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資源管理方針に関する検討会（マイワシ太平洋系群及び 

マアジ太平洋系群・対馬暖流系群） 

（第１回） 

 

 

                 日時：令和２年７月21日（火）～22日（水） 

                 場所：ＴＫＰ御茶ノ水カンファレンスセンター２Ｆ 

 

 

議事次第 

【７月21日（火）】 

13:00～16:30（途中30分休憩） 

１．開 会 

２．主催者挨拶 

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≫ 

  （２）資源の状況と資源管理目標案（マイワシ太平洋系群及びマアジ太平洋系群・ 

     対馬暖流系群）            ≪（国研）水産研究・教育機構≫ 

【７月22日（水）】 

  （３）１日目の続き 

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

  （５）今後について 

  （６）まとめ 

４．閉 会 
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○令和２年７月21日（火） 

【藤原課長補佐】 皆様、こんにちは。 

 定刻となりましたので、ただいまからマイワシ太平洋系群及びマアジ太平洋系群と

対馬暖流系群に関する資源管理方針に関する検討会の第１回を開催いたします。 

 私は、本検討会の司会を務めます水産庁管理調整課の藤原でございます。よろしく

お願いいたします。 

 早速ですが、お手元の資料を最初に確認させていただきます。 

 まず、資料１と書いてございます議事次第でございます。資料２が、この検討会に

関する会場の施設案内及び注意事項でございます。資料３が、本検討会に参加予定の

方の出席者リストになります。資料４が、横紙になりますけれども、水産庁、新たな

資源管理についてと書かれているものでございます。資料５につきましては、５－１

から５－７までクリップ留めにされているかと思いますけれども、水産研究・教育機

構からの資料になります。今回の会合では、マイワシの対馬暖流系群については御説

明等はいたしませんが、資料として全てつけさせていただいております。そして、資

料６が、こちらも水産庁の資料になりますけれども、漁獲シナリオの検討について

（案）と書かれているものでございます。 

 資料に不備等がございましたら、周りにいる水産庁のスタッフの方にお声かけいた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、続きまして、資料２を御覧ください。 

  本会場の注意事項でございますので、最初に確認させてください。 

 ２の注意事項というところで、飲食・喫煙についてということですけれども、会議

場内での飲食は可能ですけれども、ごみの方は持ち帰るようお願いいたします。座席

につきましては、指定はございません。すいている席に御自由にお座りください。あ

と、荷物ですとか資料は、毎日持ち帰るようお願いいたします。 

 裏面に行きまして、今、感染が拡大しております新型コロナウイルス対策について、

皆様の御協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 次に、注意事項ですけれども、本検討会の会議の配布資料ですとか議事概要、議事

録については、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としており

ますので、御承知おきください。 

 報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影の方は最初の水産庁からの説明ま
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でとさせていただきますので、私から合図があった時点でカメラ撮影を終了いただく

よう、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、主催者の紹介の方をさせていただきたいと思います。 

  こちらの方から、まず水産庁から、神谷水産庁次長です。 

 続きまして、国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産資源研究センター浮魚

資源部長の西田部長です。 

  水産庁の資源管理推進室長の魚谷でございます。 

 そのほか、水産庁、水研機構の方から専門家の方も出席しております。よろしくお

願いしたいと思います。 

 では、開会に当たりまして、神谷水産庁次長から一言、御挨拶申し上げます。よろ

しくお願いします。 

【神谷次長】 どうも皆さんこんにちは。 

 コロナの状況がころころ変わっておりますので、こういう時期に会議開催という意

見もあろうかと思いますけれども、会議が開けるうちに開けるものはしっかり開いて

おこうという感じで開催させていただきました。 

 今回は、マイワシ太平洋及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群についての会議でご

ざいますけれども、もうこれまで既にマサバ、ゴマサバの太平洋、対馬系群で４回ス

テークホルダー会合を開催させていただいております。そういったことで、出席者名

簿も私もざっと見ましたところ、ほとんどサバのステークホルダー会合に参加された

方が多いと思っております。ただ、今回初めての方もおられるということで、若干ダ

ブる点があろうかと思いますけれども、その点は御了承ください。 

 今回、改正漁業法が今年の12月に発効されますけれども、そこで新たな資源管理に

おいては、資源の最大持続生産量を達成する水準に維持又は回復させることを管理の

目標としまして、管理の目標を達成するために漁獲管理のシナリオ、つまりどのよう

に捕っていくのかを関係者間での意見交換を通じて決定すると。このシナリオに基づ

いて、毎年の具体的な獲る量や管理の措置を定めていくこととしております。 

 今日の検討会では、マイワシの太平洋系群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群に

ついて、まず資源の状況を把握していただくという趣旨で第１回会合を開催させてい

ただきました。 

 来週７月30、31日には、予定では福岡にてマイワシ太平洋系群及びマアジ太平洋系
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群・対馬暖流系群の資源管理に関する検討会が開催され、その他の魚種についても今

後随時、検討会が開催される予定となっております。 

 会議の中でいろんな数字が出てまいりますが、数字はあくまでもこれから議論する

ための客観的な土台でございます。資源が今どういう状況で、どこまで回復させると

いいかを客観的に共有するためのものでございまして、その目標にどう向かって資源

管理に取り組むのかというのは、この検討会をはじめとした関係者との話合いを通じ

て決めていくこととしております。 

 共通認識を醸成するためには、３密を避けろという大原則はありますけれども、参

加者の皆様からの活発な御発言が不可欠でございます。科学的過ぎてちょっと分かり

にくいというようなところもあれば、そこは遠慮なく意見を言っていただければと思

います。 

 この２日間で活発に議論していただいて、この会議が有意義なものとなるよう祈念

いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【藤原課長補佐】 ありがとうございます。 

 そうしましたら、サバのときにも同じようにさせていただきましたけれども、皆様

から活発な議論をお願いしたいと思いますので、皆様の御意見の交通整理を行うべく、

進行役として神谷次長にその役をお願いしたいと思います。 

 それでは、神谷次長、お願いします。 

【神谷次長】 それでは、これまで同様、私が進行役をやらせていただきます。 

 最初に、この検討会の進め方を説明いたします。 

 本日は、水産庁より新たな資源管理についてという資料４を説明いたしまして、説

明に関する質疑応答を行いたいと思います。ただ、ここはもうマサバでかなりやって

おりますので、できるだけ簡潔に済ませていきたいと思っております。 

 その後、必要に応じて休憩を挟みまして、水産研究・教育機構の西田部長より、資

源評価に係る基本的事項について説明をいただき、その後の資源評価結果について具

体的な説明をいただくと、更に質疑応答を行っていただくということで１日目とした

いと思っております。 

 明日からは、午前10時から、まず今日の総括を行って、続いて今日行った資源評価

結果の質疑応答を引き続き行います。昼食を挟みまして、午後から漁獲シナリオの案

について管理を行う上でどのようなことに合意する必要があるのかという共通点での
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たたき台を水産庁案としてお示しいたします。その後、資源評価を含めて質疑応答を

行いたいと思います。 

 適宜休憩を入れますが、１日目、２日目の議論の総括を最後に私の方から行いまし

て、続いて水産庁より今後について説明し、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、明日、予定では17時を目途に、実際はもう少し早く終われるよう

に努力しながら第１回目の検討会を終了させていただきたいと思っております。 

 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。 

  最初に、水産庁の方から新たな資源管理についての説明をお願いいたします。 

【魚谷資源管理推進室長】 水産庁管理調整課資源管理推進室の魚谷でございます。 

 資料４を御覧いただければというふうに思います。 

 先ほども神谷次長の方からありましたけれども、サバのステークホルダー会合でこ

のような基本的な改正漁業法に基づく新たな資源管理の大枠について、特にこのステ

ークホルダー会合との関係で重要となるポイントについては既に説明をしていて、十

分分かっていらっしゃるという方も多いと思いますけれども、今回初めてという方も

いらっしゃると思いますので、かいつまんで御説明をさせていただきます。 

 まず表紙をめくっていただいて、新たな資源管理のサイクルというのを示してござ

います。 

 通常、こういう資源調査があり、その結果を受けて評価が行われて、評価結果に基

づいて管理措置を決めると、管理措置の下で操業が行われて、そこで漁獲データが得

られて、それが次の調査、評価につながっていくという一般的なやり方、サイクルを

示してございますけれども、そういった中で新たな資源管理ということで、これまで

と変わっている点もございますので、その点について御説明をいたします。 

 まず左上、資源調査があって、これは通常の操業から得られる漁獲情報なりといっ

た情報、あるいはそれにプラスして調査船を出していろんな調査がされるといったと

ころ、いろんな形で評価のベースとなる情報が集められる、これが資源調査というこ

とで、行政機関、研究機関、あるいは漁業者が協力して、そういうデータを集めてく

るというプロセスでございます。 

 それを基に、上の真ん中の緑色の四角ですね、資源評価が、これは研究機関が行政

機関から独立して行うということですけれども、資源量、漁獲の強さ、資源の状況な

り漁獲の強さがどうかということで、今後は神戸チャートという形で、これは後ほど
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水研機構さんの方から例を示した御説明があると思いますけれども、そういった形で

評価を毎年行っていくと。その評価に基づいて資源管理目標の案、あるいはその目標

とする資源水準までの達成期間なり資源量、漁獲量が毎年どうなっていくのかという

将来予測も含めて複数の漁獲シナリオの案の提示がされると。 

 これを受けまして、右上の赤い四角でございますけれども、こちらから行政の方に

責任者というかが移りまして、その結果を関係者に説明し、あるいは関係者の意見を

聞くということで、ここに書いてございます目標管理基準値、あるいは限界管理基準

値という値、あるいはそれができないときには代替値というか目標値を定めるわけで

すけれども、それとその目標に向かっていくための漁獲管理規則、漁獲シナリオと呼

んでいますけれども、こういったものをお示しして意見を聞くと。 

 その上で、右下の方にいきまして、ＡＢＣの範囲内でＴＡＣを設定し、個別の割当

てができるものについてはＩＱという形で管理措置を決定して導入すると。 

 それのＴＡＣなりの下で、今度は左の下、操業というところに移っていただきまし

て漁獲が行われるわけですけれども、そういう中で得られる漁獲情報、あるいはその

水揚げの情報といったところが得られて、それが次の調査、評価につながっていくと、

そういうサイクルになってございます。 

 続きまして、スライドの２ページでございますが、資源評価はどのように行うのか

ということで、先ほど簡潔にお話ししましたけれども、左右に資源調査とありますけ

れども、左側は漁業からの情報ということで、水揚げ物の測定・分析といったこと、

あるいは水揚げ量の集計した漁獲量、あるいは漁獲努力量を漁業者の皆さんに出して

いただく報告書等々から得られると。 

 右側については、まず上の方で調査船調査からの情報ということで、これは漁場外

も含めた分布域での調査ですとか、いろんな調査船を出した調査で、漁獲とは別途情

報を集めてくるという話。 

 あと、右下のその他の情報ということですけれども、これはある意味、定量的でな

い、あるいは客観的じゃなくて主観的な部分もあるかと思いますけれども、そういう

漁業者さんからの情報をアンケート調査、意見交換、漁模様といったものを聞くと。

これはいろんな調査船調査ですとか漁獲情報で得られるデータの分析した結果の解釈

をどうするのかというところに、こういったいろんな漁業者さんから聞く話ですとか、

そういったものを反映させていくということになります。 
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 そういった調査の結果を基に真ん中の資源評価ということで、資源量、あるいは漁

獲の強さ、資源量はどうなのか、資源量といっても加入量、あるいは親魚の量といっ

たところ。あと漁獲の強さが適正なのか、強過ぎるのか、あるいは適正レベル以下に

なっているのかといったところ。あるいは再生産関係ということで、親の量に対して

加入される子の量がどれぐらいなのかという再生産関係、そういったところを根拠に

して、下の新たな内容とございますけれども、資源管理目標案、目標管理基準値、限

界管理基準値、あるいはそれが算出できない場合にその他の目標値ということで定め

ると。資源状況の判断としては、これまでの資源評価では、高位、中位、低位と、あ

と傾向が増加、横ばい、あるいは減少ということでやってきたわけですけれども、今

後は、神戸チャートということで、ＭＳＹを達成する資源水準に比べて資源量はどう

なのか、あるいはＭＳＹを達成する漁獲圧力に比べて高過ぎるのか、適正なのか、そ

れとも下回っているのかといったところを神戸チャートといわれる図にしてお示しを

すると。そういった中で議論をしながら漁獲シナリオを提示し、そういったものを議

論して管理につなげていくというベースとなるものを出すと、これが資源評価という

ことになります。 

 続きまして、スライドの３ページになります。 

 これが改正漁業法で漁獲可能量管理の仕組みということで、管理の基本は漁獲可能

量による管理ということに改正漁業法の中でなっているわけですけれども、どういっ

た文書なり仕組みで定めていくかというところで、まず法律の条項でいいますと第９

条で資源評価というものが、全ての水産資源について評価を行うよう努めるというの

がまずあって、それに基づいて資源管理の基本方針というものを11条に基づいて国が

定めると。この基本方針の中に魚種ごとの資源管理の目標、目標管理基準値、限界管

理基準値といったところ、あとそこに向かっていくための漁獲可能量を定める基準と

いったところ、その他の事項を資源管理基本方針ということで国が定めるということ

になってございます。この方針に基づいて、右側にいきますけれども、管理年度ごと

に漁獲可能量を定めると。その他、その漁獲可能量をどう配分するかといったところ

も資源管理基本方針の中で配分の基準を定め、あと管理年度ごとにその配分、具体的

な数量も決めていくということでございます。 

 国が定める資源管理基本方針に即した形で、都道府県についても資源管理方針とい

うものを定め、各都道府県の知事の権限の下に管理される漁獲可能量の配分というの
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も管理年度ごとに定めるということになってございます。 

 続きまして、スライド４でございますけれども、資源管理目標の設定ということで

ございます。これが新たな資源管理の中でこれまでと変わる大きな点の一つでござい

まして、これまでについては、その対象となる資源について、安定した加入が見込め

る最低の親魚資源量、Ｂlimitと呼んでいるものですけれども、このＢlimitへの維持

なり回復なりを目指した管理を実施してきたということですけれども、今後は、そう

いう乱獲を未然に防止するための最低限の基準というか、そういったものだけではな

くて、更に上の目標というか最大持続生産量を達成する資源水準の値ということで、

目標管理基準値を定めるということで、二つの基準となる数字ですね、これを定めて

管理を行っていくということでございます。この二つの基準値を定めることができな

いときは、それの代替となるような目標値を定めるということです。 

 下の方にグラフでイメージを示してございますけれども、これまではＢlimitさえ上

回っていれば、それでよしというような感じでしたけれども、今後はそういった最低

限の基準をクリアしても最適な、資源の最大限の有効利用ができるような水準まで持

っていくと、そういう考え方で管理措置を決めていきましょうと、そういう形になっ

てございます。 

 続きまして、その最大持続生産量ということですけれども、スライド５ページでご

ざいます。 

 こちらは後ほど水研機構さんの方からも、より正確なというか厳密な御説明がある

かと思いますけれども、ある一定レベルの資源量になったときに、最大の生産量を持

続的に達成できるような状況になるということで、そういうレベルを目指していきま

しょうというのが、このＭＳＹの考え方でございます。 

 続きまして、スライドの６番、資源評価から資源管理までの流れということで、で

は資源評価結果が出てから具体的にどういう形で検討なり議論なりが進んでいくのか

というのを示したものでございます。 

 まず左上に資源管理目標案等の公表とございますけれども、水研機構が取りまとめ

た資源管理目標の案、あと検討のたたき台となる複数の漁獲シナリオを水産庁の方か

らまず公表すると。今回のマアジ、マイワシでいえば、これは既に行われていて、周

知期間は公表後３週間から１か月を目途に取って、要請があれば説明をするという形、

サバでも今回も実際にやってございますが、その下として、資源管理方針に関する検
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討会と、複数回開催とありますけれども、マアジ、マイワシにつきましては、この第

１回目が、東京会場が本日ということでございまして、中身としては資源の現状と管

理目標の案、こちらをまず水研機構の方から取りまとめの結果を説明すると。漁獲シ

ナリオの案ということで、水研機構さんの方から御提示いただいた複数の漁獲シナリ

オを説明し、各案についてどういう得失、メリット、デメリットというか、そういっ

たものがあるかというのを検討します。 

 これについては、右の下側に赤で囲った漁獲シナリオのイメージを示してございま

すが、要は一番左の案でいいますと、５年で目標まで達成しましょうということで、

非常に厳しい漁獲規制をやって、早く達成しましょうというシナリオですし、一番右

でいうと10年で回復ということで、緩やかな規制の下に長期間かけて回復しましょう

と。真ん中がその中間的なものとなりますけれども、そういった形で、ではどのシナ

リオを選択するのかと、そういったところを複数のシナリオの中から選ぶということ

で、ここでは漁獲シナリオは更に追加が必要となれば、そういう計算もここの中で追

加的に行うという形でございます。 

 水産庁の方から数量管理の実施方法、あるいは採用した漁獲シナリオを実施した場

合に漁業経営にどういう影響があるのかと、それに対してどう対応するのかといった

ところも含めて提示をさせていただくと。具体的にＴＡＣ管理、これは新たな魚種の

話になるかと思いますけれども、設定されていないものについては、ではどういう手

法で達成していくのかといったことも議論をすると。こういった形で、今日の会議の

趣旨がここに書かれてございます。 

【神谷次長】 魚谷さん、ありがとうございます。 

 ステークホルダー会合で何を議論するかというのは、大体今の説明でお分かりだと

思いますので、ここから先はＴＡＣがそもそも何なのかとか、ＩＱがどうかという直

に今日の話には関係ない部分もありますので、明日以降、水産庁の方から管理の案を

提示するときに必要に応じて、こちらの方も言及していただくということでよろしい

かと思います。 

 ここまで何か質問はございますか。多分ないとは思うんですけれども。 

  よろしいですよね。 

 では、すみません、できるだけ今日はマイワシとマアジの実際の議論の方に時間を

取りたいと思っておりますので、そうしたら西田さんの方、こちらも手短でお願いい
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たします。 

【藤原課長補佐】 カメラ撮影の方はここまででお願いします。 

 では、西田部長、お願いします。 

【西田浮魚資源部長】 水産研究・教育機構の西田と申します。 

 昨年度、サバで一通りお話をした内容ではあるんですけれども、最初に基本的な事

柄について御説明をいたします。 

 資料５－１を御覧いただきたいと思います。 

 まず最初に、イラストで示しているものなんですけれども、資源評価というのはど

ういうことをやっているのかということを簡単に示しております。上の方から見てい

きますと、まず漁獲の情報、その対象魚種の漁獲量、あるいは操業の情報といったも

の。また、漁獲物、漁獲された魚に関する生物情報、体長や体重や年齢や成熟度とい

うものを港やそれぞれの研究所、試験場で調べます。 

 これらのデータを総合的に統計的・数理的に解析をいたしまして、資源の健康診断

というようなものを実施する。資源がどういう状況にあるか、資源量が多いのか少な

いのか、またその資源に対して漁獲の強さはどれぐらいの影響を与えているのかとい

ったことを数値化して推定する。その後、その結果を基に今後どのように漁獲をすれ

ばよいか、あるいはどれぐらい漁獲をしてよいのかといったことをまとめていくとい

うような、こういう内容が資源評価の流れということになります。 

 次のスライドに移ります。 

 今日御説明するマイワシ、マアジとも昨年度のサバ類と同様に、コホート解析とい

う計算手法を用いて、漁獲物の情報から資源全体の推定を行うという流れになってい

ます。ここで幾つか、これはサバですけれども、イラストが並んでいるわけですけれ

ども、まず左上がその年に生まれた魚というふうに見てください。その年に生まれた

魚が、この段階ではまだ漁獲対象にならない小さな魚ということで、成長しながら漁

獲以外の死亡要因で少なくなっていく、それで２番目の魚の集団に移るわけですね。 

 次の年になって成長して、一つ一つの個体は大きくなっています。ただ、数は最初

に比べると減っていると。この段階になると漁獲の対象になるので、漁獲によっても

減りますし、漁獲以外での死亡の要因でも減ると。 

 さらに次の年齢に進むと。その段階で、やはり漁獲や漁獲以外の死亡で減っている。

一個体一個体自体は成長で太って大きくなっている。この段階になると、これは模式
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的に示していますけれども、産卵することができる。この年齢から更に高齢にかけて

は産卵することができて繁殖に貢献する。産卵したものが次の世代を生み出すという

ことになります。 

 どれぐらい次の世代を生み出す力をこの資源の方で残していくかということが、こ

の資源を持続的に利用していくというときに重要な問題になるということになります。 

 これだけ見ていると、私たちが目にしているのは漁獲尾数しか、漁獲されたものし

か目にしないわけなんですけれども、もちろんこういう各年齢別の漁獲尾数のデータ

というのは非常に重要なんですけれども、それ以外にも操業効率、漁獲の効率、獲り

やすさに関するデータとか、あるいは産卵量、生み出された卵の量、あるいはこうい

う小さな漁獲対象になる前の小さなサイズの段階での分布量といったものを、調査船

の調査のデータなどを用いて、漁業とは独立的なデータも用いて資源評価を行うとい

う形になっています。 

 ここで文章で書いていますけれども、こういう高齢魚になるまでの各年齢における

漁獲尾数を基に、そこからまた遡及して元に戻って若い年齢の資源尾数まで逆算的に

推定するということを行っています。やはり０歳魚とか１歳魚の段階のデータしかそ

ろっていないと、なかなか推定精度は上がらないんですけれども、高齢になったとき

までのデータが得られると推定精度はよくなるということになります。 

 また、コホート計算では、基本的に尾数を用いて解析しますけれども、その上で各

年の資源量、これは年齢別の資源尾数に年齢別の体重を掛けたもの、それを合計した

ものなのですけれども。あるいは、親魚量ですね、年齢ごとの成熟割合を加味した資

源量といったもの。それからマイワシ、サバでも同じなんですけれども、０歳魚のと

きの資源尾数を加入量としています。あるいはそれに対する漁獲の強さといったもの

を推定しています。それらによって、資源の水準・動向などについて判定する、これ

が資源評価の内容、資源解析の内容ということになります。 

 それで、昨年度のサバから始まって今回のアジ、イワシについても、資源管理目標

等を導入した新たな資源評価というものを導入することになりました。 

 新しい部分というのは、ここに示した三つになります。一つは資源管理目標の提案。

これは平均的に最大の漁獲量が得られる状態、ＭＳＹ水準というものを目標と定めて、

そのときの親魚量を算定し、目標管理基準値として提案する。従来から示してきたＢ

limitというものについても、ＭＳＹの考え方と合った限界管理基準値として改めて提
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案する。 

 それから、資源状態についての新しい表示方法として、ＭＳＹ水準に対応した親魚

量、漁獲圧を基準として、現状での親魚量が多い少ない、現状での漁獲圧が強い弱い

が一目で分かる神戸プロット、神戸チャートとも呼ばれますけれども、これを提示す

る。それから、これで、資源状態を親魚量の多さ、それから漁獲の強さという二つの

基準から資源の状態を見るということができるようになっていると。 

 それから３番目として、そういう現状の資源状態から目標を目指して、どういうふ

うに漁獲を調整していくのがいいのかということを考えるための漁獲管理規則という

ものを提案し、その下での将来予測というものを示しています。これは資源管理目標

と資源状態の関係によって漁獲圧を調整する規則ということで、その規則案での漁獲

圧で資源利用を続けた場合の将来予測というものを提示しています。 

 次のスライドに移ります。 

 これは、もう既にＭＳＹという言葉が何度も出てきているんですけれども、そもそ

もＭＳＹの考え方というのはどういうものかというのを示したものです。ここに書き

ましたように、このイラストについて紹介いたしますと、左の状態というのは魚の密

度自体が少ない。こういう状態ですと、それぞれの子供の魚というものの生き残りは

よい環境になりますけれども、それを生み出す親が少ないので効率よく増えない状態

ということになります。 

 右側は、資源が多くて混み過ぎている状態で、こういう状態ですと餌やスペースが

足りなくて子供の生き残りが悪くなる。両方、あまり持続的でもないし効率的でもな

いということになりまして、目指すところは中間的な密度ということになります。 

 こういう中間的な密度のところであれば、生き残って漁獲できる魚の数が最大にな

る。漁獲する側からしても最大の漁獲量が得られることが期待できるという、そうい

う状態がＭＳＹの状態ということになります。 

 上の方で言葉で書いていますけれども、漁獲によって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を得られる水準、ＭＳＹ水準にな

ると考えられると。そのときの親魚の資源量を目標管理基準値として、そのときの漁

獲の強さを目指すべき漁獲の強さとするという、こういう考え方になります。 

 次のスライドに移ります。 

 ＭＳＹ水準の推定方法について説明したスライドになります。 



－13－ 

 私たちは、資源評価の結果得られた親魚量と、それが生み出した加入量、０歳魚の

資源尾数との関係をプロットして、それがそこに一定の再生産関係があり、それを平

均として、その周りで変動している、そういう加入変動をしているというような再生

産関係を適用しています。 

 この中でＭＳＹ水準をどう推定するかといいますと、まず適用された再生産関係を

基に、将来的な資源の増減について妥当な予測を行うことで推定すると。まず再生産

関係を適用する。親が増えると子がどの程度増えるかという関係です。 

 また、実際には完全にこういう再生産関係の直線というもの、あるいは曲線という

ものにぴったり乗るということはなく、実際には加入量というのは変動します。そう

いう再生産関係から予測される予測値からずれはどれぐらいあるか、それが加入量変

動。それから再生産関係からのずれというものにパターンがあるのか、一定のよい加

入が続く年代とか悪い加入が続く年代といった、そういうパターンがあるのか、これ

は自己相関という形で分析していますけれども、そういうものを考慮して再生産関係

を取り扱い、その下で予測を行って最も漁獲量が増えるところ、それをＭＳＹ水準と

して推定しているということになります。 

 次のスライドに移ります。 

 そういうシミュレーション的な分析というのを網羅的に行うわけですね。ここで書

きましたように、再生産関係の下で将来の漁獲の強さをいろいろ変えて、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す。ここで三つの図で示して

いますけれども、左の状態というのは、資源が高い漁獲圧がずっとかけられた結果、

資源が十分に増えられなくて漁獲量も少ない状態で続いている、そういう状態になり

ます。 

 一方、右側の状態というのは、低過ぎる漁獲圧。資源は十分に増えているんですけ

れども、漁獲圧が低いので、その結果、漁獲量は少なくなってしまっている。資源の

状態としてはいいんですけれども、効率的にそれを利用できていない状態ということ

になります。 

 真ん中の状態というのは、資源は十分に増える程度にあって、それをうまく利用し

ている。適度な、資源が十分に増える程度で漁獲している。こういう状態で平均的に

最大の漁獲量が得られる、これをＭＳＹ水準としているわけです。 

 こういうふうな計算をずっとしていって、後から御説明する資料にも出てきますけ
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れども、横軸が親魚量、親魚の量で、縦軸がそういう状況において資源から得られる

平均の漁獲量という、そういう曲線になります。漁獲量曲線と呼んでいます。 

 例えばこの資源の場合、ここが最大の漁獲量が得られる状態ですから、ここがＭＳ

Ｙ水準で、ＭＳＹ水準に対応する親魚量がこの位置ということになるわけです。これ

より左であれば、ＭＳＹ水準に照らせば、高い漁獲圧がかかっている状態ということ

で、この曲線の例えばこの位置でぴったり漁獲をしていれば、この位置である意味維

持されるということになります。 

 これよりも高い漁獲量、高い漁獲圧をかけると資源は更に減ると。これより低い漁

獲圧だと、資源は右へ移動するということになります。 

 一方、こちら側は資源は十分にあるけれども、漁獲圧が十分かからない結果、漁獲

量が減っている状態。こういう状態では、逆に漁獲を高めることによって資源を減ら

し、ＭＳＹ水準に近づく。これよりも更に低い漁獲圧で獲ると、更に資源は増えるけ

れども、あまり効率的な漁獲にはならないと、そういう形になります。 

 現状の漁獲圧が、例えばこういう資源のときに、この辺りの漁獲圧が現状かかって

いれば資源は減っていきますし、現状の漁獲圧がＭＳＹ水準の漁獲圧であれば、親魚

量はＭＳＹの状況に近づいていくということになります。後で個別の資源で御説明し

ますけれども、この図の見方としては、そういう見方になります。 

 それで、私たちは管理基準値案をそれぞれの資源について推定しております。目標

管理基準値案は、ＭＳＹを達成する資源水準の値、親魚量で見ますけれども、親魚量

がそのＭＳＹを達成する状況にあることを目指すということで、目標管理基準値案を

提案しています。 

 また、限界管理基準値案に関しましては、ＭＳＹの60％の平均漁獲量を得る水準と

いうものを基本にして、その後の漁獲管理規則においても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提案しています。この60％に関

しましては、日本周辺の資源を多数調べた結果、この辺りというのを一つの基準にし

ようということで決めたものということになります。 

 禁漁水準は、これを下回ったら漁獲はゼロにする必要があるという値に関しても提

案していまして、これはＭＳＹの10％に相当する親魚量ということで提案しています。 

 次のスライドです。 

 次に、資源状態についての新しい表示方法を導入したということで、神戸プロット
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について御説明いたします。 

 神戸プロットは、横軸が親魚量、縦軸が漁獲の強さです。そこに年々の資源の状態

をプロットしていくということになります。 

 これは三色で色分けしていまして、右下は親魚量がＭＳＹ、目標管理基準値に照ら

して、それよりも高い水準にあり、漁獲の強さはＭＳＹを実現する水準よりも低い状

況にある。そういう意味では、非常に健康的といいますか、親魚量も漁獲の強さも適

切な状態にあるというふうに考えられる。 

 一方、左上の赤いところは、親魚量は目標管理基準値よりも低い状況にあり、漁獲

の強さもＭＳＹを実現するような水準よりも高い状況にある。こういう状況では、親

魚量は少なく漁獲は強過ぎるというふうに見ることになります。 

 右上は、親魚量は多いけれども、漁獲が強過ぎる。将来的には、ここは漁獲が強い

ので親魚量がだんだん減っていって、目標水準以下に減るおそれがあります。 

 一方、左下は、親魚量は少ない、目標よりも下なんだけれども、漁獲は強くないの

で、将来的には目標水準以上に回復が期待される。なので、こういう反時計回りのよ

うな資源、漁獲でずっと管理していくと、そういうふうになるということが考えられ

ます。 

 最後のスライドになります。 

 これまでＢlimitというものを設定して、目標管理基準値案というものは提案してこ

なかったと。このたび目標管理基準値というものも提案することになった。これまで

の資源評価までは限界管理基準値案のみを提案していたわけですね。それで、限界管

理基準値を下回るときには、やはりそれは限界管理基準値以上を目指すということで

漁獲圧を減らします。減らすと。限界管理基準値案を上回っていれば現状でもよい、

そういう形でＡＢＣの算定などを行ってきたわけです。 

 これからは、限界管理基準値案の設定はしますけれども、目標を提案している。な

ので、目標を目指していくという形になります。なので、限界管理基準値を上回って

いても、更に目標管理基準値を目指していくということになります。 

 ここに書きましたけれども、資源を効率的に利用することを目指して、将来的な漁

獲量を増加させると。限界管理基準値を下回ると回復速度を上げるということは、こ

れまでと変わらないですけれども、目標を新たに設定したと。そこへの回復年数とか

目標の達成確率といったものを考慮していろいろ将来予測も見せていくと、提示して
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いくという形になります。 

 左側の図は横軸が親魚量で縦軸が漁獲圧ということで、若干分かりにくいという話

が昨年度ありまして、右のグラフは同じものを、横軸を親魚量、縦軸を漁獲量という

ふうにしています。この場合、これまでのＢlimitだけを設定していて、Ｂlimit以上

では現状維持でもよいというふうにしていたときの管理規則では、ある意味、目指す

ところでもないんですけれども、限界管理基準値の辺から、もうそれ以上は回復しな

いようなシナリオです。 

 これからは目標を目指して、これを見ると漁獲量は下がるように見えるんですけれ

ども、実は目標がちゃんと達成できれば、限界管理基準のところで資源を抑えておく

よりもより多い漁獲量が期待できる、そういう漁獲管理規則になっています。 

 ということで、長くなって申し訳ないんですけれども、基本的な事項ということで

御説明いたしました。ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、マイワシ太平洋系群の資料について御説明申し上げま

