいと思います。 

 それから、私からのお願いなんですが、資料５－２の１ページ目のグラフ、特に左
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と真ん中を見ていると、非常に先ほどからレジームシフトの議論もありますけれども、

レジームシフトの議論は置いておいたとしても、間違いなく高水準期と低水準期があ

るのかなというふうに思います。 

 それはもう明らかだと思うし、そして、昨日の議論の中でも低水準期を含めて50年

間でやるから不確定要素がたくさん出てきて、安全率でＭＳＹの水準を引き上げると

いうようなお話が昨日再三出てきたと思います。そのとおりだと思うんですけれども、

もし仮にここにある1970年から1985年、これを豊漁期だとして、この15年間でＭＳＹ

水準を算定したらどうなるか。そして、1990年から2010年の親魚量の低水準期があり

ますけれども、この20年間でＭＳＹを想定したらどうなるか。こういう作業をお願い

したいと思います。 

 なぜこういうことを言うかといいますと、親魚の低水準期において、今回示されて

いるようなＭＳＹ水準を目標にして頑張ろうとすると、漁獲規制が非常に強い話にな

って、漁業者なり加工業者の皆さんがもうやっていけない状態になるんだろうという

ふうに思います。 

 ところが、左端の漁獲量の推移を見ていますと、親魚の低水準期にあっても何年か

ごとに比較的加入のいい年があらわれて、それが漁獲量にきっと反映されているんだ

ろうと思うんですけれども、だからそういうぽつっ、ぽつっと生き残りのいい年があ

らわれて、そういう資源を大事にこれから獲っていくというのは、親魚量の低水準期

における管理のあり方なんだと思うんです。 

 何が何でもＭＳＹ水準を目標に低水準期であっても管理をやっていくんだではなく

て、親魚量の水準が低いときには、親魚量の水準の低いなりの管理の仕方はあるんだ

ろうと思うんです。これを１年ぽんと出たやつを獲り尽くすというのは、確かに我々

の過去の失敗でもありましたから、それを二度と繰り返してはならぬのですけれども、

これは５年、６年かけてゆっくり獲っていく。そうすれば30万トン、40万トンの漁獲

が100万トンの漁獲になるかもしれないし、それが低水準期における漁獲のあり方、

管理のあり方なのではないかなという気がします。 

 そういう意味において、先ほど私はリクエストしましたけれども、高水準期の15年

間と低水準期の20年間で、それぞれＭＳＹを出していただいたら、どんな管理の方法

が議論できるんだろうと。非常にそこは私も是非期待を持って、そういう検討結果を

出していただきたいなというふうに思っております。 
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 まずはそこまで、最初の質問にします。 

【西田センター長】 最初に、外国漁船のところについてご指摘があったので、そこはち

ゃんと丁寧に説明すべきだったのではないかというご指摘だったと思いますので、振

り返ってみます。 

 近年、中国に関しては公海、ロシアはロシアが主張する海域の中での漁獲量が伸び

てきているということになります。2017年度の状況で見てみますと、日本の合計とし

て33万トンなんですけれども、ロシアが、2017年ですけれども５万3,000トンで、中

国が15万4,000トンということで、二つを合わせますと20万7,000トンということにな

るので、日本は合計33万トン、匹敵とは言いませんけれども、相当な漁獲量をここで

伸ばしてきているというとはそのとおりですので、そこのところの説明がさっと行っ

てしまったのは申しわけなかったなというふうに思っています。 

 当然、その資源評価においても、ここの部分に関しては組み込んで評価はしていま

す。ですから、それも含めての、今議論されている数値というところは、そういうふ

うに捉えていただきたいと思います。 

 確かに、漁獲量がある意味急増してきているという事実は、この図でも示している

とおりで、やはりそこは懸念されるところはあるかなというふうに思います。 

 それから、レジームを分けて分析するという点について。 

【岡村グループ長】 先ほど紹介させていただいたんですけれども、まだ予備的な結果で

はあるんですけれども、これまでレジームシフトがあっても、実際高い水準に資源量

を持っていけば、そこまで漁獲量は損失はないという結果が得られていまして、おそ

らくこの決定論的に考えたイメージ、決定論的というか、かなりモデルで考えたイメ

ージだと、非常にレジームで高低の差が大きいので、漁獲量の損、あるいは得という

のは非常に大きいんじゃないかというイメージを持たれていると思うんですけれども、

実際にこれまでの解析では、そこまで大きくないと。損失はそんなに大きくない。非

常に有名な、カール・ウォルターズとアナパルマという世界的に有名な人が、かつて

計算をしているんですけれども、最大でも15％ぐらいの損失だと。漁獲率は一定でや

っても漁獲率をレジームに合わせるのに対して、損失は15％ぐらいだという結果を出

しています。これは結構ショックな結果で、そこまでレジームは影響しないというこ

となんですけれども、逆に言えばレジームをそこまで考えなくても安全に管理できる

という結果でもあります。これは他の人もこういった計算をいろいろやっていまして、
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同様な結果が得られています。 

 先ほど示したんですけれども、我々のほうでも同じようなマサバの計算をしていま

して、確かに仰るようにＦmsyは違っていまして、寒冷レジーム、これはむしろ高水

準にあるときなんですけれども、マサバの場合はちょっと特殊で、Ｆmsyはそのとき

のほうが低く推定されます。 

 これはホッケー・スティックを使った結果なんですけれども、高水準のほうがＦ

msyは低くなって、低水準のほうはＦmsyが高くなるといったような感じになってしま

うので、本当にレジームに合わせた漁獲というのが、なかなかきちっといかない。推

定した結果がこんな感じで、ターゲットの資源量もほぼ変わらないような感じに出る

ので、レジームを考慮してもしなくても、そこまでも変わらなくて、むしろ考慮しな

いほうが安全に管理できるんではないかというのは、マサバに対しては得られていま

す。 

 これはまだ予備的な結果ですけれども、別にホッケー・スティックだけでやってい

るのではなくて、ベバートン・ホルトやリッカーも試しましたけれども、ベバート

ン・ホルトやリッカーの場合は、非常に高いところに親魚量が外挿されてしまうとい

うので、今はホッケー・スティックで見ているというところです。 

 これはマイワシについても見ているんですが、マイワシの場合は、確かにレジーム

が非常に大きな差をもたらして、低水準のときのＦmsyは低くなって、高水準のとき

は高くなるという結果が出ていますので、その場合は、もうちょっとレジームを考え

なきゃいけないんじゃないかというような検討は我々も進めているところですが、今

日はマサバのほうの話なので、この説明は割愛させていただくということです。 

 では、将来予測もやっているので、その紹介をさせていただきます。 

【市野川主任研究員】 先ほど卓越年級群をどうやって利用していくのかというご質問も

あったと思いますが、将来予測の中では、そういう卓越年級が発生して、その後、低

い加入が続けて起こるというような過去に見られたパターンというのも将来また起こ

るというようなことも仮定しています。 

 こちらは昨日紹介させていただいたアプリで、シミュレーション番号61番の場合は、

これは最近大きい加入量があと３年続いた後に低い加入がばばばっと続いて、全然加

入が出てこないというような状況というのも、シミュレーションの中で起こっており

ます。 
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 そういうときというのは、結局、今これは加入の自己相関を仮定しているので、低

い加入がいっぱい続くというような状況というのもシミュレーションの中で再現でき

るんですけれども、では、こういうときにＦmsyで漁獲するβ＝１、そしてＢlimitを

下回ったときにＦを下げると、そういう方策をとったときと、現状のＦはＦmsyの２

倍ぐらいなんですけれども、２倍のＦで漁獲したとき、それぞれどういう結果になる

かというのが、ここで比較できまして、そうすると、加入がすごく下がっているとき

というのは、ほとんど両者とも変わらないんですけれども、下がった後にどうやって

回復するかというのが、両者で全然違いまして、低いＦをとったときのほうが親魚資

源が高いところに保たれていて、そしてＢlimitをここはちょっと割っているんです

けれども、ほとんど割っていないんですね。Ｂlimitを割ることなく、またちょっと

加入がこの辺で回復してきたときに、もう目標水準まで回復するというような形にな

るんですけれども、現状のＦでも、ここは低い加入だからしようがないというところ

でとってしまうと、ここの回復期のところで資源をうまく回復させることができずに、

ずっと資源は低迷してしまう、この時代と非常に似たような感じになっていますけれ

ども、低迷してしまって漁獲量もほぼ得られないというような結果になります。 

 こういうような形で、いろんな、これだけではないんですけれども、こういうよう

なシミュレーションを何回も繰り返すと、やはりＦmsy付近で一定の漁獲圧で獲って

いくというようなやり方が一番いいんじゃないかと。そういうときというのは、結局

この卓越年級が来たときに一気に獲ることはなく、徐々に小さい漁獲圧で徐々に獲っ

ていくというようなやり方と同じようなやり方になるんではないかと思っております。 

【参加者】 全く私のリクエストに応えてもらっていないので、結局自分たちの説明を改

めてやっているだけなので。 

 私はさっき言ったとおり、15年間の計算、そして20年間の計算をしてもらえるんで

すかというリクエストをしたんです。今の説明は、あくまでも自分たちの議論を、や

ってきた議論をそのまま説明しているだけじゃないですか。本当に漁業者の理解を得

るというのは、とても遠い話ですよ。 

【市野川主任研究員】 申し訳ございません。 

 そのリクエストしていただいた計算につきましては、すぐその場でできるというも

のではありませんので、多分次回までの宿題とさせていただいて、そして現状では近

いような、こういうことが近いかなという形で説明させていただきました。 
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 宿題につきましては、後で詳しく伺わせていただきたいと思います。 

【参加者】 すみません、よろしくお願いします。 

 それと、漁獲圧が一定というのは、今までの管理のやり方なんでしょうけれども、

私は先ほど述べましたけれども、外国漁船が参入してきている、その場合を考えたと

きに、資源状態がよくなればなるほど日本の漁船の獲れる量というのは、加工業の皆

さんの処理能力にもよりますから、当然それこそホッケー・スティック型じゃないで

すけれども、ある一定になったら横ばいになるわけですよね。 

 したがって、そこで誰が獲るかというと外国漁船でしかないんですよね。私がＮＰ

ＦＣの会議に出ているＥＵの科学者だったら、いやあ、日本の管理ありがとう、これ

で俺たちの獲る分が出てきたわ、おそらくそれで喜びますね。 

 なので、外国漁船に対する規制のあり方、管理のあり方というのを、やっぱりこれ

からしっかりと方針を示していただかないと、なかなかこのＭＳＹの議論というのが

我々の頭の中にすとんと落ちていかないなと、そこを心配します。 

【神谷部長】 では、心配には後でお答えしたいと思いますので。 

 では、次の質問でよろしいでしょうか。 

【参加者】 会の運営に質問というか意見なんですけれども、初日、昨日、まず資料４の

１ページ目で、この会の持ち方というか資源管理の流れということで紹介がありまし

た。今回の日程と比べますと、資料４ですと、まだこの緑色のところの議論がずっと

続いてしまって、本来であれば、今日はもうこの時間帯は漁獲シナリオの検討をしな

ければいけないというところになっています。 

 今までの話を聞くと、いろいろな仮定の話があるんですけれども、本来であれば研

究機関は、いろいろなそういった調整はせずに、研究者として今の材料であればこう

なんだという、まず一つ骨をつくっていただいて、ただ、それだとこういった不備が

あるからねという対案が複数あるというような説明であれば、多分皆さん方が言った、

こういったものは考慮していないだの、ああだのという議論にはならず、まず我々研

究者としては、こういった計算が今の材料ではなりますと。ただし、今言ったように

親魚量が今の３倍も４倍もはるかかなたに設定されるというようなことで、研究段階

で今調整がされちゃっているので、そこに皆さんが違和感を感じているんだと思いま

す。 

 ですから、本来は一つ骨があって、それだとこういうことがあるから、こういった
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１の案、２の案、３の案がある、それを皆さん方で、いや、これはこうだというよう

な議論なのに、そういったものがないから、この緑の枠からいまだに脱しないで、あ

あだのこうだのと。 

 私は学術的なことは全くわからないんですが、そういった行政の人と研究機関がこ

こに今一ついると、ほとんどの人が、σがどうだの何だのと言われてもさっぱりわか

らない話なので、本来であれば、この緑色のものは事前にもう全てコンプリートして

いただいて、それをどうしましょうという議論、この赤い上のほうですね、ここがス

タートラインに本来なれば、もう少しこの会議というものが有効に機能するんだと思

います。 

 ですから、今いろいろな質問を聞いていると、あっちに飛んだ、こっちに飛んだと、

非常に統率感がないような議論になっていて、聞いているほうとしては非常につまら

ない会議になっちゃっているので、今回はこれでしようがないんですけれども、次回

とか違う魚でやる場合は、この資料４の１、このやつをもうちょっと重視していただ

いて。 

 あとは、今回のこの会議はホームページで３日間やりますよということで、どのよ

うな内容がいつやられるかというのがないので初日から参加していますけれども、こ

ういった日程表のように書いていただければ、変な話、初日はいいなとか、最後だけ

出ようというような判断ができたはずなので、もう少しこの会の持ち方を考えていた

だければなというふうに考えています。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 我々も初めての試みで、手探りでやっています。我々の認識ですと、今は水産庁の