す。資料５－２、前のスクリーンも御覧いただきながら、よろしくお願いいたします。 

 内容的には、まず今回の資料は昨年度、令和元年度の資源評価をベースに試算、計

算を行った結果になっております。 

 まず最初の方は、昨年度の、現時点で最新ということになりますが、資源評価結果

をざっと御説明いたします。その後、このたびの新しい資料として管理基準値案、将

来予測等の提示をさせていただきます。 

 まず、マイワシ太平洋系群の分布と生物学的特性について簡単にさらっと御紹介し

ます。 

 マイワシ太平洋系群につきましては、非常に年代間においての資源量の増減という

のが大きな幅で観察されてきた、そういう資源でございます。この資源量の低水準期

においては、産卵場というのはこういう四国とか、そういう比較的限られた海域に見

られている。一方、幼魚、あるいは０歳魚の間は北西太平洋に、比較的広く幼稚魚と

いうものが分布するようなものになります。秋冬にかけて東北海域から常磐、房総海

域にかけてこういうふうに漁場が形成されるというふうな形になっています。 

 一方、資源量の高水準期においては、産卵場自体が関東近海から九州の南の方まで

広く形成される。そして、北西太平洋の沖合の方の幼稚魚の分布の密度というものも

高くなり、漁場としても道東から東北、常磐、房総海域まで非常に濃密な漁場が形成
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されるという、そういう低水準期と高水準期での違いがございます。 

 下の方に生物学的特性を整理しているんですけれども、寿命は７歳程度で、成熟開

始年齢については年代間で差がございます。近年においては、１歳で20％、２歳以上

は100％成熟するというふうに考えています。 

 産卵期・産卵場ですけれども、11月から翌年６月、冬春期が産卵期となって、メイ

ンの時期は２から４月頃ということです。産卵場は、四国から関東近海ですけれども、

現状のマイワシ太平洋系群においては、九州の南まで大きな産卵場は形成されていな

い状況にございます。あと食性、あるいはマイワシを食べる捕食者については、ここ

に記したとおりです。 

 次の４枚目のスライドに移らせていただきます。 

 このスライドは、マイワシ太平洋系群の漁獲量と年齢別の漁獲尾数のこれまでの経

年的な変化を示したものになります。上のグラフは漁獲量でございます。1975年から

2018年までを示してございます。右に小さく2000年以降の状況を拡大してグラフにし

ています。棒グラフになっていて、黒い部分が三重県以東で、下の白いところが和歌

山県以西でございます。漁獲量は、1980年代に250万トンを超える極めて高い水準で推

移したんですけれども、1990年代に入ると急減しまして、2000年代は極めて低い水準

で推移していました。2010年に入ると増加傾向に転じまして、2018年は45.1万トンの

漁獲量となりました。 

 資源評価に当たっては、これを年齢分解して年齢別の漁獲尾数を推定しているわけ

ですけれども、近年の傾向を見てみますと、特に０歳魚、一番下の白いところになり

ますけれども、漁獲物の年齢構成は０歳魚が主体ということがお分かりになるかと思

います。 

 かつて資源が非常に高い水準のときからずっと急減した時期というのは、０歳魚と

いうのがもうどんどん見えなくなってしまって、年齢構成としてはずっと高齢化して

いって、一気に資源が減っていったということになります。 

 次の５番目のスライドに移ります。 

 こちらは年齢別の資源尾数と親魚量を示したものです。左側が資源尾数です。資源

計算を行った結果、得られた資源全体での尾数を年齢別に示したもの。下から０歳、

１歳で積み上げた棒グラフになっています。こちらでも右肩に近年の2010年以降の状

況を拡大してございます。 
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 資源の年齢構成を尾数で見ても、青で示した０歳魚、緑で示した１歳魚を中心に構

成されている。近年は加入量、０歳の資源尾数が多くて、緑で示した２歳、またそれ

以上も増加しつつあるということになります。 

 右側は親魚量です。次の世代を生み出す親魚の量になりますが、親魚量は80年代で

多かったのが90年代にかけて急減したんですけれども、2010年代に入って増加傾向に

転じて、2018年の親魚量は162.9万トンというふうに推定しています。 

 次のスライドに移ります。 

 これがマイワシ太平洋系群に適用した再生産関係を説明するグラフになります。 

 令和元年度の資源評価、昨年度の資源評価で得られた1976年から2018年の親魚量及

び加入量を基に推定しました。マイワシ太平洋系群につきましては、非常に高い加入、

加入尾数が非常に多い年代とそれ以外の年代、その二つの年代に分かれるというふう

に考えました。 

 これはレジームシフトという言葉をお聞きになった方もいらっしゃるかと思います

けれども、海洋環境の変化に応じて非常に大きな違いがある年代が観察されるという

こと。高加入期というときには、親魚量の割に加入量が非常に多くなる。資源が大き

く増加するという、そういう年代が見られるということです。一方、それ以外の年代

に関しては、親魚量が多くてもそれほど加入量は多くならないという、そういう年代

もあるということです。 

 私たちは、マイワシ太平洋系群に関しては、1976年から1987年においては高加入期、

親魚量に対して非常に０歳魚が多く資源に加入した、そういう時期があったというふ

うに考えました。一方、1988年から2018年に関しては、そういう状況ではなく通常加

入期というふうに考えています。 

 こういうふうに、通常加入期と高加入期というふうに分けることが、この再生産関

係を適用する上でも最も適切というふうに考えました。 

 この中で、2018年というのは通常加入期と見ているわけですけれども、2018年級自

体の加入というのは、近年の中では良好と推察されました。ではありますけれども、

その後の状況も見てみますと、2018年級ほどの加入をまだ下回っていると見ています

ので、現状では、まだ高加入期に移行したということは判断できないというふうに考

えています。 

 説明が前後して申し訳ないんですけれども、この再生産関係において、赤い方が通
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常加入期、青が高加入期の再生産関係。この後の説明の中でも、通常加入期にあると

いうことを前提で資料を作成していますけれども、これは今後、高加入期に移行しな

いということを言っているわけではない、今後の加入状況も見ながら資源評価の中で

の議論を通じて見直していく、検討していくというふうに考えております。 

  次のスライド、７番目のスライドに移ります。 

 これがマイワシ太平洋系群のＭＳＹと管理基準値案に関する、これは先ほど御説明

しました漁獲量曲線のグラフになります。横軸が平均親魚量で、縦軸がそういう資源

から期待される平均漁獲量ということになります。 

 先ほど、今は通常加入期にあると。通常加入期の状況でのＭＳＹというのはどれぐ

らいか、それに対してＭＳＹの60％はどれぐらいかと。それを目標管理基準値、それ

から限界管理基準値として提案してございます。 

 通常加入期のマイワシ太平洋系群の目標管理基準値案としては、親魚量が109.7万ト

ン、それから限界管理基準値案は47.1万トン、禁漁水準は6.6万トンということになり

ます。先ほど2018年の親魚量について数値を御紹介しましたけれども、現状ではこの

ＭＳＹを実現する親魚量を上回っている状況になります。 

 次のスライドに移ります。神戸プロットになります。 

 1988年以降、通常加入期として、その部分について神戸プロットでお示ししていま

す。長らく、この資源は90年代後半から2000年代にかけて、左上の状態、つまり親魚

量は目標管理基準値よりも下回っていて漁獲圧は高いという状況にあったと判断され

るわけですけれども、それ以降、漁獲圧が減ってきていて、そして直近年、2018年に

関しましては右下、つまり親魚量としては目標を上回っているし、漁獲の強さとして

もＭＳＹを実現する強さよりも下回っているというふうに評価しています。 

 上に文章で書いてあるものを読ませていただきますと、多くの期間では漁獲圧とい

うのはＭＳＹを実現する漁獲圧を上回って、親魚量はＭＳＹを実現する親魚量を下回

っていましたけれども、近年では漁獲圧は低下して、2012年以降はＭＳＹを実現する

漁獲圧と同等の水準で推移している。それに伴って親魚量は増加して、2017年以降は

ＭＳＹを実現する親魚量を上回っているというふうに見ています。 

 次のスライドをお願いします。 

 これはマイワシ太平洋系群の管理基準値に対して、漁獲管理規則案というものを当

てはめた図になります。現状においては、マイワシ太平洋系群は右下の緑の領域にあ
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る。この下の図でいいますと、緑の点線よりも右側の状態にあるということになりま

す。 

 今のはマイワシ太平洋系群に当てはまりませんけれども、この漁獲管理規則案を説

明しますと、限界管理基準値案を下回る場合には、更に親魚量の減少度に応じて引き

下げる、速やかな資源回復を目指すということになりますが、現状のマイワシ太平洋

系群に関しては、目標を上回っている状態にあるというふうに見ています。 

 次のスライドです。 

 今示しました漁獲管理規則に従って将来予測をしていったらどうなるかということ

ですけれども…。すみません、先ほどのもう一回、９枚目のスライドに戻らせてくだ

さい。すみません、失礼しました。 

 この漁獲管理規則案の上の図について御説明しますと、神戸プロットがあり、この

横のラインがＭＳＹを実現する漁獲の強さ、Ｆmsyになります。ここに例えば0.8を掛

けた漁獲管理規則というのが、目標管理基準値案以上であれば0.8ＭＳＹで漁獲するん

ですけれども、限界管理基準値案を下回れば、それを更に親魚量の減少具合に応じて

引き下げる、そういう漁獲管理規則になっています。 

 今ここでは0.8で示していますけれども、次からの表ではβとしていて、βに関して

は今日の資料の中では0.5から1.0の範囲で将来予測を行っていることになります。 

 この10枚目のスライド、ここでβが出てくるんですけれども、β＝１というのがＭ

ＳＹを実現する漁獲の強さ、つまりＦmsyですね。β0.9ですと、それを１割減じた漁

獲の強さ、β＝0.8ですと２割減じた漁獲の強さ、Ｆmsyを基準にして１割、２割、３

割、４割、５割減じた漁獲の強さというふうに見ていただきたいと思います。 

 その上での将来においてマイワシ太平洋系群の親魚量が目標管理基準値案を上回る

確率、それから限界管理基準値案を上回る確率、それからそういう資源の状況におい

て平均的に期待される漁獲量というものを上から表で示しております。このベースに

なっている資源評価が2018年までのデータを使った資源評価ということで、ここでは

2021年から漁獲の強さを調整して、その10年後。2021年から開始して10年後というこ

とで2031年の段階での目標管理基準値案、あるいは限界管理基準値案を上回る確率を

表で示しております。 

 2019年と2020年に関しましては、現状の漁獲の強さでそのまま漁獲を続けた場合の

予測値を示しています。ですので、一番下の平均漁獲量の表を見ていただきますと、
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2019年と2020年に関しては、もう、どのβにかかわらず同じ数値が入っています。

2021年からベータを調整する、つまりＭＳＹを実現する漁獲の強さからどれぐらい引

き下げるかによって漁獲量は変わるわけですが、そういう予測の部分に入ります。そ

の結果、親魚量がどういうふうに、管理基準値案に対して、それを上回るような状況

にあるかどうかの確率について、上の二つの表で示しているということになります。 

 これを見てみますと、βが0.9、つまりＦmsy、ＭＳＹを実現する漁獲の強さをより

１割以上減じれば10年後に、2031年に目標管理基準値案を50％の確率で上回るという

ことで、ここで54％という数字が出ていますが、そういうことになります。 

 次の11枚目のスライドに移ります。 

 これは今、表で示していたうちの0.8Ｆmsy、β＝0.8の場合と現状の漁獲圧で獲り続

けた場合のマイワシ太平洋系群の親魚量及び漁獲量の将来予測についてグラフで示し

たものになります。 

 現状のマイワシ太平洋系群の漁獲圧とは、先ほど神戸プロットのところでもお見せ

しましたけれども、Ｆmsy程度になります。ここで示しているのはβ＝0.8なので、そ

れを２割減じたものになります。それを太い赤線で示したのが平均値で、それから薄

く塗った幅のところが、予測結果の90％が含まれる範囲ということになります。対し

て、真ん中の太い青い線は平均値で、青く塗った範囲というのは、予測結果の90％が

含まれる範囲ということになります。 

 これを見てみますと、0.8Ｆmsyの漁獲を継続していくと、現状の漁獲圧は目標程度

のところというふうに、親魚量はそこら辺で維持されるという予測にはなりますけれ

ども、0.8の場合ですと、確実にそこを実現するといいますか、漁獲量はＭＳＹ付近で、

親魚量は目標管理基準値案を上回るところで推移するような予測ということになりま

す。 

 上はグラフだけなので、下の方にそれぞれの現状の漁獲圧で漁獲し続ける場合と、

Ｆmsyから２割減で漁獲し続ける場合の親魚量と漁獲量の将来予測について、数値でお

示ししています。 

 ここまでが本筋の話になるんですけれども、ここから幾つか、今回、通常加入期と

高加入期というのを分けて、現状は通常加入期にあるということで再生産関係を適用

しましたということで、今回ここまでの話、資料をつくってきたわけですけれども、

やはり、再生産関係の適用が、もし、実際にはそういうふうな形ではなかったときの
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リスクといったものも評価しておく必要がありますので、それについて２枚のスライ

ドで御説明をしたいと思います。 

 まずこのスライドなんですけれども、再生産関係が実際には通常加入期と高加入期

の二つの時期に分かれなくて一つであった場合に、そこで通常加入期を想定した漁獲

によって資源が減少してしまうリスクというものをここで評価しています。 

 ここで使っているのは、資源評価全期間、つまり87年と88年のところで切らなくて

全期間のデータで１本の再生産関係があるんだと、そういう場合に、ここまで説明し

てきた通常加入期を前提とした漁獲をし続ける場合、どういうふうなリスクが生じる

かということについての分析結果となります。 

 通常加入期の再生産関係を前提として漁獲する場合、ここで赤で示していますけれ

ども、ここでマイワシ太平洋系群のことが完全に分かっていて、全期間を用いた１本

再生産関係が、この場合そちらが真実だとして、それがもう分かっていたとして漁獲

する場合、これは青ですね。青に比べて、この場合は通常加入期を前提とする方が高

めの漁獲割合で獲り続けることになります。将来的には資源減少のリスクがより高く

なって、資源減少に伴って漁獲量も減少するということが考えられます。 

 かなり、グラフで見ると近いところの線なんですけれども、やはり、通常加入期を

前提とすると、もし仮にマイワシ太平洋系群の再生産関係が１本の線だったとしたと

きには、親魚量をより減らしてしまう可能性、危険性はあります。 

  そういうことを考えますと、この場合はβ＝0.8でも10年後に親魚量が目標管理基準

値案を上回る確率は、ここでは45となっていますけれども、50％に満たないというこ

とにはなります。 

 また、別の視点でのリスクについて考えます。実際にもマイワシ太平洋系群は高加

入期に入っているんだとした場合には、通常加入期の再生産関係を前提として漁獲す

ると、獲り逃しというものがあるんじゃないかということが気になります。 

 ここでは、高加入期の再生産関係というものを適用して、その状況で先ほどまで紹

介しました通常加入期の再生産関係を前提として漁獲する場合、赤で示していますけ

れども、これと高加入期の再生産関係、高加入期であるということが分かっていて漁

獲する場合を比較したものになります。 

 赤の方が通常加入期の再生産関係を前提として漁獲する場合で、青は高加入期の再

生産関係を既知としてとして漁獲する場合です。その場合は、やはり通常加入期の再
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生産関係を前提とする方が低い漁獲割合で獲り続けるので、親魚量はより増えます。

ただ、低い漁獲割合で獲り続けるので漁獲量は下回ると。ただ、この場合は、そもそ

も高加入期の再生産関係にあるのだから、もう、資源は非常に速やかに急増しますの

で、通常加入期の再生産関係を前提とした漁獲をしていても、漁獲量はすぐに伸びて

増加していくということが考えられます。 

 下には参考の表として、高加入期において通常加入期の再生産関係を前提とした漁

獲を続けた場合の平均漁獲量の表を示しました。これは高加入期ということがもう既

に分かっていて漁獲を続けるよりも、最初は低い漁獲量ということにはなるわけです

けれども、そもそも高加入期にあるわけなので資源は非常にぐんぐん伸びて漁獲量も

非常に大きく増加するということになります。 

 ということで、追加的なスライド２枚も含めて御説明申し上げました。どうもあり

がとうございました。 

【神谷次長】 どうもありがとうございます。 

 マイワシの太平洋系群の資源評価の説明でしたが、ここで質疑応答に移らせていた

だきたいと思います。 

  質問のある方は、挙手の上、お名前を言ってください。こちらからマイクを回します

ので、挙手をお願いいたします。 

【参加者】 すみません、お先に失礼いたします。日頃より本会の活動、操業に御理解、

御協力ありがとうございます。 

 そもそもこのステークホルダー会合の件で、冒頭でちょっとお願いでございます。 

 本日は、参加漁業者も多数出席予定だったんですけれども、新型コロナの影響でほ

とんどが欠席となってしまいました。今はイワシ漁も続いておりまして、三陸から道

東にかけての操業となっております。 

 このステークホルダー会合に本来は来て理解して発言するべき漁業者が、やはり東

京に来ることは、万が一があると船内クラスターを起こしてしまうおそれが高いもの

ですから、このコロナと付き合っていかなきゃいけない時代になった以上、開催場所

をどうすべきなのか、それからウェブで中継をできないのかとかいう、ステークホル

ダー会合の在り方もいま一度立ち止まって検討していただきたいなと思っております。 

 先ほどマイワシの太平洋系群の資源管理方針等々を御説明いただきまして、ありが

とうございました。率直に、この数値を見てしまうと漁業者としては納得できないと
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いう声がほとんどでございます。ＴＡＣの数値はどうあるべきか、これから管理運用

方針等もあるかと思うんですけれども、前年の半減となる実情に関して、あまりにも

評価が低い、ひどいんじゃないかというのが我が会の傘下でも多数上がってきており

ます。 

 我々としては、ＭＳＹを先行導入したサバの資源評価、ＴＡＣの在り方で、サバも

ある程度抑制的に獲らなきゃいけない中で、マイワシが増えてきているものですから、

そこへのそれなりの依存度が上がっていく中で、ここも厳しい数量を出されてしまう

と、いよいよ経営が成り立たないという現場の厳しい声、漁家経営の不安が非常に大

きくなるというところですので、冷静に本日、明日と議論させていただきたいなと思

っております。 

 そもそも、サバのＭＳＹ導入が先行して、まだ始まったばかりな７月なわけなんで

すけれども、そんな中でイワシももう進めなきゃいけないのかというところに対して

も疑問の声が大きいです。正直イワシの導入は早過ぎる、拙速じゃないかという声が

上がっております。 

 資源変動が非常に大きいと言われるマイワシの資源評価の在り方、転換点を短期間

で議論するには、ちょっと難易度が高過ぎて時間不足じゃないかなと思っております。

そんな中でこれを進めるとなると、サバ、そしてイワシと同時に非常に混乱が漁労の

現場、そして流通の現場で起こるんじゃないかなと、そういったことは国にとっても

大きな損失じゃないかなと思っておりますので、今日の御議論、明日の御議論は非常

に重要だと思っていますので、引き続きお願いします。 

 現場感覚ですと、イワシに関しては今、常磐、三陸、そして道東と漁場が移って広

がっております。道東に関しては、もう前年の倍のペースで漁獲されておりまして、

今の時点ではまだ魚体は小さめで50グラムぐらいでしょうか。ただ、倍のペースとい

うことで加入のよさそうな部分を漁業者は大きく感じております。 

 そういった2019年級群ともいえる資源の出方も、やはりきちんと先取りして加味し

ていただきたいと。19年のみならず、ここ数年ずっとイワシの加入増を感じておりま

して、やはり大先輩方が昔見てきたイワシの増大期と重なるところを現場感覚として

は常に感じておるところです。 

 その現場で感じている部分と、この科学的にという中で出てきている管理方針案と、

やはり乖離が大き過ぎるんじゃないかなと思っております。今日もこの後、各項目の
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質疑が部分的にあろうかと、いろいろ進むかと思うんですけれども、改めて現場、漁

業者の声に耳を傾けていただきまして、科学的な視点等々もかみ砕いて分かりやすく、

意見が分かれる要素に関しても真摯にお答え、説明いただきたいと。 

 資源評価会議が今オブサーブできなくてクローズドな運営なものですから、我々が

この議論に接することができるのは、このステークホルダー会合しかないというとこ

ろでございます。何とか第１回、第２回と２回開催は予定していただいておるんです

けれども、このコロナの影響もあって、もうちょっと議論をできる時間なり場を、や

はり冷静に設けていただきたいと、とにかく事が重要な項目でございます。 

 資源評価、そして管理を成功させるには、漁業者が納得していかないことには成功

しないと思っております。我々漁業者も昔の姿とは変わってきていまして、合理的に

理解できることはきちんと現在、未来を見て協力しようという思いでおりますので、

そういった部分を、余り片仮名やアルファベットだけの説明に終始せず、とにかく分

かりやすく終始一貫説明をお願いしたいと思いますので、質問でなく、お願いでござ

います。 

 以上でございます。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

 ＴＡＣをどうするかという管理の部分と資源評価、これの結果をどうするかという

のは二つあります。管理の部分につきましては、また明日説明させていただきたいと

思います。今日は資源評価ということに集中していただければと思います。 

 今の件で何かありますか。 

【西田浮魚資源部長】 昨年度まで出していたＡＢＣと大きく変わってきたというのは、

幾つか点があるんですけれども、一つには目標を新たに定めて、そういうところを目

標以上に維持するという、そういう観点が入ってきたということが一つと。 

 それから、近年の加入をどう見るかということは、やっぱり重要なところで、2018

年は大きな年級群で、これは確かで、2019年も別に少ないわけではなくて、かなり多

い年級群なんだろうなということは認識しています。 

 ただ、2018年級に比べて更に大きいのかというところに関しては、現時点では疑問

があるところでありまして、もうそのうち今年度の資源評価、つまり2019年までのデ

ータも加えた資源評価は更新しますので、それを踏まえて、また更新した結果をお見

せすることになるかとは思います。その中で、プロセスの中で各県の試験場の方、あ
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るいは有識者の先生の方ともいろいろお話しさせていただきながら、そこはまた検討

させていただくということになると思います。 

 レジームとして、もう高加入期に入ったんじゃないかというところに関しては、ち

ょっと私たちとしては、まだそこまでは判断できない。判断できないということなの

で、今後、高加入期に入らないということを申し上げているわけではないので、そこ

はまた、資源評価の中できちっと検討させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

【神谷次長】 次。 

【参加者】 よろしくお願いします。 

 全くこの資源管理に関しては、ちょっと素人なので教えてほしいんですけれども、

この親魚量を調査した調査の回数ですとか、どれぐらいの尾数をチェックしたのかと

か、今回ＭＳＹというのは海外の管理方式を倣っているというか、そういうところが

強いと思うんですけれども、海外に比べてこの調査の量というのは、日本は多いのか

少ないのか。どれぐらい調査して、こういう結果を出しているのかというのをちょっ

と教えていただきたいと思います。 

【西田浮魚資源部長】 こういう小型魚類は、どれだけ測定すれば十分なのかはなかなか

難しいところはあると思うんですけれども、日本の資源評価は、各県の試験場の方も

一生懸命、体長とか漁獲物を測定してデータを採っていただいていて、そこはもう全

く遜色がないデータが得られていると思います。 

 その上で、日本は幼稚魚とか産卵量の調査というのもやっておりますので、そうい

う漁業と独立したところの調査船調査というものも、それはかなり他国からも評価さ

れる調査体制が維持されてきているというふうに考えております。 

 まずマイワシの産卵量ですね、それから稚魚の量ですね、それから漁獲管理をして

きた後は漁獲のデータを活用させていただきますけれども、そういうデータを総合的

に使いながら評価をさせていただいております。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 それで、先ほどの話と重複してくると思うんですけれども、私どもは釧路でミール

工場をやっておりまして、昨年27億かけて新しいミール工場を建てたんですよ。建て

て、翌年にいきなりＭＳＹで管理方式が変わりましたよ、ＴＡＣが減らす可能性があ

りますよということになれば、私たちにとっても本当に生死の問題に関わってくる状
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態でありまして、漁業者も当然その配慮というのは必要だと思うんですけれども、加

工業者に対しての配慮というのはどういうふうに考えているのか。 

 一気にＴＡＣを減らしまして、今まで正直、魚はたくさんいる、船はたくさん獲れ

るという状況の中で、加工が間に合っていない、ミール工場が足りない、冷凍する加

工業者が足りないという要請を受けて、昨年うちは自社の資金で27億の工場を建てて

いるわけですよ。その中で、いきなりこのような状態でＴＡＣを減らします、その調

査のＴＡＣの設定の仕方自体も、今まで水産庁さんが出されているＴＡＣを信用して、

マイワシの資源に関しては増加傾向ということで、この５年、10年はある程度安心し

て資源があるであろうという調査の下で去年うちが建てているわけですね。それが今

回いきなりこういうような形で、資源の管理の仕方が変わったということで、ＴＡＣ

が減る可能性があるということだったので、私は急遽ですけれども、今回この会議に

参加させていただいて状況を確認したいなと思っています。 

 ＴＡＣを減らすということになれば、また大臣枠とかいろいろ枠の中で、全体的な

枠を減らされれば、多分獲れている場所であってもスライドして減らすような形に今

まではされていると思うんですよね。実際100万トンのＴＡＣを出そうが50万トンしか

捕れていないとか、そういうような状況の中で、実際、釧路に関しては23万トン、去

年も獲っていますし、今年も25万トン枠が出ていますけれども、それを獲り切るでし

ょう。そういった中で、ＴＡＣを減らしたときに、では釧路も減らされるのかと、獲

れる場所で獲れる船がいて加工できる加工業者がいる中で、その地域に関して差をつ

けるべきではないのかなと思うんですよね。 

 その辺も含めて、今回ざっくりのＴＡＣを減らしますよ、増やしますよ、じゃなく

て、獲る場所によって、しっかりとＴＡＣの振り分けまでちゃんと考えてやるべきで

はないのかなと思っています。お願いします。 

【魚谷資源管理推進室長】 ＴＡＣの設定なり、ＴＡＣの配分ということにつきましては、

評価ではなくて管理の方ということで、今後どういう形で資源評価結果を受けて、ど

ういう漁獲シナリオなりを採用してＴＡＣを設定するのか、あと決めたＴＡＣをどう

いう根拠、基準については資源管理基本方針の中に配分の基準を定めて配分していく

ということですけれども、そういう中で過去の実績ですとか、いろんなことを根拠に

してやるわけですけれども、それも基本方針に定めて、それに基づいて配分をしてい

くということです。 
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 今回、第１回目のステークホルダー会合ということで、まずは資源評価結果につい

て理解をしていただいた上で、御意見も聞きながら第２回目のステークホルダー会合

に向けて、そこでもまた議論して、そういった内容を固めていくということになるわ

けでございます。 

 以上です。 

【神谷次長】 では、どうぞ。 

【参加者】  

 資料の５－２ですか、今説明していただいたスライドの６番目の再生産関係、これ

は物すごく気になるんですけれども、最初の方の説明でＭＳＹ水準の推定方法で再生

産関係が重要になるという、そういうお話がありましたけれども、正にそのとおりだ

と思うんです。 

 今、高加入期に移行したかどうか判断できないというのは理解できるんですけれど

も、この図を見ますと、高加入期は1976年から始まっていますから、それよりも2018

年は多いというところで、高加入期と見てもいいかなという気はするんですけれども、

それはさておいて、縦軸で加入量を基準にして通常加入期か高加入期かというふうに

分けています。 

 ただ、その前のスライド３のところを見ますと、そういう分け方で生物的に見てい

なくて、資源量の低水準期と高水準期の二つに分けています。今、先ほども話があり

ましたように、道東海域でたくさん獲れていて、今年も20万トンを超えると思うんで

すけれども、低水準期には道東で獲れない、高水準期には獲れる。そういう見方で６

のスライドを見たときに、横軸の親魚量で見たときに高水準期というのを踏まえて、

ここでは再生産関係を出すのに1987年でストップしています。その翌年の1988年は赤

線の上で白丸になっています。これを1988年ないし1989年まで伸ばしたときに、どう

見てもこの再生産曲線というのは、ホッケー・スティック型に見えないんです。 

 そこで、今日説明になかったですけれども、資料５－４というのがあります。資料

５－４の研究機関会議資料というところの26ページを見ていただきたいと思います。 

 この26ページ目に再生産関係式、各モデルにおけるという詳しい絵が描いてありま

す。1987年までの高加入期で見ると、ホッケー・スティックもベバートン・ホルトも

リッカー型もどれも同じような形をしています。私も87年で区切るならどれを選んで

も一緒かなと、ホッケー・スティックでいいかなというふうな気はするんですけれど
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も、先ほども言いましたように、1988年ないし89年まで伸ばしてこの絵を描いたら、

多分ＡＩＣでチェックしたらリッカー型が採用されるのではないかなという、そうい

う気がします。 

 今日の資料での説明で、スライドの13番目ですか、高加入期であった場合に云々と

いうのがありますけれども、もしこれはリッカー型だとすると、ここの中身ががらっ

と変わってくると思うんです。 

 ですから、言いたいことは、高加入期に入ったかどうかということも重要ですし、

再生産曲線のホッケー・スティックではなくて、リッカー型の見直しをしていただき

たいというのが私の意見です。 

 以上です。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。 

 リッカー型としてのどの年で切るのが適当かという分析は、一応済んでおりまして、

87年、88年のところで切る方がリッカー型も88年、89年で切るよりは、統計的にはそ

ちらの方がモデルとしてよいという結果になっている。 

 結局どういうふうになるかというと、リッカー型を適用すると、80年代の後半のと

ころがリッカー型のところの曲線よりもかなり上の方にずれるような形に評価されて

しまって、統計的な話であれなんですけれども、決して88年を入れたからリッカー型

としてよくなるということでもないということなんですね。なので、そこは直ちにそ

ちらを採用しなければならないというふうには考えていないという状況です。 

 最初の近年の2018年は、もう高加入の方に、1976年よりも上回るぐらいじゃないか

ということは、もうこれは数字のとおりだと思うんですけれども、2018年がまだ一つ

出てきたというところで、700億尾近いぐらいの加入尾数というのが、今後またそれ以

上のものが期待できるかというのは、まだちょっと判断できないというふうに考えて

おります。 

【参加者】 対馬暖流系でも同じですか、今のような。今日の資料には、資料は後の方に

あったんですけれども、リッカー型についても全く同じパターンのような。 

【西田浮魚資源部長】 ちょっとすみません、マイワシ対馬の方は確認させてください。 

【神谷次長】 では、マイワシ対馬はちょっと後でということですね。 

 では、ほかに。 

【参加者】  
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 先ほど他の方からもございましたけれども、今回の予測結果につきましては、もと

もと用いられている現状までのコホート解析の結果が昨年と同じであるにもかかわら

ず、ＡＢＣの数字が半減しているというところは大変大きな疑問を持っているところ

でございます。 

 そういう中で、高加入期かどうかを判断するに当たっての直近の2019年、あるいは

正に現在の2020年級群の大きさをどう捉えるのかというところが焦点にもなってきて

いると思うんですけれども、その中でまずちょっと最初にお願いをしておきたいんで

すけれども、将来予測の結果などについて、昨年の資源評価書では、例えば予測結果

としての年級ごとの加入尾数ですとか、それから年齢別の資源尾数ですとか漁獲尾数

ですとか、そういった数字が細かく示されていました。元年度評価書の27ページなん

ですけれども、それと同じような形での今回の予測の結果のデータというものを皆に

開示していただいて、また、できれば明日などにも示していただいて、その上で議論

させていただきたいなという思いがございます。 

 こういう形で幅広くステークホルダーとして参加して議論させていただく中で、示

されている数字がちょっと去年までと比べて減っているような感じがしますので、む

しろ逆に少なくとも去年ぐらいの数字の材料はいただければありがたいかなというの

が１点目でございます。 

 それから２点目なんですけれども、これについては先ほどありました８月に１年分

のデータが追加されて、新しいコホート解析が行われるというところですので、その

結果を待ちたいところですけれども、焦点となっています2019年級の加入量の予測が、

昨年の予測結果と比べて今回どういうふうな予測になっていくのかと。例えば昨年で

すとか今年の調査結果などが、どういうふうにそこに活用されていくのか。あるいは

先ほど会長からもありました今年道東沖の漁獲量が去年から倍増しています。それで、

その魚体サイズからすると、2019年生まれがかなり主体なのではないかと考えられる

のかと思っていますけれども、そういった直近のデータもどういうふうに参考として

いただけるのかどうか、そういった点も今度の新しい資源評価と９月頃のステークホ

ルダー会合などでもお示しいただければと思います。 

 それから、もう一点なんですけれども、今議論がありました高加入期かどうかとい

うところなんですけれども、この６ページ目のスライドを見ますと、直近の2018年が

赤丸ですか。これを普通に見ますと、青い線の上に沿っているように見られますので、
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青い線である高加入期なのではないかというふうに見てしまうわけなんですけれども、

そこがまだ高加入期に移行したと判断できないということなんですが、ここの赤丸付

近のプロット図を拡大したものを皆に見せていただいて、その上でまた議論させてい

ただきたいと思うんですけれども、これが青線に沿っていなくて赤線に沿っているん

ですというところを客観的に御説明いただかないと、ちょっと納得するのは難しいの

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。 

 さらに、例えばこの赤線のところを見ますと、一番右に1988という点がありまして、

その隣が多分89、90、91と来ると思うんですけれども、この赤線のほとんどが88年か

ら91年ぐらいの４点で構成されているように見えまして、それでこの４点の過去のＲ

ＰＳ、これは同じ親、漁からの子供の生き残りやすさだと思いますけれども、このＲ

ＰＳの平均を見ますと、この４年間だと1.3というすごく低い数字になっています。 

 一方で、直近の12年間、2007年から2018年では、その30倍ぐらいですか、43.5とい

うＲＰＳで、それから加入が高かった1976年から87年の12年間のＲＰＳは32というこ

とで、まずこの赤い線というのが、さっき申しました非常に数字が低い４年間の1.3と

いうのは、ＲＰＳに相当するような年が主体に引かれている線を、それが今適用され

るのかという基本的な疑問ですね。 

 それから、そのときにＲＰＳという生き残りのよさで見たときにも、繰り返しませ

んけれども、70年代からの12年間に比べてさえ、今の直近の12年の方がそれを上回る

大きなＲＰＳであって生き残りのいい、イワシの資源にとっても環境がいいというふ

うに考えられるのではないかと。そういったときに、それでも赤線のところに今の加

入の見込みがプロットされるという点はちょっと疑問、非常に疑問がありますので、

その点も含めて御説明をいただければ有り難いというふうに考えております。 

 以上、長くなりましたけれども、終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

【西田浮魚資源部長】 図とか表に関しては、今後、資源評価は更新されますので、その

ときに次回のステークホルダー会議では、そういう参考資料になるような数値をでき

るだけお示しできるような形には持っていきたいと思います。 

 令和元年度までは、ある程度、今何度もおっしゃっていましたＲＰＳ、再生産成功

率というふうなもので、それがもう唯一の数値といいますか、それでどんどん掛け合

わせていって加入量を予測していくという形で計算していたので、一つの数値として
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将来予測が全部出ていくわけですよね。 

 ただ、今やっていますのは、結構シミュレーション的な、確率的な予測といいます

か、平均値からどれぐらいの変動幅があるかということを考慮して予測しているので、

それぞれの年にそれぞれの年齢の一つ一つの値を求めていくというのは、平均的な値

はもちろん出せるんですけれども、例えばそれを足し合わせても何か全体量が合わな

いとか、そういう細かい話は出てきますから、今、直ちにそれをお示ししてやると、

ちょっと間違った認識になるところもあるかと思います。そこはちょっと注意させて

いただきたいと思います。 

 図の示し方に関しては、やはり見やすいものを目指さなきゃいけないとは思います

から、工夫はさせていただきたいと思います。 

 1988年から91年の非常に生き残りが悪い年を含めていて、それがこの通常加入期の

計算に影響しているんじゃないかというところは、これはやはりそれを考慮している

以上、その影響はもちろんある。 

 ただ、マイワシ太平洋系群に関しては、そういう統計的なこともあるんですけれど

も、やはり資源として、87年から88年のところというのは、大きな変化があったとい

うことは、結構、生物学的な知見といいますか、資源の生物的な論文といいますか、

そういう学説といいますか、そういうところからある程度はっきりしているところが

あって、それもそこでは大きな境界があったと。 

 その後の４年間は、全くもう異常な年で、それはもう全く除外して考える方が適当

なのかということに関しては、ちょっとそこはなかなかまだ、それを４年が異常な年

というふうにして分析から除外することは、なかなかできないなと考えております。 

 その上で通常加入期。高加入期以外のところを通常加入期として分析をしていると

いうことで、なかなか、４年だけを除外する理由もないし、また、それを除外して分

析するのが正しいのかどうかというのもなかなか、それはそうは言えないんじゃない

かなというふうに考えております。 

 その上で、近年の加入がよいということに関してはどう考えるのかということなん

ですけれども、そこはちょっと繰り返しになりますけれども、やはり、ちょっとそれ

がずっと、2018年級程度の加入がずっとこれから、あるいはそれ以上の加入が継続し

ていくんだということを判断する材料はないので、そこはまだ判断が、そこが結局今

判断できないというふうに御説明している理由になります。 
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 そこはやはり、今後、資源評価の更新される中で随時検討していくものということ

で、全く今後高加入期は考えないということではないので、そこは引き続き検討させ

ていただきたいと思います。 

 そんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

【神谷次長】 ほかにございませんか。 

 では、どうぞ。 

【参加者】 すみません、ちょっと全然分からないものですから教えてください。 

 資料５－２のスライド７番のＭＳＹの管理基準案ということで、これは推定されて

期待される平均漁獲量ということで目標基準値が36万8,000トンになるという、私は漁

業者なものですから、漁獲量の数字は非常に興味を持っているんですけれども、今度

はスライド10番の、一応これはβ＝１で見ればいいんですけれども、というふうに思

っているんですけれども、80万トンというのは、これはこの前のやつから来るとどう

いう数字なんですか。 

 それと、できればスライド12番、13番のこの予測についても漁獲量で表現してもら

えると、スライド13番は漁獲量であれしているのかな、やってもらえると非常に有り

難いんですけれども。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。 

 まず７番目の漁獲量曲線では、これは通常加入期でのＭＳＹ水準として親魚量で

109.7万トンで、そういう状況での資源から期待される漁獲量が36.8万トンということ

でした。実際には現状でも漁獲はもっと獲っていますね。それは、近年の加入の状況

がそれよりもよい加入状況にあるので、それが漁獲対象となって、より多い漁獲量が

得られているということでございます。 

 その結果、10枚目のスライドの平均漁獲量も当座、近年のよい加入というものの結

果を受けて、漁獲量としてはβ＝１の場合の2021年であれば80万トンという数値が推

定されるという、そういうようなことです。ですから、漁獲量の計算に当たっては、

最近の加入状況ということがそのまま反映されて、その漁獲量の推定値ということに

なっていきます。 

 ただ、将来的なところは、この適用された再生産関係の下で加入が変動していくだ

ろうというふうな予測になりますから、この資源の場合は将来的には漁獲が減ってい

くような、そういう予測になります。ただ、今日何度も繰り返させていただいていま
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すけれども、加入期の判断、あるいは加入量の近年の加入状況の評価というものは、

これから更新されていきますから、それを踏まえて今後見直していくものというふう

に御理解をいただければよろしいか思います。 

 それから、スライドの12枚目、13枚目に関しましては、資料５－２、最初の方は簡

易版で簡単なグラフなんですけれども、後半の方に先ほどの方からも御紹介があった

研究機関会議という詳細な資料になっておりまして、その中にいろいろ細かい数値を、

表を載せておりますので…。 

【参加者】 資料５－４。 

【西田浮魚資源部長】 資料５－４ですね、すみません、失礼しました。 

 資料５－４のマイワシ太平洋系群の資料の後半の方に、研究機関会議資料という詳

細な資料を載せているんですけれども、41ページからの補足資料３、それから45ペー

ジからの補足資料４が、このスライドに対応する検討部分になりますので、そこに漁

獲量の数値なども掲載しておりますので御覧いただければと思います。 

【参加者】 すると、スライド10の80万トンというのは、７の親魚量の109万トンある今

の現状を、ＭＳＹを予測したやつで、このまま我々が獲ると80万トン獲るというふう

に理解するんですか。 

【西田浮魚資源部長】 今のマイワシ太平洋系群というのは、ＭＳＹ水準よりも上に多い

わけですね。親魚量が多い。それは通常加入期、繰り返しであれなんですけれども、

通常加入期としてＭＳＹ水準よりも多い状態にあります。 

 親魚量が2018年の段階で162.9万トンというふうに推定しています。これはここで書

いている109.7万トンよりも多い状態。そういう状況なので、漁獲量も多い状態にある

というふうに見ていただければと思います。 

【参加者】 すると、このＭＳＹというのは何なんですか。あれなんですか、何を使って

予測しているやつなんですか。 

【西田浮魚資源部長】 ＭＳＹの管理基準値、あるいはＭＳＹの求め方といいますのは、

これまでの資源評価結果を基に年々の親魚量、それから親魚が生み出した子供の数、

加入尾数ですね、その関係から、まず親と子の関係といいますか、再生産関係という

のを求めます。つまり、親魚量はこれだけいればこれぐらいの子供の数が期待できる

だろうということを、まず分析します。 

 そういう資源において、最も漁獲量が得られる状態というのは、どれぐらいの親魚
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量の状態なのかということを分析しまして、求められた結果がＭＳＹを実現する親魚

量、またそこから得られる漁獲量がＭＳＹということになっております。そういうも

のを今回案として説明申し上げております。 

【参加者】 本当に初歩的な話で申し訳ないんですけれども、現状の資源評価をして、現

状の今の資源評価は、今のこのＭＳＹ水準よりも親魚量が多いと思っていいわけです

ね。 

【西田浮魚資源部長】 はい、私たちは、現状はＭＳＹ水準よりも多い状態にあるという

ふうに評価しています。 

【参加者】 すると、例えばこのＭＳＹを使うと、将来予測で限界基準値を何年持続する

かというのは非常に興味深いんでしょうけれども、我々は漁獲する側なものですから、

達成する確率はいいですけれども、必ず我々がこれを守っていく中で、漁獲するトン

数というのはどのぐらいかというのは常に出してもらえると有り難いので、それがこ

この逆に言えば資料５－２のスライド12番、13番の、もっと詳細版には書いてあると

言われますけれども、簡易版でやられるときには、我々ステークホルダーでここに来

ているという意味では、漁獲量を出してもらえると有り難いと思います。 

 それと、この資料５－２のスライド12番、13番の漁獲量についてこだわるのは、や

っぱりホッケー・スティックをやるときにこの二つがあるというのは、サバの評価や

なんかを見ても、ちょっと我々は今度これで商売する側としては、余りいいことじゃ

ないなと思っています。 

 これは、はっきり言えば、特に先ほど水産庁の方でも漁業者の意見は定量化できな

いから、あれで参考程度に聞きますよみたいな話になったけれども、1990年代の北海

道というのは極端に減るわけですね。 

 すると、これから親魚じゃなくて加入量がぐんと減っているからイワシは減ったと

いうけれども、あの当時、我々は非常に苦労したのはあれなんですよね、網の目合い

を12節から14節に変えたということは、要するに北海道で獲っているマイワシは小さ

くなったわけですね。そうすると、今度は逆に言えば、あれは加入量がこの結果少な

いということであれば、親魚が育たなかったということになるのかなと。 

 随分、我々も網の目合いを細かくして苦労した記憶があるんですよ。すると、そこ

には生物学というよりは、何か気候変動で、それで大量死とかそういうものがあった

というようなことがあるんじゃないかなと、定量化できない漁業者の現場の感覚とし
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てはあるんだけれども、そうすると、この意味ではコホートだけで表現できない何者

かが、このマイワシにはあるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか

ね。 

【西田浮魚資源部長】 昨年度のマサバの場合は、こういう加入期というものを分けずに、

これまでの歴史、ここでいうところの全期間のデータを使って再生産関係を適用して、

もちろん年々の変動はあるんですけれども、そういう再生産関係から平均的なモデル

はあって、その平均的な関係というのはあって、その上で変動しているものだという

ふうに捉えていました。 

 マイワシに関しては、そうは捉えていなくて、やはり大きな資源としての二つの時

代というのがあって、それぞれの多分、高加入期は高加入期として非常に漁獲量が多

い、そういう状況というのはあるんでしょうけれども、今はそういう状況ではなくて、

通常加入期と位置づけて、その上で目標管理基準値というものは今回提案させていた

だいた。 

 それに対して見れば、今の状況は、その目標を上回っている状況であるということ

だというふうに評価したというのが今回の資料の一番骨子の部分になるかなというふ

うに考えています。 

 ですから、やはりちょっと去年のサバとは捉え方が違っていて、やはりそういう大

きな変動というものを考えて加入の年代、加入が大きく、多い、非常に多い年代とそ

れ以外の年代と分けて分析したというのが今回のマイワシの形になります。 

【神谷次長】 何かまだ全然納得いっていないようなお顔をされているので、ちょっと私

の方で私なりの補足説明をさせていただきますと、おっしゃられた資料５－２のスラ

イド７ページのこの図でいうと、期待できる平均漁獲量が36万8,000トンのときに対応

する親魚量は109万7,000トンじゃないですか。では、これが今どうなっているかとい

うと、漁獲量の方は2018年で45万1,000トンなんですよ。対応する親魚量は162万9,000

トンあるわけなんです。今の方が状態がいいわけですよね。 

 では、どうして36万8,000トンと109万7,000トンという数字が出たかというと、これ

は非常に難しいところなんですけれども、６ページに戻っていただいて、再生産関係

が赤い線、今までずっと赤い線だったので、まだちょっと赤い線が続くとずっと仮定

したら、赤い低い資源が増えても加入が増えない状態で一生懸命、資源を管理したら、

そのときのベストな状態というのが親魚109万トンまで増やせば漁獲は36万8,000トン
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ありますという、質素倹約に努めてこれだけ増えますというような感じだと思うんで

すよ。 

 ただ、実際はどうも本当は高加入期に移りつつあるんじゃないかという、６ページ

でいうと青い線に実は移行しつつあるんじゃないかなというところを皆さん思ってい

るんだと思うんです。ただ、そこのいつ移ったかという判別がつかないので、今のと

ころはちょっと赤い線でやってくださいということになるわけです。 

 では、赤い線でやった結果、そうすると将来的にずっと加入が低いままになるから、

例えば７ページに戻ると、赤い線でずっと続くと最後は36万8,000トンに落ち着きます

よという、そういう仮定だけの話なので、では実際、来年の加入がどうなるかという

のは分からないわけですが、少なくとも、ここ何年間は今の162万9,000トンというの

が維持されるわけですから、そういうのでいうと、ＴＡＣというのは2021年は80万ト

ンまでありますよと、β＝１であると、80万トンまであるということになるんです。 

 だから、これからのマイワシの資源評価の一番のこれからの大きな課題というのは、

６ページの赤い線がいつ青い線に移るのかという、そこをどういうふうな区別をする

かというところだと思うんですよね。それは５ページの図を見ていただくと分かるん

ですけれども、資源が急激に増えて、あっという間に減るというのは10年ぐらいしか

続かないわけですから、純粋に統計的に青い点に移ったというのが五つも六つも点が

重ならないと分かりませんというような感じだと、ではこれから青い点に移りました

と判断したときには、もう何か資源が減る前兆になるようなときになるわけですから、

これからの大事なことは、資源評価で大事なことというのは、赤い点から青い点に移

ったと判断する材料は何なのかねという、そこをはっきりして求めていただくという

ようなことになるんじゃないかなというふうに、これは明日、私は言おうと思ってい

ましたけれども、そういうところがこれの今の資源評価の課題。 

 ただし、今は資源が162万トンありますから、普通にやっているとＴＡＣというのは

80万トンぐらいあるし、2019年とかの加入も赤い線よりは多分上なので、急激に100万

トンまで減ることはないというところがあるので、その辺は様子を見ながら、ただ迅

速に赤い線が青い線に移れるようにするにはどうしたらいいのかなという、そういう

ところが大事なところじゃないのかなというのを私なりには思っておるんですけれど

も、そういう認識でよろしいでしょうか。 

【参加者】 資料５－２のスライド12番、13番の件をもう少し詳しく、どのぐらい見てい
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るのか教えてください、今さらっと終わり過ぎているという感じです。 

【西田浮魚資源部長】 まず12枚目のスライドですね。 

 再生産関係が実際には二つの時期に分かれず一つであった場合に、通常加入期を想

定した漁獲により資源が減少するリスクというものは、資料５－４の後半の資料の41

ページから説明をしています。 

 ここでスライドの方に載せたのは、この仮定の下で将来の親魚量が目標管理基準値

案を上回る確率というのだけを示していて、これだとβ＝0.8でも2031年の段階で45％

ということで、50％に満たないということだけを御紹介したんですけれども、その他

の数値の表というのが43ページ、44ページに記してございます。 

 漁獲量の表で見てみますと、44ページの補足表３－４、将来の漁獲量の平均値の推

移ということで、βで1.0から0.1までですけれども、漁獲量の平均値の推移というの

がここで示してございます。 

 これで見てみますと、β＝1.0で2021年は98万トンということになりますけれども、

漁獲量として見たら、先ほどスライド10で示したものよりも多いとか、そういう数値

を追うことはできるんですけれども、ＭＳＹ水準を将来にわたって維持達成し続ける

という観点からすると、2031年の段階ではβ＝１だと38％、β＝0.8だと45％というふ

うになってしまうということを、この資料の中で説明しております。 

 それから、スライド13ですけれども、再生産関係が実際には高加入期であった場合

に、通常加入期を前提とした漁獲を続けることで漁獲機会を失ってしまう、そういう

リスクについての分析で、こちらは資料５－４の45ページからの補足資料４のところ

に載せてございます。 

 資料５－４の47ページの補足表４－１のところに、この資源がもう真の加入期にあ

るというふうに分かっていて、その下で資源の状態が真の加入期にあって、それを真

の加入期に、高加入期にあるということが分かっていて管理した場合の漁獲量と、実

際は高加入期にあるんだけれども、通常加入期にあるという前提で、そういう管理を

続けた場合の漁獲量を比べております。 

 実際に高加入期にあり、そして高加入期にあることが分かっていて漁獲を続けた場

合は、2021年の段階でβ＝１ですと200万トンを超えるような、そういう漁獲量で獲る

ということになります。ただ、通常加入期の再生産関係に基づいて管理したとしても、

実際はそれだけ加入がよいわけですから、漁獲量はかなり多い水準で推移していくだ
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ろうというような予測結果になります。 

 スライドの方は、これの一部分しか紹介していなかったんですけれども、それぞれ

の分析に対する表は、これらの資料に載せてございます。漁獲量に関しては今御紹介

したとおりです。 

 以上でございます。 

【参加者】 資料５－２のスライド13番の件ですけれども、ここの目標管理値を上回る確

率というか、この確率は10ページの確率のままで、こういう推移をするというふうに

理解していいんですね。 

【西田浮魚資源部長】 実際に高加入期であれば、やはりちょっとＭＳＹが変わってきま

すね。やはり今、高加入期とするとＭＳＹを、高加入期としてのＭＳＹを実現する親

魚量の水準というのは、今回提示している106万トンよりもかなり大きな数字になって、

神戸プロットも赤いゾーンに入ってしまうような形になってしまいます。 

 今日は神戸プロットで、グリーンのゾーンにあるというふうにお示ししたのは、通

常加入期としての目標管理基準値というものに対しては、もうそれはクリアしている

状況で漁獲圧も高くありませんということになりますけれども、高加入期ということ

を前提にすると、もちろんそこから期待される漁獲量はすごく多くなるわけですけれ

ども、目標自体が高くなるということはございます。 

 ちょっと話がややこしくなるわけなんですけれども、神戸プロットから考えられる

イメージと平均漁獲量の予測というところが、感覚が違うので、なかなか読み取りづ

らいかと思うんですけれども、高加入期にあって高加入期を前提とした管理を行えば、

もちろん漁獲量は伸びますけれども、今はまだちょっとそういう高加入期という判断

にはならないんじゃないかということで、通常加入期を前提とした神戸プロット、目

標管理基準値案、神戸プロット、将来予測というものを今回提示したという形になっ

ております。 

【参加者】 ありがとうございます。 

 ただ、やっぱり高加入期と通常加入期というか低加入期の二つの、今、次長も、レ

ジームシフトだからどう、ポンとなるかは別にしても、やはり経営する側としては、

かなり深刻な問題だと思います。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

 では、次。 
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【参加者】 ちょっと今の点なんですけれども、これは表のつくりがやっぱりよくなくて、

資料５－２のスライド12枚目のパワポだと下の表は確率ですよね、13枚目は漁獲量で

すよね。これはぱっと見たら、注意して見ないと、12枚目のは何、１万5,000トンしか

獲れないの、みたいな。こちらはひっくり返したら何万トンというふうに見えちゃう

わけですよ。ここはもうちょっと丁寧に。一番の漁業者の関心事は漁獲量なので、そ

こをちゃんと示してもらいたいということだと思うんですね。 

 確率がどうのこうのというのは、言わば研究者側の判断基準の一つであって、それ

をここで懇切丁寧に説明しても、なかなかすぐにはぴんとこないということじゃない

かと思います。 

 ついでにコメントしていいですか。 

 二つコメントがあるんですけれども、こういうふうに低水準期と高水準期を分ける

というのは、個人的にはいいことだと思っているし、サバでやってくれればよかった

なと思っているんだけれども、これはなぜいいかというと、一つには低水準期に資源

量が低くなり過ぎちゃうと、高水準期に入っても回復に著しく時間がかかっちゃうん

です。そうすると、15年しか高水準期がないのに、それが10年になったりするわけで

すね。だから、低水準期にある程度の親を確保しておくということが高水準期を長く

維持する、そういう効果があるわけですよ。 

 どのみち回復するまでに時間がかかるので、低水準期と高水準期が同じ長さ、例え

ば20年としても高水準期は15年ぐらいしかないです、回復するまで時間がかかるから。

減るときはもう一気にバーンと減ってしまいますからね。 

 そういうことなので、低水準期と高水準期を分けて、低水準期でいかに資源を減ら

せ過ぎないかというのを考えるというのが、やっぱり資源管理でこういうレジームシ

フトがあるような魚種では大事だなというふうに思っています。これが１個目のコメ

ントです。 

 それから２番目は、いつからレジームシフトが始まっていつから終わるかというこ

となんですが、これは多分、水掛け論になるんじゃないかなと。多分、漁業者の方々

はもう既に入っていると思っていると思うんですね、感覚として。それを、では科学

的に証拠を出すかというと、なかなかこれは難しいところがあって、研究所の方とし

ては踏み切れないで、今こうなっているんだと思うんですが、そこは研究所の方とし

ては努力していただくという、努力する必要があるんではないかなというふうに思っ
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ています。これは神谷次長が言われたことと同じなんですけれども、これは課題です

よね。 

 以上です。 

【神谷次長】 あとは、ございますか。 

【参加者】 まず単純な資料の確認をさせてください。 

 資料５－２のスライドの７とスライドの９なんですが、この７の書かれている数字

が、このスライド９の下の親魚量と漁獲量のこのグラフの数字と一致しているものな

のかどうか。 

【西田浮魚資源部長】 資料５－２のスライド９の下の親魚量と漁獲量を示したものは、

β＝0.8のとき、つまり限界管理基準値案以上では0.8Ｆmsy、限界管理基準値案より下

では、それにその親魚量の減り具合に応じて、更に漁獲圧を下げることで期待される

漁獲量ということで示しております。 

 ですから、スライド７の漁獲量曲線とは一致しない。例えばスライド７の一番上の

曲線のところと合っているかということに関していいますと、合っていないというこ

とになります。 

【参加者】 何か説明が長いので、要は、ここのスライド９のグラフは109.7万トンの目

標管理基準値のときは、スライド７の36.8という数字と一致しないものだということ

ですね。 

【西田浮魚資源部長】 そういうことです。 

【参加者】 β＝0.8だから。 

 でもね、これはさっきの御指摘にもありましたが、一方で確率を示して、一方で漁

獲量を示すのと同じで、ステークホルダー会合に出す資料とすれば、ここの109.7に相

当するのが36.8万トンだと見てしまうんですよ。 

 要は今まで、先ほどから漁業者の方とか団体の方とか研究者の方の御意見がありま

したが、いかにこの資源評価、ここに出されてきた資料が、こういった関係の方を含

めて国民に信頼される評価なのかということなんです。 

 気になるのが、資料５－２の２枚目のスライドにあるこの赤字で書かれた文言です

けれども、「検討材料として、研究機関会議において暫定的に提案されたものである。

これらについては、ステークホルダー会合を経て最終化される」。最終化されるとあ

りますが、マサバ、ゴマサバのときには資料に、それまでにいろいろ自民党からも指
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摘されていたものがありましたけれども、要はちゃんとレビューをやっているのかと

いうことがあったわけです。 

 マサバ、ゴマサバのときというのは、ちゃんと内部査読とかレビューを経て資料を

提出すると書かれていたので、私は今回このマイワシ、マアジのものについては、お

聞きしたいのは、そういったレビューの手順を踏んで出てきたものなんですかという

ことです。 

 研究機関会合で内部的に議論されただけのものが出てきたのか、ここに「最終化さ

れる」と書いてあるので、レビューはどうしたんですかということをお聞きしたい。

されましたか。されたのならば、ちゃんとどういった査読か、レビューか、第三者レ

ビューなのか、外部研究者の何名の方に査読をしてもらったのかとか、外国では必ず

外部レビューがありますが、ここに国民に示されたこの評価結果というのは、レビュ

ーしたものなのかどうかをお聞きしたい。 

【西田浮魚資源部長】 去年のマサバ、ゴマサバのように、この資料に関しましては、令

和元年度の資源評価を基に試験場の方と通常、資源評価に加わっていただいている有

識者の先生と水研で作成したものになります。最終的には機構として作成したものに

なります。現在、サバ類に関しましては、外部レビューの方に提出していて査読に入

っているというふうには承知しています。 

 今後、マイワシ、マアジに関しましても同じような形で進めていくものというふう

に承知しています。 

【神谷次長】 では、どうぞ。 

【参加者】 私もこのようなステークホルダー会議に参加させていただくのは初めてなの

で、基本的なところみたいなものがありましたら大変恐縮ですが、お許しください。 

  道東で生産されるイワシの魚油とか魚粉の方の販売、輸出、国内市場関係に流通させ

ているのが我々の仕事になっております。今回の設定条件が通常加入期ということに

なっているのですけれども、2018年、私もここ四、五年、この業界で担当しておりま

して、2017年、18年、19年、３か年、かなりの漁獲にありまして、20年度もいいスタ

ートを切っている状態があるということの中で、この通常期から加入期に、通常の加

入期からブルーラインに移行していくという過渡期であるという状況の中で、我々か

らするとネガティブな方で条件設定されて枠を10年間見られているという理解でおり

ますが、これも一つの条件下でございますので、逆に言いますと、ブルーラインに乗
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る条件設定というのは、資料５－２の13ページにありましたが、乗っていれば特段こ

のような議論をする必要もなくということなんだと思うんですけれども、18年が恐ら

くブルーラインに乗っている、恐らく19年はまだ出ていないということですけれども、

ちょっと内容的にどういったものになればブルーラインに乗るのかというところにつ

いては興味があるところですが、19年並びに20年も６月、７月の漁獲模様からします

と、そういったことの可能性が高いんじゃないかというふうに個人的には思っていま

す。 

 18、19、20年の３か年がブルーラインに例えば乗ったということになった場合にお

いては、我々といたしましてはポジティブな条件設定になっていくということだと思

いますので、このタイミングと、並びに年末までに21年度ということになるんだと思

うんですが、例えば我々はペルーの方の魚粉も輸入しておりますけれども、40日間の

調査期間を経て直前の資源枠を設定されたりいたしております。 

 このような設定枠についての期間といいますか、その事前のどの程度のところの調

査でそれを判定していくか、もちろん時間がかかることですし、調査量についてもし

かるべき量が必要かと思うんですが、その辺りを十分な資源調査量と、その直前ので

きるだけ現実的なところに近い、そういったものを基に資源枠も設定していただける

ような、そういったような仕事の進め方といいますか、そういった方法だということ

も含めて、評価から管理枠の設定という流れというのも検討いただきたいなというこ

とは思います。 

 すみません、長くなりました。質問としては、ブルーラインに乗るとした場合に、

19年、20年が果たしてどのようなことになればブルーラインに乗るのでしょうかとい

うのが質問であります。 

【西田浮魚資源部長】 今後行われる今年度の資源評価では、2019年までの漁獲状況と、

それから2019年に行った調査船調査、それから産卵量の調査、産卵量が分かればそれ

を生み出した親魚量も推定できるということで、その評価がどうなるかはまだ分かり

ませんけれども、それを踏まえて2018年級のデータの精度というのは高まりますし、

2019年も評価の対象になりますし、2020年も直近の調査結果などを踏まえていろいろ

議論ができると思いますから、やはり３年というふうに続いてくれば、2018年ぐらい

の規模で続いてくるとなれば、それはやはりもう加入期としてはかなり改善というか

好転したというふうに見ていくのが妥当じゃないかなというふうには考えるところで
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す。 

 今回の資料の時点、令和元年度の資源評価をベースに分析した時点では、2018年は

確かに突出して多いという情報は持っていたわけですけれども、その時点で持ってい

た2019年の情報はそれほどでもないということでしたので、今回はこのような形で提

案させていただいたということでございます。 

 調査をきちっと充実して、できるだけ正確な加入量の判定をしていくべきという御

指摘は、そのとおりだと思います。ありがとうございます。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

 では、最後に一番向こうの方で、それで一旦休憩に入りましょう。 

【参加者】 すごく素人の質問になるんですけれども、資料５－２の13枚目のスライドで、

このまま高加入期に入っていくと、漁獲量が300万トンから400万トンになっていくと

いう予測なんですけれども、今の船の数とか漁獲能力的にこれだけの量を獲ることと

いうのは可能なのでしょうかという質問です。 

【神谷次長】 これは私の方から答えますと、もし獲れる能力があると仮定したら、ここ

までは獲れますよというのであって、実際今ある船で全部これで獲り尽くせるかとい

うと別問題だと思います。そう思っていてください。 

 では、結構時間が過ぎましたので、これまでの議論の一番のポイントというのは、

資料５－２の６ページのグラフでいうと赤い線から青い線にどうやって乗り換えるの

かと。何か地下鉄でいうと丸ノ内線から東西線に乗り換えるにはどうしたらいいのか

という、そういうところをはっきり示してほしいという意見が結構多かったように思

いますので、そこはまた明日のときでも分かる範囲で、また８月以降にやるときにも

示していただければと思います。 

 それで、今は15時半なので15時50分まで休憩して、それからマアジの資源評価にい

きましょう。 

 どうも御苦労さまでした。 

（休 憩） 

【神谷次長】 定刻になりましたので、それでは、次はマアジ太平洋系群ということでお

願いします。 

【西田浮魚資源部長】 それでは、先ほどのマイワシ太平洋系群の資料の続きになります。 

 資料５－２の14枚目からがマアジ太平洋系群になります。 
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 マアジ太平洋系群の説明に入る前に、先ほどマイワシ太平洋のところで、マイワシ

対馬暖流系でのリッカー型再生産関係の検討はという御質問を受けました。これはす

みませんけれども、来週の福岡のステークホルダー会議でお答えする形に、ちょっと

今検討中といいますか、そういう状況ですので担当の方から福岡で御説明申し上げま

す。 

 それでは、マアジ太平洋系群の説明に入らせていただきます。 

 マアジ太平洋系群の資料の内容としては、最初に令和元年度の資源評価に基づく資

源評価結果、概要を御説明した後、新しい部分、管理基準値案、将来予測等の提示を

させていただきます。 

 マアジ太平洋系群の分布と生物学的特性をまとめたスライドになります。 

 マアジ太平洋系群は、この辺りの東シナ海を主産卵場とする群れと九州から本州沿

岸で産卵する地先の群れがあると考えられています。太平洋系群と対馬暖流系群共通

の産卵場が東シナ海にあるというふうに考えられ、両系群が混在しているということ

も想定されております。 

 生物学的特性としては、寿命は５歳前後、成熟開始年齢は１歳で50％、２歳以上は

100％としています。繰り返しになりますが、産卵期・産卵場に関しては、産卵期は冬

から初夏で、東シナ海を主産卵場とする群れと九州、本州中部沿岸で産卵する地先群

があると。食性、それからマアジを捕食する捕食者については、ここに書いたとおり

です。 

 次のスライドに移ります。17枚目になります。 

 漁獲量と年齢別漁獲尾数のグラフになります。上が漁獲量のグラフになります。漁

獲量は1982年以降を示していますけれども、82年から85年は２万トン以下でしたが、

86年に急増して3.7万トンとなり、1990年以降に再び増加したと。93年から97年は７万

トンから８万トンと高い水準で推移した。その後、2001年からの6.8万トンから減少傾

向となって2018年は1.9万トンでございました。 

 下は漁獲物を年齢分解したものでございまして、下から０歳、１歳、２歳、３歳以

上での積み上げた棒グラフになっています。青で示した０歳魚主体の年齢構成という

ことになります。 

 18枚目のスライドに移ります。 

 左側が年齢別の資源尾数、右側が親魚量になります。左側は資源尾数ですが、下か
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ら０歳、１歳、２歳、３歳以上で積み上げた棒グラフになっております。この年齢構