資料４でいえば、右端の赤いところの話をしておる認識です。 

 水研のほうの行政機関から独立して公表というのは、もう１カ月前に公表していま

すので、終わっているんですよ。ただ、いきなりここをまた、ＭＳＹベースでという

概念を全く変えることになりますので、根本からやはり理解していただかないと始ま

らないということで、初回なので、こういうふうにやっております。これはまた逆に

言いますと、何も研究の話をせずにいきなりこうやると、これはまた訳がわからない

ということになります。 

 今回３日間としましたけれども、ある程度やると、もう３日も要らないなというこ

とになるでしょうけれども、逆に研究の話をせずに２日間でとかとなると、今度は短
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過ぎてできないとかいうふうになりますので、はっきり言って初めての試みなので、

ベストなものだと思ってやっておりますけれども、結果的に完璧にならなかったとい

う点はあると思います。改善の余地はあると思いますので、そこは次以降の会議の中

にちゃんと反映していきたいと思っております。ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、どうぞ。 

【参加者】 今、プロセスの話が出たんですけれども、それはゴマサバの話を聞いてか

らもう一回意見を述べさせていただきますが、マサバのほうの説明で、47のスライド

の米印のただし書きというか、注意書きが気になります。 

 今は、いわゆるシミュレーションの将来予測表のお話なんですが、この47のスライ

ドの2020年漁期の漁獲量で、そこに書かれている将来の生物学的許容漁獲量（ＡＢ

Ｃ）を確定的に示すものではないとなっています。 

 この新しい資源管理のプロセスの中で、ＡＢＣという言葉が出てきたのはここが初

めてですけれども、今、私の前に意見を言われた方の、いわゆる新たな資源管理につ

いてという決定プロセスの説明をされているところの１番とか６番のスライドがあり

ますが、将来予測表のここに確定的なＡＢＣではないけれども、いわゆるＡＢＣが、

これがなるのかなという、何か思いもありますけれども、将来予測表の2018、2019と

いうのは、あくまでもこれは、いわゆる数字的な予測値のものであって。 

 聞きたいのは、ＡＢＣというのは、今、水産庁なりが考えている決定プロセスの中

では、どこで示されて、どう決定されるんですか。それを聞かせていただきたい。 

【神谷部長】 資料４をご覧ください。 

 その１ページの一番右下に黄色い括弧がございますが、この中でお示しをすること

になります。ですから、それを示すためには、資料４の１の右上の赤いところ、管理

目標を定めて管理規則に基づくという、これをまず決定しないといけないと。だから、

ＡＢＣを定める黄色い四角の前段階の議論をしております。ここが決まれば黄色い四

角に入って、ＡＢＣを示すということになります。 

【参加者】 それを示すのは、何の会議で示すんですか。 

 このステークホルダー会合で示すことはない。 

【神谷部長】 ないです。 

 これは確定的なものは示しません。ここは今書いてありますように、目標管理基準
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値、限界管理基準値及びハーベストコントロールルールを今議論しておるところです。 

【参加者】 いや、今議論しているのはわかりますよ。でも、ここにＡＢＣの確定的なも

のではないけれども、聞いているのは、前の方もそうですけれども、新しい資源管理

の決定プロセスの中で、ＡＢＣというものがどこで示されるのかがわからなければ、

実際にそれがもとになって、それを超えないようなＴＡＣを決めていくというわけで

すけれども、要はこのステークホルダー会合の、今日は１回目ですよね。２回目、そ

れは資料４の６ページのところに、水産庁から説明がありましたけれども、この中で

もＡＢＣというものが出てくるのは資源管理基本方針が制定されて、その下にＡＢＣ

の範囲内でＴＡＣを決めるというのは、管理開始のところで出ているわけですよ。そ

んな状況で、このＴＡＣがどうなるんだ、ＡＢＣがどうなるなんということを、漁業

者の方たちなり、いわゆるほかの加工業者の方なり、まさにこの数字をずっと今まで

気にされてきた方たちは、どこでそれが示されるのかわからないじゃないですか。 

【神谷部長】 ここでは、こういうルールでやればこうなりますという目安を示して、そ

れでどういう管理基準値とか管理方式をつくりましょうかという議論をしているわけ

ですから、これは避けて通れないですよね。それを通過しないと確定的なＡＢＣとい

うのは示せません。 

【参加者】 いや、わかりますよ。だから、確定的なものをどの時点で、どの会議で国民

に示すんですかということですよ。 

【神谷部長】 いや、だから、ここの黄色い部分のところでお示ししますと申しています

けれども。 

【参加者】 だから、黄色い部分は何の会議なんですか。具体的に会議なんて書いていな

いでしょう。 

【神谷部長】 水産政策審議会でお示しすることになります。 

【参加者】 わかりました。 

【神谷部長】 よろしいですか。 

【参加者】 はい。 

【神谷部長】 他に、マサバについてありますか。 

 ＴＡＣ、可能な漁獲量の素案とかいうような形で出てきておりますけれども。どう

ぞ。 

【参加者】 科学者の会議を事前にやっているわけですけれども、そこでの議論とか、
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こういうところがもめましたとか、そういったことを一緒に説明していただけると、

会場の皆さんがいろんな質問をする上で参考になったりとか、あるいは時間が節約さ

れたりとかするんじゃないかと思いますので、今後そういうふうにしていただけたら

と思います。 

【西田センター長】 ありがとうございます。それはそのように気をつけたいと思います。 

【神谷部長】 よろしいですか。 

 そうしたら、ゴマサバのほうをよろしくお願いします。 

【西田センター長】 それでは、スライド49番から再開します。 

 ゴマサバ太平洋系群での将来予測になります。 

 こちらも図の示し方としては同じです。親魚量と漁獲量について、左側の赤で示し

たものは、過去の推計値となります。こちらにつきましても、2018年と2019年は現状

の漁獲圧で漁獲すると仮定して、2020年度以降に漁獲管理規則案を導入した将来予測

結果を示すという形になっています。 

 これも太実線で示したものは、5,000回の試行の平均値、網がけした部分は、緑で

示したものが現状の漁獲圧、青で示したものが漁獲管理規則案でβが0.8の場合のそ

れぞれに対する80％の信頼区間と、それから細線で示したものは、それぞれのうちの

三通りの将来予測の例示ということになります。 

 すみません、ちょっと間違いがございまして、現状の漁獲圧に関しては、ゴマサバ

に関しては５年間、2013年から2017年の平均ということで、それを基準にしています

ので、すみませんが、ここのところは修正をお願いいたします。 

 マサバに関しては、３年を使っておりました。これはなぜ３年を使っていたかとい

うと、近年の外国漁船の漁獲量が増えてきたような状況、ここ３年ぐらいずっと急増

したような状況も踏まえて３年ということで、将来予測に用いて、現状を予測漁獲圧

として用いていたんですけれども、ゴマサバに関しては過去５年の平均ということで

計算してございます。 

 後でもう一度紹介しますけれども、現状の漁獲圧は、Ｆmsy、ＭＳＹを達成する漁

獲圧よりも低い水準になっています。ということで、こういう将来予測を見てみまし

ても、あまり大きな差が、現状の漁獲圧と、また漁獲管理規則案βが0.8の場合で比

較しても違わない結果になっているということですから、その目標をある程度高いと

ころに設定してＭＳＹでやっていきますといったことが、直ちに何か漁獲の制限につ
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ながるということではなくて、現状の漁獲圧が大体それに相当するとか、それより低

いことは当然あるわけで、ゴマサバ太平洋の場合は、現状はそういう状況にあるとい

うことになります。 

 ゴマサバ太平洋系群での将来予測です。 

 ここが修正になります。映し出しているとおりですが、2013年から2017年の平均、

これを現状の漁獲圧としています。2018年、2019年に関しては、現状の漁獲圧の漁獲

をまず仮定しています。ですから、28年に関しては７万6,000トン、2019年に関して

は８万3,000トンというのをまず置いて、この部分はどの試算においてもここの部分

は同じように進めた上で、2020年からのβの調整のもとでの平均漁獲量と親魚量が目

標管理基準値案を上回る確率というものを、この表に示しているわけです。 

 それで、ゴマサバの場合は、2018年度段階、2019年度段階で目標管理基準値案を上

回る確率はゼロなわけですけれども、例えばβが0.9であれば、2020年度段階ぐらい

で50％の確率で上回るといったようなことが、こういう表で示されるということにな

ります。 

 マサバと同じように10年後ということを一つの基準と考えて、10年後に管理基準値

案を上回る確率についてまとめたものが、51枚目のスライドになります。 

 こちらの資源も限界管理基準値案を現状で上回っておりまして、このβの調整にか

かわらず100％の確率で、限界管理基準値案は上回ると。 

 目標管理基準値に関して言いますと、βが１の場合だと10年後には、2020年度から

調整を開始して10年間過ぎた段階、2030年度漁期当初では42％、βが0.9では54％と、

以下、βの減少にあわせて、低減にあわせて確率が大きくなるということを示してご

ざいます。そういうのを開始した初年度の2020年の漁期の漁獲量というのを、マサバ

太平洋と同じような形で、まず初年度のところの漁獲量というものを示しているとい

うことになります。 

 今もご説明しましたように、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、ここでは54としていますが、それ以上の確率で上回るということ

が期待されます。現状の漁獲圧は、βは0.87に相当するということもあわせてご紹介

しておきたいと思います。 

 説明内容としては、以上になります。 

 昨日、今日とかけて説明してきました資料というのは、これからの資源利用の考え



－109－ 

方、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、本検討会での議論の結果として提示された漁獲シナリオ等に基づいて、さら

に試算を行うことができますということです。 

 また、今回提示した資料は、また今後、本検討会での議論結果等を踏まえて作成す

る資源評価報告書等については、ピアレビューを受けることになっていますというこ

とも、あわせてご紹介して、説明としては以上になります。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 ゴマサバについて質問はございますか。どうぞ。 

【参加者】 教えていただきたいのですが、スライド48の将来予測表に出てくる2018年、

2019年の……、ごめんなさい、50の漁獲量のところなんですけれども、その仮定とし

て2018、19の７万6,000トン、８万3,000トンの漁獲量というのをどうやって算出され

たか、もう一度教えていただきたいです。 

【西田センター長】 2017年度までのデータを使った、昨年度の実施した資源評価のデー

タに基づいて、この予測自体は資源評価の中ではもうデータとして提示というか公表

しているものなんですけれども、昨年度の資源評価段階で行った2018年度、2019年度

に関しての、親魚量とか漁獲量とかの予測値をここで用いています。 

 その計算方法は、2017年度までの資源状態をスタートとして、2018年と2019年は昨

年度段階ではまだ実際どういうことが起こっているか不明でしたから、計算としては

2013年から2017年の５年間の平均値というものを漁獲圧として与えて、それでとって

いったらどうなったかと。もちろん加入量とかはそこで入ってくるわけですけれども、

獲っていったらどうなったかという試算を行ったものが、この計算結果となります。 

 だから、昨年度までの資源評価結果に基づいて予測した結果が、ここの2018年の７

万6,000と2019年度の漁獲量の８万3,000トンという数字になります。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【参加者】 単純な確認の質問です。 

 51番の、またこの※印のただし書きのところなんですが、2020年漁期の漁獲量とい

うことで推測値を出していますけれども、ここに最後に、また、この漁獲量は日本及

び韓国の合計であると書いてあります。昨日の説明で、ゴマサバ太平洋の漁獲量は34

のスライドですが、中国とロシアしかなくて韓国は獲っていないと思うんですが、こ
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れは単純なミスですか。 