成を見てみますと、青で示した０歳、それから緑で示した１歳を中心に構成されてお

りまして、黄色や赤で示した２歳魚以上が占める割合は少ない状況です。 

 右側のグラフにいきます。親魚量ですが、親魚量は1984年以降増加しまして、92年

に過去最大となりました。2001年以降は、おおむね減少と横ばい傾向を繰り返して、

2018年の親魚量は2.3万トンというふうに推定しております。 

 次の19枚目のスライドは、マアジ太平洋系群の再生産関係を示しております。 

 これは昨年度の資源評価で得られた82年から2017年の親魚量及び加入量を基に推定

しております。この期間において親魚量は1.2万トンから6.4万トン、加入尾数は3.2億

尾から23.8億尾の範囲にありました。 

 マアジ太平洋系群の特徴といたしまして、加入量の変動傾向、この再生産関係から

予測されるよりも、この辺りの年代なんかを見ていただくと分かるんですけれども、

よい加入が一定期間続く効果ということが見受けられました。こういう年代において

は、適用された再生産関係よりもよい加入が入る。これはいろいろ説明の仕方はある

と思うんですけれども、東シナ海からの加入が、東シナ海の方の資源の状況もよくて、

そういう影響を受けて想定される再生産関係よりもよい状況が続いたというようなこ

とが考えられると考えます。 

 そういう加入量の変動傾向を考慮した上でリッカー型、緑の太線、それからベバー

トン・ホルト型、ちょっと見づらいんですが、赤い線を合わせたモデルを再生産関係

として適用して、その中央線をここで黒い実線で示した、こういう再生産関係を適用

するということにいたしました。 

 マアジ太平洋系群のＭＳＹと管理基準値案なんですけれども、こちらも考え方とし

て、目標管理基準値案としては、最大持続生産量が得られる親魚量、限界管理基準値

案としてはＭＳＹの60％が得られる親魚量というものを提案することといたしました。 

 こちらは漁獲量曲線で、マイワシで示したのと同じように、横軸、平均親魚量、縦

軸、平均漁獲量で、目標管理基準値案、限界管理基準値案、禁漁水準案を図の中で示

しております。 

 マアジ太平洋系群に関しましては、目標管理基準値案に対する親魚量は６万トンで

期待できる平均漁獲量は3.8万トン。限界管理基準値案については、それに対応する親

魚量は1.5万トン、期待できる平均漁獲量は2.3万トンというふうにしております。 
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 次のスライドに移ります。 

 21枚目のスライドですけれども、こちらがマアジ太平洋系群の神戸プロットになり

ます。1982年がこの位置で、ここからこういうふうな形で資源が変動してきたと。こ

の辺りでくるっと回っていますけれども、近年はずっと減少してきて、この辺りに位

置するというふうに評価しております。 

 多くの期間で漁獲圧は最大持続生産量、ＭＳＹを実現する漁獲圧を上回り、親魚量

としてはＭＳＹを実現する親魚量を下回っていたと。2018年に関しましては、漁獲圧

はＭＳＹを実現する漁獲圧を上回り、親魚量はＭＳＹを実現する親魚量を下回ってい

るというふうに評価しております。 

 マアジ太平洋系群に関する漁獲管理規則案について示したものが、このスライド22

になります。 

 これも上は横軸、親魚量、縦軸が漁獲圧のＭＳＹを実現する強さに対する比率、下

は横軸、親魚量で縦軸は漁獲量ということになります。そして、上は漁獲圧というも

ので、ここに太く示しているのが0.8Ｆmsy、後でβでいうところのβ＝0.8を基準とし

て限界管理基準値案を下回る場合は、更にそれを引き下げるという、そういう漁獲管

理規則の図を載せていますが、下は縦軸、漁獲量ということで漁獲量の形に直した漁

獲管理規則の図ということになります。 

 マアジ太平洋系群の将来予測表になります。 

 上から将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率、真ん中が将来の親魚量が限

界管理基準値案を上回る確率、一番下が将来の平均漁獲量ということになります。

2019年、2020年に関しては、現状の漁獲圧で獲り続ける場合のそれぞれの確率及び平

均漁獲量を示しています。これはβの調整にかかわらず、同じように現状の漁獲圧で

獲り続けたということにしているので、同じ数字がβの違いにかかわらず同じ数字が

入ります。そして、2021年以降、βに対応して漁獲量が調整され、その結果、親魚量

が目標管理基準値案あるいは限界管理基準値案を将来の各年において上回る確率をパ

ーセントで示しています。 

 マアジ太平洋系群の場合、βが0.8以下であれば10年後、2021年からβでの漁獲圧の

調整を開始して10年後、2031年に目標管理基準値案を50％以上の確率で上回る。β＝

0.8以下であれば10年後に目標管理基準値案を50％以上の確率で上回るという推定にな

っております。 
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 それで、これで最後のスライドになりますけれども、将来予測の例としてβ0.8の場

合、つまりＭＳＹを実現する漁獲圧から２割減じた漁獲の強さでずっと漁獲を続ける

場合と、現状の漁獲圧でそのまま漁獲を続ける場合の将来予測をグラフにしておりま

す。赤が0.8Ｆmsyで、青が現状の漁獲圧ということになります。 

 これを見てみますと、現状の漁獲圧を維持する場合には、目標管理基準値案までは

いかないと、回復しないということになります。一方、β＝0.8ＭＳＹを実現する漁獲

圧に２割減じた強さでずっと続けていくと、ＭＳＹのレベルを上回るということが分

かります。 

 漁獲量に関しては、やはり0.8Ｆmsyの場合だと、当座現状の漁獲を続けるよりも漁

獲量を減じることになりますが、その後の漁獲量としては回復しまして、現状の漁獲

と遜色ない漁獲まで回復していくということになります。 

 下の方には現状の漁獲圧で漁獲を続ける場合と、0.8Ｆmsy、ＭＳＹを実現する漁獲

圧から２割減じた場合で漁獲し続けた場合のそれぞれ親魚量、漁獲量の将来予測の結

果を示してございます。 

 マアジ太平洋系群に関しては、以上でございます。 

 続きまして、マアジの対馬暖流系群の方も説明させていただきます。 

 資料５－３になります。最初はマイワシの対馬暖流系群なのですが、マアジ対馬暖

流系群は12枚目のスライドからになりますので、12枚目から御覧いただきたいと思い

ます。 

 マアジ対馬暖流系群に関しましても御説明する内容はこれまでと同じで、令和元年

度の資源評価結果に基づくその結果の概要と、それから新しい内容として管理基準値

案、将来予測等の提示ということになります。 

 まずマアジ対馬暖流系群の分布と生物学的特性ということになります。 

 こちらもピンクで示した産卵期・産卵場についてまず御説明しますと、産卵期とし

ては１からここに示した各月ですね、全体としては１から６月。南部ほど早い傾向が

ありまして、盛期は３から５月。東シナ海南部、九州、山陰沿岸、日本海北部といっ

たところに産卵場が形成されます。 

 そして、漁場域となるところを緑で示していますけれども、東シナ海、九州の南か

ら西の海域、それから対馬の海域、日本海西部、また日本海北部の方にも漁場は形成

されるということになります。 
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 15枚目のスライドは、マアジ対馬暖流系群の漁獲量と年齢別漁獲尾数を示します。 

 左側が漁獲量でございます。対馬暖流域での我が国のマアジ漁獲量というのは、73

年から76年には9.3万トンから15.0万トンで推移しましたけれども、その後、減少しま

して、1980年には4.1万トンまで落ち込みました。80年から90年代は増加傾向を示しま

して、93年から98年には20万トンを超える水準でございました。99年から2002年は

13.5万トンから15.9万トンに減少しました。2003年から漁獲量は再び増加し、2004年

には19.2万トンであったと。2006年以降はほぼ横ばいだったんですけれども、2018年

は減少して9.7万トンと10万トンを下回ったということでございます。 

 ここで日本と韓国の漁獲量を示しています。韓国の漁獲量につきましては、資源評

価の中で考慮をしてございます。 

 右側のグラフは、年齢別の漁獲尾数で漁獲物の年齢構成を調べた結果でございます。

下から０歳、１歳、２歳、３歳の積み上げた棒グラフになっておりまして、下の方の

白い部分、それから斜線の入った部分というのが０歳と１歳を示していて、御覧いた

だければ分かりますように、漁獲物の年齢構成は０歳と１歳魚が主体ということにな

ります。 

 16枚目のスライドに移らせていただきます。 

 こちらは資源評価の結果として得られた年齢別の資源尾数を左側に、それから親魚

量を右に示しております。年齢別の資源尾数から見ていきますと、下から０歳が青、

１歳が緑、２歳が黄色、３歳以上が赤で示しておりまして、やはり０歳魚、１歳魚を

主体に構成されているということです。近年、資源尾数は横ばい傾向にあるというこ

とです。 

 右側の親魚量に目を転じてみますと、親魚量に関してはこのような推移を示してお

りまして、近年では横ばいで、2018年は28.9万トンまで増加しているという状況にな

っております。 

 続きまして、17枚目のスライドは、マアジ対馬暖流系群の再生産関係でございます。 

 令和元年度の資源評価で得られた1973年から2017年の親魚量及び加入量を基に推定

してございます。この間の親魚量は７万8,000トンから28万9,000トン、加入尾数は5.5

億尾から91.5億尾の範囲にありました。 

 2017年、親魚量は28万9,000トンで加入尾数42.6億尾ということになっていて、この

年代の中で高い値を親魚量としては示しています。このマアジ対馬暖流系群の再生産
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関係は、ホッケー・スティック型という再生産関係を適用して、その周りで加入量変

動をしているというふうに捉えております。 

 続きまして、18枚目のスライドは、マアジ対馬暖流系群のＭＳＹと管理基準値案に

なります。 

 こちらは、これまで御説明した太平洋系群と同じように、目標管理基準値としては

最大持続生産量が得られる親魚量、限界管理基準値としては、ＭＳＹの60％が得られ

る親魚量というのを提案してございます。それはどういう数字になるかといいますと、

目標管理基準値案としては、親魚量は25.7万トン、そのような親魚量の状態、資源の

状態で期待できる平均漁獲量は15.9万トン。限界管理基準値案としては、親魚量が

10.8万トン、期待できる平均漁獲量は9.5万トンということになっています。 

 19枚目のスライドに移ります。 

 こちらは、マアジ対馬暖流系群の神戸プロットを示しております。漁獲圧は多くの

年、この資源評価の対象となった年代の中では多くの年で最大持続生産量を実現する

漁獲圧、ここを上回っているわけでありますが、2016年以降、ここから６、７、８以

降は、この基準に照らしてみると、それを下回っているということになります。 

 また一方、親魚量につきましては、全ての年においてＭＳＹを実現する、16年まで

の親魚量というのは、ＭＳＹ基準での目標管理基準値案を下回っている状況がずっと

続いていたわけですけれども、17年以降はその基準を上回っているということになり、

現状では右下の親魚量としては目標よりも多い。また、漁獲圧としてもＭＳＹ基準に

照らして、それよりも低いという状況というふうに評価してございます。 

 こちらはマアジ対馬暖流系群について、親魚量に対して提案する漁獲の強さという

ことで、これまでの系群と同じように0.8Ｆmsy、ＭＳＹを実現する漁獲圧から２割減

じた漁獲の強さというのを基準にしてつくったといいますか、0.8Ｆmsyを基準とする

漁獲管理規則案ということになります。 

 これもこれまでと同じように、限界管理基準値案では0.8Ｆmsyで、それを限界管理

基準値を下回ると、親魚量の減少程度に合わせてそれから減じるということになりま

す。ただ、これまで御説明しましたように、マアジ対馬暖流系群は目標は現在それを

上回っている状況ということになります。 

 それで、マアジ対馬暖流系群の将来予測表になります。 

 これまでの太平洋系群での示し方と同じで、上から将来の親魚量が目標管理基準値
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案を上回る確率、将来の親魚量が限界管理基準値案を上回る確率、将来の平均漁獲量

について予測表として示しております。これまでと同じように、2019年、2020年に関

しては、βの調整にかかわらず同じような仮定といいますか、現状の漁獲圧で継続し

た結果を示しています。その上で、2021年からβの減少度合いに対応して漁獲量がこ

のように調整された結果、資源がどういうふうに変化していくか、将来の目標管理基

準値案、また限界管理基準値案を上回る確率がどうなるかということを上の二つで示

してございます。 

 これを見てみますと、β＝1.0の場合、ＭＳＹを実現する漁獲圧、Ｆmsyでずっと獲

り続けた場合においては、2031年の段階で45％ということで、50％よりは下回ります

けれども、それよりも下のβの値であれば、目標を上回っている確率が0.9で68％とい

うことで、それ以上ということになります。 

 それで、将来予測の例として、β＝0.8、0.8Ｆmsy、ＭＳＹを実現する漁獲の強さの

２割減じた場合で、そういう漁獲の強さで獲り続ける場合と、それから現状の漁獲圧

で獲り続ける場合の将来予測を示しています。 

 これを見ていただくともうお分かりのように、現状の漁獲圧というのが0.8Ｆmsyと

同程度ということになります。ですから、ほぼこのβ＝0.8で獲り続けるのと現状の漁

獲で獲り続けるのは、ほぼ重なっているということで、ピンクの部分が見えないよう

なぐらいの状況になっています。 

 下の各数値を追っていきましても、現状の漁獲圧、それから0.8Ｆmsyでのそれぞれ

の親魚量、漁獲量の予測される数値を見ていっても、ほぼ同じ数値が並んでいるとい

うことがお分かりになると思います。繰り返しになりますけれども、現状の漁獲圧と

いうのが0.8Ｆmsy程度ということになります。 

 マアジ対馬暖流系群については、以上になります。ありがとうございました。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

 今日は、メインはマアジの太平洋系群なんですけれども、関連もしますので参考ま

でに、今、対馬暖流系群の方も説明していただきました。 

 質疑、質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 では、誰もいないようなので、お願いします。 

【参加者】 ちょっとやっぱり、前々から評価の方で話題になっていることだと思うんで

すけれども、太平洋系群と対馬暖流系群で同じストックじゃないかというふうに指摘
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されてもう久しいと思うんですが、太平洋系群の再生産関係、資料５－２の19枚目の

パワーポイント、これを見るともう全然、統計的には当てはまり、駄目だよね。もう

完璧にアウトみたいな、上下になっているけれども、これは完全にシステマティック

エラーが入っているんじゃないかなという、ＡＲで入れればかなり再現はできるのか

もしれないけれども、対馬の方は割ときれいに平均値の周りを動いていて、無作為に

動いているようになっていて、理論どおりのようにも見えるんだけれども、マアジの

方は、そのようには全く見えないように思うわけですよ。 

 いろいろ議論があると思うし、そのストックの大きさからしても多分５分の１ぐら

いしか、もうちょっと小さいのかな、小さいわけですよね。そういうふうに考えると、

逆に言えばワンストックで太平洋で動かない、余り回遊しないアジの部分がローカル

ディプリションで枯渇しているというふうにも、このデータからは解釈もできるわけ

で、その点について水研としてはどのようにお考えなんでしょうか。ワンストックな

のか、ツーストックなのか。 

【西田浮魚資源部長】 現状では、産卵場も共有しているということで、そういう意味で

はそれを区別するというのは難しいというところとは考えます。 

 ただ、マアジ太平洋として見ていたときには、それなりに沿岸の産卵群というのも

いますし、また東シナ海から加入したものが、また東シナ海の方に産卵のために回遊

するのかというところもよく分からない、解明されていないところがあるので、これ

まで系群としては分けてやってきて。どうしても、分けてやっていると、生物情報、

例えば年齢別の体重とか、そういうことがちょっと系群間で違うとか、あとやっぱり

漁獲の利用の仕方として選択率、年齢別の選択率というのも系群間で違うので、どう

しても、評価としての、評価の中でいろいろ設定するパラメーターとしても、違って

くるというところはどうしてもあるので、そういう技術的な難しさはあります。 

 ただ、そもそも系群構造自体に関しては、まだ、おっしゃるように長い課題にはな

っているんですけれども、産卵場は同じなので、そういうところでは分けられないと

いうところと、その上で年々の加入と東シナ海からの加入、太平洋系群としての加入

と東シナ海からの補給といいますか、移入というのをどう捉えるかというのは、今い

ろいろなアプローチといいますか、例えば成長の履歴とかゲノム情報とか、いろいろ

やってはいるところです。 

 だから、最終的な結論は出ていませんけれども、産卵場が共有されているので、そ
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ういう意味では一つのストックとして考えるところも、そういう視点からも考えてい

く必要はあるのかなというふうには考えます。 

【参加者】 今、技術的に難しいという話があったんですけれども、ＶＰＡで計算するの

であれば、Catch At Ageでバックオーダーを計算するだけなので、セレクティビティー

の問題は後から計算すれば出てくるわけですよね、年齢別のセレクティビティーも。 

 その漁業別の漁獲もCatch At Ageで、漁法別のCatch At Ageで分ければ、それは漁法

別のＦが出てくるので、それで漁法別のセレクティビティーも計算できるし、そうい

う意味では問題はないように思うわけですよ。 

 問題は、多分そういうふうに分けたときにローカルディプリションがもしあるんだ

とすると、加入のアロケーション、東シナ海に行く部分と太平洋に行く部分のプロポ

ーションの問題があるんですね。 

 ウナギもそうなんですけれども、産卵場は一緒で中国に行くやつと台湾に行くやつ

と日本に来るやつがいて、台湾はほとんどないからいいんだけれども、それをどうや

って調べるかというのが、同じである場合、一番の課題になるんじゃないかと思うん

ですけれども、そういうような計画というのはあるんでしょうか。調査計画みたいな。 

【西田浮魚資源部長】 日本海と太平洋の方の配分に関連するところの研究というのは進

めていて、例えば近年であれば2017年というのは結構、太平洋系群の漁獲はよかった

んですけれども、そのときは海洋環境的にもそちらで配分する海洋構造だったんじゃ

ないかというふうな推察というのはされています。 

 また、太平洋系群の中においても、やっぱり総体的に西の海域の方は東シナ海から

の補給の影響が大きいだろうということは、成長履歴といいますか、比較的、東シナ

海から補給されるものの方が成長がよいので、そういうのを指標にして考えると、西

の方がそういう影響は強いだろうというようなことは分かっています。 

 ただ、今の時点でなかなか地域的な、あるいは漁業種類ごとのそういう分析をする

ところまではまだ至っていないので、そこはまだ検討していかなければいけないんじ

ゃないかなというふうに考えております。 

【神谷次長】 ほかにございますか。 

【参加者】 すみません、一番最初に、冒頭に言われたことをもう一回言っていただけま

せんか。何を言われたんですか。マイワシの…。。 

【西田浮魚資源部長】 すみません。 
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 先ほどマイワシ太平洋系群の説明のときに、マイワシ対馬暖流系群の再生産関係に

リッカー型の再生産関係を当てはめて、それで年代の区切りを1988年まで入れてリッ

カー型を当てはめたらよいんじゃないかという…。 

【参加者】 はい、御質問がありました。 

【西田浮魚資源部長】 今そこの分析を進めておりますので、それにつきましては、来週

のマイワシ対馬暖流系群での説明のときに御説明する予定でございます。 

【参加者】 要は、今日頂いた資料では、ホッケー・スティック型の説明を書いています

が、来週はリッカー型も含めて両方説明するということですか。 

【西田浮魚資源部長】 いえ、それはホッケー・スティック型を採用した説明をさせてい

ただくので、それがベースになりますけれども、先ほど御指摘のあった試算に関しま

しては、その検討結果を御説明する予定でございます。それを採用するというような

話ではございません。 

【参加者】 はい。参考に出すということですね。 

【西田浮魚資源部長】 ええ、そういうことです。こちらで太平洋系群の議論の折ではあ

りましたけれども、対馬暖流系群でも同じような検討をしてはいかがかという御指摘

だったと思いますので、それに対するお返事はさせていただくと。 

【参加者】 分かりました。 

 もう一つお聞きしたかったのは、先ほどの方からの御指摘の系群の問題ですが、こ

のステークホルダー会合が終わって、要はマサバ、ゴマサバのときにも、神谷さんが

当時まだ部長だった頃に御質問に答えていますが、要はＴＡＣは基本的には系群別に

示すというふうなシステムということで御説明されましたから、このマアジに対して

も結局は太平洋と対馬暖流系群と二つの系群に対してＴＡＣを示すことが基本になる

とは思いますが、系群が一つか二つかということも、まだきちっと科学的に議論され

ている途中だということなんでしょうか。 

 そうすると、要はＴＡＣが二つ決められるわけですよ、系群が一つか二つかの判断

によって。そういう指摘も含めて、さっきもこのステークホルダー会合に出してきた

評価の資料というものは、要は外部レビューにも耐えられるような中身なのかという

ことなんですよ。 

 国民に示しているわけですよ、これを、資料を。内部検討した資料だけでは、まだ

出すべきじゃないと思っているわけですよ。ちゃんと第三者の外部に耐えられるよう
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な資料として出しますよ、出してきます、出しましたというように水産研究・教育機

構が信頼されなきゃいけないわけじゃないですか、資料として。 

 どういうレベルでこの資料を出してきているのかということが、私は非常に疑問に

思うわけですよ。 

【西田浮魚資源部長】 それぞれの系群の資源評価に関しては、今まで資源評価をそれぞ

れの検討をする折に資源解析の専門家の先生にも入っていただきながら検討を進めて

きたと。それはご質問者のおっしゃる外部レビューという形ではないんだとは思いま

すけれども、そういう専門家の御意見も伺いながら来たというところで。ただ一方で、

系群問題というのは、なかなか難しいところがございまして、そこは、今の現状とい

うのは、やはり研究途上です。 

 どういう研究を行っているかといいますと、成長履歴なんかを見ながらどちらの加

入群と考えるか、つまり東シナ海から加入したものか、太平洋の地先で生まれたもの

かを分別するというような手法、それから遺伝学的な分析を進めるということなどを

今いろいろ並行的に行いながらやっていて、それはなかなか現状の研究の技術といい

ますか、そういうものも踏まえながら分析していかなきゃいけなくて、なかなかまだ

解決はできていないという状況でございます。 

 その解決を踏まえなければ、なかなかこれは提案できないのかという部分に関して

は、現状で入手可能、利用可能な情報の下で、まずは系群ごとに分析をして御提示を

しているという状況でございます。 

【神谷次長】 よろしいですか。 

【参加者】 いいです。 

【神谷次長】 では、次に、ほかにありますか。 

 アジは余りないということで、もう少し味がある話ができるのかと思っておりまし

たけれども。 

 では、今日はこれで終了させていただきます。 

 今日どういう議論が行われたかというのは、明日もう一度、こちらの方からレビュ

ーいたしますが、アジに関しては、やはり系群をどう考えるかという点ですね。マイ

ワシに関しては、高加入と低加入をどういうふうに見るかというところが、かなり大

きなポイントだったと思います。 

 では、明日、また10時によろしくお願いいたします。明日は、また水産庁の方から
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管理の案という資料６に基づいた説明もさせていただきます。 

  どうも今日はありがとうございました。 

  では、最後に事務局の方にマイクをお返しいたします。 

【藤原課長補佐】 皆様、お疲れさまでございました。 

  最後に、私の方から３点御連絡させていただきます。 

 一つ目が、明日の開始時間は10時からとなります。開場するのがその30分前の９時

半ですので、それ以降にお越しいただければと思います。明日は受付不要ですので、

そのまま会場の中に入ってきていただければと思います。 

 ２点目、本日配布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いて、

明日また持ってきていただきますようよろしくお願いします。 

 ３点目につきまして、ごみ等につきましては、お持ち帰りいただくよう御協力をお

願いします。 

 以上でございます。 

 本日はお疲れさまでございました。また明日もよろしくお願いいたします。 
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○令和２年７月22日（水） 

【魚谷資源管理推進室長】 皆さん、おはようございます。 

 それでは定刻になりましたので、２日目の検討会を開始したいと思います。 

 昨日、進行役を務めました水産庁の神谷次長ですけれども、本日は午後からの出席

ということになりますので、午前中は私、魚谷が進行役を務めさせていただきます。 

 昨日の検討会の議論ですけれども、水産庁から新しい資源管理についてという説明

と、あと水研機構の方から、マイワシ太平洋系群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系

群の資源評価結果について御説明させていただきまして、その後の質疑応答、議論と

いうことになったということで、昨日の議論について主立ったところを総括をします

と、マイワシ太平洋系、マアジ太平洋系群、マアジ対馬暖流系群についての資源評価

結果について、いろいろと技術的な質疑応答なりがございましたけれども、まずマイ

ワシ太平洋系群については、既に高加入期に入っているんではないか。あるいは低加

入期から高加入期への移行をどう判断するのかというところが課題であるというよう

な議論があったかと思います。あと、マアジの方につきましては、別系群なのか、同

一系群なのか、あるいは同一系群として評価なりをするということも考えられるので

はないかというような議論があったと思います。全体としてはそういうことだと思っ

ておりますけれども、皆さんの方から、更にこういうこともあったと、是非言ってお

きたいということがおありならばこの場で追加いただければというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

【参加者】 よろしくお願いします。 

 今、整理されたことについては確かにおっしゃるとおりだと思いますので、特にそ

れに異論があるというわけではございませんが、２点ほど、昨日の議論等に関して御

要望といいますか、大きく２点、それからちょっと感想的なこと。 

 というのは、やはりそのＭＳＹ基準に今度変わって管理を始めるということなんで

すが、そのことがどういうことかということについての理解はやっぱり一定には広ま

っていないのではないかなというところが、私はいつも一つの思いです。これは昨年

からのサバ類のときからそうなんですけれども、非常に従前から比べて厳しくなるん

だということ。昨日、他の方からあったように、何で半減するんだというような話が

ちょっとあったと思うんですけれども、実は比較するのは違うので、必ずしも半減と

いうのは正しいかどうか分かりませんが、過去、昨年のサバのときにもやっていただ
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いたんですけれども、過去から導入していたらどういう結果になったのかという、あ

のシミュレーションのものを、もう一度、昨年度と同じような数値という形で示して

いただきたいなというふうに思っています。 

 それで、その上で、やはりこのＭＳＹということになるということは、正にそうい

う状況が来るんだということを、まず分かりやすく説明していただきたいなというの

があります。 

 このことをちょっと感想的に言いますと、本来であればＭＳＹということを導入し

た改正漁業法を説明するときに、これは政府提案の法律でありますから、そういった

方向性になるんだということを十分説明した上で、そういった法律改正が行われると

いうのが本来であると思うんですけど、少なくとも業界関係者も含めて、そういった

理解はなかなかしていなくて、何だ、こういうことだったのかというのが後で分かっ

たというのが事実ではないかなと思っています。そういったことがありますので、一

般にも分かるように、ＭＳＹになるということは実はこういうことなんだということ

を説明、マイワシの例で、マアジも含めて、前回と同じような形で資料を提供いただ

きながら説明していただけたらというのが１点目でございます。 

 ２点目としては、昨日もあったような高加入期かどうかという話、それも是非お願

いしたいんですが、もう一歩進めて、逆の場合、要は高加入期から通常加入期に動い

た場合、何が起こるか。私は、これは天国と地獄だというふうに思っているんですが、

この話では、実は専門家の方から、業界として一度勉強会をさせていただいたときに、

その話がありました。ただ、高加入期もいい話は業界の人は覚えているんですけど、

悪くなる話は、ほとんどの人が多分忘れているだろうなというふうに、私自身もそう

でございます。 

 今回のこの高加入期か通常加入期かという問題において、その変換期に何が起こる

かということを、もう少し丁寧に説明してほしいと思います。シミュレーションも含

めてですね。軽々にこれを判断してしまうと、非常に大きな現場の混乱というのを招

くというふうに思っております。 

 したがいまして、この天国と地獄と言っているのが一番分かりやすいと思うんです

けれども、そういった状況を分かりやすく、できたらその次の検討会の前にでも説明

していただくというのが、それが次の理解に深まることだというふうに思っておりま

す。 
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 どういうふうな形で、どう説明するかというのはむしろ、多分、専門家の方が詳し

いんでと思うんですが、業界のことも分かっていますし、できたらそういった少し、

業界直接よりも、そういう近い方からも水産庁なり水研機構の方がお話を聞きながら、

もう少し、現場がこんな混乱が起こるということも含めて、その姿を少し。 

感想めいて言いますと、多分、高加入期かあれだというのは、後になってから考え

てそうだと判断しているんでしょうね。その時点でできる人間がいたら、それはすご

いと思います。私は個人的にはそう思っております。 

 ですから、特にこのマイワシの場合はそういう不確実性をどう見るかというのは、

非常に大きいものでございます。そういった不確実性なり、そういったものがあるも

のについてどう管理していくかということについて、もう少し本当はこれは丁寧な、

こういった一般も含めもいいんですけども、従前であればＴＡＣ管理とか、いろんな

ものについては、いろんな有識者の会議とかなんか含めていろいろやってきたと思う

んですが、今言っているのは私の感想であって、まだ業界の要望としてはないんです

が、そういったようなしっかりした議論というのができる場を持たないと、今の天国

と地獄のような話というのは、そういった場合にどう管理していくかということは、

なかなか難しいかなというふうに思っています。 

 いずれにしましても、今二つの点、ＭＳＹ基準になったらどう変わっていくか、各

加入期ではどうだったかということを本来であれば法律の前にと思っていますが、そ

れはもう今さらですが、もう一度そこを丁寧に説明していただきたいというのと、そ

のときにただ単に目標が高くなるからというんであれば、目標が高くなるからこうな

るんだという説明の仕方をお願いしたいと思うのと、もう一つは天国と地獄のどう変

わっていくかということについて、是非分かりやすく説明していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

【魚谷資源管理推進室長】 ありがとうございます。私の聞き方が悪かったのかもしれま

せんが、昨日の議論の総括で抜けている点はないですかという趣旨だったんですけれ

ども、先を読まれて、次に聞こうと思っていたのが、昨日の議論に関連して更なる質

問、意見はないですかというのをやろうと思っていたんですけれども、今のお話につ

いては、昨日の話ではなくて、昨日に関連した新たな御質問なり意見、あるいは要請

だというふうに理解をしました。 

 今の、要はマイワシについて、サバでやったような、もっと過去から厳しい措置を
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導入していた場合にどういう結果になっていたかという試算をやってもらいたいとい