【西田センター長】 すみません、単純なミスです。日本と中国とロシアが正しいです。

申し訳ございません。 

【参加者】 そうすると、この51の2020年漁期の漁獲量が外国船も入れた、要は漁獲量の

推定値だということですね。 

【西田センター長】 そういうことになります。 

【参加者】 先ほど質問した確認ですが、マサバのほうはそういうただし書きはありませ

んが、どうなんですか。 

【西田センター長】 マサバのほうも同様に、日本と中国とロシアの合計値ということに

なります。申し訳ございません。 

【参加者】 ありがとうございました。 

【神谷部長】 ですから、ここの暫定的なＡＢＣというのは、外国漁船も含んだこの水域

全体のＡＢＣということですね。日本船だけのＡＢＣじゃありませんということを再

確認しておきます。他にありますか。 

【参加者】 スライド45なんですけれども、そこに親魚量の図があると思うんですが、

目標管理基準値を目指すために、親魚量を今まで50年間達成したことのない量まで回

復させて、それを維持するという理解でいいんですか。50年間、親魚量だけを見ると

１回も超えていないですよね。資源量が多いのはわかるんですけれども、親魚量だけ

を見ると。 

【西田センター長】 そうですね、子どもを生み出す親魚量を基準として考えるという

ことです。 

【参加者】 それが50年間、一度も達成したことのない数量までを超える、それをずっと

保つということですね。 

【西田センター長】 そうですね、ここで示しているβ0.8の説明のときもありましたよ

うに、目標というのは2019年度当初段階では超えていると考えられるんですけれども、

その水準を下回らないようにしようという、そういうところになります。 

【参加者】 くどいようですけれども、50年間一度も経験したことのない数量ということ

ですね。 

【西田センター長】 実際に見ていない、2017年までの間では見ていないということに

なります。 
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【参加者】 すごい量ですね。 

【神谷部長】 では、次。 

【参加者】 先ほども質問がありましたが、ゴマサバの2018、2019のところなんですが、

もう最新の2018年の結果は出ていると思うんですけれども、とてもじゃないですけれ

ども、こんな数字じゃないと思うんです。 

 そこも示していただいて、これはもし思ったとおりになっていないというところに

ついて、何かご説明があればお願いしたいんですが。 

【西田センター長】 マサバにつきましては、資料５－６の詳細な報告の中で、このよう

な仮定を変えてきた場合の試算というのは既に行っていたので、今日の資料でもそれ

を抜粋する形で載せたんですけれども、４月の会議段階、また６月のこの一連の資料

を公表する、６月12日ですけれども、それを公表する段階では、まだそこまで試算を

行っていませんでしたから、今回の報告にも、そういう結果は載せることができませ

んでした。 

 ご指摘のように、実際はこれほどの漁獲量はなかったのではないかというご指摘か

と思いますし、そこは今後、2018年度までのデータも含めて、資源評価に関しては更

新をしていくと。そのことによって、今回の提示資料では、2018年度と2019年度に関

しては、２年間、現状の漁獲圧で仮定するという二段階、仮定を挟んで将来予測をし

ているということの１年分、2018年度分に関してはまた更新されるし、それに伴って

現状の漁獲圧というものの判断も変わってくるというふうに思われますので、そこは

今後の資源評価の更新において、またここは変わってくるものというふうに考えてお

ります。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

【参加者】 昨日、冒頭で、先ほどもあったんですが、資料４というやつの水産庁のほ

うから説明していただいたスライド１の流れの部分で、確認だけさせていただきたい

んですが、青く囲んだところ、緑、赤といろいろございまして、本日行っているのは

赤の部分ということかなとは思っていたんですが、実は水研機構さんのホームページ

で、我が国周辺の水産資源に関する評価会議の開催についてという一覧表が出ており

まして、資源評価会議をことしの７月下旬から各地で行いますということで、７月30

日から始まっておりまして、マサバについては期日は未定ということで、これからと

いうような予定になっております。 
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 資源評価結果は、この評価会議の後に水産庁が９月か12月にパブリックコメントを

経て10月、１月末ごろに公表される予定ですとなっておりまして、そうしますと、こ

のスライド１の緑のところの資源評価結果（毎年）となっている、これに基づいて、

本日この赤の部分の関係者に説明というのが行われているのかなと、てっきり思った

んですが、その関係性はどのようになっているんでしょうか。 

【神谷部長】 間違っていたら言ってください。 

 今、公式にあるのは、従来の資源評価、ＴＡＣ設定のプロセスしかなくて、これは

新しいものをつくるために試験的に始めているわけなんですよね。だから、プロセス

が公式のやつと新しいものに乗りかえるためのプロセスと二つ、今あると思ってくだ

さい。 

 水研のほうで、マサバの資源評価会議をやりますとかいろいろあったのは、これま

でやってきて、これから今やっている、公式のプロセスのほうだと思っていただけれ

ばいいんだと思います。 

 ちょっと細かいところを。 

【西田センター長】 夏から秋にかけてといいますか、資源評価会は機構からご案内して

いるとおりなんですけれども、そこでご案内しているのは、優先的にといいますか、

新しい資源評価のもとでいろいろと検討を進めているサバの４系群もそうですけれど

も、それらを除く、これまでどおりのＡＢＣ規則に基づいて資源評価を行う、過年度

ずっとやってきたものを今年度も行いますというご案内をしているところです。 

 ですので、７月30日からスタートしたということなんですけれども、７月30日は、

まだ新しいプロセスに乗っていないマアジとかマイワシから資源評価会議を今年度も

開始したと。先週、今週にかけては、長崎とか横浜のほうで、各海域のそういう評価

の会議をやったと。 

 サバに関しては、もちろんこの検討会の結果を踏まえながらやっていくというとこ

ろはあると思うんですよね。なので、ちょっとその辺はどういうふうに進めていくか

というところが、まだ完全に固まっていないところもありますけれども、過年度から

も特に太平洋系群に関しては、11月下旬ぐらいに評価会議をやっておりまして、それ

で、また今年度も評価会議をそのころにやる予定にはしていますけれども。ただ、そ

こではサバに関しては新しいプロセスで進んでいるので、会議の運営の方法とかは変

わってくる可能性があるということです。 
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【参加者】 では、今後はこれがあってくるような形にはなるということでよろしいでし

ょうか。 

 ありがとうございます。 

【神谷部長】 他に。 

【参加者】 先ほど西田センター長からご説明いただいたのと部長からお話しいただい

た資源方式はこれからということで、今のところは旧方式に従ってというお話だった

と思いますけれども、今年の３月に公表された30年度の資源評価書によると、これま

で、これはマサバ太平洋系群の資源評価の報告ですけれども、当初案と再評価、さら

に年明けの再評価ということで、2017年の３回ほど再評価がされているわけですけれ

ども、それに対して、当初の資源量が161万トン、３回目の評価では509万トンという

評価がなされているわけですが、これはこれからもずっと続けられるということで理

解してよろしいでしょうか。 

 要は、再評価というのは、これまでどおりされるのかどうかというのをお聞きした

い。 

【西田センター長】 ＡＢＣが定まれば、それをまた……、もちろん資源量とか資源計算

の結果から得られるものは、更新されたものを提示していくことになると思いますけ

れども、これまでの報告書のつくりとは、また変わってくることになると思うんです

よね。そこら辺の構成についてはまだ完全に固まっていないので、というところはご

理解いただきたいと思います。 

 こういう管理基準値とかシナリオとか、いろんなものが出てきていますから、これ

までどおりの報告書の体裁といいますか、構成にはならないかもしれませんので、そ

こは引き続き検討させてください。 

【神谷部長】 どうぞ。 

【参加者】 文系の研究者なので、数字は多分ここの中のどなたよりも弱いんですけれ

ども、昨日の朝からＭＳＹを達成するためにというお話を伺っていて、今日最後の47

番のスライドであったり、50番とか51番、要するに、47番と51番、10年後に管理基準

値案を上回る確率というのが、50％台なのかというのが、私の感覚としては低いもの

だなという感覚です。 

 ゴマサバはそうでもないのかもしれませんが、マサバのほうはおそらく漁獲を抑え

ていって、そして、海外の漁獲ももちろん増える分、それをどうするのかということ
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もあって、でも将来約束されているのは、まあまあ半分ぐらいですよというのは、何

かちょっと腑に落ちないところがあるんですけれども、これは例えば資源管理学の中

だったり資源管理の手法の中では、これぐらいはもう目指していくというのが一般的

なのかどうかというのを、本当に門外漢なので教えていただきたくて質問させていた

だきます。お願いいたします。 

【岡村グループ長】 このハーベストコントロールルールの肝として、Ｂlimitを超えた

ら、ＳＢlimitを超えたらＦmsy、β掛けるＦmsyで漁獲すると、それによって安定的

な漁獲が得られる。 

 昨日から説明がありましたように、ＭＳＹ近辺では不確実性があるので、ＭＳＹの

親魚量ぴったりにずっと維持するということは可能なわけではないんです。その周り

でどうしても不確実性でうろうろするんですけれども、大体50％ぐらいにキープして

おけば、そのあたりなので、そんなに漁獲の損失はないと。一定の漁獲率で漁獲でき

るので、安定した漁業を達成できるということです。 

 ここの表ではおそらく出ていないと思うんですけれども、科学者会議の資料のほう

ではもっと詳しい情報がありまして、ＳＢlimitを上回る確率なんかも同時に計算さ

れています。それは非常に高い確率になっていると。もしＳＢlimitを切った場合に

は、ハーベストコントロールルールで漁獲率を下げなければいけないです。それは漁

業の安定化、あるいは親魚量の安定的な維持というところも問題になりますので、そ

こは漁業としては非常に避けたいところ、持続性に対しても問題があるところという

ことで、そこを重視してコントロールするというのが、現在提案している新ルールの

要点になっているということです。なので50％ぐらいでいいだろうと。 

 ここの確率というのは、ハーベストコントロールによっていろいろ違いますので、

昨日説明もありましたけれども、アメリカのほうでは、Ｂtargetの目標のところでハ

ーベストコントロールを下げるとなっていますので、そうすると、それより高いとこ

ろで維持するというのが目標になります。 

 でも、我々のはターゲットのところでハーベストコントロールルールは一定になっ

ていて、Ｂlimitのところで切るので、50％でもいいというようなルールになってい

るということです。ただ、長期的なパフォーマンスは、米国のと我々のものとで大き

く変わらないということが確かめられていると。 

【参加者】 そうすると、素人である私にわかるように言っていただくと、ある程度の安



－115－ 

定的な漁獲量を達成できる確率は、50％よりももっと高い、例えば80％だったり、そ

れぐらいなんですよという理解でよろしいでしょうか。 

【市野川主任研究員】 ただ、こちらの表のほうを見ていただきますと、これはβを変え

ると確率がいろいろ変わっていますよね。今50％のところのβは0.9というご説明を

しておりますが、やはり50％が少な過ぎて心もとないということであれば、ここのβ

の選択というのは、まさにステークホルダー会議の中で話し合って決めていくもので

すので、50％が少ないということであれば、βを0.7にして60％にしようと、70％に

しようというような議論というのは、多分管理の運用上どうやっていくかという議論

になってくるかと思います。最低ラインとしては50％という数字は、一応最低ライン

かなとは思っています。 

【参加者】 何度もすみません。 

 ということは、今日はこのようないろいろな選択肢があるということをお示しいた

だいたということで、ステークホルダー会議はもう一回あるのかなと勝手に思ってい

るんですけれども、次のときは、では0.9にしましょうか、0.8にしましょうかなどと

いう議論がもっと活発に出るということが想定されているという理解でよろしいでし

ょうか。 

【神谷部長】 そういうことです。 

 例えば48ページで言うと、表が二つあるじゃないですか。目標管理基準を上回る確

率、2030年のところですね。ここを何％にするのかというのと、将来の平均漁獲量、

2030年で見られる漁獲量をどうするのかというのは、トレードオフの関係にあるわけ

ですよね。 

【参加者】 はい。 

【神谷部長】 だから、リスクとメリットとどちらをどうとりましょうか、どこでバラン

スしましょうかというのが、これはもう科学じゃなくて人間が決める範疇になると、

そこをステークホルダー会合で決めましょうというのが、本来の趣旨です。 

 ちなみに、アメリカも少なくとも50％以上の確率で達成するというふうになってい

るので、50というのが一つの目安であることは確かなんです。 

【参加者】 安心いたしました。どうもありがとうございます。 

【神谷部長】 どうぞ。 

【参加者】 今、水研機構から、βをこの会合で選ぶ、要は決定しろということですか。
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そういう仕組みなんですか。 

【神谷部長】 そうですよ。ステークホルダー会合で、皆さんβはどんなのがいいですか

ねという、それは最終的な決定は水産政策審議会で決まりますけれども、ここにいる

皆さんの大勢の意見はこんなところでしたという、やはり全体の雰囲気は大事じゃな

いですか。それを選んでもらうために来ていただいております。 

【参加者】 まあ、わかりますよ、あなた方の考え方としては。 

 だったら、言っていますけれども、新しい資源管理の決定プロセス、先ほど新しい

漁業法が施行するまでは今までのものが動いていますけれども、今日の議論を聞いて

いて、この会の持ち方に対してもご意見がありましたし、私が引っかかって最後に言

いたかったのは52番のスライドで、このステークホルダー会合に出してくる資料の検

討を踏まえてピアレビュー、外部有識者による査読と書いてありますが、ピアレビュ

ーというぐらいだから、どんな有識者をどうやって選定するかもきちっと示してもら

いたいものですけれども、昨日、今日と、米国、アメリカの事例を引っ張ってくるの

は、いわゆる閣議決定されている、国際的に見て遜色のない評価方法とか管理方法と

いうものを意識しての言葉だと思っていますが、そもそも今日の意見の中で、いっぱ

い大学の先生方からの疑問が呈されているわけですよ。 

 私もこの会議の持ち方とすれば、都道府県の方の意見もありましたけれども、ここ

へ持ってくる前に、この流れの資料４の１で言えば、資源評価の緑のところなり、資

源調査の、赤へ持ってくる前に試験研究機関の中で、きちっとアメリカもやっている

ように、ＮＯＡＡだって内部レビューをやって、あなた方の言っているピアレビュー、

第三者レビューをやって持ってくるんですよ、意見を求めるのに。 

 だったら、この中にきちっと内部レビューなり第三者外部レビュー、いわゆるピア

レビューを、あなた方の言っている資源会議なんというのは内部レビューじゃないで

すからね、あれは関係検討会ですからね。きちっと位置づけて、この会議に持ってく

る前にそれをやっておくべきじゃないんですか。 

 これは水産庁にも関わりますけれども、まず、要はここに書いてあるということは、

内部レビューも第三者レビューもやらずに、いわゆる資源評価会議というか、あなた

方の内部会議の資料をこのステークホルダー会合に持ってきたということで、確認で

す。 

【西田センター長】 そうですね、今回、機構としてこの資料をまとめて、６月の段階で
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公表したということで、基本的には機構が作成して提出した資料ということになりま