うのが１点目。もう一つが高加入期から低加入期に移行したときにどういうことが起

こるか、あるいは問題になるかという御質問だったんですけれども、１点目について、

水研機構さんの方、いかがでしょうか。 

【西田浮魚資源部長】 おはようございます。水産研究・教育機構の西田です。 

 今御質問があった件に関してお答えいたします。 

 まず、過去にＭＳＹ水準の漁獲圧で管理していたとしたらどうなっていたか、それ

を見てみたいという御要望でした。これは、昨年、マサバ太平洋系群を中心に試算を

行いまして、同様の計算を行うことは可能です。ただ、結果に関しては、その予想さ

れる結果といたしましては、昨日、各系群に対して神戸プロットのところで御説明し

ましたけれども、例えばマイワシ太平洋系群につきましては、資料５－２の８枚目の

スライド、これはマイワシ太平洋系群の通常加入期の間の資源の状況を示した神戸プ

ロットということになりますが、これで説明申し上げますと、赤いゾーンにあった時

期、この時期はＦmsyより高い漁獲圧というふうに考えられたので、このときにＦmsy

で漁獲を開始していれば、資源はより低い漁獲圧の下で、資源の状況は改善されてい

たことが想定されます。 

 ただ、一方、近年はＦmsyよりも下の状況、あるいは同等の状況なので、それは別に、

現在の状況がＦmsyの状況だということで、それは試算しても余り変わらないような結

果が得られるだろうという予測はできます。それはまた御要望ですので、次回お示し

することは可能です。 

 一方、ほかの系群、今の説明の繰り返しになりますけれども、過去のその年々にお

いて、赤いゾーンですね、そのＦmsyよりも高い漁獲圧が観察された年に実際にＦmsy

で管理していたらどうかということに関して言うと、それはそれだけ漁獲を抑える形

になっておりまして、改善傾向が見られたというふうに予測することはできます。た

だ、ちょっと今は言葉だけでお話ししているので、実際に図で御覧になりたいという

ことだと思いますので、それは次回に向けて準備したいと思います。 

【魚谷資源管理推進室長】 ありがとうございます。 

 では、２点目の高加入期から低加入期に移行ということが起こったときに、どうい

うことが起きるかという点ですけれども、要は高加入期の再生産関係、つまり資料５

－２のスライド６で青い線の方を仮定した場合には、恐らくそのＭＳＹ水準の親魚資
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源量なり、ＭＳＹもそうですけれども、いわゆる目標管理基準値、限界管理基準値、

あと禁漁水準も高い値になっている状態になると。そこから低加入期に移行となった

場合には、またその判断にタイムラグというか、それなりの時間が生じて、そこで大

きな問題になるんではないかということだと理解しましたけれども、西田さんの方か

ら何かありますでしょうか。 

【西田浮魚資源部長】 これは同じくマイワシ太平洋系群の資料５－２の、まず５ページ

目の年齢別資源尾数のグラフをまた振り返ってみたいんですけれども、年齢別の資源

尾数を76年から棒グラフで示しています。 

 79年までは年齢の加入というのは高くても900億尾ぐらいだったんですけど、1980年

のゼロ歳魚というのは、一気に2,930億尾まで増加したと。それから８年間、1980年生

まれ以降、８年間1,000億尾以上の加入が連続して生まれたと。特にこの1980年生まれ

というのがかなり巨大な年級群だったと考えていますけれども、それから８年間、非

常に高い加入が観察された。 

 その後、1988年、この年にゼロ歳は228億尾まで一気に減少した。まだ多分この状況

は、資源は高水準にある、まだ多いというふうに評価は見ることはできるわけですが、

その後、1988年以降、228億、194億、69億、53億というふうに、１桁、２桁下がった

加入が続いたということになります。こういう魚は資源全体としては多いけれども、

一気に高齢化して、その年に生まれたものが観察されない、少ないということがやは

り観察されたら、それはもうできるだけ時間遅れを縮小するように調査をして、そう

いう状況を把握して、警戒していくということが必要なんだろうというふうに思いま

す。 

【魚谷資源管理推進室長】 どうぞ。 

【参加者】 最初の過去にどうかという話なんですけど、これは確かに神戸チャートを見

ると、ずっと話を聞いている人は大体そんな感じかなと思いつつも、一方で実感が湧

いてこないですね。当時のＴＡＣはこうで、本体はこうだというような説明をしてほ

しいということなんです。非常に現場を、一般の人を考えていない説明の仕方という

ふうに、僕はあまり言いたくなかったんですけれども、今の説明ぶりから言ったら、

僕は非常にそう感じざるを得ない。 

 多分私が感じている以上に、今日、いろいろ来られている方の中にそう感じている

人もいるし、一般の人はもっと分からないと思います、これ。もう少し、例えばとい
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うような形で言っていただくと、そういうものなんですという、当時から非常に取り

過ぎているんですと言うんだったら、それがＭＳＹの考え方なんですというふうに言

って、もう少し具体的な例示を示しながら説明するということをしていただかないと、

この資料そのものは非常に難しい、一般には、これは誰も分からないというようなこ

とになってしまうんじゃないかな。私はその理解をしてもらうという努力が、もう少

し工夫があっていいんではないかなと思っています。 

 今の天国と地獄、後半部分についても、魚谷さんも言われましたけども、やっぱり

分からないんですよ。もう少し分かりやすく、そこをどう説明していくかということ

について、考えてほしいなという気がします。特に目標管理基準値が非常に大きく設

定されて、５年間変えないとかという話になってしまったときに、その間に起こるこ

とはすごい高い目標があるんですね。それにしては指針がぐっとなったときに、禁漁

のようなことが起こるんではないか、非常に厳しい管理が求められるんじゃないかと

いう不安があるわけです。ですから、ちょっと何が起こるかということを、いろいろ

難しいとは思うんですけれども、もう少しそこの辺が、いいことだけじゃないよ、悪

いこともあるよということをセットで説明してほしいというのが、どうしても目先の

いいことばかり考えるのが我々なんですけども、やはりそこをトータルで判断できる

ように、どういうふうにしていいかというのははっきり言いませんけれども、もう少

しそこを丁寧に、現場が分かる感じで、特に水産庁の方にはお願いしたいなというふ

うに思っております。 

【魚谷資源管理推進室長】 厳しい御意見、ありがとうございます。説明の仕方について

は、従来からいろいろ、水産庁に対しても水研に対しても言われておりますので、引

き続き分かりやすい説明に努めたいと思います。 

 あと１点、５年間、目標管理基準値なり漁獲値なりを変えないという御発言がござ

いましたけれども、基本は５年は維持するということですけれども、その５年の間に

大きな事象というか、大きな変化が起こったというような、必要がある場合には当然

５年の間でも見直すことというのはあり得るというふうに考えておりますので、そこ

は５年間絶対変えないということではないということは御理解いただければと思いま

す。 

 それでは、ほかに昨日の。 

【参加者】 うちも釧路でミール工場を行っておりまして、実はこの７月からミール工場
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を開設いたしました。これは釧路の地元から、地元で目の前で水揚げしたものを地元

で処理できないで、ほかの港に行くんで、是非どうにかしてほしいという要望に基づ

いて、この７月６日から新設している次第です。 

 そのような背景がありまして、今回、昨日から御説明いただいている中で、今ちょ

っと理解できない中でも教えていただきたいなと思いましたのは、この水揚げが増え

て、今漁獲が増えている中で、資源量は増えているのかなという感触を毎日、浜で水

揚げを見ていると思っている次第なんですね。ただ、その中で非常に気になるのが一

つあるのは、品質の問題なんですね。イワシの方が非常に小型化しておりまして、な

おかつ腹割れが非常に起きたりしているんですよ。これはさらにこのままにしておく

と、卵の方にも問題になりまして、孵化率なんかの低下も起こす可能性がこのままで

はあるんじゃないかなというのも感触しまして、逆に間引きが必要じゃないかなとい

うような感じも見ているような次第でございます。 

 このようなのも単純に疑問として持っているような次第でございますが、いかがな

ものかなというのをちょっと懸念しまして、御質問としてさせていただきたいと思っ

ております。 

 その孵化率が低下することによりまして、今後また漁獲の年数を短く終わってしま

うという懸念があるんじゃないかというのを最後に一言、申させていただきたいと思

っております。 

 以上です。 

【魚谷資源管理推進室長】 じゃ、水研の西田さんから。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。非常に貴重な情報をいただきまして、あ

りがとうございます。 

 まだ肉質、親の産卵に至るところの栄養の蓄積というのと、それから産卵の質とい

いますか、量とか、そういうものとの関係というのは、ある程度知見が積み上がって

きているところではあるわけで、やはり非常に痩せている、成長が悪くなっているん

じゃないかというところの御懸念というのは非常に気になるところだと思います。 

 それは、その痩せているという現象がどういう要因であるのか。それはやはり、あ

る程度、海域的に密集している。そこのその海域に至るまでの加入の過程で、いろん

な影響を受けながらそこに至って、またそこで結構密集した群れを作るとか、いろん

なプロセスがあるので、どこがどういうふうに効いているかというのは、なかなか特
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定は難しいところかと思いますけれども、そういう情報を見ていって、その産卵量と

か、また別の視点での指標も得ていますから、実際はそこからそれが成熟して、親に

なって生み出した産卵量はどれぐらいだったかとか、そういうふうな情報も考慮しな

がら、判断、評価をしていきたいと考えております。 

 現状では、昨日の話の繰り返しになりますけれども、非常に、道東の方の海域でも、

その漁場を形成されるようになったと。そういうのが北の方まで十分資源が行くよう

になっているということは重々分かっておりますけれども、一方で資源全体で見たと

きには、南の方の産卵場は80年代の、先ほど申し上げた非常に高かった年代に比べる

と、それほどまだ大きな産卵場は形成されている状況じゃないとか、また、当時の80

年代に比べると、海洋環境的にも同じような状況じゃないので、まだそこは80年代と

同じ状況なのかと言われると、そこはまだ難しいかなというふうに思います。 

 ただ、今おっしゃった魚の生物学的な情報というのは非常に貴重なものですので、

私たちとしても引き続きモニターさせていただきたいと思っております。ありがとう

ございます。 

【参加者】 今回、この会議に参加させていただく中で、昔の資料とかいろいろ拝見させ

てもらったんですけど、まずこのＭＳＹ導入に入る最初の頃の資料なんですけど、水

産庁さんの方からのコメントで、やっぱりマイワシとかスルメイカに関しては、環境

の資源の好適不適であるかというのは、環境の影響で再生産が大きく変わってくると。

だからどこの期間のデータを使うかということで、大きくデータが変わってしまう余

地があると。こういったものに関してはやっぱり、必ずしもＭＳＹの試算に、そのデ

ータに乗ってこないで、ばらつきが出る可能性があるから、こういうものに関しては

別の代替値等も検討していかないとならないのではないかというようなコメントが水

産庁さんの方で出ているんですけれども、やっぱり私ども釧路で水揚げを見ていて、

漁業のまき網さんの情報とか見ていて、この状態で資源が通常期で、高加入期に入っ

ていないとかと言われても、ちょっと納得できない部分があるんで、その分、データ

の取った期間が本当にこれが正しくてこういう数字になるのか、また別な年代のデー

タとか、若しくは全く取れない時期のデータを入れる必要があるのかとか、そういう

ことも含めまして、やっぱりどうしてもこのＴＡＣの減るということは、今の漁業の

状態、漁獲の状態から考えてもどうしても納得できない部分があるんで、そういった

データの取り方が、本当にこの期間が正しいのかとか、このデータがマイワシの環境
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によって大きく変化する。魚種に対して合っているのかどうか、そういうところもし

っかり考えていただきたいなと思います。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。おっしゃるように、マイワシは代表的な

資源で、大変動する魚種ということで、今回はその大変動というものを考慮して、二

つの年代に分けて、再生産関係というものを推定したということです。その分ける時

期がどこが適切かということにつきましては、これまでのマイワシの加入の変動の、

機構に関するそういう論文、学術的な論文の成果を踏まえて、87年と88年のところに

は大きな境目があるというふうに判断して、そこで切って分析をした。それは別の視

点、統計的な視点から見ても、そこで切るのが妥当ということで、二つのレジームと

いうものに分けて再生産関係、つまり親から子供が生まれる生残の状況ですね、その

率が変わるということを二つに分けて推定するというふうにいたしました。 

 資源評価として正確にその年齢別の情報などが得られているのが76年以降というこ

となので、その中で分析を行ったということではございます。 

 すみません、あと後半おっしゃったことをもう一度、お願いしたいんですけど。 

【参加者】 今回のMSYの試算する中で、やっぱりマイワシとかというのはこのデータに

載らない場合があると。そうした場合にはほかの代替値も検討する必要はあるんじゃ

ないかというような水産庁さんのコメントがあったんですね。そういうところまでち

ゃんと、ほかの代替値等で検討したりとか、そうした場合にはこれぐらいの資源量が

見込めるとかということまでやったのかどうかというのを、お聞きしたいなと思いま

した。 

【魚谷資源管理推進室長】 すみません、その水産庁の代替値云々というコメントという

のは、いつのというか…。 

【参加者】 ワーキンググループ方の、水産庁の増殖推進部長さんのコメントで、そうい

うのが水産庁のホームページの中であるんです。 

【魚谷資源管理推進室長】 すみません、それはいつの…。 

【参加者】 平成30年だから、ＭＳＹの導入を検討し始めた頃だと思います。 

【魚谷資源管理推進室長】 ワーキンググループですか。代替値という言い方がどれを指

しているのかちょっと、その議事録をつぶさに見ていないのであれですけれども、法

律上はその改正漁業法の中では、いわゆるMSY水準ということで目標管理基準値、あと

試算目標というか、限界管理基準値でもありますけれども、それが計算ができない場
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合には代替値というか、資源水準を推定して、その他の目標となる値を定めることが

できるというような規定もございます。 

 一方で、このマイワシについては水研センター、あるいは関係する都道府県の水試

の方々の、各課の蓄積もありますので、そういった高加入期に分けた形で目標管理基

準値なり、限界管理基準値の計算は可能だというので、実際に計算されてお示しして

いるという状況でございます。その代替値というのは、恐らくそういうのが、もっと

データが少ない、利用可能なデータが少ない魚種については、そういう計算値、要は

資源水準の絶対値なんかが分からない場合というのはそういう数値、そもそもが出せ

ないというようなものがありますので、そういった中で代替値もあり得るというよう

な考え方をお示しした発言ではないかというふうに思います。 

【参加者】 昨日頂いた資料でちょっと質問が一つありまして、資料５－２のスライド10

なんですけれども、マイワシ太平洋系群の将来予測表、この一番上の表で、β＝0.9、

0.8のとき、2030年まではずっと下がってきているんですけれども、2031年になると、

１％なんですけれども、確率が上がってくるんですね。これを踏まえて、スライド11

を見てみると、このグラフで2030年以降、この細い線が、いろんなシミュレーション

をして、太い線が中間値で、網掛けが90％予測ということだと思うんですけれども、

ここが2030年以降上がってくるはずじゃないのかなと、見た目でもですね。でも、こ

の太い線が、ＳＢmsyとＭＳＹにほぼ並行でずっと来ているというのは、ちょっと邪推

をすると、提案しているこのＭＳＹ水準に並行になるように、視覚的に正当化するよ

うにわざとしたんじゃないかなというふうにも考えられてしまうわけなんですよ。ま

さかそんなことはないとは思うんですけれども、一応この私の考えがどうなのかとい

うのを正していただきたいというのが一つで。 

 せっかく発言の機会をいただいたんで、私は漁業者として意見も一つ言いたいんで

すけれども、まず、これだけＭＳＹの資源管理をするというのは、将来、長いこと漁

獲を続けていくに当たっては正しいことだと思うんですけれども、サバと違って、今

回マイワシ太平洋系群というのは、親魚量もＭＳＹ水準よりも全然多いわけですね。

そういったところで、いきなり半減というふうになると、船員の給料ですとか維持費

とか経費はかかっているわけで、我々漁業者にとってかなり厳しい現実に直面するこ

とになるわけです。 

 ですので、ＭＳＹ水準の親魚量を目的とすると、現在のＭＳＹ水準よりも多い親魚
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量の場合は、それこそ去年並みの漁獲量なりにとどめておくというふうにはできない

のかなという、やってほしいという、そういう意見です。 

 以上、２点でした。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。私の方から答えさせていただきます。 

 まず最初の点で、この資料５－２の10枚目のスライドについて、将来予測の表です

ね。β＝0.9で、2029年までは確率が下がっていて、2030年から2031年にかけては１％

上がっている。この後、伸びるような状況が実はあるのに、そういう情報が出ないん

じゃないかという御指摘かと思うんです。 

 今回の将来予測に関しては１万回ぐらいのシミュレーションを行っているんですが、

それでも多少やはり振れはどうしても出てきてしまいまして、このぐらいの長期的な

予測になってくると、ある程度は安定はするんですけど、多少ぶれてきますので、こ

こからまたぐっと回復するというシミュレーションになっているわけではないので、

そこのところは御了解いただきたいと思います。 

 ですので、グラフで示しますように、全体を眺めてみますと、もう右の方はかなり

反転した絵になっているということで。ただ、一方で、かなりこのスライド10が漁獲

量も載っていますし、注目していただいているということは承知するところなんです

けれども、2019年、2020年は現状の漁獲圧で獲り続けた場合ということで一律で仮定

した上で、2021年からβの調整、漁獲量を調整した予測結果ということで示していま

すが、やはり直近の2021年というところは、2018年生まれとか2019年生まれとか、そ

ういう、これから３歳、２歳と、正にこれから生まれてくる年級なんですね。そうい

うもので構成されるわけで、特に昨日の説明にもありましたけど、2018年級などは近

年の中では多い年級でしたから、そういう影響を受けて漁獲量は伸びるということで

す。 

 この資源評価に関しては、これから毎年更新していきますから、その直近の加入状

況の評価を受けて、この右の方はずっと更新されていくものなので、現時点で10年先

まで完全に見通して、これでフィックスするものでは、固めるものだというものでは

ないので、資源評価は毎年行って、直近の加入状況を考慮しながら更新していくもの、

だから漁獲量は変わっていくもの。仮にβを0.幾つと決めて、それは決めたとしても、

それに掛け合わせる資源量の方は毎年更新されていくので、そこから求まる漁獲量と

いうのも更新されていくということで、この表を見ていただきたいというふうに思い
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ます。 

 よろしくお願いいたします。 

【魚谷資源管理推進室長】 ２点目の、現状で親魚資源、ＭＳＹレベルを超えている状況

でのＴＡＣ半減というのは漁業者の皆さんの経営等々にとって厳しいという御意見で

すけども、そこの話というのは評価ではなくて管理に係る話になるかと思います。管

理をどうするか、要は漁獲シナリオ、βなりというところをどうやっていくのかとい

うのは、本格的には第２回の検討会の方で議論して、結論に至るということかと思い

ます。 

 ただ、今日もこの後、管理に関する基本的な考え方のようなものはお示しして、も

ちろんそのときにもいろんな御意見を頂いてということになるかと思いますけれども、

取りあえずは評価の部分というところで、管理の分は今後、今日の残った時間と、次

回の会合、検討会の方で議論させていただければというふうに思っております。 

 ほかに。 

【参加者】 昨日の議論の総括で一つ追加していただきたいことがありまして、その冒頭、

他の方が御発言されたように、もともと本日の会議、漁業者、多数参加を予定してい

ました。ところが、このコロナのここ二、三日の状況で、本当に泣く泣く参加を取り

やめられた方が多数いらっしゃいます。それから今回、加工関係では釧路からミール

関係の方、いらっしゃっておりますけれども、当然、銚子とか、いろんな加工業者の

方、大変関心を持っておりながら、この状況で参加ができなかったという方が多数お

られます。是非ともこの会議の総括として、そのステークホルダーの中で参加したい

けれども、このコロナの状況の中で参加が非常に限られた中での開催であったという

ことは、是非とも総括として残しておいていただきたいというふうに思います。それ

が１点目でございます。 

 それから２点目、お願いでございます。結論として、高加入期なのか通常加入期な

のか、これによって評価なり、それからTACが大きく変わるということなんでございま

すけれども、お願いしたいのは、高加入期で評価した場合、この資料５－２のスライ

ドの７番、ＭＳＹ水準とかがどうなるかということ、それからスライドの10番、漁獲

量の将来予測、この二つを同じように、通常加入期のときと同じようにというか、同

じ様式のものとして示していただかないと私たち非常に理解できないんですね。でき

得れば次回開催するときには、そういう形で高加入期と通常加入期、どのようになる
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のかということを同じ様式で比較できるように示していただきたいというふうにお願

いいたします。 

 それで、併せて対馬暖流系群につきましては、1988年から90年の移行期の扱いで、

結果が大きく異なるということでございますので、この移行期の取扱いによってどう

変わるか、これも同じように、スライドの７番と10番という同じ様式で比較するよう

なものを示していただきたいということでございます。 

 以上、２点でございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 西田さん、よろしいですか。 

【西田浮魚資源部長】 比較のために、高加入期のときの管理基準値案というものもお見

せして、それを基準にした目標達成確率とか、漁獲量等を見てみたいということで、

そういう検討はしておりますから、それは次回にお見せしたいと思います。 

【参加者】 対馬系群を移行期２年を除いたときと、除かなかったとき、ありますよね。 

【西田浮魚資源部長】 そこはそういう分析をして、もちろんコメントは付けさせていた

だきますけれども、そういう結果をお見せすることはできると思います。 

【参加者】 是非とも次回でも結構なので、お願いいたします。 

【魚谷資源管理推進室長】 どうぞ。 

【参加者】 昨日も、あと今朝もそうなんですけれども、直近、最近の６、７月なりの道

東漁場で漁獲がいいという話が出ております。データとしても、前年の倍以上獲れて

いるかと思いますけれども、それが魚体が小さいと。恐らく前年生まれの１歳魚なの

ではないかと想像しているわけなんですけれども、昨日、私の方で発言させていただ

いたときにも申し上げたんですけれども、今後、８月にも新しいデータを使って、資

源評価のアップデートをされるかと思うんですけれども、あるいはそれを踏まえたそ

の加入期、加入水準の判断というところにも、是非そういった直近の漁獲状況なども

考慮をしていただきたいという点が一つです。それは昨日の繰り返しの部分はござい

ますけれども、改めてお願いしたいと思います。 

 それとも関連するんですけれども、ペルーの方でも漁期前の調査によってＴＡＣを

決定するという御発言も昨日ありましたけれども、そういった直近のデータを用いて、

資源評価の再評価をするということも是非、以前再評価をされて、期中改定をされた

こともあったかと思うんですけれども、是非そういった、どうしても毎年の資源評価

のサイクルの中で取り入れられないデータというのが、タイムラグが資源評価のデー
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タとＴＡＣ管理の年を考えると、最大で２年データが遅れるということはあると思う

んですけれども、是非最新のデータを活用して、資源の再評価をしていただく。 

 また、これは次の管理の話になりますけれども、それによって、状況に応じて期中

改定というのを是非視野に入れて、できるだけ新しいデータに基づいた資源評価とい

うのを行っていただきたい。それによって、現場の漁業者が感じている肌感覚の資源

を感じている部分と、水研の方でされている資源評価との食い違いというものを、よ

り少なくすることができるのではないかと思いますので、改めてお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。直近の漁況との関係性について、御質問、

御意見されたということで、これから資源評価、今年度資源評価を作業しているわけ

ですけれども、その中で得られる結果が直近の漁獲量状況というのを十分説明できる

結果になるのかどうかというチェックはもちろんしていきます。 

 ですから、全く漁業の現場の状況と乖離しているようなものを出していくというこ

とは、こちらとしても望ましくありませんから、資源評価の中でもそこは検討させて

いただきます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほかにございませんでしょうか。 

【参加者】 すみません、昨日から問題になっているこの低水準と高水準の件なんですけ

ど、それを漁業者に少し理解できるようにお願いしたのは、このモデル等を作ってい

くのに、1988年の大激変をどういうふうに、どんなシステムで説明されるのかという

のが重要なことになっているんですけど、これは一体どんな原因だったんですか。 

【西田浮魚資源部長】 1988年を境にしたその激変の理由ということでお問合せいただい

たと思うんですけれども、これはやはり、まずは海洋環境の大きな変化があったとい

うことが指摘されております。大きな話になりますけども、冬場のといいますか、ア

リューシャン低気圧の勢いが、その年代を境に変化した。それで海洋環境の生産力み

たいなものが大きく変わって、それで生き残りのための好適な環境というものがそこ

で途絶えたといいますか、失われていったと。そのことでマイワシの生き残り環境が

劇的に悪くなってしまって、０歳魚の加入というのが減ってしまったというふうに理

解はされております。 

 当時の状況と比べてみますと、資源が高水準になったときというのは、結構、親潮
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の面積が拡大したとか、それから先ほど言いましたようにアリューシャン低気圧が強

くて、冬場というか、太平洋の生産力が増加したとか、そういうふうなことが高水準

期のときには見られたんですけど、近年は、まだそういう状況には、海洋環境の面か

らは見られていないので、今明確にその悪いシフトというものが起こったという十分

な証拠はないという、そういう状況だと思います。 

 もちろん今後のいろんな情報の蓄積によって、そういうことがまた新たに加入され

てくる可能性はありますけれども、現状ではまだそこは低水準、高水準というところ

の判断はまだできる状況ではないというふうに、評価してございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 どうぞ。 

【参加者】 その変化なんですけど、1988年は卵が生まれなくてあれなんですか。これだ

け産卵親魚がいながら、生まれなかったということなんですか。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。親魚量は多いわけですね。多くて、その

分、産卵量も多いんですが、それが生き残って、０歳魚として資源に加わる率が非常

に低かったということです。つまり卵は多かったけれども、生き残りが悪かったとい

うことです。 

【参加者】 道東を主体にして商売していたものですからあれなんですけど、道東の激変

とともに、日本海側の量がすごく増えたんですよね。我々道東でなかなか目標達成で

きなくて、日本海側の新潟沖やなんかに行って、その四、五年後に対象魚がすごく少

なくなってきたということがあって、それと昨日も言いましたけれども、その終漁期

に親魚量が多い割には魚体そのものが小さくなったんですよね。我々は本当に投資し

なくてもいいのに、12節の網を14節に変えたという投資をしたというのが、すごく覚

えているんです。 

 それとあと、日本海水域では100万トンに及ぶような自然死が確認されているんです

よね。突発的なその大量自然死というのは、この中に何か評価は入れているでしょう

か。 

【西田浮魚資源部長】 日本海のマイワシの大量死というのは、昭和40年頃の話じゃなか

ったでしたか。 

【参加者】 その後が、我々道東がなくなって、日本海側に行くときに、日本海の新潟沖

で100万トンというような評価されたような自然死があったように…。 

【西田浮魚資源部長】 自然死というのは、何か死んだマイワシが非常に観察されたとい
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う。 

【参加者】 そうです。海底にいっぱい、十数センチ、新潟から山形沖にかけて。 

【西田浮魚資源部長】 ちょっと私、承知しておりませんので、対馬暖流系の担当者に確

認させていただきます。すみません。ありがとうございます。 

【参加者】 よろしくお願いします。その意味では、マイワシの資源評価そのものが、か

なり複雑だなと思っているんで、なかなか、我々やれれば、Blimitでやっていれば、

一旦いなくなったところも回復しているから何となく落ち着くんですけど。 

 それと、これは、これから資源管理の方の話になるんでしょうけど、今この再生産

関係、二つ並べている中で、役所がやろうとしている資源管理そのものが、加入目標

値を決めたら、５か年程度フィックスとするというのを、やっぱりこの1988年とか、

その意味でこの再生産関係に、ある種、すごい異常な、相関から外れる瞬間があった

ときに、その制度をやめるというか、毎年毎年の資源評価の中で、それをちゃんとそ

の変更に取り入れるという安心感をもらわないと、我々は、大体分散の最小二乗かな

んかで取っていくんでしょうけど、それから余りにも乖離したところで、緊急にその

資源管理を変えるというような、ただ変えますよじゃなくて、法律上明文化してもら

わないと、ちょっと怖くてなとは思っているんですけど。 

【魚谷資源管理推進室長】 先ほども申し上げたんですけれども、その漁獲シナリオ等々、

大枠については原則５年ごとに見直すというところを考えておりまして、その意味す

るところは、中長期的な視点に立って管理をしていきましょうという中で、毎年毎年

コロコロ変えるものではありませんという趣旨でございます。 

 一方で、じゃ、その５年の間に、例えば低加入期から高加入期に移行したと判断で

きるような状況になったということであれば、それは当然皆様も御要望されるでしょ

うし、水産庁としても、これは見直す必要がありますねということで、またこういう

ステークホルダー会合なんかも設けて、そういった大枠のシナリオですとか、そうい

ったところも見直すということになるかと思います。そこをどこかにあらかじめ書く

というのがどこまで可能なのかというのは、この場で、いや、ここに書きますよとか、

私がいつ入れますよとか、そういったことでもないと思いますので、ちょっとそこは

どういう形でそういう何か異常な状態というか、大きく変化したというのは分かった

ときにどうしますよというところが明確に、そういうのを明確にする方法としてどう

いうことがあるかというのは、ちょっと検討したいと思います。 
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 はい、どうぞ。 

【参加者】 例えば、資料５－２の６のスライドで見ると、1988年の、これはこの増加型

のホッケー・スティックから見れば、この乖離は非常に大きいんで、これは変化があ

るなという、その意味では今度、2018年のこの赤丸のところは、逆に言うと低水準期

から見れば、かなり乖離が大きいなというところで、例えばこういったものである程

度、５か年フィックスとしてそれでというよりも、マイワシは本当にこれだけ異常な

ことが起こるんだという立ち位置に立ってみれば、この導入に当たっては、やっぱり

毎年毎年チェックするというぐらい言ってもらわないとちょっと、その長い将来にわ

たってと言いますけど、我々も長い将来、ようやく経営の方からその資源管理に、

我々はサバもイワシも通じて、この資源管理をしなくちゃいけないという親和性を持

ってきた中で、このＴＡＣの変化そのものは、はっきり言えばまた元に戻って、聞い

ていらないよというような話になりかねない話だと思うんですよね。 

【魚谷資源管理推進室長】 資源状況なり、再生産関係、毎年どうなっているかというの

は、毎年毎年それはチェックを水研機構の方でやっていただいて、その上で、じゃ、

そのシナリオを見直すのかというのは、その結果を見て考えるということだと思いま

す。 

 繰り返しになりますけれども、資源状況なり再生産関係なりがどうなっていくのか

については、毎年ちゃんと検証していくということでございます。 

【参加者】 その意味では、例えば、これはＭＳＹ管理が導入されていて、その低水準の

管理を行った中で、2018年は逆に言えば増加型の加入量よりも上に行っているという

ことだと、逆に言えば、今年もしＭＳＹ管理をやっていたら変更してくれという話に

なる話ですよね。そうすると、逆に言うと、この話、もう少し詰めて持ってこないと、

業者としては、例えばこれでも増加型に変更してもらえないのかということになりか

ねないなと思っているんですけど。 

【西田浮魚資源部長】 すみません。スライド６の再生産関係を見て、いろいろ議論をさ

せていただいているところですけど、どうしても高加入期、通常加入期と二つ示すと、

何か二者択一みたいな形に議論がなってしまうんですけれども、やっぱり通常加入期

の中において、2018年は確かに非常に大きな年級群として、当面の漁獲を支える大き

な年級群になるというふうに評価しています。だから、そこと、これから資源の主体

になってくる2019年級、2020年級、またそれ以降の年級をどれだけ早期に把握して、
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その資源量を早く、正確に推定するかというところで努めていきますから、今の時点

ではなかなか判断はできないけれども、そこの加入状況、実際の資源の本体になる各

年級群の加入の状況というのをきちんと把握して、それを将来予測のところに反映し

ていくということで、対応はさせていただきたいというふうに思います。 

 このスライド６の図を子細に眺めてみますと、2018年級は赤丸で示したところです

ので、確かにおっしゃるように、その下の方の赤い通常加入期として引いている線、

さらにこれは観測値の90％が入るというふうにしている範囲を点線で示しているんで

すけど、それを上回る加入ですから、やはり通常加入期としては非常に並外れた大き

な年級群であるということは、これはそういうふうに推定されるということは確かだ

というふうに思います。ただ、この辺りは結構その高加入期としての90％の範囲と通

常加入期としての90％の範囲が重なり合うところで、なかなか判断は難しいところだ

なと思います。 

 少しこの辺り、丸が密集しているんですが、1976年の黒丸の左下に、やはり上に飛

び出た、その年代においては上に飛び出た白い丸がありますね。これは2015年なんで

すね。2015年生まれは、確かにその全体としては低い、親魚量は少ない状況でありな

がら、その中では比較的高い加入があったということですが、その後16年、17年級は、

親魚量としては増えていますけど、加入としては余り増えてはいない。18年級が現れ

た。やはり今後、2019年、2020年の動向を見ながら、そこは判断させていただきたい

というふうに考えております。 

【参加者】 これから議論だと思うんです。西田先生たちはこれでいいんですよ。正にこ

れらのデータ分析と推定を出していただければ、これでいいんです。それで管理する

側が、やはりこれに対してどうするか。要するにコロナの話じゃないですけど、西田

先生方は専門家で、あとはどうやっていくか。我々は本当にそれで利益を求めていく

形なので、そこら辺のお互いの納得づくが非常に必要だと思います。 

 以上です。これ以上、別にあれです。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほかに御意見、御質問。お願いします。 