す。 

【参加者】 だから、私は提出したものについて、ちゃんと内部レビューと、いわゆる第

三者外部レビューをやって、今日ステークホルダー会合の中では、もう専門家の方た

ちだけじゃないんですよ。 

 調査の計画のところから本当によかったのかどうか、ちゃんと適切だったかどうか

ということをちゃんとレビューを受けたものが出てこないと、信頼されませんよ。 

 神谷部長は、自民党の水産部会に資料を説明したから変えるつもりはないと仰いま

したが、そういうことでいいんですか。その部分は水産庁にお聞きしたい。内部、外

部レビューはやっていないということは、確認しました。ありがとうございます。 

【神谷部長】 法律が通ったのが去年の12月ですから、それで新しい、これが施行される

のが来年になりますので、今からこういうプロセスを始めないといけないんですよ。 

 そうすると、初回というのは今やれるベストなことをやってお示ししたと。それは

２回目以降、今後になりますけれども、当然、第三者のピアレビューを経るというプ

ロセスも、この後につけ加わることになります。 

 出発点ですから、ベストは尽くしますけれどもまだまだ改善する点があるというの

は確かかなと思っております。 

 変えるつもりはないと言ったのは、このプロセスの中で動きますという、そこを私

が言ったわけでして、全ての書いてある文字、文言を一字一句変えるつもりはありま

せんということは、言っていないと思いますけれども。 

【参加者】 わかりました。ありがとうございます。 

【西田センター長】 機構として提出した資料をつくる前の段階では、従来からの資源評

価で、有識者として加わっている先生方にご意見を伺いながら、また試験研究機関の

皆さんにも集まっていただいて意見もいただきながら作成しているので、全く水研の

中でクローズな世界でつくって、それを今ここでいきなり提出しているということで

はないということなので、正確に言いますと、そういうことです。 

【岡村グループ長】 すみません、補足ですけれども、水研センターのほうのホームペー

ジに、４月の科学者会議の結果というのは公開されています。 

 今回配られていないと思いますけれども、そこに議事概要、それから出席者名簿、

そして議事次第というのが入っていますので、どういう議論がなされたかということ
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は、そこの情報を見ていただければ、まとめになっておりますけれども載っておりま

す。 

 出席者にも水試の、水産研究所の皆様、それから大学の有識者の先生方が参加して

議論したといったような証拠的なところはありますので、それはきちっとしたレビュ

ーかというと、ちょっと難しいところはありますけれども、一般の科学者会議的なと

ころできちっと議論はされているというところは公開されているということです。 

【参加者】 見て読んでいます。 

 だから、それが内部レビューとして位置づけられるものかどうかということを考え

てくださいと言っているわけです。あれを見る限りは、いわゆる資源評価なり資源調

査に関わった方たちが大半じゃないですかと言っているわけです。それは内部レビュ

ーというなら、それでもいいと思いますよ。そういうところをきちっとしておかない

と、いや、これは内部レビューですからと、では内部レビューはいいですよ。だった

ら、ここに書いてあるピアレビューという米国もやっている、多分あそこまで厳格な

ことはできないと思いますが、何か工夫をして、いわゆる第三者外部レビューとピア

レビューとうたうんだったら、ピアレビューをできるような仕組みをつくってくださ

いと言っているわけです。 

【西田センター長】 ありがとうございます。 

 最初のところというところで、スケジュールの中でここまで進めてきたところはあ

りますけれども、今後このプロセスに関しては、確実なものをつくり上げていきたい

と思います。引き続きよろしくお願いします。 

【神谷部長】 どうぞ。 

【参加者】 ４月の会議、各研究者の方々、各試験所の方も多く参加されてやった議事録

を見させていただきました。 

 １点確認しておきたいんですが、通常の資源評価会議でありますと、今回のこの資

源評価の内容でいいかという一応確認をされますよね、しておりますよね。先週のイ

ワシのときも。マイワシは対馬系群はおかしいよねということになって、云々となっ

たということは理解しています。 

 その４月の会議というのに私は出ていないんですけれども、議事録を見るだけです

と、意見は聞いたということなんですが、その内容で、各試験場の方、各都道府県の

方も同意されているんでしょうか。それともただ単に意見を聞いたというだけの段階
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なのか、そこのところを確認させていただきたいと思います。 

【西田センター長】 いろんな意見をいただきながら再計算するような、実際、再生産関

係を別のモデルを選んだときにこうなりますというような試算も、その会議の途中で

行うなど、検討としては十分時間をかけて行ったと思っています。 

 ただ、なかなか、４月という状況の中で、本当にこれにかかわっている研究機関の

方全員がお集まりいただいたかどうかということも、なかなか難しいところがござい

まして、それでまた新しい、通常のこれまで行ってきていた資源評価とはまた違う形

で、急遽初めて行ったということもあるので、ちょっとその辺の、これを承認したか

らどうとか、そういうふうなことが、これまでの資源評価とは違う形で実施したとい

うことはありました。 

 つまり、初めての取り組みでしたし、ただ、そこは各機関の皆さんからいただいた

意見については十分検討をして、必要に応じて新しい計算も会議の中で行ってきたと、

そういう会議だったというふうに認識しております。その辺に関しては、主な議論

等々、議事要録に記載したとおりになっております。 

【参加者】 それ以上、追求するつもりはないんですが、ただ１点だけ申し上げたいと

思うんですけれども、もし仮に、そこである程度の理解が進んでいるということであ

れば、都道府県の方は、かなりこの問題について理解が進んでいるというふうに私は

理解します。しかし実際にはそうなっていないんではないかというのが、実はそれが

前回の福岡の会議のときでも出ていたのではないでしょうか。そういった意味での検

討が、こうです、こうですというだけで、その会議の中に出た方からも、こういうよ

うなものを今言われて、これで合意できるのかというご意見とか、多分詳細な議事録

がそのうちに出てくると思いますので、そういうものを確認させていただいて、早く

出していただいて、やはりそういったことを正確に情報提供していただきたいと思い

ます。 

 少なくとも、あの議事録を見る限りではそういうふうに見えなかったものですから、

すみませんが、よろしくお願いします。お答えは結構です。 

【神谷部長】 では、お願いします。 

【参加者】 資料のほうに戻るんですけれども、46で、マサバの予測表が出ているわけで

す。 

 二つ質問があるんですけれども、上のほうで目標管理基準の達成確率なんですが、
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2023とか24、要は管理を継続しているにもかかわらず、その確率が減っていくという

のはどういうことなのか。管理をしているのに、その目標がどんどん遠のいていくと

いう、この辺がちょっとよくわからないということと。 

 あと関連して、これは見せ方なんですけれども、例えば今日は議論の域を脱しない

んですけれども、例えば現在、このマサバの漁獲量が53万トンですか、それが例えば

2030年になると40万トンに減りますよということは、管理をしているのに何で減るん

ですかということで、これは例えば５年先を見れば2025年ならば、それでもとんとん、

要は例えば管理をしているのに今の漁獲量ではだめですというようなことで、５年間

継続しても全くだめですよ、それで10年たてばもっと漁獲量は減りますよと。 

 何か計算上のイメージと実際のことが、ここで何か逆転してしまって、資源管理を

していることが悪いような、数字上のお遊びなのかもしれませんけれども、この辺は

さっき言った見せ方の問題だと思うんですけれども、この辺はどういうふうに、例え

ば確定した場合、公表していったらいいのかという問題にもなるとは思うんですけれ

ども、どういうふうに考えればよろしいでしょうか。 

【西田センター長】 マサバに関しましては、やはり最近の2016年級群から2018年級群

までのところが加入がとてもよかったので、当座はそれが大きな影響を与えると、親

魚量としても大きく増大するという予測になっていて、その状況が収まってしまうと

いったらちょっとあれなんですけれども、そうなってきたときには、どうしても親魚

量や全体の資源量、漁獲量に関しては減少傾向をたどるという予測になっています。 

 なので、管理をするという意識と、実際に得られる漁獲量との間が、どうも方向性

が逆になっているというのは、どうしてもこの系群の場合は、近年の加入がいいとこ

ろがしばらく影響するということのほうが大きいというふうなことになります。 

 この管理基準値、また当然、今、親魚量が増大してくる状況の中で、やはり５年ぐ

らいでまた全体的に見直しをしていって、その時点でのマサバの太平洋系群に対応し

たもろもろの管理基準値案とか、あとシナリオといいますか、そういうものは見直し

ていくということになると思います。そのときに、また依然、加入がいい群れが続い

ていれば、またその予測としても変わってくるというふうに考えるところです。 

【参加者】 そうしますと、今日のこのレベルというか段階では、この資料４でいくと関

係者の意見を聞くというところで、確定はしないにしても、例えばマサバですと、今

言ったように10年先ではなくて、まず、とりあえず５年先を目指しましょうとか、厳



－121－ 

しいのであればβは例えば0.5にしましょうとか、そういった提案をする場というこ

とでよろしいんでしょうか。 

【神谷部長】 提案は、次回に行政官の会合ということでやらせていただきます。今回は

資源評価を純粋に見ると、こういうことになりますということなんですね。すみませ

ん。 

【参加者】 わかりました。 

【神谷部長】 ただし、マサバはロシアも獲っているとか中国も獲っているとか、ＮＰＦ

Ｃの話もあるので、考え方の基本みたいなものをちょっとフライングで、この後今日

の間に私のほうからさせていただきたいなと思っていたところです。 

【参加者】 では、今日の意見を踏まえて、次回は国のほうから、こんなのはどうでしょ

うという素案が出されるということですか。 

【神谷部長】 はい、基本的にこんなものでどうでしょうかというのを第２回目で出しま

すが、出します。それの前提でいろいろ考えないといけないものを、今日最後に私の

ほうからお示ししたいなと思っております。 

【参加者】 わかりました。 

【参加者】 先ほどから、ピアレビューの話が出ていますけれども、やっぱり水研の危

機管理という観点から考えても、ピアレビューはあったほうがいいと思いますね。先

日、イワシの会議に出て目を覆いたくなるような計算結果と耳を疑いたくなるような

発言で、あれは本当に危機管理能力がないというふうなあらわれで、仰天しました。

ちゃんとレビューを受けて信頼してもらった上でやっていますというエビデンスがあ

ったほうがいいように思いました。 

 もう一つ、別な話なんですけれども、何をこの会議で決めるかということで、今β

の話が出ましたが、会議の中では、限界管理基準は0.6でいいのかとか、禁漁基準は

0.1でいいのかとか、そういう意見も出ていたように思います。 

 それから、この計算のやり方を見ますと、２年前の結果で枠は計算するということ

になりますと、どの数値を使うかで初年度の枠が違ってくるということになりますよ

ね。そういう点もある程度議論しておく必要があるんじゃないかというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

 例えば先ほど私がみんなの理解のためにと言って、先ほど減っているという話のあ

ったやつですね。これの数値と、次の48の図では、2018、19の漁獲量の使い方で枠の
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出方が大分違ってくるわけですよね。そうなりますと、これはまたもめるネタなので、

ある程度詰めておく必要があるんだろうなと思って、発言した次第です。 

 以上です。 

【西田センター長】 これは48枚目のほうの同じ漁獲量仮定というよりも大きな仮定で、

これはある意味、漁獲圧を調整して漁獲量に合わせたという形になっているので、実

際の漁獲尾数を反映しているかどうかは、まだわからないというところがあります。 

 だから、そこの部分は、また2018年度までの実際のデータが加わった時点で、新し

い資源評価を更新して、より年齢構成とか正しいものを求めた上で将来予測をすると

いうのが本来正しい姿だと思います。 

 いずれにしても、今は２年遅れ、つまり２年、完全に予測を挟んだ上で2020年度か

らの予測という形になっているので、そういう予測を重ねるところの不確実性という

のは高いと思いますから、そこはやはりできるだけ軽減するような形、つまり実際の

データに基づいて、そこを更新していく形が望ましいということは、そのとおりだと

考えます。 

【参加者】 どうするかは議論しなければいけないと思います。 

【神谷部長】 では、一遍休憩して、その辺も含めて議論いたしましょう。 

 では、30分遅くなりましたけれども、４時から再開ということでお願いいたします。 

（ 休 憩 ） 

【神谷部長】 では、４時になりましたので再開させていただきます。 

 先ほどまで、マサバとゴマサバの将来予測の話があったわけですが、最初に将来予

測で、私のほうから46ページと48ページで確認をさせていただきたいので、スライド

をお願いできますか。 

 今作ったので、これは公式の資料じゃなくて、あくまでもここでの確認のための資

料だと思ってください。 

 46ページの将来の平均漁獲量で、βを0.9としたやつが例えばオレンジ色の線にな

って、48ページのβを0.9とした漁獲量が青色の線になります。こういうふうにデー

タをそのまま表に打ち込むと、こういう違いがあるわけなんですが、この違いという

のは、2018年と19年を、オレンジ色は計算上のこれだけ獲れるはずだというものをお

いてやってみたと。 

 一方で、48ページのほうは、直近の獲れ具合が2019年まで続くんだという前提でや
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ってみたと、そこが大きな違いになっています。 