【参加者】 先ほど魚谷室長から、マイワシについてはデータもそろっていて、ＭＳＹの

計算ができると。だからＭＳＹで管理するんだというお話があったんですけれども、

そのＭＳＹが計算できるということと、ＭＳＹで管理することが本当に適切なのかと

いうのは、別の問題だと思います。特にマイワシのように、高加入期と通常加入期で
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MSYの数字が全然違うわけです。多分、倍以上違うわけですね。かつ、通常加入期か高

加入期かの判断が極めて難しい。リアルタイムでは判断できない。後追いになって、

３年後か４年後に、いや、実は2020年は高加入期でしたみたいなものである。だけど

も、高加入期と通常加入期下でＴＡＣが２倍ぐらい違っちゃう。そういう魚種につい

て、ＭＳＹで管理することが適切なのかどうかというのは、やっぱりきちんと考えな

きゃいけないと思います。計算可能であることと、それで管理することが適切である

かということは、全く別問題であるというふうに思います。 

  これについて、どう思われますか。 

【魚谷資源管理推進室長】 まず、法律の関係でいえば、そういう基準値が計算できるも

のは、それに従ってやりましょうというのはございます。一方で、おっしゃるように、

高加入期、低加入期で、全く資源としての特性というか、違うんだというのは事実で

あり、そこを判断するのにも一定の期間なり、手間がかかるということは事実だと思

います。 

 そういう中で、じゃ、管理をしていく、正に管理の運用をどうするかで、そこのギ

ャップというか、そこをどこまで埋められるのかということだと思いますし、そうい

うところを埋める知恵を我々も出さないといかんと思っておりまして、それには皆さ

んからいろんな御意見とか、そういったものを聞きながら考えていくということであ

るというふうに思っています。もちろんマイワシについては、現行、ＴＡＣ魚種です

ので、時間が限られているという現実はございますけれども、そういう中でその現場

と、法の規定なり何なりとのすり合わせというのをいかにうまくやれるかというのが

私たち行政官の仕事だと思っておりますので、引き続き御議論させていただきたいし、

いろんな知恵を授けてもらえればというふうに思っているところでございます。 

【参加者】 今の水研機構から出された結果というのは、今の科学、それから今の得られ

ている情報の中では、もしかしたら最良の結果なのかもしれないですけれども、ただ、

それ自身、別にその不確かさがあるわけです。そういう不確か、科学の結果ではある

けれども、不確かさもある結果を得られたときに、それではそれをどう使って管理し

ていくかというのは、やはりこれは行政機関とか業界が真剣に考えなきゃいけない。

科学は不確かさを前提にしつつ、片方で何十億もの投資がなされている産業であると。

その使命を果たせないような結果であるということを十分踏まえて、やはり行政とか

関係者が議論していかなきゃならない問題だというふうに考えております。 
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 どうもありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほかによろしいですか。どうぞ。 

【参加者】 評価方法についてのことで今御発言もあったんで、少しと思いまして。 

 昨日、ペルーのことをちょっとお話ししたんですけど、ペルーが毎年２シーズン、

シーズンがあって、年間400万トンぐらいのアンチョビですけれども、アンチョビを漁

獲しています。その枠の発給の仕方というのは、40日間ぐらいの調査船を出して、ペ

ルー沿岸の領域のバイオマス、資源量というのを測定するんですが、その測定方法に

ついては具体的に公になっていないんですけれども、おおむねそのときに出てくるバ

イオマスの35％ぐらいのものが漁獲枠として発給されるというようなことで業界は認

識しています。要するに800万トンぐらいのものがありますと、３割だと240万トンと

か、要するに割と200万トン前後というのを２シーズンに分けてやっている。 

 評価方法ということになった場合に、こういったバイオマスの評価方法というのも

あると思うんですけど、この評価方法、昨日から伺っていると、統計学的な感じにな

っているんで、過去の数値からということの中で未来の推測ということをされている

と思っているんですけど、統計学的に見るとこれだけ数字がぶれている。漁獲的に80

年代のところの漁獲量の大きいところと、88年以降の全くないような漁獲のものとい

うのを割かしデータベースみたいにした中で、未来を推測していくという。 

 その中で親魚量ということで、０歳魚、１歳魚、２歳魚というものの構成というの

を見ながらやっていると。やはりそこの０歳魚、２歳魚というのもどういう、昨日も

ありましたが、尾数をどのぐらい取られて、どういった方法で０歳魚、１歳魚とやっ

ていらっしゃるのかなというのがあったりもするんですけど、ペルーのアンチョビの

場合だと、12センチ未満のものを要するに未成熟魚というふうにしています。サイズ

的なもので正しいのかどうかちょっと分からないんですけど、それが入りますと、そ

れが10％を超えてくると、例えば漁期に入っても、ミニ禁漁といって、ある特定の地

域においてはそれで禁漁を例えば１週間して様子を見るとか、そういったようなとき

もかなり期近の漁獲動向なり、資源状況等に応じて、言ったら臨機応変にやっている

というのが実態でありまして、過去、ペルーも800万トンぐらい漁獲を取っていた時代

が30年ぐらいあって、その間、漁獲量も漸減してきているんですけれども、近年にお

いては大体２シーズンで400万トン程度のものを年間獲っておりまして、丸の数が１個

多いんですけれども、そういったところの国のやっている、沿岸がかなり、日本海側
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と太平洋側と両方ある国ではないので割とシンプルだと思うんですけれども、向こう

の方がですね。そういったような方法でやるべき魚種ではないのかなというふうに感

じるので、その評価方法ということで、ここまでやっていらっしゃるんで、そのこと

の是非ということではないんですけれども、やはりその評価方法として判断基準を見

ていくとすると、もうちょっとそういった期近なものをどう織り込んでいくかという

ことの方法論としての検討というのはされてはいかがかと思っております。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。そういう、ここの調査手法とか資源推定

手法というもののいろいろ参考になるお話だと思いますし、その直近の状況をきちん

と考慮して対応していくというのも重要なところだと思います。 

 やはりその魚種の違いがありまして、短寿命の魚と、やはりマイワシはある程度高

年齢までいく年齢構成がある魚でございますし、また、分布域も結構沿岸から沖合ま

で、また、道東から房総まで広く漁場になりますし、なかなか全体の資源を捉えると

いうのは難しいところがあるので、やはりその漁獲情報、実際に獲られている漁獲尾

数の情報というのを参考にしながら資源評価を行っている。また、資源全体に対する

調査船調査としては、産卵量調査というのがあって、これはかなりその産卵場を網羅

的に調査していますから、それを生み出した親魚量、親魚量自体を直接観測はできな

いわけですけど、産卵量という指標を通じて直接推定する指標というのは得ていると

いうことです。 

 あと、全体の資源の資源量全体に対する直接の調査ということではないですけど、

やはり特にマイワシ太平洋の場合は加入量の変動が非常に大きな影響を与える。その

後の漁獲に大きな影響を与えるので、そこは稚魚、幼魚の調査を北西太平洋のかなり

沖合までやっております。それが全ての稚魚を網羅しているわけではないですが、大

体その後の加入を早期に把握する大きないい指標になっていますから、そういうもの

も活用しながら評価を行っているところです。どうもありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほかにありますでしょうか。 

【参加者】 昨日、すみません、参加していなかったので、もしそこでもそういう話が出

ていたなら大変恐縮なんですけど。 

 特に例の５－２の資料の四角の５ですよね。５ページのところで、見せていただい

ていると、先ほど西田部長もちょっと言われていた、どれだけ新規加入があって、資

源量として大きかったものが、ガタガタと1988年以降減っていった中で、先ほども大
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きな海洋環境の変化というのが一つでしょうと言われていましたが、そうするとその

ときには、過去のあれとしては、獲り過ぎだとか、漁獲圧が高過ぎて、そういう要す

るに漁獲管理が失敗したという実態だったのか。これは会社に入って何年かのときだ

ったので、いっぱいイワシが獲れていた、獲れなくなったという意識はあるんですけ

ど、そのときに獲り過ぎてそうなっていたのかとかいうのが、ちょっとすみません、

記憶がよくありませんので教えていただきたいことと、そして今新たな小さな山です

けど、いい加入なり、いい資源的にある程度よくなったこの時期に同じ轍を踏まない

がためにという認識があるのか。でも、そうすると、もしそうであれば、海洋環境が

変わると何か努力していることが全部意味をなさないようなね、そんな大きな変化に

もなっちゃうのか。 

 すみません、まずその当時獲り過ぎだったのかとか、ちょっとその辺が分かれば教

えていただきたいと思います。 

【西田浮魚資源部長】 今回お示ししているのは、同じ資料５－２のスライド８で、これ

は1988年までしか示していないんですけど、88年の当時というのは資源も潤沢にあり

ましたし、ＭＳＹ水準よりも漁獲の強さは弱かったのですね。だから決して獲り過ぎ

ではない、そういう年代だった。ただ、やはりこの海洋環境の影響などを受けて、生

き残りが悪い年代が続いたということは確かです。 

 それは非常にこの資源が大きい年代でしたので、非常に大きな影響を与えているわ

けですけど、やはりこれは、こういうことは資源が低水準のときにも、そういうこと

は起こり得るので、この４年が非常に特別だったかというと、長期的な海洋環境変動

の中で、これだけが特別な年代だったかというのは、まだ議論の余地があるところか

なと思います。ただ、マイワシにとって、この４年間というのは非常に生き残りが悪

くて、資源が急減になってしまったという現象に結びついたというふうに考えており

ます。 

  ありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 お願いします。 

【参加者】 今の点にコメントがあるんですけど。いろいろな研究者の中で意見もあるん

ですが、事実関係だけ言うと、このピークというのはカリフォルニアマイワシとかヨ

ーロッパイワシ、同じような周期で変動しています。ですから地球規模の気候変動に

よって変動しているものと思われます。 
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 以上です。 

【魚谷資源管理推進室長】 お願いします。 

【参加者】 すみません、単純なといいますか。今回こういった非常に丁寧に説明してい

ただくのは非常に助かるんですが、資源評価会議とか、いろいろな会議に、最近は研

究者だけになってしまって、いわゆる業界等が参加できないと。 

 これは来年以降って、どうなんでしょう。やはり非常に心配しているのは、資源が

いろいろ変わっていく。特にこういったイワシなんかそうなっていくんでしょうね。

そういったものについて、やはり常に最新の情報で、最新の状況で知りたいというの

は、やはり業界としてはあると思うんですね。そういった面で、今年のスケジュール

とかなんか、サバとかいろいろ教えてもらって分かったんですが、来年以降はこうい

うのはどうなるんでしょうかというのは、これは水研機構よりも、むしろ水産庁だと

思いますが、そこを教えていただけませんでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 今後、新しいやり方に移行した後の話ということかと思いま

す。かっちり決めているわけではないんですけれども、これまで毎年ＴＡＣを決める

際に、ＴＡＣ意見交換会というのをやっていたかと思います。科学的な話ではなくて、

ＴＡＣを決める際に、資源評価結果はこうです、ＴＡＣはこうする考えですというの

を、水政審に諮る前にやっていたかと思います。サバについては、こういうステーク

ホルダー会合を２回やってということで、コロナの話もございましたが、意見交換会

というのは従来の形ではやらなかったということだと思います。 

 今回、マイワシ、マアジから順次、現行のＴＡＣ魚種を新しいやり方に変えるわけ

で、そこの新しいやり方に変える際には、もちろん大きな変化が、やり方の変化があ

りますので、各魚種について同様にステークホルダー会合、こういう検討会を持って、

議論を進めていくということになりますが、それ以降、じゃ、毎年どうなのかと言わ

れれば、基本的には従来のような意見交換会的なものに変わっていくんだと思います。 

 一方で、じゃ、先ほど言いましたけれども、５年毎の見直しをやります、あるいは

５年の期間内でも大きな変化があれば、そのシナリオの見直しだとか何だとかいう話

があり得ると。そういうときにはやはり、こういった形での、もうちょっと密度の濃

いというか、そういう説明あるいは意見交換というのをやって、見直しを行っていく

と、そういうことではないかというふうに考えております。 

【参加者】 ありがとうございます。そういうお答えだと思ったんですが、１点だけ。 
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 非常にやはり不安を抱えている、特に今回のお話は特にそういう不安を抱えている

という中において、ＴＡＣの意見交換会というのは、ある意味で言えば、その時点で

もう数量配分がある程度決まってしまう、決めてしまって、調整がついた段階で、も

う事前にやっているというのが時期的にいうとなってしまいます。資源評価の段階で

はないんですね。 

 ですから、もう少しそれは在り方を、もう少し見直していく必要があるので。業界

が要望する段階でやってもらえるというのであれば、それも一つの考え方だと思うん

ですけど、できるだけ結果が出た段階で、早い段階で１分でも早く教えていただきた

いというのがあるものですから、ちょっと申し上げさせていただいたということです。 

【魚谷資源管理推進室長】 そこはやはり魚種ごとに、いろいろ事情というか状況があっ

て、例えばマイワシのように低加入から高加入への移行はどうなんだというのが、毎

年毎年気をもんでというような状況であれば、要望を受けてなり、こちらから、この

状況ではやるべきだと判断するのか、それはどちらからかというのはあると思うんで

すけれども、そういう意味では来年もこういう会議、マイワシについてやるというこ

とを、現時点で否定するものではありませんし、一方で絶対やるんだというものでも

ないのかなと。魚種によっては、非常に議論とか管理措置なりが安定しているものも

ありますので、そういうのを毎年こういう、ある意味大規模な会議を毎年やっていく

のかと言われれば、なかなかそれは行政コスト的にも考えるところがございますし、

基本的にはこういう移行期については、こういうステークホルダーをやるし、見直し

時期にはやるけれども、定常状態的なところについては、もうちょっと軽いというか、

そういう形でやっていくし、もし一方でその加入期の移行云々というような課題があ

るのであれば、もうちょっと丁寧にやっていくというやり方もあるんだろうというふ

うに思っています。 

【参加者】 今の点に関連してなんですけれども、以前は資源評価のブロック会議とか、

そういう、全国各地で魚種ごとに一般の人も参加できるような形での会議が開かれて

いたと思うんですけれども、そういったものは、現在は行われているんでしょうか。

もし行われていないとすれば、特に浮魚類については毎年というか、刻々とその資源

状況も変わるというか、そういう性格もありますので、特にできるだけ毎年、一般の

我々などが出席できるような形で、オープンな場で資源評価の専門家の方の会議を、

会議というか、会議なりあるいは途中経過の資源評価の内容について、公開しながら
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必要に応じて意見ができるような場を、引き続き設けていただきたいと思います。 

【田中理事】 水研機構で理事をしております田中と申します。 

 ただいまの御質問にお答えしたいと思いますけれども、今の新しい資源評価に基づ

いて実施をしている魚種については、今回、研究機関会議というものを設けてやって

おりますので、そこではやはり皆様の方からも含めまして、非常に最初の資源評価の

部分については研究者だけで独立性を保って行えというお考えを示されたということ

もありますので、今のところ研究者、すなわち水研機構と、それからあとは外部の有

識者の方と、それからあとは各関係する都道府県の水産試験場の方の中で議論をして

いただいて、その中で純粋に科学的に最善なものを資源評価ということでまとめさせ

ていただいて、それをできるだけ速やかに、議事概要も含めて公表させていただいて

いるというところでございます。 

 一方、従来の魚種に、まだ旧ルールのままの魚種につきましては、今年度も引き続

き、従来のとおり一般の方にも傍聴いただける形で、ブロック会議等を実施しており

ますので、それにつきましては従来どおりということで参加可能でございますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【参加者】 御説明ありがとうございます。そうしましたら、改めまして要望させていた

だきたいと思いますけれども、旧ルールから新ルールというか、ＭＳＹに移ったもの

については、先ほどの魚谷室長の御説明ですと、ＴＡＣ意見交換会に次の場としては

基本的には移ってしまうと。恐らく、想像なんですけれども、従来、ＴＡＣの意見交

換会というのは、例えば１魚種１系群、15分、20分とかいう時間での説明をいただい

ていたかと思うんですけれども、ブロック会議などでその資源評価の結果を一般の人

も聞く機会があった上で、その上でＴＡＣ意見交換会という場が設けられていたと考

えますと、今後もＭＳＹ魚種についてＴＡＣ意見交換会だけの場になってしまいます

と、今までに比べて資源評価の結果について、ブロック会議等で聞く機会があった、

その機会が全く失われてしまうというようなことではないかと思います。 

 また、管理基準値など、１回決めたら５年なんですかという意見、我々はそういう

疑問を持っていまして、まめに状況に応じて見直していただきたいというような思い

もあります中では、やっぱり定期的に毎年のように一般の者が資源評価の結果を聞く

機会を、お手数ですけれども、引き続き設けていただきたいということを要望させて
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いただきます。 

【魚谷資源管理推進室長】 資源評価の結果が出た後であれば、こういうオープンな場で

あるＴＡＣ意見交換会ですとか、ステークホルダー会合以外でも、リクエストを受け

て、これまでも個別に説明に伺って意見交換するとか、そういったものはやってきて

おりますし、そういうものは今後も続けていくということになると思いますので、オ

ープンな場での話のみならず、そういう、どなたでもこの結果について説明してくれ

というお話があれば、そういったものには可能な範囲でということになるかと思いま

すけれども、対応していきたいというふうに思っております。 

【参加者】 今の点なんですけど、多分、今日いろいろ意見が出て、理解できないという

漁業者のいろんな意見があったと思うんですけど、その理由の一つが、多分こういう

話をまとまるプロセスでいろんな意見が出たということを聞いていない。今までであ

れば、ここまで来る段階で研究者の中でこんな意見があった、あんな意見があったと、

結局まとまらなくてこうなったというプロセスが、多分聞いていれば大体、中身は分

からないとしても、分かると思うんですね。それがないので、いきなり結果だけぽん

と出てきて、ああだ、こうだ言われるのが多分よく分からない。こういうふうにいろ

いろ意見が出る原因になっているんで、問題はその場で漁業者の方から意見が出され

ると独立性が保てないというところが問題なのであって、公開で外で聞くだけなら別

に構わないわけだよね。何かそういう工夫をした方がいいように思いました。その方

がよほどステークホルダー会議らしいんじゃないかというかね。 

【参加者】 もうずっと昨日から話を聞いていてどうしても納得できないのは、この

1988年の環境によって激変したこの時期を通常期として考えて、それを、データをな

らして、これは通常期ですと。全く異常なわけですね。環境によって激変したこのグ

ラフ、５番のグラフを見ても分かるように、88年から激減しているわけじゃないです

か。このときのデータを通常期として判断して、それにまた今の資源量を一緒にしち

ゃうみたいな考え方がどうしても納得できないですね。これを通常期にしたと、適切

と考えたと、ここで締めくくっちゃっていますけど、これが本当に通常期だとは思え

ないんです。なぜこれが通常期なんですか。環境によって、資源を獲り過ぎて激減し

たんであれば、それは獲り過ぎだったんだねという話。でも、先ほどいろいろ話が出

ている中で、これはもう明らかに環境の変化によって激減したというのが明らかな中

で、その数字を通常期として判断しているのがどうしても納得できないですね。その
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辺、どうお考えですか。 

【西田浮魚資源部長】 今、御指摘いただいた点につきましては、事前にも、今回の資料

を掲示したときにも、いろいろ御質問を既に頂いておりまして、機構の方で公開して

いる資料のページに、その御質問への回答というものをつけさせていただいておりま

す。その内容を今、御説明したいと思うんですけれども、やはりこの親魚量に対する

加入量水準が極めて低かった88年から91年を含む時期を含めて再生産関係を適用して、

これでそのＭＳＹとか将来予測を行っていることは正しいのかというふうな御指摘は

いただいておりました。 

 マイワシ太平洋系群の再生産関係というのは、これは、ここの分は繰り返しの御説

明になるんですが、資源変動とレジームシフトとの関係に関する知見、これはいくつ

か論文がございます。これを踏まえて、87年と88年のところで区切って、それ以前を

高加入期、通常加入期をその後というふうにするのが適切と判断しました。この区切

り年が妥当かということに関しては、この区切り年を２年ずらしたような分析、例え

ば88年と89年を区切るとか、89年と90年を区切るというような、そういうことによる

区切り方の違いによる影響というのも検討したんですけど、やはりその結果も87年、

88年で区切るということが最善というふうに判断しております。 

 88年から91年を除外すべきではないのかという、そういう趣旨の御質問も頂いてい

たんですけど、この88年から91年というのを外すと、昨日から言葉として何回か出て

いるＲＰＳ、再生産成功率という言葉がございます。再生産成功率はどうやって求め

るかと言いますと、加入量を親魚量で割ったもの。つまりその親魚量に対して生き残

りの率の指標になるものです。そのＲＰＳとその加入量というものが結構、無相関の

ような形になってしまって、やはりここは非常に異常な年として除外すべきではない

のかという御指摘がありましたけど、ここはかなり統計的なというか、正当性として

はむしろ外すということは怪しくて、仮に環境要因、今日、結構、環境への影響とい

うふうにもお話をしていますけど、環境要因だけでそのＲＰＳの再現というものを図

っても、４年間をきっちりと再現することはできなくて、89年とか90年は比較的悪か

ったんだろうけど、88年と91年はそれでも説明できないということなので、環境要因

だけで、絶対的にそこでそれが全ての要因というふうに整理することもできないとい

うふうに考えています。そこは、そこだけを除外するというのは、なかなかできない

かなというふうに思っています。 
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 そういうことなので、1988年から91年を含むそれ以降の時期を通常加入というふう

に考えています。どうしても、マイワシの資源変動を見たときに、この88年から91年

の４年間というのは、やはり非常に高い水準にあった資源が激変してしまった。マイ

ワシにとってはそういう減少が見られたので、非常に印象的な状況ではあったんです

けれども、分析上はそこを除外することに対しては正当な理由がないといふうに考え

て、そこを含めて一つの加入期というふうに判断した。通常と呼ぶかどうかという、

その用語上の問題があると思うんですが、同じ年代に含むということで評価をさせて

いただきました。どうもありがとうございます。 

【参加者】 そういうような考えだったのかもしれないですけれども、これを通常と考え

るのはどうしても納得できないので、例えば異常と通常と高加入期みたいな３段階に

できなかったのかとか、そういうこともちゃんと検討できていたのかというのは、ち

ょっと疑問に思います。 

【西田浮魚資源部長】 これは先ほど他の方からも御質問があった、２年間を外したらど

うかという分析もという話でしたので、次回のステークホルダー会議までには、その

辺の分析も進めさせていただきたいと思います。 

【魚谷資源管理推進室長】 お願いします。 

【参加者】 多分、この通常という言い方が引っかかるんだろうというふうに思いますが、

歴史的に見れば、確かに低水準期と高水準期が交互に来ているという事実があって、

かつて極東で100万トンだか200万トンだか獲れた頃があったわけです。そのときはま

き網がなくて、地曳きとかで獲っていたんです。海の中がイワシであふれていたんじ

ゃないかと。今よりずっとずっといたと思いますね。それがまた激減して、この統計

で見ると、1976年ですけど、一番低かったのが69年の１万トンぐらいですかね。それ

が72年の卓越が出ていて、どーんと増えて、そのときは大規模なまき網がなかったん

で、生き残りもよくて、あれよあれよという間にこんな激増したんですが、まき網で

大分その後獲られて、かつて石を投げればイワシに当たるんじゃないかというぐらい

の密度には、とても達しなかったという。それでも乱獲の状態ではなかったわけです

よね。 

 そういうことなんで、低水準期と高水準期があって、その低水準期の方をスタンダ

ードに考えて、基準に考えているので多分通常という言い方をしたんだと思うんです

けれども、何かその言い方がちょっと引っかかるんじゃないかなというふうに思いま
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した。 

【魚谷資源管理推進室長】 あちらの。 

【参加者】 すみません。 

  資料５－２の13のシナリオについてお聞きしたいんですけれども、今回の管理って、

データを決めて、そのデータで５年ぐらい続けていくということなので、データを決

めてしまえば、ＡＢＣは自動的に決まって、資源が増えればＡＢＣも増えていくとい

う理解でいいんですね。 

【西田浮魚資源部長】 結局その翌年、翌々年の漁獲量を予測するときには、やはり直近

の何年間の年級群がその資源を構成するわけですから、その加入状況によって、その

都度、毎年の資源評価の中で更新しているものというふうに考えています。 

【参加者】 そうですね。その場合に、資源が増えてきたときに、もし高加入のシナリオ

にすると加入がいいということになるんで、ＭＳＹも当然大きくなって、結果的にＢ

msyの数値も大きくなる。低加入のシナリオでやっているときに比べて、高加入のシナ

リオの方がＢmsyの数字が大きくなって、Ｂlimitは、ＭＳＹの60％を達成するという

のがデフォルトでなっていると思うので、Ｂlimitの数字も高加入のシナリオで計算し

た方が高くなると思うんですけれども、それではどうか。 

【西田浮魚資源部長】 それで正しいです。 

【参加者】 であると、もしも資源がこうやって増えてきたときに、一時的に資源が減っ

たとか加入が一時的に悪かったというときに、高加入のシナリオにしておくと、Ｂ

limitの数字が非常に高いので、海には魚がいるのに、Ｂlimitが高いせいで魚が獲れ

ないという事態になるわけですが、最初から低加入のシナリオにしておけば、Ｂlimit

の下なので、漁師さんはたくさん獲れてということもあり得るわけですね。特に資源

がばあっと増えて、減ってくるようなタイミングのときというのは、恐らく低加入の

シナリオで、今は立ち上がりの時期なので、なかなか獲れなくてフラストレーション

がたまる方もいらっしゃると思うんですけど、実際、資源が増えてきたり、資源が減

ってくるタイミングにおいては、低加入のシナリオの方が多分、漁師さんにとってメ

リットがある場合もあるのかなと思いました。 

【西田浮魚資源部長】 はい。今回、その高加入か通常加入かの二者択一みたいな議論に

なっていたんですけど、今、通常加入期の設定の下でグリーンゾーンにあるというよ

うな評価になっていると。おっしゃるように、高加入期として管理基準値をもう１回
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計算すると、現在提示しているよりも相当高い管理基準値になります。逆に、高加入

期の管理基準値を当てはめて、もしそういう加入の失敗とか起きたときに、非常に何

か厳しいものを提案するというようなことは起こり得ます。 

 なので、ということでもないんですが、通常加入期としての管理基準値を維持しつ

つ、年々の加入量を把握しながら漁獲量を提示していくというのが今の今回の資料の

骨子というか、骨格部分になります。ありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほか、ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

【参加者】 これは一つ水研機構さんにお願いなんですが、先ほど他の方がおっしゃった

ように、やっぱり資源評価会議でいろいろ議論を聞かせていただいたおかげで、いろ

いろ勉強させていただいたというのは、これは事実でございます。そういった機会が

失われている中では、やはりこの研究機関会議の議事要録といいますか、この公表資

料というのはすごく大きな意味を持ってくるんではないかなと。一番いいのはその場

をウェブでつないで聞かせていただくというのが一番いいんですが、多分なかなかそ

こも独立性の問題から、田中さんには是非その辺をオープンにしていただきたいなと

思いつつも。 

 少なくとも今回こういった議論があったことについては、議事要録の中でしっかり

と、どう議論があったかということについて、しっかりと記録して公表していただき

たいと。どうも、今回の議事録を見ていると簡単で、先ほど西田さんがいろいろ説明

したようなことについても、議論があったのかないのか分からないと。なかったのに

西田さんが言っているのかなと。今のは冗談ですけど、できたら、少なくともこの場

で議論に、疑問に思ったこと、さっき他の方がおっしゃったことも正にそういうこと

だと思うんですね。同じことを専門家の方も言っていたと思うんですけれども、そう

いったものに対してしっかりとその場で議論して、記録として残して公表していただ

きたい。これを水研機構の理事の方、どうでしょうかねと思っています。 

【西田浮魚資源部長】 それはやはりクローズな形でやっているので、できるだけその中

の行われた議論の一つ一つがお分かりになるような形で公開していくというふうなこ

とで、今回はマイワシ、マアジも、コロナの状況もございまして、一応ネット上で資

料を示して、その中で意見交換をする形で会議を進めさせていただきました。そうい

う意味では、ほぼほぼその議事要録の記録している以上には、細かい議論に、私はや
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はりなかなか、人が集まるよりは密度の濃い議論にはならなかった部分はあるかと思

います。ただ、大抵の論点はある程度整理されていたと思います。 

  今後どういう会議の持ち方になるか分かりませんけど、できるだけ研究者の中でどう

いう議論がされたかが後で追える形にさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

【魚谷資源管理推進室長】 どうぞ。 

【参加者】 すみません。ど素人なものだから先ほどの資料５－２のスライド13番目の話、

ちょっと分からなかったんですけど、要は、今もしリアルを高水準のあれでやったら

13番目のこれになるけども、これがもし低水準の加入相関の方に間違っていればとい

うことで、そのＢlimitが大きくなって、それでその後かなり厳しい管理を主張しなく

ちゃいけないというのは、今、低水準でやった方が、その意味では安全率がいいです

よというだけの話ですよね。 

【西田浮魚資源部長】 低水準が通常加入を前提としてやる方が、基本安全策になります

が、実際、高加入期にもう既に資源が移行しているのであれば、十分そういう管理規

則の下でも、十分多い漁獲量が期待できるだろうというふうな考えです。 

【参加者】 そういうことですよね。だから、もし間違っていなかったらば、高加入水準

のこの数式でＴＡＣ等を設定できていくということですよね。 

【西田浮魚資源部長】 私たちは、まだ判断できないと申し上げているんですけど、本当

に神様のような方が、もうマイワシは高加入期に移っているということをきちっとお

分かりになっていて、それで管理していくのが最善だというふうになれば、これぐら

い多い漁獲量が期待できるということになります。 

【参加者】 やっぱり漁業をやる側としてみれば、そういう危険性等があれば、その再生

産関係、例えば、私は数理統計そのものには詳しくないけれども、その普通水準と、

これはだから普通水準といったのかなと思うんだけど、低水準と高水準があれば、本

来のリアルなその再生産関係があってしかるべきなんじゃないかなと思うんだけども、

それがその資料５－２のスライド12番目の話だとは言うけども、そこら辺、何かモデ

ルの表現上できないんですかね。例えば、高水準と低水準をこうやって、その中間ラ

インをこの相関に設定するとか、それはやはり学者としてやっちゃいけないことなん

ですかね。 

【西田浮魚資源部長】 いや、やっちゃいけないことではなくて、やはりそういう検討は
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しなきゃいけないと考えていまして、その一つが、特にレジームというものを分けな

くて、全期間で一つの再生産関係を推定したという検討結果です。その関係のスライ

ドが資料５－２の12枚目になっています。これは、実はその資源評価、レジームを分

けずに全期間で一つの、１本の再生産関係というのを適用したときを想定しているわ

けですね。その中で、その通常加入期、今回提示している通常加入期の再生産関係に

はあるという前提の下で管理した場合の予測を比べています。つまり、何に対して比

べているかといいますと、やはり神様がいて、全期間を用いた再生産関係が正しいと

分かっていて、それで漁獲管理をする場合、それが青ですが、それと比べています。 

 この場合は、通常加入期の再生産関係を前提とする方が、赤で示している方が、む

しろ、その直近のところ、漁獲量は多いんですけど、どちらかというと１本の線を引

く方が安全策といいますか、資源の減少のリスクを抑えるという、そういう結果にな

ります。 

 このような分析というのは、いろいろやっておりますので、今回、先ほど高水準期

としての管理基準値はどうなのという、見せてほしいという御要望もいただきました

ので、そういうことに関しては準備をさせていただきます。この１本の全期間のデー

タで１本の再生産関係を適用した場合の管理基準値に関しましては、資料５－４を見

ていただけますでしょうか。 

 資料５－４の37ページになります。これは全期間のデータを用いた場合の目標管理

基準値案、限界管理基準値案、禁漁水準案になります。この場合でも、結構、目標管

理基準値案は親魚量で354万トンなので、今提示している通常加入期としての目標管理

基準値案、109.7万トンの３倍以上というような、そういう管理基準値案ということに

なります。このような検討というのは、私たちの、今回は通常加入期としての管理基

準値を最終的に提案させていただいていますけど、検討は行っているというところで

ございます。 

  どうもありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほか、何かありますでしょうか。 

 どうぞ。 

【参加者】 資料５－２のスライド10のところにあります、マイワシ太平洋系群の将来予

測表というのがありますけれども、この下のところに書いてある将来の平均漁獲量と

いうのは、どうやって求めたのか。若しくは、どちらかの資料にあれば、それを教え
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ていただきたいということと、あと具体的に、この表から、この予測表を基にＴＡＣ