 一方で、だから、我々としては事実として2018年の漁獲実積というのは出ています

から、青色の線のほうが、より事実に近いのかなという認識はあるんですけれども、

そういう考えでよろしいですかね。 

 よろしいとすれば、多分二つのことが見えてくると思うんですよ。一つは、最初に

ぼんと獲っちゃうと、その後は獲れないけれども、同じ獲れ残しがじわじわと獲って

いると、長く獲れますねというのが１点です。 

 これは私の解釈ですと、資料５－１の38ページ、加入の図があります。この加入の

2017年とか16年がすごく高加入なので、これが生きている間は非常にいい漁獲になる

んだけれども、計算上は、これはせいぜい生きて七、八年なので、最終的にはその加

入がなくなると一緒になってしまうと。一緒になって下がっていくというのは、今の

計算上ではＭＳＹが37万トンなので、それに近づいていくという、そういう認識でい

いですかね。 

【西田センター長】 はい、そのとおりです。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 では、仮にこういう認識で物事を考えていくとして、今、水色のほうが現実的だと

言われましたので、仮に水色のβ＝0.9でいくとした場合に、今の漁獲と比べるとど

うなるのかというのが次の資料になります。 

 こんな形になるわけなんですね。赤が２本で、水色が中国の漁獲で、灰色がロシア

になります。90年代以降、いろんなＴＡＣを導入したりとか、努力の甲斐があって資

源がようやく増えてきたところに、もともとロシアというのは獲っていたんですけれ

ども、ロシアも獲り出して、さらに中国がＮＰＦＣの公海上で獲り出したと。そうい

ったものも含めてみても、将来の漁獲量というのはこういう感じで予測されますねと。 

 少なくとも2030年までこれでいくとしても、計算上は日本の漁獲実積を下回るもの

ではないということだと思うんですけれども、ここでいろいろ大事になってくるのは、

この辺をどういうふうに管理していくのかというのは、先ほども意見が出ましたけれ

ども、次のページをお願いします。 

 これはサンマなんですね。真っ赤が日本で、日本だけがいろいろ獲っていたのが、

あれよあれよという間に外国の勢力が増えて、2015年になるからここかな、ようやく

ＮＰＦＣがもうできたときは、実は日本の比率というのは本当に低かったんだと。 
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 そういうところから一生懸命、我々としては頑張ったつもりなんですけれども、

2017年とか18年にようやく努力量規制が入って、今年漁獲量の制限も入りましたけれ

ども、これも出発点で、それからなかなか難しいものがありますよね。こういう実態

ができてしまった後に、もとのこういう世界に盛り返そうとしても、非常に難しいも

のがあるわけです。 

 そういったサンマの経験を、これからサバのほうにどう生かしていくかというのが

大事になってきます。まだまだサバは漁獲の主体は日本です。この辺も、そんなには

まだ増えていないと思います。たまたま今、資源がいいわけですから、この人たちの

分を入れてもこういう感じでいくわけですね。そうやって見ると、大体このあたりぐ

らいまでにどういうふうにやってＮＰＦＣでちゃんとした管理措置を導入していくの

かというのが大事になってきます。 

 次をお願いします。 

 いろいろ国際的な条約をてこにやらないといけないんですが、実は国際的な枠組み

というのは、結構沿岸国に有利にできているんですね。国連海洋法条約というのは、

基本はＭＳＹをベースにしなさいというのがあるわけですが、それにさらに国連公海

漁業協定という海洋法の実施協定があるわけなんですが、当然ＭＳＹベースが前提な

んですけれども、沿岸国が自国の水域でやっている措置、これは尊重して、公海でと

られる措置というのは、沿岸国の措置の実効性を損なわないことを確保しなさいとい

う規定があるわけなんです。 

 今、我々がサンマでやっているＮＰＦＣ条約というのも、海洋法と公海漁業協定を

もとにやっていますから、サバのようなストラドリングストックは、ここの条文を受

けて、排他的経済水域の内外に存在する魚種の保存管理措置は、公海の措置というの

は沿岸国の200海里の措置と一貫性のあるものを確保しなさいということです。 

 一貫性のあるものを確保するというのは何かというと、先に沿岸国がしっかりした

措置を決めれば、それと同じ効果がある措置を公海でも決めないといけないというこ

となんです。これは逆に言うと、公海のほうが先に決まってしまうと、沿岸国の措置

というのは、それに合わせないといけなくなっちゃう。 

 次をお願いします。そういったことを見てみますと、これは将来的なイメージなん

ですけれども、サバは国内の資源じゃなくて国際資源になっていますから、普通のプ

ロセスで見ますと、ＮＰＦＣで資源評価を実施して保存管理措置を徹底して、それを
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国別に配分します。配分を受けて、日本で管理の細則とかいうのを決定することにな

るんですけれども、先ほど言いましたように、沿岸国が定める保存管理措置の実効性

を損なってはいけないとか、一貫性のあるものにしないといけないという部分がある

わけですから、先に日本のほうできっちりした措置をとることが大事なんです。 

 ＮＰＦＣは、基本はＭＳＹベースで物事を動かしていますから、我々もそれを先を

行くＭＳＹベースで目標管理基準を定めて、限界管理基準を定めて漁獲シナリオを決

定すれば、まずここを優先して、少なくともここでは日本の措置を無視できなくなる

わけなんですね。そういった意味で、我々がこの場で目標管理基準とか漁獲シナリオ

を決めることが非常に重要だと思っています。 

 一方で、これまでのサバの資源評価や資源管理というのは、ここだけで見ているわ

けですから、管理の細則とか、今ここの我々のＴＡＣが幾らになるのかという、そこ

の部分で非常に皆さん関心があるし、これからもそうなんでしょうけれども、その前

に、先にここを決めて、こちら側のほうに行くようにしないと、ここがどんどん増え

て、ここが減ってしまうというようなことになるわけなんですね。 

 そうするとといいますか、まさにサンマで得られた経験を踏まえて、ここの管理を

どういうふうにやっていくかという国際的な視点が非常に大事になってきます。そう

いった意味ですと、今、出発点として捉えるのであれば、仮に今提案されたやつのβ

＝0.9である程度のものを我々は決めておいて、それをもってＮＰＦＣで議論すると。

特に2030年までぐらいに、遅くとも2030年までぐらいにはＮＰＦＣでしっかりしたも

のが決まるようにしないといけないというふうに考えています。 

 そうやって見ると、今回提示された出発点の数字というのは、そう悪いものではな

いんじゃないのかと。逆にこれが皆さん方が、数字は多ければ多いほうがいいかもし

れませんけれども、出発点がこういうところになると、ではまだまだ獲る余地がある

じゃないかとか、これからＥＵなんかも入ってきますので、ＥＵも漁獲できるじゃな

いかという口実も与えることになるわけです。 

 ちょうどかつかつぐらいで始まって、その資源の評価の仕方とか日本の管理の仕方

というのが、ＮＰＦＣの中でも採択されて、結果的に日本のここの権益が守られるよ

うにしていかないといけないんじゃないかと。 

 特にサバというのは、今までと違って知らない間に国際資源に急速になりつつあり

ますので、こういった観点からも議論を考えていただければと思います。 
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 以上が私のほうの話です。 

 これも踏まえて、第２回会合ではどうしたらいいのかというのも、水産庁のほうか

ら提案していきたいなと思っています。 

 以上です。 

 では、ご質問ありますでしょうか。 

 では、一番後ろの方、どうぞ。 

【参加者】 今の国際条約の件なんですけれども、ご質問したいのは、ＥＥＺの外側でサ

バに関してなんですけれども、火光利用の禁止というのを我々は北部太平洋の旋網は

受けています。そうすると、それを主張することができないのか、それとＥＥＺの中

で火光利用がいいというのであれば、今度は逆にそれが全体の国際条約の中で決まれ

ば、日本の中で火光利用させてくださいということになってくるのか、教えてくださ

い。 

【神谷部長】 国際条約でまず決まるのは、漁獲圧力をどう配分するか、なわけですから、

基本的には数量が決まります。 

 それをどうと獲るかというのは、その次のステップになるので、多分ＥＥＺの外、

公海では火光利用の禁止というのはならないと思います。なぜならば、今こちらで獲

っている中国の漁船というのは全て火光利用なので、それを全廃ということは多分現

実的に難しいだろうと思います。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 そうすると、逆に公海上でのサバ操業や何かという新規格を我々が出すときには、

火光利用をさせてくれということを主張せざるを得なくなりますけれども、これまで

の経過から見ると火光は利用しないほうがいいとは思っております。 

【神谷部長】 そこはちょっと話が飛びますけれども、日本漁船としてどう秩序立てて操

業するかというのはまた別問題なので、日本は火光利用しないというのであれば、そ

れはそれで全然構わないと思います。 

 いずれにしても、大事なのは、ここの獲る量をどういうふうに配分していくかとい

うところですね。そのためにも、日本で早く、今この資源評価をもとに目標を定めて

管理措置、またＴＡＣを導入していくというのが大事になってくると思います。 

【参加者】 これまでＮＰＦＣのワークショップ、マサバのワークショップ、29年２月に

開催されたわけですけれども、その席で業界として発表の機会をいただいて、漁場資
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源課の班長さんにもご指導いただいて発表したときに、日本の決まりによって、火光

は利用はしていないということで公表はさせていただいたんですけれども、それに対

する中国の反応なり、他の外国の反応は特になかった、ああそう、という程度だった。 

 そこで、改めてこういうことができないかなということでお願いなんですけれども、

これは昨日もお話し申し上げたとおり、我が方は平成15年から23年まで、具体的には

15年から19年の１期の５カ年間の海洋計画と４年間の都合９年間の海洋計画を実施し

たわけですけれども、その結果について、市野川さん、水研センターさんのほうで、

前期の５年分を休漁した場合としなかった場合ということで件数を出していただいて、

休漁すると魚が増えるという結果で、パラメーターは1.4というのを論文に発表して

いただいた経緯がございます。 

 それと同じような形で、例えば公海で火を使わなかった場合、使った場合というの

をパラメーターなり数字を出していただければ、これから資源評価のときにも先ほど

部長が仰られたように、遠洋国がそういう決まりを進めるのを優先されるというお話

もございますので、これからの科学委員会でも日本にとって有利な話になるかと思い

ますので、できるだけこの数値化というのをいただければと思っています。 

【神谷部長】 その辺も大事なんでしょうけれども、それよりも先にもっと大事なのが、

結局うちがここを先に決めることなんです。こういうＭＳＹベースの管理をやって、

それに基づいてＴＡＣを決めているから、残りしか獲るなというような形にどうやっ

て持っていくかが一番優先になることなんです。そこをよくよく認識していただきた

いんです。 

 火光利用というのは、それは言うことはあったとしても言うにしても、プライオリ

ティーからすると、かなり低いわけですね。火光利用を禁止しても獲られてしまえば

一緒になるわけですから、獲られないようにするためには全体の総枠を決めて、その

中で日本のとり分がこれだという形を持っていかないといけないと。そういうために

は、今やっているプロセスをできるだけ早く進めないといけないということになりま

す。 どうぞ。 

【参加者】 私は対馬系群のほうも参加させていただいて聞いたんですけれども、太平

洋系群は、今この発言がこの場でいいのかはちょっと考えますけれども、太平洋のほ

うでは、やはりＮＰＦＣですか、団体があって、今、神谷部長が言われたことは理解

はできるんですけれども、対馬系群のほうは、まだそういう団体もないですし、何か
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土俵が太平洋系群と対馬系群では違うんじゃないかなということを強く感じました。 

 以上です。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 状況がちょっと違いますね、対馬と太平洋ですね。太平洋は、この経験をどう学ん

で管理していくかというのが大事になってきます。もうサンマは国際資源だという認

識の中で、どう賢く振る舞っていくかということになります。 

【参加者】 先般ＮＰＦＣの会議も参加させていただいて、サンマで非常にご苦労され

ているところは目の当たりに見させていただいて、今の神谷部長のご説明ですと、サ

ンマではできなかったのは、国内ルール上で同じような考え方を持てなかったからだ

めだったのか、サンマは何となく、ただ手遅れになってしまったのか。 

 では、サバだと、今からやってみんながそれに従うとすると、だけれども、多分、

何かすみません、中国やロシアの人というのは全然聞こうとしないんだろうなという

感じも受けますので、その辺がちょっと、サンマは本当はやりようがあったのかとか、

過去に10年前とかよくわかりませんけれども、その辺を教えていただきたいんですけ

れども。 

【神谷部長】 サンマはＮＰＦＣができたのが2015年ですね。できたときは、もうこう

いう状況ですね。サバはＮＰＦＣができて、今こんな状況です。今、資源量を推定す

れば、一瞬ぽこっと増えるわけですから、逆に言うと、これは誰でも受け入れやすい

数字なんですよね。 

 だから、ＮＰＦＣというのはコンセンサスの会議なので、格好いい正論は幾らでも

言えますけれども、１カ国でも反対すれば合意はできません。そういったときに、こ

の状況で、こういうところがあるときのほうが、合意は絶対しやすいんだと思います。 

【参加者】この図で下のほうの部分なんですけれども、今後こういう形で決めていったと

きに、資源評価の赤の線を日本が出した場合に、その中で他の国と日本との分捕り合

戦じゃないですけれども、そういうのは起きてはしまうんですか。 

【神谷部長】 そうなるわけなんですよね。 

 この中で、公海の獲り分を幾らにするかというのがＮＰＦＣで決まることになるわ

けですから、ですから、先に資源評価はちゃんと日本のペースで進んでいくことが大

事で、さらに日本としてこんな措置をやっているから、これに準じるようにというこ

とが、ますます大事になってくるということです。 
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【参加者】 おそらく今日出ている方々は、多分全体の資源評価もあれなんですが、その

中で日本の獲り分をどれだけ確保できるのかなというのが、多分一番興味のある部分

で、その部分はこれから水産庁さんが外交のほうで頑張っていただくということでご

期待はしているんですが、以上です。 

【参加者】 今の配分の件なんですけれども、大体国際条約だと、結局実積でしか配分、

合意できない、クロマグロなんかもそうですけれども、そうすると、今やればあの比

率ですが、あれが増えちゃうと日本のとり分が平均化されて減ってくるということに

なるわけですね。 

 そういう意味では、なるべく早く始めたほうがいいといえばいいんですよ。ただ、

相手があることなので、今、神谷部長が言われたように、合意なんですね、ＮＰＦＣ

は多数決じゃなくて。という問題があるので、タイミングも考えなきゃいけないと思

うし、仮に今できたとして、最短だといつごろＮＰＦＣへ入れられるのか。交渉事な

ので、そこは除いて。 

【神谷部長】 入ったとしても数年先になるはずなんですけれども、多分数年先なんです

よ。今すぐというのはできないんですけれども、でも、そのためには、まず日本がこ

ういうふうにやって実施しているんだという事実が必要になってきます、既成のです

ね。それが初めてこちら側に生きてきて、この中に入ってくるということになります。 

 だから、例えば結果的に３年先に合意するんだったら、３年先に日本も導入すれば

いいじゃないかという理屈はならないです。うちはうちで早めにやって事実を積み重

ねて、それを向こうに言っていくということになります。 

【参加者】 ということで、例えば極端な話、来年からやっても、それは実積が１年経

たないとこちらには行けないので最低２年はかかると。再来年になれば、もうまた１

年か２年はおくれる、そういう理解でよろしいですか。 

【神谷部長】 そうですね、だから早ければ早いほうがいいですね。時間がかかりますけ

れども。 

【参加者】 ということだそうです。 

【参加者】 短時間のうちに資料を整えていただいて、ありがとうございます。 

 今言われたところがほとんどみそだと思っていまして、本当に交渉シナリオがどれ

ぐらいで結果を出すことができるか、それ次第なんだろうと思いますよね。その前の

数年前に、では新しいシステムを導入しましょうかというシナリオになっていくのか



－130－ 

なと思ったりもします。 

 この場はあくまでもオープンの場なので、交渉事はあまりオープンにしていくのは

好ましくないんだと思っていますけれども、そういう諸外国の規制をやるために、あ

る程度めどをこれから一生懸命立てていきますと。その二、三年前には間違いなく新

システムは導入してくださいと言っていただいたほうがわかりやすいのかなと思いま

すが、いかがですか。 

【神谷部長】 ちょっと、もう一遍言ってもらえますか。 

【参加者】 いわゆる諸外国、ＮＰＦＣの規制のスケジュール感ですね。当然相手のあ

ることですから、必ずそのとおりには絶対いかないんですけれども、一応ここを目途

に頑張っていきますと。その二、三年前に、まず日本においては新シナリオというか

新システムを導入して、それをＮＰＦＣの中にどんどん反映させていくというのが一

つの戦略なのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

【神谷部長】 ですから、スケジュール感というのは、２年後にはＮＰＦＣの導入を目

指すというのが最も早いですね。 

 そのくらいの感じでやらないと多分間に合わないと思いますし、本当にこんな感じ

なので、放っておくと、放っておくだけ増えてきますよね。まさに、ここの経験則を

踏まえないといけないので、だから、我々は絶対のんびりできないだろうと思ってい

ます。 

【参加者】 二、三年、三、四年後、いつになるかわからないですけれども、ＮＰＦＣ

でサバの管理ができるとしたら、ＭＳＹを目指すというやり方を我々が決めたとして、

それで同じような方式で、基本的にはＮＰＦＣにもリクエストしていくということに

なるんでしょうか。 

【神谷部長】 ＮＰＦＣ自体がＭＳＹベースで管理するというのが条約にはっきり書いて

あるので、データも日本が一番持っていますから、日本の資源評価がベースになるは

ずです。 

【参加者】 わかりました。 

 もし違うなら、その条約が決まるまで高い目標値を設定してもよかったのかなとい

うふうな気がしたものですから、失礼しました。 

【参加者】 基本的な方向性というのは、非常に明確に示されたのかなというふうに思

っています。 
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 一方で、すごく気になるところがございまして、当然ながら、この図でいきますと、

今まさに中国、ロシアがばっと増やしていこうとしているという中において、この図

が正しいとすれば、非常に大きな圧力で中国とかロシアが増えていれば、日本は控え

なくちゃいけないのかということにも、これが正しいということになればですね、そ

ういうふうにも読めてしまうものですから、そうすると、何か知らないけれども、奥

ゆかしい日本だけが損をするんじゃないのかというふうに思ってしまうものですから、

そこら辺はどういうふうに考えるんでしょうか。 

【神谷部長】 いつもそうやって、だらだらやっている間に時間だけ過ぎていって、実積

として負けてくるということになるわけなんです。 

 こうやって見ますと、今のデータというのは、そんなに増えないですよね。だから、

この中で、この配分の獲り分、同じ比率で日本が獲るとか、そういうところをこれか

らどう考えていくかというのが大事になってくると思うんです。 

 外国が増えた分、日本が減るというんじゃなくて、日本としての管理をするわけで

すから、例えばβが0.9であると、この中でこういうふうに日本は増やして管理しま

す、でもβは0.9ですからというようなことをちゃんと打ち立てていくんだろうと思

いますけれども。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【神谷部長】 他にないですか。 

 どうぞ。 

【参加者】 公海域で獲っている魚が日本で獲っている魚と同じかどうかというところの

確認は、まだ多分されていないと思うんですけれども、沖合で獲っているということ

で、ひょっとしたら、より若齢のものに偏って獲っているかもしれないとか、いろい

ろ考えられることはあるわけですけれども、そこの公海域で獲っている魚についての

情報というのはどうやって集めるのか、評価にどう反映させるのかというのは、何か

お考えがありましたら。 

【西田センター長】 一番正しくは、ＮＰＦＣとしての資源評価のプロセスというか、

そういうのを進める中で、きちんと各国が生物情報、年齢査定の情報とかも含めて提

出するということが正しい姿だと思います。それは漁獲量が多い少ないにかかわらず、

漁獲したものに対してはちゃんと報告をすべきだと。 

 ただ、現状では、今のところマサバ、サバ類込みの漁獲量といった数値しか基本は
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出てきていないので、そこはなかなかいろいろ仮定して、推定はしていると。もちろ

ん、資源評価の中に組み込んではいるんですけれども、そこのところが各国からきち

っと生物情報も含めたものが出ていない中でやっている作業というところになります。 

 だから、基本は、産卵海域は日本の太平洋側にあるというふうに認識していて、そ

ういう意味ではもう完全にストラドリングストックの典型だというふうに考えるわけ

なので、そこは沖合のほうにいる、それが沖合のほうに展開したものを公海上で獲っ

ているということだという認識でいます。 

 最初に戻りますけれども、ただ仰るように、それが正しく評価されるようなサイズ

とか年齢とかという情報は提供されるべきだと考えています。 

【参加者】 予定は特に今のところはないという感じですか。 

【西田センター長】 一応、ＮＰＦＣの中でマサバの技術作業部会というのがありまして、

その中で将来的には資源評価ができるようにという作業工程はつくっています。 

 ただ、今その中で何が行われているかといいますと、それぞれがいろいろ適切と考

えられる資源評価モデルみたいなものの提案をするんだけれども、一応共通のゴール

は決まっていて、年齢構成があるモデルを使いましょうというのは共通のゴールとし

てあるわけなんですけれども。それに向けてはいろんなモデルがあるので、そこの性

能の評価を、昨日からいろいろＭＳＥとか言っていましたけれども、そういうオペレ

ーティングモデル、つまり実際の資源を仮定、仮想して、それでいろいろシミュレー

ションしてやるというような、そういう手法なんですけれども、そういうものでやっ

ていきましょうということにはなっています。だから、まだちょっと資源評価本体と

いうよりは、まだ前の前の段階ということになっています。 

 その作業部会の日本の取り組み方としては、一応既存の資源評価をやっているＶＰ

Ａ、チューニングＶＰＡ、それと状態空間モデルといった新しいモデルに関しても報

告書、文書を提出して議論をしていると。 

 いろいろとチューニングＶＰＡとかチューニングの指数、あと自然死亡率とか、そ

ういうふうなことに関しても、もう既に文書を提出して、ある程度先取りした対応は

技術作業部会の中ではやっているという、そういう状況です。 

【参加者】 実際に外国の研究機関で測定を始めたとか、そういう話は聞いていないです

か。 

【市野川主任研究員】 ロシアでは調査船調査を毎年やっておりまして、そこで漁獲の調
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査と、あと漁獲物についても調査しているという報告を２月のワークショップで受け

ました。 

 中国につきましても、漁獲が増えてきた二、三年前から漁獲量データ、また体長デ

ータの収集を始めたというふうに聞いておりまして、次のワーキンググループでは、

これらのデータをみんなで持ち寄って検討することになっております。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【参加者】 先ほど神谷部長のほうからは、できる限り早く規制が導入できるようにとい

うお話をいただいたので心強かったんですけれども、片方で科学委員会の対応をされ

る水研の皆さんの今の反応を聞いていますと、まさしく議論が始まったばかりの話で

非常に不安に思わざるを得ないんですよね。 

 サンマの場合もそうですけれども、科学委員会で合意が得られなくても、本委員会

のほうで規制の導入というのは可能なんでしょうか。 

【神谷部長】 例えばこれ以上増やすなとか、逆に言うと、そういうことは可能です。 

【参加者】 先ほど仰った漁獲シナリオの導入云々かんぬんの部分を公海のほうでもやる

んだと、それを科学委員会の同意がなくても本委員会の議論の中でやれてしまうとい

うふうに理解していいんでしょうか。 

【神谷部長】 二つあって、資源評価が出されていないから、これ以上増やすなという持

ち出し方と、でも日本はちゃんとこうやっていると。２番目に、どれだけ獲っていい

かというのは、ＮＰＦＣで資源評価が終わってから、今度はきっちりやりましょうと

いう話です。ちょっとわかりにくかったですね。 

 資源評価が少し時間がかかるんじゃないかとご心配されていますけれども、逆に言

うと、日本が見たところ、こんなふうな状況だから、これ以上増やすなという提案は

ちゃんとできます。それをベースにやっていきたいと思います。 

 ＮＰＦＣの決意表明の場じゃないんですけれども、そのくらい頑張りますので、こ

ちらも我々に協力していただけますようよろしくお願いしますと。そのためには管理

目標と限界基準とハーベストコントロールルールを、今こんな感じで導入するという

のは絶対悪い話じゃないというところですね。悪い話じゃないというか、結構状況が

迫っているんですという意味で説明させていただきました。 

 一方で、ＭＳＹがいい時期と悪い時期で違うじゃないかとかいうような部分は、当

然ＭＳＹというのは定期的に見直すことになっています。それは法律の中に、基本計
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画はちゃんと見直せというふうになっているので、そこはもう確実に担保されるんだ

と思います。 

 ですから、資源の状況が変動すれば、一遍決めたものを固執したＭＳＹにするとか、

ハーベストコントロールルールにするというのは、絶対あり得ないと私なんかも思っ

ています。 

 次に、戦術として、あまり高めのやつを今ここで出すと、ここの数字がこんなふう

になっちゃったら、これも困るよねとかいうふうになると、意外に悪くないかなとか、

理屈はわかりませんけれども、結果的に見て、何かいい感じかなとかいう気もしたり

はするんですけれども、これはあくまでも私個人の話ですし、個人のデータなんです

けれども。 

【参加者】 後ほど要望として上げようと思っていたんですけれども、もし仮に新管理シ

ステムを導入するとなったときに、ＭＳＹの見直しを、とりあえずは原則５年に一度

ということのようですけれども、やはりこういう諸外国との交渉事がある、そしてま

た、漁業者の皆さんの不安もあるという中で考えると、最初のころは、例えば二、三

年に一度は見直していただくとか、先ほどもうちのほうから質問しましたけれども、

毎年の当然ＴＡＣを計算するためにＡＢＣの計算はされるんでしょうから、その見直

しについては、今までのようにちゃんとしっかりと見直しはしていきますというよう

なことをしっかりルールづけていただければ、みんな安心していけるのかなというふ

うに思います。 

【神谷部長】 ＭＳＹの見直し、それと状況に応じた適切なＴＡＣの計算ということ、

それは当然のことだと思います。これからもわかっていただけるように、決して規制

を厳しくするためにやっているんじゃなくて、本当に日本の権益をどうやって守るか

というところのほうを今結構考えていますので、そういう観点で、ちゃんと前向きに

やっていきたいと思っております。 

 では、一応これに関してはここで打ち切らせていただきます。 

 最後にこれからの進め方、宿題の確認ですね。 

 まず、これまでの議論全体でまた振り返って質問があれば、どんどん質問してくだ

さい。 

 では、一番後ろの方、どうぞ。 

【参加者】 今回のＭＳＹルールと従来の資源評価の関係でお伺いしたいところがある
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んですけれども、ＭＳＹは５年間、数字として固定されるということですが、資源評