の枠というのを推測することは可能なんでしょうか。大臣許可と知事許可がありまし

て、漁船によっては、その許可のないところもありますし、そういった長期的な、こ

れは2031年まで記載されていますけども、これからどういったＴＡＣの流れが、どれ

だけ半減していくのか、そういったことが事前に分かっていれば、またその資源の管

理とか、設備の投資の仕方とか、ましてや、それだけイワシが減ってしまうと、ミー

ル工場とか、マグロの養殖だ、何だかんだ、全ての産業に関わることなので、この数

字だけ見ていると、2031年には半分ぐらいになっているなというのがあるんですけれ

ども、実際にＴＡＣを受けて、商売する我々がもっと危機感を持たなくちゃいけない

なというのは、そのＴＡＣの割合がどんなふうに推移するかということが、非常に重

要だと思うんですね。 

 あとちょっと別件で、話がそれてしまうんですけれども、道東のマイワシは、10月

31日で漁期が切れるんですけれども、その後、漁期は禁漁期間に入ってしまうんです

けれども、11月からですね。でも、ここ何年かは、９月の終わり頃からイワシの型が

よくなって、10月31日の漁期が過ぎても、まだまだイワシの反応はあるんですね。そ

ういった中で、日ロ地先漁業交渉で、我々が10月いっぱいまでしか商売できないのに、

11月に入って、ロシア船がトロールで、その道東沖で、サバ、イワシを曳いて、その

後、三陸沖に南下すると。年明けても来ているような状況ですよね。そういった形で、

今年９万トンですかね。そういった中で、イワシは、去年から比べると倍以上に増え

ているというようなところで、これが来年の日ロ地先漁業交渉をされるときには、日

本のＴＡＣの枠が減るから、ロシアの枠も減らすとか、そういったことがあるのか。

我々として見れば、道東の漁期の時期を延ばしていただいて、そういったＴＡＣ、１

年間に獲る割合が、トン数は決まっているわけですから、それに合わせた漁業環境を

整えていただけるような漁業許可の問題とか。 

 併せて今、道東の場合には６月中旬から10月いっぱいという、約５か月ですか、そ

ういった国内でも、漁場でも長い漁期があるわけですから、それを有効に使いたい。

でも、６月の初めのこのイワシというのは痩せているわけで、ミール工場の方なども

油が出なくて困るけれども、10月越えて、11月になっても魚がいるわけですから、そ

うなれば、もっと品質のいいものを加工原料にしても、生鮮食品にしても、ミール原

料にしても、それが許可が10月いっぱいだからといって獲れないのではなくて、それ
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を延ばしていただいて、地域の経済も、それに関係する波及効果なども考えれば、大

きなメリットがあると思いますので、そういった検討もしていただければと思います。 

  以上です。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。前半のこの資料５－２のスライド10番の

設定のところについて、御説明をさせていただきます。 

 今回の将来予測表は、2018年までのデータを使った、昨年度の資源評価での現在の

資源状況というのをスタートとして予測をしています。ただ、漁獲量を調整した予測

というのは、2021年からで、2019年と2020年に関しては現状の漁獲圧で獲り続けた場

合ということで、特にデータに対応した漁獲の調整というのはしていない。同じ設定

で、その２年間は将来予測をしています。 

 その上で、2021年からその漁獲圧を調整した場合の予測表を載せているわけです。

β＝1.0というのはＦmsy、つまりＭＳＹを実現する漁獲圧ということになります。β

＝0.8ですと、そのＦmsyを２割削減した漁獲圧ということになります。 

 この表で見てみますと、2021年のβ＝1.0での漁獲量は80万トン、例えば、β＝0.8

での2027年の漁獲量は、66万7,000トンとなります。これは、そのＭＳＹとしてお示し

した36.8万トンより多いです。何でそれを上回った量なのかといいますと、2018年級

なのが多くて、その分、その漁獲量が多いと、ＭＳＹとして示している36.8万トンよ

りも、よほど多い数字として予測をしてございます。 

 現状の再生産関係の適用としては、将来的にはＭＳＹ水準にいくというふうな予測

になっていますから、2031年の数字を拾っていきますと、30万トンぐらいになってい

ますが、先ほどからも御紹介していますように、年々のそういう翌年の漁獲量、年々

推定する翌年の漁獲量というのは、直近の加入状況というのを考慮して、毎年算定し

ていくものですから、それは今後の情報の追加によって、数字は変わっていくものと

いうふうに御理解いただきたいと思います。 

 令和２年度の資源評価、2019年までのデータを使った資源評価は、もう間近に行い

ますから、それを踏まえて、例えば、この表での2019年の値などは実績の値に更新さ

れますし、近年の加入状況の数値も更新して、漁獲量の数字も見直していくというこ

とになります。ただ、今回お示ししているのは、昨年度の資源評価に基づく、2018年

段階での資源状況をスタートとした将来予測としてお示ししています。 

 再度この表、三つの表の見方について御説明しますと、2021年からこのように漁獲
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量を調整していった結果、将来において、今回御提示している目標管理基準値案、ま

た限界管理基準値案を、将来上回る確率をパーセントで、上の方でお示ししています。

これも今後、その資源の評価の更新によって数字は変わっていく可能性がございます。 

 一応、そのＭＳＹという考え方自体が、ある程度長期的な資源の持続的な利用、効

率的な利用ということを目指していますから、ある程度長期的なシミュレーションと

いいますか、予測を行って、いろいろ検討しています。その一つが10年後、2021年か

ら漁獲の調整を開始した10年後ということで、2031年段階での目標管理基準値案、あ

るいは限界管理基準値案を上回る確率ということで、上で提示しています。これは10

年後を一つの基準として、その段階での50％ということで見ますと、この表でいきま

すと、β＝0.9であれば、10年後に54％の確率で目標を上回るというような推定になっ

ているということでございます。 

 一応、この基になっている計算の仕方及びこの表の見方としては、以上のとおりで

ございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 それでこういう情報をベースにどういうふうにＴＡＣが設定

していくのかということについては、要は、どういうβ、あるいはどういう漁獲シナ

リオを採用してＴＡＣ設定のベースとするのかというのは、これからの議論というこ

とになりますけれども、仮に、10年後に目標管理基準値を50％以上の確率で達成する

という、サバ類でやったようなアプローチをそのまま使うとすれば、βは0.9というこ

とになって、それに応じて21年のＴＡＣは735となりますし、将来の予測としては、そ

れも右側にずっと連なる数字ということになります。ただ、繰り返しになりますけれ

ども、どういうシナリオにするかというのは、今御説明したサバと同じですというわ

けでは必ずしもなくて、議論をしていくということですし、あと資源の加入が今後ど

うなるかによって、たとえβが一定であっても、資源状況が、加入がよくなっていけ

ば、それに応じて数字は上がっていくというところでございます。 

  あと漁期の規制の話と、ロシア船の地先の交渉での入漁の話がございました。私自身、

漁期の関係、どういう規制が何に基づいてはまっているのかというのは承知していな

いんですけれども、そこはそこの話と、二国間の話も、あそこは国内のイワシを取っ

ている漁業者、あるいはその加工なりをやっている方々以外にも利害関係者がいる話

ですので、そこはより広い関係者の意見を聞きながら、国全体として、あるいは漁業、

あるいは関連産業全体として、どういう形に持っていくのがいいのか、相手のある話
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ですけれども、しっかり対応していくということだと思います。 

  そこは今回のステークホルダー会合なりの課題とは関係はしますけど、直接コントロ

ールなりできる話ではないというところは、ちょっと御理解いただければと思います。

それは別途、しかるべく対応していくということであるというふうに思います。 

  ほか、よろしいでしょうか。時間も12時回っているところもございますが。 

【参加者】 今回のこの会合を経て、昨日も議論に出た、最終化されるというふうになっ

ていますけど、いろいろ質問させてもらって、お答えはいただいているけど、正直納

得できていない部分がある中で、この会合が終わった時点で、しゃんしゃんとこのま

ま済ませますよという話なのか、それともこういう意見を受けて、再度この見方を考

え直すのか、その辺、正直、私としても納得できていないし、周りにも納得できてい

ない人も多分いらっしゃると思うんですけど、これを終わった時点で、説明したから

オーケーですよという話になっちゃうのか、再度、考え直すのかというところは、ど

ういうお考えなんでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 全体的な話を先に言いますと、このステークホルダー会合と

いうのは、９月なり10月なりにもう一度やります。それは今回の議論を受けて、じゃ、

どうするのかという具体的な管理の面からは、水産庁から具体的な提案としてお示し

をするということですし、評価の方については、情報を更新した形で、新しいデータ

を加えた結果をお示ししてということになると思います。 

 その結果、２回目の結果なり、そこでの議論を受けて、最終的にその後の水政審で

すとか、そういったプロセスに入っていくということでございます。 

【参加者】 すみません、その辺のスケジュール的にはどんな感じで流れるのか、教えて

いただけますでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 そこは、資料６の６ページを御覧ください。漁獲シナリオの

検討についてということで、今日の午後、御説明させていただく資料です。ちょっと

この御説明だけ、さらっとした上で、昼の休憩時間に入りたいと思います。 

 スケジュール全体像を示してございますけれども、この上の赤で囲った部分という

のは、このステークホルダー会合、検討会ですね。これは２回開催する予定にしてお

ります。要はステークホルダー会合、この検討会での議論というのは、まず資源評価

の説明と、資源管理目標の検討、あと漁獲シナリオの検討というところでございまし

て、まず資源評価の説明ということで、これは現時点でお出しできるものを水研機構
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さんの方から昨日御説明いただき、議論があったということでございますけれども、

その第２回に、８月か９月頃に、その第２回に向けて更新した結果というのを公表予

定でございます。その公表した結果、要は更新した評価結果について第２回の検討会、

これは９月、10月頃になるかと思いますけれども、ここで説明をするということでご

ざいます。 

 資源管理目標、あと漁獲シナリオの方ですけれども、目標について、今回は基本的

なところを説明なり議論し、目標について、その２回目で最後、説明をすると。漁獲

シナリオについても、今回の説明、議論した上で、その議論を踏まえて、水産庁とし

ての考え方の御提案を説明、議論するという形でございます。 

 この検討会、２回開催した後どういうことになるのかと言いますと、法律上は、資

源管理基本方針というものを今後定めるんですけれども、それの中で魚種ごとに資源

管理目標、あるいはその漁獲シナリオといったものを、この方針の中に書き込むとい

うことになっておりまして、この資源管理基本方針については水産政策審議会に諮問

して、答申を受けて定めるということになっております。 

 ということで、このマアジ、マイワシの資源管理目標なり漁獲シナリオについては、

11月下旬頃を目途に、この水政審への諮問というものを行って、中身を固めたいと。

それに先立って、あるいは同時並行的にパブリックコメントの手続も実施をいたしま

す。それで11月の水政審で、ＴＡＣの漁獲シナリオ、ＴＡＣの数量というものも決ま

る。これは来年漁期の１月１日からのＴＡＣの数量、あと大臣分、各都道府県分の配

分数量を決めて公表すると。今年の12月１日付けで改正漁業法が施行されますので、

その後、新たな漁期を迎える現行ＴＡＣ魚種は順次、新しいやり方で新たなその基本

方針に定めて管理を実施していくということですので、この新しいやり方でのＴＡＣ

管理というのは来年１月１日から暦年で１年間、マアジ、マイワシについては、こう

いった形で進むことになるというのが今後のスケジュールでございます。 

 取りあえず、ここまで御説明いたしまして、12時ももう10分ほど回っておりますの

で、一旦、会議を切らせていただいて、午後は１時半から再開をしたいと思います。 

  それでは午前中の議論、お疲れさまでございました。 

（休 憩） 

【魚谷資源管理推進室長】 それでは、定刻になりましたので午後の検討会を開始したい

と思います。午前中は昨日の総括に続いて、昨日に足りなかった御意見あるいは質問
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を受けたわけですけれども、言い忘れたとか、そういったことはないでしょうか。最

後に私の方から今後のスケジュールについて説明させていただきましたけれども、そ

の点についての御質問も含めて、更にあれば、まずと思いますけれども、よろしいで

しょうか。 

 なければ、この資料６の漁獲シナリオの検討についてという資料の内容について、

私の方から説明をさせていただきたいと思いますけれども、そちらの方を移ってよろ

しいでしょうか。 

 それでは、私の方から資料６に基づきまして、漁獲シナリオの検討について（案）

ということで、御説明をさせていただきます。 

 今回の会議は、何度か申し上げたとおり、主眼は資源評価結果に関する理解を深め

ていただくということでございますけども、第２回に向けて、管理の方についても基

本となる情報、あるいは現時点でのベースの考え方というか、そういったところにつ

いて御紹介して、次回の検討会に向けての皆さんの準備とか、いろんな検討の材料に

していただければということで、前もって御説明をさせていただくという趣旨でござ

います。もちろん説明の後に質疑応答、御意見を伺うといった時間も設けますので、

まずは御説明をお聞きいただければというふうに思います。 

 そういう趣旨、位置づけの資料でございますけれども、まず１枚めくっていただく

と目次がございまして、内容としては資源評価、資源管理の「これまで」と「これか

ら」の比較ということで、まずはまとめておりまして、３番が資源管理の流れ（イメ

ージ）ということで、これは先ほど今後のスケジュールなり、行政的なプロセスも含

めまして説明させていただいたところです。４番については、今後検討すべき事項と

いうことで、次の検討会、ステークホルダー会合でこういったことを議論なりしてい

くというところの御紹介ということでございます。 

 まず資源評価の「これまで」と「これから」の比較ということで、マイワシ太平洋

系群、マアジ太平洋系群、マアジ対馬暖流系群とそれぞれ、昨日来、水研機構さんの

方から説明いただいたことのポイントとなる数字等について、取りまとめている資料

でございます。 

 まずスライド２のマイワシ太平洋系群でございますけれども、こちらは親魚の資源

量、2019年と書いてございますが、これが211万4,000トンと、これは将来予測での予

測値になりますけれども、2018年については162万9,000トンが親魚の資源量と、これ
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が資源の現状でございます。評価の中身について言いますと、これまでについては下

回ってはいけない資源水準の値ということで、今までＢlimitで呼んでいたものですけ

れども、こちらは親魚量が22万1,000トンということで、一方で、その回復を維持する

目標となる資源水準の値については、特に決めがなかったということで、目指す方向

としては、このＢlimitである22万1,000トンへの回復なり、維持というところを目指

す方向としてやってきたというところでございます。 

 今後どうなるかということですけれども、下回ってはいけない資源水準の値、こち

らについては、昨日来議論のある通常加入、高加入という観点から、通常加入をベー

スとした数字になりますけれども、下回ってはいけない資源水準の値、限界管理基準

値については、親魚量47万1,000トンとなると。次の、回復・維持する目標となる資源

水準の値、これは、法律上は目標管理基準値と呼んでいるものですけれども、こちら

が資源量が109万7,000トンとなると。目指す方向としては、基本的なところとして

50％以上の確率で親魚量109万7,000トン、この目標管理基準値を維持と。マイワシ太

平洋系群については、現状でこの数字を超えておりますので、これを維持しましょう

というところが目指す目標と。漁獲量としては、現状、2018年について45万1,000トン

ということで、漁獲の強さ、ＭＳＹの水準ですと、近年では1.01と、ほぼＭＳＹ達成

水準になりますけれども、これをどうしていくかというところでございます。こちら

がマイワシ太平洋系群の資源評価のまとめということになります。 

 続きまして、スライド３の方に移っていただいて、こちらも現状の親魚量、2019年

の予測値で書かれているものは１万9,000トン、2018年の推定値では２万3,000トンと

なっております。これまでのＢlimitは、親魚量が２万4,000トンで、この２万4,000ト

ンへの回復なり維持というところを目標に目指して管理をしてきたというところです

けれども、今後については、限界管理基準値を下回ってはいけない資源水準の値は親

魚量で１万5,000トンで、目標としての目標管理基準値については親魚量６万トンと。

目指す方向ですけれども、基本となるのは、やはり同じように50％以上の確率で、親

魚量が目標管理基準値である６万トン以上というところへ回復というのを目指すと。

2018年の漁獲量については1.9万トンで、漁獲の強さについてはＭＳＹ達成水準からす

ると若干高めの数字で、1.36というのが近年の状況で、これをどうやっていくかとい

うところということでございます。 

 続きまして、スライドの４番でございますけれども、マアジの対馬暖流系群でござ
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いますが、これは現状の親魚量として、2019年の予測値として示されているのは31万

1,000トンで、2018年の推定値では28万9,000トンになってございますけれども、それ

で、これまでのＢlimitとしては親魚量15万トンということで、15万トンへの回復とい

うところを目指して管理をしてきたという中で、今後については親魚量10万7,000トン

を下回ってはいけない資源水準の値、限界管理基準値とすると。目指すべき目標管理

基準値については親魚量25万4,000トンでございまして、目指す方向として、この50％

以上の確率で親魚量25万4,000トン以上、これも現状で達成しておりますので、維持し

ていくという方向で、現状、2018年の漁獲量については12万4,000トン、漁獲の強さと

しては、これはMSY水準より近年は下回っている状況でございまして、0.80という形に

なっているというところで、一応ここまでが三つの系群、マイワシ、マアジについて

の資源評価のポイントとなる数字、あるいは目標についてのまとめ、これまでとこれ

からの比較というところでございます。 

 続きまして、管理について、「これまで」と「これから」どうなるのかということ

でございます。まず、資源管理の目標につきましては、先ほども説明したとおりでご

ざいますけれども、これまでは、この安定した加入が見込める最低限の親魚資源量、

Ｂlimitへの回復というところを目標に管理が行われてきたというところでございます。

今後ですけれども、目標としては、その最大持続生産量ＭＳＹを達成する資源水準の

値、この目標管理基準値への回復なり維持というところと、一方で、下の目標といい

ますか、そちらについては乱獲の防止ということで、限界管理基準値を下回らないよ

うに管理をすると、こういった形で目標については、これまでとこれからと変わって

いるということでございます。 

 続きまして、資源評価手法、これは評価の中身になりますけれども、基本は年齢別

の資源量推定ということで、「これまで」、「これから」基本的には同じ話になりま

すけれども、これまでは、将来予測における加入量の仮定は実績値を用いていたとい

うことですが、今後というか、正に今やっている話で、これは理論値、ホッケー・ス

ティック型、あるいはほかの型など、理論値を用いるという形で変わるということで

ございます。 

 次に、漁獲シナリオでございますけれども、これまでは漁獲圧力一定でＢlimitを上

回る確率、これについては50％未満も可ということで、その確率云々というのはあま

り議論なり意識されてこなかったというところがございます。ＴＡＣとＡＢＣの関係
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ですけれども、近年ではもう、ＡＢＣの範囲内でＴＡＣを定めるという形でやってお

ります。あと、これまでとこれからの大きな違いになるんですけれども、これまでと

いうのは、毎年複数の漁獲シナリオと、そのシナリオごとの二つのＡＢＣ、複数のＡ

ＢＣを提示してきたという形で、その複数のシナリオ、ＡＢＣに基づいて、ＡＢＣの

最大値の範囲内でＴＡＣを設定してきているということでございます。ＴＡＣの配分

については、実績をベースに配分ということで、大臣管理、知事管理という形で配分

をしてきていると。これがこれまでの資源管理の基本的な枠組みということになりま

す。 

 これからシナリオ、ＡＢＣ、ＴＡＣの配分とまとめてしまったので、そこはこれか

らのところについて説明をしますけれども、まず漁獲圧力一定というところは変わり

ませんけれども、今後は、限界管理基準値を下回われば、漁獲圧力は直線的に下げる

と、一定ではなくてですね。そういったところで変えているということでございます。 

 次に、目標管理基準値を上回る、要は目標を上回る確率というのは50％以上という

ことで設定をするというか、漁獲シナリオを考えるときに、これまでのように確率を

あまり気にせずということではなくて、これは50％以上ということで考えていこうと

いうことでございます。ＴＡＣをＡＢＣの範囲内でということは、近年と同じでござ

いますけれども、ここが大きな違いになるんですけれども、これまでのように毎年、

シナリオとＡＢＣの案を提示、複数のＡＢＣを提示するということではなくて、あら

かじめ資源管理の目標を、二つの基準値を定めるということと、シナリオについても

あらかじめ定めると。資源管理の目標なり、漁獲シナリオというのは定期的に見直し

というところで、こちらも定期的にというのが何回か今回の会議でも議論に出ました

けれども、原則５年ごとに見直すということを考えておりまして、ただ、必要が生じ

れば、この５年の間においても見直しを行うということでございます。漁獲シナリオ

に則して毎年一つのＡＢＣを算出して、それに基づきＴＡＣを設定と。こちらも昨日

来の議論でありましたけれども、シナリオなりそのβの値というのは決めるわけです

けれども、資源評価自体は毎年行われて、その結果、資源量が増えれば、シナリオが

同じでも、ＡＢＣは増えますし、資源量が減れば、ＡＢＣは減ると、そういった形で

の調整というのは、毎年行われていくということでございます。 

 ＴＡＣの配分につきましては、これも基本変わりませんけれども、実績を考慮して、

知事か大臣で管理する分、知事管理を行う分ということで配分をしていくということ
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ですけれども、実際に管理を行う上で実行上の柔軟性を高める措置というものも検討

されています。これは昨日御説明した資料４、これの後ろの方に配分の考え方で、現

行水準ということで目安数量を示して、数量を明示した配分にしないような扱いです

とか、そういったところがありますし、これ以外にもクロマグロなんかではやってい

る、例えば、都道府県間、あるいは大臣許可漁業と、都道府県との間での配分量の融

通ですとか、あるいはアジ、サバ、イワシでいえば、国の留保枠からの追加配分とい

った、そういった実行上の柔軟性を高める措置ということで、そういったことについ

てもいろいろと検討なりをやってきているところでございます。 

 それで、スライドの６番ですけれども、これは先ほど説明したところでございます

ので、省略いたします。 

 続きまして、スライドの７ページになります。今後検討すべき事項ということで、

これは次のステークホルダー会合に向けて、こういうことを決めていく必要があると

いうところでございます。マイワシ太平洋について、基本的には漁獲シナリオをあら

かじめ定めるということで、端的に言いますと、その漁獲圧力の係数であるβをどう

するのかというところを検討し、最終的に決めるということが課題ということでござ

います。 

 ２点目について、これも昨日来、最もホットな話題になりましたけれども、通常加

入期、あるいは高加入期の取扱いというところが、今後更に検討が必要だということ

でございます。 

 まず、シナリオ（案）ということで、スライドの８番にお示しをしてございます。

この将来予測ですね、親魚量の平均値、あと漁獲量の平均値ということで、これは昨

日、水研機構さんの方から御説明いただいた将来予測の表をそのまま持ってきて、あ

と親魚量について、2031年漁期は、10年後に親魚量が目標管理基準値である109万7000

トンを上回る確率がどうなるのかというのを上の表のところに黄色で示しているもの

でございます。これはあくまでもベースケースの、基本となるケースのシナリオとい

うことでございまして、こういったβに関する、どうするかということについては、

また皆さんの方からいろんなリクエスト、こういう試算ができるのかとか、そういっ

たリクエスト等あるかと思いますので、それは後ほど御意見をいただければと思いま

すけれども、これが基本となる形と、β一定でやっていくという前提の下に、目標管

理基準値との間でどういう達成確率になるのか。あるいは、そのβを決めたときに、
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どういう将来の漁獲量が想定されるのかというのが示されていると。先ほども申し上

げましたが、基本はその親魚量が、目標管理基準値を50％以上の確率で上回るシナリ

オというのを選択するというのが基本的な考え方でございまして、これは10年後にと

いうことになりますと、このベースケース、基本となる形であれば、0.9というのが、

端的に言うと、10年後に50％以上の確率で目標管理基準値を上回る、あるいは維持す

るケースということになります。この資源評価では、前提として、再生産関係、高加

入期と通常加入期でかなり大きく異なるという仮定をしたモデルを用いておりますけ

れども、この将来予測については、括弧で（理由を記載）と書いていますけれども、

この選択するというときに、どういう理由でこちらですということについては、昨日

来の議論を踏まえて、きちっと記載をしたいというふうに考えておりますけれども、

通常加入の再生産関係を適用すると。現状では高加入になっているという判断をする

ことはできないというのが資源評価の結果ですので、この再生産関係を適用した将来

予測がここでは示されているということでございます。 

 続きまして、その通常加入期、高加入期の取扱いについて、スライドの９枚目でご

ざいます。資源評価としては、マイワシについて、その再生産関係について、通常加

入期、高加入期に分けて資源評価が行われていると。太平洋系群について最近の動向

を見ますと、2018年の数字、点がこの青のホッケー・スティックの線の上側に位置し

ているということで、高加入期の再生産関係を示しているように見えるということで

すけれども、明確にこうなっているという判断はできないということで、通常加入期

として、現状としては取り扱っているということでございます。これについては、昨

日来、一番熱心な議論が行われたところで、これとの関係で管理をどうしていくのか

というところについては、引き続き検討をする必要があるというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、マアジの方に移らせていただきます。スライドの10番です。 

 マアジについては、太平洋系群、対馬暖流系群の漁獲シナリオ、これもβをどうす

るかというところがございます。あと、こちらについては、計算されたＡＢＣのうち、

我が国としての配分、日本としてどれだけ獲れるということなのかというところはど

うするのかという問題がございます。最後に、こちらも昨日議論になりました太平洋

系群と対馬暖流系群、この系群別に、少なくとも評価は系群別にされているんですけ

れども、管理について系群別にやるのか、一体としてやるのかという、この四つの事
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項というのが今後検討すべき課題であるというふうに認識をしております。 

 めくっていただいて、スライドの11番でございます。 

 まず、マアジ太平洋系群ですけれども、2019年親魚量については目標管理基準値以

下にあるという状況と考えられると。この系群については、東シナ海からの移入して

いるものというものがあると想定されるわけですけれども、従来から対馬暖流系群と

は分けて親魚量、あるいは加入量の推定を行っているということで、そういった経緯

もあって、今回も資源評価としては別系群として行われたというところでございます。

こちらについても今後ベースケース、基本となるシナリオとしては、10年後に親魚量

が目標管理基準値を50％以上の確率で上回るシナリオを選択するということが基本と

なるということですけれども、下に示されている将来の親魚量の平均値の予測、あと

漁獲量の平均値の将来予測が示されていて、この10年後、2031年漁期に親魚量が目標

管理基準値を５割以上の確率で上回るβということになりますと、0.8ということにな

ると。この0.8を仮に採用した場合については、2019年漁期のＡＢＣについては１万

2,000トンになるということでございます。これもあくまでも、基本的な形のシナリオ

に沿った場合にそうなるということでございます。 

 続きまして、スライド12、マアジの対馬暖流系群のシナリオで、こちらについては、

2019年の親魚量は、目標管理基準値以上にあるということで、基本的な考え方として

は、10年後、2031年漁期に親魚量が目標管理基準値を５割以上の確率でこれを維持す

るという漁獲シナリオを選択するということでございます。こちらも将来予測、親魚

量平均値、漁獲量の平均値については、水研機構さんの資源評価結果に示されている

ものを載せてございまして、先ほどの考え方に添う５割以上の確率で維持できるβと

いうことになりますと、0.9ということになると。仮に、このβ＝0.9とした場合に、

2021年のＡＢＣというか、将来の漁獲量については16万8,000トンということになると

いうことでございます。 

 続きまして、スライドの13でございます。 

 こちら、マアジについて、仮にＡＢＣが決まったときに、日本の配分、日本として

獲れる分を確定する必要があると。韓国についても、その資源評価の対象水域で漁獲

があるということで、これは過去の実績等から考えて、太平洋の系群については100％

日本のＡＢＣということになるということと、対馬暖流系群については日本分という

のは89％ということでございます。下のこの将来予測の表については、先ほど御説明
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したβをそれぞれ0.8、0.9採用した場合に、こういう形になりますよというイメージ

でございます。 

 次のスライド14番、ＡＢＣのうち日本の配分についての続きでございますけれども、

太平洋系群は全て日本分と、対馬暖流系群は日本の取り分が89％を基本とするという

ことで考えておりますけれども、こちらが対馬暖流系群ですね。仮に限界管理基準値

を下回った場合にどうするかということでございますけれども、こちらについては、

我が国の漁業者の資源管理の努力、要はそれぞれ日本がどれぐらい努力しているのか、

あるいは韓国の漁業者がどれぐらい資源の保存管理のために努力しているのかといっ

たところも踏まえて、今後どうこの割合を調整していくのかというのは検討していく

という考えでございます。 

 最後になりますけれども、スライドの15番ですね。 

 マアジの二つの系群、資源評価については別の系群として、過去からの資源評価を

実施してきているというところでございますけれども、こちらについては東シナ海か

ら移入によって構成されると想定されるが、従来から、この対馬暖流系群と分けて親

魚量加入量の推定を行っているという経緯を受けて、評価としては、今年もこういう

形で別系群として行ったわけですけれども、これは本当に別の系群としてなのかとい

うところに科学的な根拠としては疑義も呈されているところということで、過去から

の積上げがありますものですから、その資源評価自体を直ちに統合するというのは難

しいというふうに考えておりますけれども、将来的には一つにした資源評価というの

も議論が進められているということでございます。 

 こういった状況を踏まえて、管理の面からは、従来どおり、これはマアジとして一

体の管理を行っていくということを現時点では考えているというところでございます。 

  ちょっと分かりにくいところ、あと、私が順番的に間違ったところもございましたけ

れども、私からの説明は以上でございます。 

  それでは御意見、御質問等を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

【参加者】 まず、ＡＢＣについてなんですけど、ちょっと言葉の意味が分からないんで

すけど、これからの管理としては、ＡＢＣをどの数字と合わせるという考えなんでし

ょうか。その目標管理基準値がＡＢＣになるのか、何がＡＢＣになるのかというのが、

この説明ではよく分からなかったんですけど、お願いします。 
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【魚谷資源管理推進室長】 すみません、ＡＢＣの言葉の意味等を説明しないままに説明