価自体は毎年されるというふうに理解をしています。 

 そうなった場合に、例えばβ0.8という数字を選択した場合、資源評価によって想

定よりも資源が減ってしまったとか増えてしまったというふうになった場合のＡＢＣ

の設定の仕方はどういうふうになるかというのをお伺いできればと思います。 

【西田センター長】 まず計算されたＡＢＣと将来予測のところをちゃんと提示して、そ

れで検討をしていただくという、つまり、そこで何か決まるということではなくて、

機構としては資源評価をやって、それが更新されたものをちゃんと示していくという

流れなのかと思います。 

【参加者】 では、例えば今回の今後のステークホルダー会議で、β0.8が採用された場

合においても、来年その資源評価が見直されたら同じようにステークホルダー会議を

やって、そのβをもう一度選択するというようなプロセスになるんでしょうか。 

【神谷部長】 すみません、今ステークホルダー会合をやっている理由は、ＭＳＹの基準

値をどこにしようかというのと、ハーベストコントロールルール、漁獲規則を決めよ

うというので集まっているわけですから、それが一旦決まれば、今後やるのは毎年の

資源評価と毎年のＴＡＣの設定です。一方で、ＭＳＹとか漁獲管理規則の見直しとい

うのも、これは定期的にはやりますけれども、毎年じゃないということですね。 

【参加者】 では、想定よりも資源が増減した場合というのは、何か緊急発動ルール的な

もので対応になるということでしょうか。 

【西田センター長】 緊急的な事態というのはあると思うので、そういうことに関して想

定した考え方というのは、今ご紹介したいと思います。 

【市野川主任研究員】 毎年資源評価を更新していくことによって、やはり再生産関係や

管理基準値、また将来の確率などか振れていくと、そういう懸念もありますので、基

本的には毎年、再生産関係や管理基準値というのが当初想定したものと大きく変わら

ないかどうかということをチェックしながら進めていきます。 

 その中で、将来の達成確率と大きく変わると、そういうような事態が生じた場合に

は、管理基準値や管理規則等を、また更新していくというようなプロセスをとること

になると思うんですけれども、では大体どういうような基準で緊急ルールというのを

発動するかというようなところは、あらかじめ少し決めておいたほうがいいだろうと

いうことで、この機構のホームページのほうに、想定外の事態が生じたかどうかの判
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断ということで、これはＡＢＣ算定ルールの付録として作成しているものですけれど

も、こちらのほうに、どういうときに想定外の事態が生じるかというようなところを、

ざっくりとですけれども書いております。 

 例えば将来予測をしたときに低い加入がものすごく続いて、リスクが急激に高くな

ったと、または、長期的に物すごくいい加入が続いて、管理基準値を上回る確率が大

幅に変わったと、そういうようなさまざまな状況を、これは①、②、あと大きな情報

の更新が行われた場合というような幾つかの状況を想定して、こういうようなことが

あったら管理基準値や管理方策等も変えていくというようなところは、こちらのほう

に文書として書いてありますので、こういうようなものを指針としながら柔軟に対応

していくというような方向性になっております。 

【神谷部長】 緊急事態発生時対応ルールというのをちゃんと考えています、用意してい

ますと、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】 そうすると、大体ご意見も出尽くしたようでございます。 

 今日出された宿題の確認をさせていただきたいと思います。 

 今日明確に出された宿題というのは、ＭＳＹを資源がいいときと悪いときと二つ計

算してみてくれと。 

【参加者】 具体的に年次を指定して。 

【神谷部長】 そういうことですね。 

 他に宿題としてやるべきものはありますか。 

【参加者】 その宿題と関連しまして、モデルの選択の問題とかいろいろあったと思い

ますので、できたらそういうのも専門家として同種の会話もあるんですけれども、

我々も少しでも安心してこういったもの取り組んでいく上でも、議論を整理したもの

がもし出せるのであれば出していただいて、こうだよというふうに示していただける

とありがたいです。 

 水政審の会長もされていた方とか、そういった方々が言っているのと、やはり違う

ことになっているので、若干不安というのがあるというのはご理解ください。よろし

くお願いします。 

【神谷部長】 ありがとうございます。その辺も検討いたします。 

 では、藤原さん。 
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【藤原課長補佐】 皆さん、お疲れさまでございました。 

 最後に、昨日と同様、３点ご連絡させていただきます。 

 明日の開始時間は今日と同じく10時となりますので、９時半から会場を開けますの

で、それ以降に来ていただければと思います。明日以降も受け付けは不要ですので、

直接会場の中に入っていただければと思います。 

 二つ目につきまして、昨日同様、資料につきましては必ず持ち帰っていただいて、

明日も持ってきていただきますよう、よろしくお願いします。 

 最後に、昨日もご協力いただきましたけれども、ごみにつきましては引き続きお持

ち帰りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。お疲れさまでございました。 
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〇令和元年８月９日（金） 

【神谷部長】 おはようございます。定刻になりましたので、最終日、３日目の検討会

を開始したいと思います。 

 昨日は資源の状況、資源管理目標案及び漁獲シナリオ案についてご議論いただきま

した。昨日までの議論をちょっと総括してみたいと思います。 

 まず、冒頭で１日目の議論を総括しまして、昨日、出席者からリクエストのあった

もののうち、過去に新たな資源管理を導入した場合の資源変動、漁獲量の観点から見

たＭＳＥ結果について水研機構から説明がありました。 

 主な意見とか質問というところは２点でございますが、ちょっと次のページ、お願

いします。水研機構より資料５を用いまして、マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋

系群の平成30年度資源評価結果及び再生産関係の適用管理基準値案の検討結果につい

て説明がありました。 

 ここで出された主な意見や質問がこんな感じでございますが、特に西田センター長

のほうから補足しておくこと、また、今もう一度再確認をしておくことがあれば、よ

ろしくお願いいたします。 

【西田センター長】 個別の問いというより、全体を通じてという形で、ちょっと大括り

の話でよろしいでしょうか。 

 まず、昨日いただいたご質問というものに対して回答するということについて、今

後ウェブ上での公表ということもご発言がありまして、そこに関しましては、いただ

いた質問への回答を含むＱ＆Ａというものについて、水研機構のほうからウェブで掲

示する形をとらせていただきます。丁寧な回答を心がけさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、海洋環境のレジームシフトに対応した資源変動ということを考慮した、

時代を区分したＭＳＹ水準の分析ということについて、これは、やはりそういうもの

を見せてほしいという明確な宿題としていただいたものというふうに受けとめました

ので、次回ご提示できるようにさせていただきます。 

 それから、やはり、例えばですけれども、今回の分析は既存の資源評価モデルに対

応して加入量の変動、子のほうの変動を考慮した分析を行っているんですけれども、

やはり親魚量の信頼区間といったものも考えていくべきではないかというご指摘もい

ただきました。ここに関しては、やはり資源評価モデルの高度化ということに取り組
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んでいかなければいけないと考えています。 

 マサバ太平洋系群では、既に状態空間モデル、ＳＡＭというモデルも使った分析を

して、ＮＰＦＣの作業部会でも提示しているところです。ただ、一方で、既存のチュ

ーニングＶＰＡという手法も、年齢査定の情報、各都道府県の水産試験場の皆さんに

非常に努力いただいて、まず漁獲尾数という情報をきちんと作成していただいて、そ

れから、それを年齢分解していく、年齢査定を行う。そういう情報を積み上げて、デ

ータに関する、ある意味合意を図りながら資源評価を進めていくという、結構今のス

タイルに合っているところはあるとは認識しています。また、産卵量調査とか調査船

調査とか、日本として継続的に体系的に実施しているものもあるので、そういった利

点をきちんと活用できるようにしていきたいというふうには考えています。つまり、

資源評価モデルの高度化というものについては取り組みつつ、そういう日本の資源調

査の特性、長じているところも生かしたものをきちんと提起できるようにしていきた

いというふうに考えています。 

 また、あと、外部レビューについてもご指摘いただきました。現状の資源評価でも、

多くの水産資源学の先生に事前に見ていただいて、点検をいただいて、会議でのご助

言もいただきながら進めているんですけれども、特にこのたび新しい資源評価プロセ

スということが結構なスピード感で進むに当たって、やはり外部レビューの確固たる

体制を構築すべきというご指摘をいただきましたので、そのような体制が構築できる

ように取り組んでいきたいと考えているところです。 

 とりあえず以上です。 

【神谷部長】 じゃ、一通り、まずこんな感じで次のページ、お願いします。３ページね。 

 じゃ、４ページをお願いします。 

 ５ページですね。 

 ６ページです。 

 ７ページです。 

 ８ページ。この辺までを、いずれにしても、これはホームページにちゃんと載せま

すし、今、西田さんのほうからまとめて発言したことも、また議事録の中にしっかり

書き込まれますので、よろしくお願いします。 

 じゃ、９ページですね。 

 私のほうから補足的に、国際的な状況について説明いたしました。再度繰り返しに
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なりますけれども、やはり国際的にはＭＳＹベースで管理が進んでおりますし、大事

なのは、サバみたいな公海とＥＥＺに跨って存在する資源というのは、ＥＥＺの沿岸

国の保存管理措置を阻害するようなことをやってはいけないという規定がありますの

で、まず早目に沿岸国、つまり日本でしっかりした管理措置をとることが大事だとい

う点を私のほうから強調させていただきました。特にサンマの事例を、そういう経験

を踏まえて先手先手でやっていくべきだという点も、私のほうから強調させていただ

きました。それが９ページと次のページになります。 

 最後、宿題なんですけれども、次回会合までにやってほしいと出された点は、ＭＳ

Ｙ水準を２つに分けて算定してほしいということですね。１つは資源の高水準期、こ

れも70年から90年代、2011年以降、低水準期は90年から2010年ですね。これの水準の

算定をするということが宿題として出されております。 

 以上が昨日の議論の取りまとめでございますけれども、何か落ちている点があれば、

よろしくお願いいたします。 

 では、この宿題を我々は的確にこなして、第２回協議のほうにお持ちしたいと思っ

ております。 

 本日は、最初に水産庁より今後について説明させていただきたいと思います。では

廣野課長、よろしくお願いいたします。 

【廣野課長】 管理調整課長の廣野です。 

 再度、資料４、初日にもご説明しましたが、６ページをお願いいたします。よろし

いでしょうか。 

 これ、左の上から右の下のほうに流れてまいりますが、今回ご説明したサバ類の資

源管理については、左のボックスの下側、資源管理に関する検討会のところまで来て

います。今回の検討会では、この箱の中の１と２の途中まで、漁獲シナリオ案の提示

というところまで来ています。今後は、今回の今日までの検討会の結果を踏まえて、

この箱の中の２の後半、それから３の議論を行っていくということになります。あく

まで議論を行っていくということですので、期限ありきの話ではないんですけれども、

何度も検討会を開催していくということでございます。 

 その右のほうですが、関係者の理解を得られた場合というふうに流れていきますけ

れども、その場合には、資源管理基本方針にその内容を入れ込んで、水産政策審議会

の諮問、答申を経て決定されて管理が開始されるという流れとなっていきます。 
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 次の第２回検討会は、先ほどもお話ししましたが、まだご意見もいただいていいと

思いますので、これから取りまとめます宿題の作業量と相談しつつ、今後日程を決め

ていきたいというふうに考えてございます。いずれにしても、日程が決まりましたら、

３週間ほど前に水産庁ホームページにてプレスリリースを行いたいというふうに考え

てございます。 

 今後の流れは以上でございます。 

【神谷部長】 ありがとうございます。 

 これに関しましてご質問等ありましたら、よろしくお願いします。 

【参加者】 １点お願いなんですけれども、３日間に渡って丁寧なご説明はいただいてお

るんですが、じゃ、それでもって漁業者の皆さんが本当に理解できたかというと、ま

だまだのような気がするので、私のほうのまき網だけの立場から申し上げると、まき

網で改めて意見交換会なり勉強会を開催したいと思いますので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。大臣談話にあるとおり、とにかく丁寧な説明を心がけて理解を得

るということでしょうから、ぜひそこはお願いしたいと思います。 

 それに向けて１点、こういう資料をご用意していただけないかというのを、もう一

点だけリクエストさせていただきたいと思うんですけれども、この３日間の議論の中

で１つ欠けているなと思うのは、従来のＴＡＣ管理と、従来というか、今やっている

ＴＡＣ管理と、ＭＳＹに基づくＴＡＣを設定した場合の実際の絵姿、それが全然見え

てこないなと。それは、ＭＳＹ管理をやれば、これだけ資源がよくなりますよという

ことを見せろということを言っているわけではなくて、過去の、例えば15年前、10年

前、５年前、この３点でもいいと思っているんですが、それぞれの地点における資源

状態に基づく、その資源状態に基づいてＭＳＹというものの目標を定めたときに、実

際のＴＡＣってどれぐらいになると。水産庁のほうからは、しばらく我慢して増えた

分をとればいいとおっしゃっていますけれども、どの程度の我慢をすればいいのかと

いうのが具体的に見えてこないと、やはりＭＳＹの新管理システムに対する理解とい

うのはなかなか進まないんじゃないかな、そういうふうに感じております。 

 そういう点において、今申し上げたような３点でいいと思うんですけれども、その

３点の部分について、従来のＴＡＣと、それからＭＳＹ管理というもとで仮に想定さ

れる、単純にはＴＡＣというのは決まっていかないというのは理解していますけれど

も、仮に置いた場合のＴＡＣはこんな感じになりますよねというのを、やはり示して
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いただきたいなというふうに思っています。それはもう、この検討会でなくて、私が

申し上げたまき網の勉強会で結構ですので、そこで示していただければ理解が深まる

のかなというふうに思っているところでございます。 

 ちなみに、今回は対馬系群と太平洋系群と分けて開催していただきましたけれども、

場合によってはまき網全体の勉強会であれば、もう一本化して開催することも考えて

おりますので、そのラインで、今申し上げたことは対馬系群についてもあわせてやっ

ていただきたいというところでございます。 

 ちなみに、まき網で勉強会を開催する場合には、当然私どもの関係者、まき網業界、

それから加工業の方々もちょっと関心を持たれていますので加工業の方、そして大学

の先生方からもアドバイスをいただいているので、そういう先生方を対象に勉強会を

開催したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【廣野課長】 ありがとうございます。この資料４の６ページの検討会の箱の中にも点線

で書いておりますが、会合の場以外にも、水産庁、水研機構から要望に応じ説明、意

見交換というのは理解を深めるためにやっていきたいと思いますので、対応したいと

思います。ご相談させてください。 

 また、オーダーのあった中身についても、要望に応じて考えていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 その点について、水研のほうから何かコメントはございますか。 

【西田センター長】 はい。対応できますので、よろしくお願いします。 

【廣野課長】 では、そのように対応させていただきます。よろしくお願いします。 

【参加者】 ちょっと改めて確認したいんですけれども、サバ類のＴＡＣについては、30

年までは系群も一緒で種類も一緒でやってきまして、今年から日本海と太平洋に大き

く系群では分けて、ただマサバ、ゴマサバは区別しないでＴＡＣを管理したと。 

 今回検討しているのは、マサバとゴマサバに分けたＴＡＣ管理を、早ければ2020年

に開始したいということかというのを一応一つ確認と、あと、昨日ＮＰＦＣの話も出

ていたんですけれども、こういった国際機関での管理とＴＡＣが絡むと、どうもクロ

マグロみたいな事例を想定してしまうんですけれども、マサバ、ゴマサバは、クロマ

グロのように偶発的に獲れるような魚ではないし、また、一旦箱網に入ったものをク

ロマグロでは区分して出すことを今研究していますけれども、マサバ、ゴマサバとほ

かの魚を分けて、片方は逃がすようなことというのは非常に難しい。なおさらマサバ
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はＴＡＣがまだ余っているけれども、ゴマサバのＴＡＣはなくなりましたみたいな話

になると、定置の操業をするものも止めなければいけない。だから、これは第２回目

以降の話になると思うんですが、操業をとめなくてもいいような形を配慮して考えて

ほしいという要望です。 

 あと、最後に、ちょっとこれは別の観点なんですけれども、昨日から中央水研のほ

うでいろいろ追加資料での説明があったんですけれども、水産庁のホームページで、

この会議の資料は全部張りつけてあるんですが、こういった追加資料についても、も

し公開可能であるのであれば見られるようにしてほしい。前の対馬の会議で使った資

料についても同様に、可能なものは公開してほしいとお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【神谷部長】 わかりました。全部要望は承りましたし、しっかりそれに沿うようにやっ

ていきたいと思っております。 

 一つ言うと、どうしてもクロマグロというのを連想されますけれども、クロマグロ

は今までの漁獲を半分にしろというものから始まっているわけですよね。一方、サバ

はそうならないように、今から早目に日本主体でやっていきましょうというところな

ので、基本的にクロマグロと同じにならないようにしたいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次、ございますか。 

【参加者】 今回の資源評価といいますか、管理目標、ＭＳＹについては、単一魚種に

ついてのご説明だったと思います。昨日、マサバとゴマサバのシーソーの話もちょっ

と出たと思いますけれども、単一魚種でＭＳＹという場合はいいんですけれども、そ

れが複数魚種になったときに、全ての魚種についてＭＳＹが実現できるかどうかとい

うのは難しいところだと思っているところです。 

 今回、マサバ太平洋系群に特に絡む話としては、マイワシ太平洋系群というのがあ

るかと思います。マイワシとマサバ、両方ＭＳＹが実現するとは私は思っていないわ

けですけれども、多魚種一括管理という、少なくともマイワシとマサバ、２種だけで

もよろしいので、同時にＭＳＹに到達するような、そういう道筋の検討というのが必

要かなという、そんな気がします。多分Ｆmsyが決まったとした場合に、βをそれぞ

れのマイワシとマサバで調整しつつ、漁業者にとって有利な漁獲戦略というのがある

としたら、βをうまく調整しつつ漁獲していくという、そんな方法もあるのかなとい
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うふうに思っていますので、第２回目以降の検討会の宿題ですぐには答えが出ないか

と思いますけれども、研究所の中で、そういう議論も既に開始されているのかもわか

りませんけれども、開始していただきたいなという、これは要望です。 

【西田センター長】 ありがとうございます。重要な視点だと思いますので、そういう検

討を進めておりますので、よろしくお願いします。 

【参加者】 先ほどまき網さんのほうから、勉強会をしてほしいという意見が出ていまし

たけれども、私たち定置漁業者についても、同じような水産庁、水研さんの入った

個々の勉強会をちょっとやっていただきたいなと思うことと、あと、沿岸の方が今日

も非常に少ないと思うんですけれども、静岡のように棒受けとかサバすくいなんかに

特化したサバ専門の漁業があるところなんかについても勉強会のほうを開催していた

だきたいと、お願いで発言しております。 

【廣野課長】 ありがとうございます。資料にも書いてあるとおりですので、ご相談させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【神谷部長】 他にございますか。 

【参加者】 神谷部長は今、要望というふうに受けたような感じで回答されたので、もう

一回確認させていただきたいんですが、私も今回の新しい資源管理のシステムの中で、

マサバ、ゴマサバのＴＡＣ管理は今までと違って、対馬系群、それから太平洋系群の

魚種別、系群別によってＡＢＣもＴＡＣも管理していくということで認識しているん

ですが、要望でなくて、そうなるのか、ならないのか、どういうお考えなのかを回答

していただきたい。サバ類としてＴＡＣ指定を受けて20年以上もたって、規制改革会

議で私どもも10年以上これを要望して、なぜできないのか。できないならば、どうし

ていけば解決できるのかということを歴代の水産庁の皆さんに求めてきたんですが、

一向に進まなかったのが、今回できるものだと思っておるんですが、いかがなんでし

ょうか。 

【神谷部長】 もう、当然そういう方向で我々も検討しておりますので、具体的にどうす

るかというのは第２回会合でしっかり提示させていただきますということです。 

【参加者】 ありがとうございます。 

【参加者】 資料４が手元にあって、またどなたも触れられないので、ちょっと勇み足

かと思いますが、ＩＱ管理ですね。今、廣野課長がおっしゃった６番の中では、これ

に関してはまだ、そもそもＩＱというのは準備の整ったものからということになって
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おりますし、まだ考えないよというような流れでよろしいのかということです。 

 今回、私、水産庁のホームページを見て申し込んでまいりましたけれども、資源管

理の手法については第２回以降の議題とするということなので、あともう１回で終わ

るわけではなくて、そういう話については、またＭＳＹに基づいたＴＡＣ管理が行わ

れてから、そういうことも考えるというような、そういうスケジュールの理解でよろ

しいでしょうか。先々わからないことかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいた

します。 

【廣野課長】 ありがとうございます。 

 今のところは、まずは今やっていらっしゃるのは、おっしゃったとおり、資源の状

態を踏まえた目標の設定と、それに至るシナリオをまず検討していくということにな

ります。ＩＱ管理も含めて、具体的な管理方策についても並行して検討していきます

けれども、順番としては、まずは目標と道筋をしっかり決めた上で、ＩＱ管理という

のは管理のための手法の一つだというふうに考えておりますので、それに向けても漁

業者の理解が得られるところ、準備が整ったところについては導入すべく検討してい

くということでございます。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 ちょっと１点、今、廣野課長がおっしゃったように、ＩＱというのが管理の手法の

一つであることを何か忘れて、何かこれが目的になっているような論調も見られます

ので、今おっしゃった考え方を維持していただきたく、よろしくお願いいたします。

どうも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。 

 そのほか、ございますか。 

【参加者】 あくまでもＩＱは確かに目的ではありませんけれども、このゴマサバ、マサ

バについては、ＩＱ導入のための実証試験をやってきたので、これはお願いですが、

これだけマサバ、ゴマサバについては実証試験をやってきたんですから、この検討

会で、その実証試験の成果について、ホームページでは出されていますが、会議の

場でもご報告いただければ今後の参考になると思いますので、ぜひご報告の検討を

いただきたいと思います。 

【神谷部長】 じゃ、他にございますか。 

【参加者】 この場で、今日の会議で言うことではないかもしれないんですけれども、昨
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日、資料の５－１の48ページのところで、将来予測ということでシナリオを出して

いただきまして、下の表を見ると、2017年の数量で、太平洋系群のマサバの場合、

53万8,000トンがあって、それだったら、今後βが１だったら来期は61万3,000トン、

どうのこうのというふうに書いてあるんですけれども、この2017の数字というのは

漁獲量だと思います。皆さんご存じのとおり、今のＴＡＣ制度だと、正直、枠を割

り当てられて、全体の枠の中の消化率としては６割とか７割ぐらいしか消化できて

いない状態であります。その中で61万3,000トンという数量を割り当てられても、実

際使われるのはその６割、７割ということになりますので、以前、法改正の担当者

会議で廣野課長もおっしゃられたんですけれども、ＴＡＣにつきましてＭＳＹで厳

しく管理をしていくということで、漁業者の方々には大分管理を厳しく制限してい

くことになりますので、ぜひＴＡＣ制度で枠の消化率を100％に近づけるような運用

をお願いしたいと思います。今の制度だと、どうしても水政審に諮らなくてはいけ

ないということで、１カ月、タイミングが悪ければ２カ月ぐらいかからないと数量

配分がされないので、それについても柔軟な運用ができるようにお願いをしたいと

思います。 

 もう一点ございまして、今回、マサバとゴマサバと分けて管理をしていくという

お話があるんですけれども、現場の漁業者の方に聞くと、正直、マサバとゴマサバ、

分けられるものもあれば分けられない、要は、漁業者の方が見てもゴマまじりのマ

サバというのも結構見られまして、今期、三重県で春先とれた魚についてはほとん

どがマサバなんですけれども、市場のほうのデータとしてはゴマサバで上がってく

るケースが結構ありました。その点についても、種類を分けることが非常に難しい

ということも考えていただいて、どのように管理できるか、そのあたりも十分ご検

討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【廣野課長】 ご意見ありがとうございます。ＴＡＣの消化率を上げるための工夫という

のは、最近も都道府県間の枠の融通とかを高める工夫をしてきたところです。今後と

もしっかりＴＡＣを守りつつ、逆に言うと、設定したＴＡＣについては100％になる

べく近く漁獲していくことが大事だと思いますので、そういう努力は続けていきたい

と思っております。 

 また、魚種の区別の件についても、ご意見としてよく伺う話でございます。また、

お話を聞きながら、管理方策も含めて考えていきたいというふうに思います。よろし
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くお願いいたします。 

【神谷部長】 じゃ、よろしいですかね。もうほかにないですか。 

 じゃ、議論も出尽くしたようでございますので、これで第１回のマサバ・ゴマサバ

太平洋系群の資源管理に関する検討会を締めさせていただきます。 

 今出された意見や宿題をもとに第２回会合の準備をさせていただきますし、要望が

ありましたならば、その前に事前に勉強会というほうにも我々のほうから説明に上が

らせていただきます。 

 いずれにいたしましても、また２回目の日程が決まりましたら、ホームページも含

めて皆様にお知らせすることといたします。 

 今日を入れて３日間、どうもありがとうございました。 