してしまったのです。ＡＢＣというのは、生物学的にどのくらいまで取れるのかとい

う数字でございまして、これからの資源管理においては、その目標管理基準値を、Ｍ

ＳＹを達成する資源量を実現する、しかも10年後に50％以上の確率で実現するという

前提ですけれども、それを達成するという前提で、この数字まで獲れるという数字が

ＡＢＣ、生物学的漁獲許容量という形です。 

 先ほどの説明でも申し上げたんですけれども、ＴＡＣは、そのＡＢＣの範囲内で設

定するということでございます。なので、例えばマイワシについていいますと、８ペ

ージに資源評価結果に基づく親魚量の将来の平均値、あと漁獲量の平均値とあります

けれども、それはβをどう設定するかにもよりますが、このβ、それぞれβ設定をし

た場合に、下の将来の漁獲量の平均値に書かれている、それぞれのβについて書かれ

ている数字というのがＡＢＣになると。なので、その範囲内でＴＡＣを設定していき

ましょうということです。 

 ただし、そのβをどうするかということについては、先ほども申し上げたんですけ

れども、あくまでもこれはベースケースというか、基本的なシナリオの下での話でご

ざいますので、βをどういう設定にするかについてということも含めて、皆さんの御

意見を頂きながら、決めていくということになるわけでございます。 

【参加者】 そうすると、最終的には36万トンに持っていくという考え方は変わらないと

いうことですか。今の現状の調査結果では、このＴＡＣを最終的には36万トンまで減

らすという考え方なんですか。そういうわけではない。 

【魚谷資源管理推進室長】 持っていくというか、現状の通常加入期の再生産関係を基準

に考えるとこうなっていきますよということでございまして、例えば、実際に高加入

期になったという、ここ１年、２年の間にそういうことになれば、当然資源量自体が

増えていきますので、仮にβを一定にした場合でも、ここの緑色の将来予測、将来の

漁獲量の平均値というところは上がっていくということになります。 

【参加者】 ＡＢＣ自体は、目標管理基準値と同等ではないという。 

【魚谷資源管理推進室長】 目標管理基準値というのは、あくまでもＭＳＹを達成する親

魚の資源量です。ＡＢＣというのは、その資源量に持っていく、あるいは維持するた

めに毎年毎年の漁獲量として、ここまでなら大丈夫ですよという数字がＡＢＣになり

ます。 
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【参加者】 はい、分かりました。 

【魚谷資源管理推進室長】 ほかに。どうぞ。 

【参加者】 今の法律で目的にされているのは、ＭＳＹ水準にまで資源を回復させること

ということなんですけれども、マイワシ太平洋系群については、これは通常加入期で

あると考えれば、既にＭＳＹ水準の親魚量の２倍から３倍ぐらいの量になっているわ

けでございます。それを考えると、ＭＳＹ水準の親魚量より低いものを回復させると

いう前提のシナリオと、そうではなくて、既にＭＳＹ水準よりも高いというもののシ

ナリオというのは、考え方は違ってもいいんじゃないのかなと思います。 

 例えばなんですけど、ＭＳＹ水準の親魚量を、だんだん減っていくわけですから、

５年間はＭＳＹ水準以上に維持して、その後、例えばＭＳＹ水準ぐらいになった段階

で、再度その資源管理のシナリオを考え直すというような、そういうシナリオもある

んじゃないかと。これはとにかく、現にもうＭＳＹ水準より高いわけなんで、ほかの

回復させるという考え方と違うシナリオの考え方があっていいんじゃないかと。例え

ばと考えたのは、平均親魚量を５年間ぐらいかけてＭＳＹ水準まで落として、落とす

というのはおかしいんですけど、落ちるような漁獲をして、その後、ＭＳＹ水準近傍

できちっと管理するというような、例えばそんなやり方があるんじゃないのかなと思

うんですけれども。 

  以上です。 

【魚谷資源管理推進室長】 目標管理基準値の法律上の文言としては維持し、又は回復さ

せるべき目標となる値ということになっています。現状で目標管理基準値、要は通常

加入を前提とした目標管理基準値は超えているわけですので、おっしゃるように、管

理のやり方として、しかも高加入期になっているんじゃないかという議論がある中で、

当初、要はβを10年間一定ではなくて、例えば、最初高めにやって、その高加入に移

行したのかしないのかという判断をした上で、高加入になるんであれば、またそこを

見直すというのがありますし、もし高加入になっていないという判断になるんであれ

ば下がるというか、そこは下げるという考え方自体はあると思います。 

 ただ、一方で今後のシナリオの考え方で、５年維持すればそれでいいということに

はならなくて、やっぱり10年後どうなるのかも含めてシナリオ自体は考えていく必要

があるのかなというふうに思います。要は、当面高いβを設定するんであれば、最終

的に維持するために、その後、より低いβという形でのシナリオに設定みたいな考え
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方はあるのではないかというふうに思います。 

  どうぞ。 

【参加者】 今の方と同じような考え方なんですけれども、まずその前に、高加入期なの

か通常加入期なのかというところについては、まだ納得はできていない状況で、今後

の新しいデータが入って、アップデートされ、その時点でどういうふうに考えるのか

というところがあると思いますので、その分は留保させていただきたいと思っていま

すが、その上で、今の議論の繰り返しにはなりますけれども、どのβを採るというの

は、βが１から小さくなるに従って、その安全率を見込んでいるという考え方からい

きますと、一方でＭＳＹの水準である資源量については、今、ＭＳＹに対して倍ぐら

いの資源量があり、そこで余裕があるということ、それから仮に高加入期だとしたと

きに、通常加入期として計算をしていると、そこでその安全を見込んだことになると

いうことでしょうから、そう考えますと５年先までなのか、あるいは３年とかそのぐ

らいなのか、ＭＳＹ水準を上回る親魚量である中では、それが達成されるようなβの

値、例えば１とか、それ以上となるのかよく分からないんですけれども、そういった

３年から５年ぐらいはＭＳＹの水準以上に親魚量を確保できるようなＦというものは、

トレードオフの関係の中で考えていただいてもいいのではないかと。 

 午前中の議論にもありましたけれども、そうは言っても、毎年の加入状況など、非

常に移ろいやすい資源ですので、こういったステークホルダー会合という名称になる

のか分かりませんけれども、１年に一遍とか、そういうタイミングで、また関係者が

集まらせていただいて、議論させてもらいながら、最新の状況に応じて、そういった

βの取り方がどうなのかというところは、見直すべきところがあれば、それは見直さ

れていくという考え方の下で、そういった別の考え方のβを今回採用していただくと

いうことができないかとか、提案させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 ただ今の御意見ですけれども、考え方としてはそういう現状

を踏まえて、ＭＳＹ水準を超えているということと、高加入になっているんじゃない

かという可能性というような議論もあるという中で、一方で、現状として科学的な観

点からは高加入だと判断はできないという以上、基本的には、現状では通常加入をベ

ースに考えざるを得ないわけですけれども、その中でβ一定ではなくて、最初高めに

設定して後で下げるというシナリオを採用して、あとその加入の状況を見ながら、見
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直すべきときが来れば見直すという考え方はあると思います。ただ、そういう形でＡ

ＢＣなりＴＡＣというものを出していくということは、そういう前提というか、こう

いう条件でどうなりますかという試算をやっていただく必要はあると思います。 

 そういうことですと、具体的に先ほどの方から１なり、１を超える数字という話も

ありましたけれども、そこは水研機構さんの方にお願いをして、こういうシナリオで

どうなるのかというリクエストを、作業をするに当たってはより具体的な形で、こう

いう試算というのを出してもらった方がいいのかなというふうに思いますけれども、

そちらについていかがですか。 

【参加者】 それであれば、例えば、平均親魚量を３年若しくは５年かけてＭＳＹ水準ま

でいく。平均親魚量が３年後又は５年後にＭＳＹ水準までいく、そういうβはどのぐ

らいなのかというのが一つのベースになるのかなという気がしますが。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。平均親魚量が３年ないし５年後にＭＳＹ

水準、例えばそれを50％で。 

【参加者】 MSY、平均親魚量が、確率ではなくて平均親魚量です。 

【西田浮魚資源部長】 平均は109万トンという、その管理基準。 

【参加者】 そうですね。平均親魚量として３年後になる、５年後になる。 

【西田浮魚資源部長】 同じようで、平均親魚量が50％の確率で、その100という。 

【参加者】 確率と平均親魚量はまた違うんで、平均親魚量だと思いますけど。 

【西田浮魚資源部長】 いえ、計算内容的には平均親魚量で将来予測していますので。 

【参加者】 平均親魚量がそうなるというようなものが出ないかというのが一つの、いい

んじゃないかと。 

【西田浮魚資源部長】 御参考までに、先ほど資料５－２の10枚目のスライドで、β＝

1.0で数字を追ってみますと、2021年からβで調整して、それから言いますと４年後で

すね。４年後に平均親魚量が目標管理基準値（案）を上回る確率が50％となっている

ので、その前後というふうな予測にはなります。 

【参加者】 ちょっとこだわるようなんですけれども、確率論として50％ではなくて、平

均親魚量が106万何とかになるというのでいいんじゃないかと私は思うんです。 

【西田浮魚資源部長】 分かりました。ちょっと細かいところはまた話しさせていただい

て、考えさせてください。ありがとうございます。 

【参加者】 親魚量の平均値ですね。 
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【参加者】  

先ほどの質問からちょっとつながっていますけども、資料の８ページの件で、目標管

理基準値を超えている分についての取扱いの考え方を聞きたいんですけれども、例え

ば８ページのβ＝１、将来の漁獲量の平均値、β＝１の場合の2021年は241万7,000ト

ンありまして、将来の漁獲量の平均値、β＝１で2021で80万トン、多分80万トンがＴ

ＡＣになると思うんですけれども、もう既に241万7,000トンの親魚量が存在している

ので、目標にしているのは109万7,000トンなので、この差額分の親魚量を間引いた方

がいいんではないかと考えているんですけれども。 

【西田浮魚資源部長】 ありがとうございます。2018年の親魚量が162.9万トンで、目標

管理基準値は109.7万トンなんで、それからすると2018年の段階で、50万トンぐらい目

標を上回っている。非常に、完全にこのＭＳＹという考え方がもうここで一定、非常

に安定しているものであれば、そんだけ親魚量を間引いても、言ったらばＭＳＹに当

たるんじゃないかという、そういう。 

【参加者】 ＭＳＹの考え方自体が、余りにも多い資源であれば加入のあれが減るんです

よね。加入というか、余りの…。 

【西田浮魚資源部長】 はい。それはＭＳＹの考え方、もともとの考え方といいますか、

そういうものを考えれば、それを上回っている資源であれば、もっと効率的に漁獲す

るためにＭＳＹ水準まで減らしていいんじゃないかという考え。 

【参加者】 そうです、はい。 

【西田浮魚資源部長】 それは別にそのとおりで、その考え方に合わないことを、今御提

案しているわけではないんです。通常加入期としてのＭＳＹの近似値に沿って、結果

的にＦmsyで取るということは、資源的には減らす方向に、要するにＭＳＹの水準に向

かって減らしているという、一応そういうことでこの資料は作られているので。 

【参加者】 現実には、2021年、241万7,000トンもあるんで、そこをもっと減らすことっ

てできないんですかね。減らしていく。ちょっと考え方が…。 

【西田浮魚資源部長】 つまり、それは瞬間的にといいますか、その…。 

【参加者】 例えばこの2021年の表のところ、これは12月31日現在のあれなんですかね。

ちょっと細かく言うと。 

【西田浮魚資源部長】 すみません、今どの数字を。 

【参加者】 資料６のスライド８です。 
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【西田浮魚資源部長】 はい、ありがとうございます。資料６のスライド８で…。 

【参加者】 スライド８で、例えばβ＝１の話ですけれども、β＝１で、2021年に漁獲量

は80何トンなので、多分80万トンがＴＡＣになるんですよね、もしβ＝１を採用した

場合。その時点で、将来の親魚量の平均値241万7,000トンあるので、もう既に109万ト

ンを超えている状態。だから100万トン強、もう少し間引いてＭＳＹに近づける。もう

１年で一気に、それを考え、将来どうなっていくのかというのは計算して出してもら

わないと分からないんですけど、そうするとどうなるのか。 

【西田浮魚資源部長】 つまり、こういうことだと思うんです。ここで示しているのは、

10年後の50％という指標で見ているんですけれども、もっと、当座目標をしのげれば

いいんだから、もっと早くその漁獲、加えて減らしても…。 

【参加者】 効率的な加入が見込めてくる。 

【西田浮魚資源部長】 考え方としては間違っていなくて、非常に安定的にその資源が通

常加入のような形で安定しているのであれば、きちっとそこでうまく合わせられるの

であれば、そういう考え方はあると思うんですけれども、私はやっぱり加入量も変動

していろいろ変動する資源という捉え方をしているので、ある程度のタイムスパンを

持って考えていきましょうという提案をしています。 

  その漁獲量というのは、資源全体から得るもので、一方で上は親魚量ですから、その

資源の中の子供を生み出す親魚の部分なので、ちょっとその誤解があるとしたらあれ

なんですけど、親魚をそれだけ減らして、それでＭＳＹという最大の漁獲量が得られ

る水準を目指すという、そういうちょっとずれた、要は漁獲量というのは資源量全体

から得るものであり、でも基準値は親魚量で見ている。つまり、子供を生み出す能力

で見ているというところで、単純にその親魚量だけ間引くということができて、それ

でＭＳＹの漁獲量を得られる資源に持っていくという考え方はないのかという、そう

いう…。 

【参加者】 そうです、親魚量を狙う。 

【西田浮魚資源部長】 考え方として、非常にその資源がもうぴたっと合わせられるよう

なものであれば、そういう考え方もあるかと思うんですけど、やっぱりこういうふう

にある程度確率で示しているというのは、そういう再生産関係を適用しつつも、加入

量が年々変動するものだから、そこのそういう状況を見ながら、うまくそのMSYを維持

しつつやっていくのがいいんじゃないかということで提案しているということです。
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全く、間違っている考え方ではないんですけれども、今御提案している、ある程度不

確実性を考慮しながら、中長期的にもうまくＭＳＹ基準をクリアできるように持って

いきましょうというのとは、ちょっと違うことを提案しているという状況です。 

【参加者】 分かりました。ありがとうございます。 

【参加者】 私も先ほどの方のお考えに同意するんですけれども、今までスライドでは５

ページの漁獲シナリオ、右側にある「目標管理基準値を上回る確率は50％以上」、こ

の文言がサバの頃からずっとついてきたんですけれども、今回、親魚量がはるかに目

標管理基準値を超えている、このマイワシ太平洋系群ですね。この場合、この文言を

削除するべきじゃないのかとも思うんですよ。 

 その上で、ちょっと昼食中にほかの方から出た意見を拝借するんですけれども、β

を1.5とか2.0とか、そういったところで運用しても、今後５年間とかはいいのではな

いかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 まず、目標管理基準値を上回る確率50％というところですけ

れども、先ほど御説明しましたとおり、今まではそういう確率云々という議論はない

ままに、Ｂlimitを上回りましょうみたいなところでやってきたのを、今後そういう確

率も含めてきちっとやっていこうというところです。この５割以上というところです

けれども、こちらの数字については、３月の水政審でも、本当に50でいいんですかと

いうような意見もあったりしておりまして、50というのを更に緩めるとか、他国の例

と比較しても、なかなかここを緩めるということにはならないんだろうと思います。

要は達成しますよといった、その達成というのは回復も維持も含めて考えたときに、

ある程度の確率以上でというところがないと、それは１％でもいいのかどうか、変な

話になりますので、そこは、ここを緩めるということは考えておりません。 

  あと、その中でどういうシナリオを選択していくのかというところだと思います。 

 お願いします。 

【参加者】 今、水政審の話が出たんで、ちょっとそのときの議論を思い出したんですけ

ど、委員の方から出た意見は、漁業法上は、新漁業法上、ＭＳＹを与える資源量を維

持するということなんで、維持するからには確実に、法律でそう言っているからには

努力しなきゃいけないと。その確率が５割でいいのかと、95％ぐらいの確率で維持し

なきゃ法律を守ったことにならないじゃないかというような意見が出されました。 

  以上です。 
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【魚谷資源管理推進室長】 ほかに御意見、御質問。 

 お願いします。 

【参加者】 ちょっと今までの議論とはそれる部分なんですけれども、マアジについては、

太平洋と対馬暖流で同一の系群か別の系群かという話があるということだったんです

が、マイワシの場合は、太平洋と対馬暖流の間でそういった議論はないのかどうか、

ちょっと教えてください。 

【西田浮魚資源部長】 マイワシに関しては、このような系群１本というような話はなく、

それぞれ独立的に資源変動していて、また、実際今の分布域、例えば産卵場などを見

ていても分かれていますので、マアジのような話は出ておりません。 

【参加者】 分かりました。 

【魚谷資源管理推進室長】 お願いします。 

【参加者】 資料の５ページなんですけれども、右側の「これから」というカラムの下か

ら二つ目の二重丸なんですけれども、「漁獲シナリオに則して毎年１つのＡＢＣを算

出し、それに基づき、ＴＡＣを設定」とあるんですけれども、これが一旦シナリオが

決まったら、その翌年からは一つのＡＢＣしか計算されないということなんでしょう

か。ちょっと言葉尻なんですけど、同じように、やっぱりいろんなβについては、計

算は、資源評価結果の中では計算されてくるんでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 基本的にはその漁獲シナリオとしてβを例えば0.何ぼに決め

たときに、評価書の中でそういうほかのβについて毎年出されるのかどうかというの

は、私はあれですけど、基本的には、毎年行われる資源評価に基づいて、あとはβに

準じて一つのＡＢＣが出てきて、それに基づいてＴＡＣを決める。もしそのβの、今

のままでいいのかというような大きな変化が生じた場合には、そのβ自体、つまり、

そのシナリオ自体を５年以内であっても、そういう大きな変化があったときには見直

した上でということになるんだというふうに考えています。 

【参加者】 はい。そうしましたら、お願いというか、毎年の資源評価の中では、その決

定された一つのシナリオ以外のβについても、表として今出されている内容と同じよ

うな形で計算されて、公表される、見比べるという意味ではそういうことが検討のた

めに必要かと思われますので、お願いしたいと思います。 

  一旦、βが0.9とか決まったら、その数字しか出されないのかなと、ちょっと読めち

ゃったものですから。 



－110－ 

【西田浮魚資源部長】 資源評価を更新するに当たっては、いろいろと、その最初に決定

したものがどういうふうに変化してきたかというところは検証するというか、そうい

うことだと思います。 

【参加者】 はい、お願いいたします。 

  あと、その下の丸なんですけれども、漁獲実績を考慮して大臣管理と知事管理とに配

分するというところなんですけれども、これもお願いなんですけれども、今回、過去

３年の漁獲実績比率の見直し年に当たっていると思いますので、その比率が、新しい

比率が分かってこないと、実際ＴＡＣに基づいて、どの程度、我々の管理区分に配分

されるかという想定ができなくなってきますので、なるべく早めに、この新しい比率

の数字の方を関係者に御提示いただきたいと思いますが、近々にいただけるというよ

うな理解でもよろしいでしょうか。 

【魚谷資源管理推進室長】 準備が整えば、速やかにと考えております。 

【参加者】 はい、よろしくお願いします。 

  あと、最後なんですけれども、８ページのβの表のところなんですけれども、これは

サバのときにもお願いがあったかと思うんですけれども、この50％前後のところです

ね、今0.1刻みになっていますけれども、0.05刻みとか細かく、一体その50％となるβ

がどこら辺にあるのかというのを分かりやすくするためにも、0.05刻みでお示しいた

だきたいと思います。 

【魚谷資源管理推進室長】 ありがとうございます。昨年度もサバで0.05刻みということ

で、宿題といいますか、していただいて、同じような検討は。いずれにしても資源評

価は今後更新しますけれども、それを踏まえて、再度試算をさせていただきたいと思

います。 

【参加者】 よろしくお願いいたします。 

【参加者】 多獲性魚について、10年先までこういうシナリオを出すというのは、正に新

しい書き方の画期的な成果だと思います。ただし、多獲性魚の場合は、純然たる生物

資源学的な観点から、評価じゃなくて、地球物理学的な要素が非常に多いんですね。

そこの場所が全くないので、何かただし書とか、何かで書かれた方が。いつどこでち

ゃぶ台返しが起こってもおかしくないものです。そこはどういうふうに、地球物理学

的な要素を多少なりとも、何か下の方でいいから書いた方がいいんじゃないかと思っ

た。 
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  二つ目。海外から見たら、海外の学者の方から見た場合に、10年も先の多獲性魚、浮

魚類のシナリオというものをどういうふうに見るのかと、この辺をちょっと次長の方

にお聞きしてみたいと思います。よろしくお願いします。 

【神谷次長】 ありがとうございます。地域物理学的なのはどんなふうに書いたらいいい

ですか、サジェスションでもいただければ極力反映させたいと思いますけど。地球物

理学的なその要因というのも下の方に書いた方がいいんじゃないかという御示唆だっ

たんですけれども、例えばどんなふうに書いたらよろしいか、私どもが検討するとき

に、ちょっとサジェスションをいただければ、それを基にやらせていただきたいと思

いますが。 

【参加者】 アメリカの場合なんかで、私は取材で20年ぐらい、毎年スケソウダラの取材

に、現地を毎年行っていたんですけれども、リージョナル監査で、これと同じような

ものをずっとやっていました。その場合だと、そんなに先までの、そこでもそれほど

先の見通しというのは、今まで実際聞いたこともありませんでしたし、なかなかこう

いう、例えば昨日もお話に出ていましたペルーのアンチョビなんかですね。要するに、

ラニーニャとエルニーニョの地球の地軸の回転によって、要するに速さ、１日の回転

軸の振れによって、要するに赤道反流が早くなった、遅くなった、それによって気象

学的な影響が非常に大きいと。イワシの場合は、北太平洋の低気圧の影響だというよ

うなことがあります。 

  そういうこともありますので、今回のこの中では単純生物資源的な観点での議論で産

卵親魚の話がベースになっているんですけれども、やはり環境の要因というのもあり

ますので、それも加味しなければいけないということなので、そういうこともあるよ

ということで、下で、ですから参考としてはいいと思いますけど、これはこのままで

ギチギチ重箱の隅をつつくようなことを皆さんで議論していても、なかなかこれは大

変なことでありますし、漁業者の方等は、やはり今日の糧、明日の糧について何とか

自分の方向へ持っていきたいとお気持ちは大変よく分かります。ただし、もっと広く

世界から見るとどうかなと、学者から見た場合、こういう漁業資源を、日本で先まで

シナリオがかけるという形で、どういうふうに思われるかなというのがちょっとあり

まして、そこのところをひとつお聞きしたいと思いました。 

【神谷次長】 じゃ、何か地球物理学的なものをどう書くかというのは、これはまたちょ

っといろいろ、ちょっとその話は置いておいて、外国の場合がどうかというときはマ
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グロなんか、クロマグロもそうなんですけども、20年先、30年先、どうかしたら50年

先までの資源評価の将来予測をやるんですよね。ただ、そういうもの、誰も当たると

は思っていないけれども、傾向を調べるという意味でやっていると。そういう点だと、

この10年でというのは、どっちかというと短い方だとは思うんです。ただ、それがイ

ワシというものを見たときに、10年が妥当かどうかというところは別問題です。ただ、

確実に言えるのは、我々は、これまでやってきているのは、乱獲になって資源状態が

悪い資源というのは、10年でいい状態まで回復しようという共通目標の下でやってい

るんで、一応10年ということになっています。 

 ただ、じゃ、ここのイワシみたいにむちゃくちゃ突飛な資源が、この10年という、

10年後の数字が意味があるかどうかというところは、それはもう神のみぞ知ると。な

ぜかと言うと、イワシって、７年しか生きないわけですからね。今あるイワシという

のは、何もしなくてたって７年後には絶対ゼロになるわけですから、そういったとき

の８年以降のところというのは、本当は予測できない。クロマグロみたいに20年生き

るんだったら、10年後はどうかというのは意味があると思いますけれども、そういっ

たものも含めて、見ていただいて、またこういう場を含めて議論、あえて私は黙って

いましたのは、こういう話は、みんなでやっぱり議論していただく中で、こういうと

ころの認識も深めていただきたいという部分もあったんで、今日思ったところを全部

言っていただきたいと思っております。そういう意味では、今のような質問というの

は大歓迎です。どうもありがとうございます。 

【魚谷資源管理推進室長】 そちら、どうぞ。 

【参加者】 すみません。本当にど素人の質問で申し訳ないんですけど、不確実性の確率

推定で結果50％の確率というのは、これは通常、推定をやっていく中ではどんな立ち

位置なんですか。かなり確実性が高いとか、当たり前だとかいう。 

【西田浮魚資源部長】 もう半々で、50％は平均的にそこに行くということで、もちろん

それを下回る場合も、そこにある。 

【参加者】 単純にサイコロのことしか考えないんですけど、１の出る確率は６分の１だ

というふうな形から見ると、例えば、30％の確率があるというと、かなり推定として

はいい推定ということになるんじゃないかなということはないんですか。 

【神谷次長】 50％というのは、コインの裏表がちょうど50％ですね。だから49％じゃな

い、確実に半々よりもちょっと高い確率でという意味にしているんです。じゃ、60％
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とか70％にしたらいいじゃないかとなると、とても厳しい結果になります。じゃ、50

という前例があるかというと、みんな管理が厳しいと言われているアメリカでは50％

以上の確率というふうにやっているんで、そこの横並びで50％、原則10年ということ

にしています。 

【参加者】 そうですか。私は逆に言うと、確率的推定だから、30％出てくると推定とし

てはいい推定なのかなと思ったものですから、すみません、ど素人で。 

 それと、これだけ議論している加入量の問題ですけども、これはスケジュール的に

見ると、やはりこの改正漁業法の絡みであると、これやっぱりＭＳＹ計算ができるか

ら、もう来年から入れなくちゃならないんですか。もう少し落ち着いて、このイワシ

というのは、例えば１年余計でも、例えば先ほどの方が言ったように、そのβについ

ても１以上のβを導入するとかという議論をやりながら、やっていただけると、我々、

サバが目の前に迫っているところに、なお畳みかけるようにイワシというのは、ちょ

っといささか抵抗があるんですけれども、これは淡々とやっていかなくちゃいけない

ものなんですか。 

【神谷次長】 畳みかけるようにイワシをやるとタタミイワシになるかと。 

 これは事実とすれば淡々とやらせていただきますが、いろんな不安があるのは、一

遍休みを取った後に私の方から説明をさせていただきますけれども、皆さんの不安と

いうのは、10年後に漁獲量が37万トンになるから不安だというところが一番大きいと

思うんですね。でも、これは結論から言うと、直近の80万トンとか57万トンとか、ど

っちかというと、そっちの方を見て、それがどんどん後ろ倒しになっていくというよ

うな資源評価の性格なんです。そこは後で私、説明いたしますけれども、そういう意

味で、今の状況からすると過度に御心配される必要はないと。ただ、じゃ、何で心配

するかと言うと、この資源評価上の特性からそういうふうに見えちゃうというところ

があるんで、そこは一遍休みを挟んで私からもう一度説明させていただきますので、

そこを聞いた上で、また意見を言っていただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

【魚谷資源管理推進室長】 それでは、今すぐ今までのやり取りに関連してというものが

なければ一旦休憩に入ろうと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

  それでは、約30分間になりますけど、長過ぎますか。じゃ、３時からでよろしいでし

ょうか。 
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  じゃ、３時まで休憩とさせていただきます。 

（休 憩） 

【神谷次長】 すみません、時間になりましたので、早く始めて早く終わりましょうとか

なんとかとね。 

 じゃ、すみません、これまでの議論を聞いていて、なかなか理解が進まれたと思う

んですけれども、その中でもやっぱりどうしても理解が難しいところとか、あとどう

してもごっちゃになるところがあるんで、そこを分けて考えてみたらどうかと思って、

私なりにまとめてみました。 

 資源評価というのを経営に置き換えて考えてみると、ちょっと分かりやすいんじゃ

ないかなと思います。ここで言う加入量というのは収入と思ってください。だから、

通常加入が高加入に入るというのは、平のサラリーマンが急に役員付の収入になると

いうようなところですね。ただ、ちょっと普通のお金と違うのは、この収入額という

のは、お金の有効期間があるんですね。さっき私が話しましたけれども、マイワシで

７年しか、長く生きて７年程度と書いてありますから、今年入ったマイワシというの

は、何にもしないと絶対８年後にはいないんですよね。そういう意味だと、収入額と

書いていますけれども、どっちかというとスーパーのポイント、期限付のポイントに

近いのかもしれません。そういうのがあって、資源量というのは手持ちの資産額と思

ってください。ただ、この資産額も、加入量が、マイワシの場合は７年間の期限付の

ポイントで構成された資産額ですよね。漁獲の可能量というのは、支出の可能額です

ね。資産の額と収入の額と、収入の中では毎年放っておくと目減りする分があるんで、

そんなものも見込みながら、どういうような支出が可能かという可能額になります。

だから、漁獲管理規則と難しい言葉で言っていますけれども、年間の資産の運用計画

を作るということだと思っていただければと思います。 

 じゃ、次、お願いします。 

 そういった前提で、今の資源評価を８月には更新されるということなんですけれど

も、じゃ、何が変更されるかというと、これ、見えますか。確実に変わるのが、2019

年の漁獲実績の確定です。今、予測値と計算上の値で81.5万トン漁獲されるだろうと

いうふうなもので計算されていますけれども、これが実際何トン漁獲したかというこ

とがはっきり分かるわけです。ここで支出額が確定されるわけですね。多分、81.5万

トンは獲ることないですよね。どうなんですか、獲りますかね。 
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 これが90万トン獲っちゃうと困るんですけれども、例えば、70万トンぐらいに収ま

ったとかなると、実は支出は計算上よりも少なかったとなるわけですね。それと、

2019年の加入値が分かります。今は想定値として、これでいうと資料５－２の６ペー

ジの赤い線のところの加入でやっているわけですよね。丸の内線の加入だということ

でやっていますが、それが本当の加入、2019年の加入が分かるということになります。

これは多分、2019年の加入、午前の議論でお聞きになったとは思うんですけれども、

青い線と赤い線の間に絶対落ちるはずなんですよね。そうすると、収入というのは予

定していたものよりも赤、加入が予定していたものよりも大きいということになりま

す。 

 そういったものを加味して資源評価するわけですが、そうすると多分、支出は予定

していたものより少なく、収入は予定していたものよりも多いという形で、直近の資

産額というのは多いでしょうと。楽観的に言うとですよ。そういうような感じの資源

評価の更新になるんじゃないかなとは、期待はしているんですけれども、断言をする

とうそを言ったじゃないかとなるかもしれないんで、概念として、こういうことなん

だと思っていただければいいと思います。そういうものの中で新たな支出可能額が判

明するということになります。 

  次、お願いします。 

  問題は、この資産運用計画の運用に関して、今申しましたように、加入量、収入額と

いうのは事前には、赤い低い線で質素倹約を旨とした収入の予定を立てていて、実際

の収入というのは、ここ当分の間はかなりいい線いくはずなんで、必ず実測値の間に

差が生じます。そうすると、獲っていいよという支出可能額、漁獲可能量も資源評価

のたびに毎年修正されることになります。今時点が資源量、2018年だっけ、2019年の

資産額というのは目標としている水準の1.5倍ございますね。これはもう資源量推定と

して出た確定値なんですけれども、さらに当分加入、つまりお父さんの収入もこれか

ら増えていくだろうというふうになる部分は、多分資源評価すると、毎年上方修正し

ていく可能性が高くなるんじゃないかなというふうに期待しているところなんです。

それが資料として表れているのが資料５－２のスライド13になるわけで、このままい

くと、たとえ低加入だと―ここの赤い線になるんですかね―低加入だと見積もって

も、毎年毎年、操業資源評価をやり直すたびに上方修正されていくというようなこと

になります。 
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  ですから、今この資源評価の結果が出たと。だから10年先まで、10年先には資源量が

減るんだというような形の表になっていますよね。ここでいうと、資料５－２の10ペ

ージになるのかな。仮にβ＝0.8で取ったとしても、10年後には35万9,000トンになっ

てしまうというふうになりますが、実際は毎年毎年上方修正されて、それが右に右に

移動していくという形になると思うんです。ただ、ここで出された計算値というのは、

飽くまでもお父さんの収入が赤い線のところなんで、結果的に計算上は、ごめんなさ

い、マイワシが７年しか生きないということで言うと、ここに計算上は落ち着きます

よということで、実際は毎年毎年変わっていくことになるわけなんですよね。そうい

った意味だと、今の時期というのは少し楽観的に思っていてもいいんじゃないかなと

いうふうに、私は思っております。 

  次のページ、お願いします。 

  今後の課題なんですけれども、じゃ、毎年毎年、低加入を前提に資源評価をやって、

それを見直すからいいじゃないかという意見もあろうかと思いますが、ただ、そうす

ると毎年毎年びくびくしながらやっていかないといけないんだから、いろんな投資と

か何とかという面から考えると高加入だという前提でやってくれてもいいんじゃない

かというんですね。そこは通常加入から高加入に、平社員から役員にぽっと変わると

いう判断できる条件は何なのかという、そこが必要になってくるわけなんです。そこ

は、今回の会議の一つの水研さんへのお願いとして、じゃ、どういった条件であれば

高加入に移転したと言えるのかというのは、お願いしたいと思いますね。 

  ただ、ここで生じる問題というのは、高加入に移行したら、資産運用計画も全部変更

しないといけないのかと、なのかどうかというところですね。厳しく言うと、高加入

に移動したら全部、おうちの形全部が変わるわけだから、目標管理基準値、限界管理

基準値、禁漁水準値、こういうのも全部見直さないといけないんだという理論はある

と思うんです。 

  ただ、一方で、例えばマイワシが高加入である時期って、すごい短いですよね。この

５－２の資料でいうと、５ページの左上なんか見ると、すごいよかった時期というの

は10年ぐらいしかないわけなんですね。10年しかないときに、通常のやり方で５年ぐ

らいプロットをやって、じゃ今、５年前から高加入になりましたねというのが分かっ

て移行すると、移行したときはもう低加入になる直前だというような話もあるかもし

れません。また、一方で、そうなった場合に高加入を前提とした限界管理基準値とか、
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禁漁水準というもので適用されたら一体どうなるんだというようなものもあるとすれ

ば、ここはいろんな考え方があると思うんですよ。幾つか皆さん方の方から、いいサ

ジェスションもあったと思います。次の資源評価が出て、第２回のステークホルダー

会合を開催するときは、新しい資産運用のその収支が出てきますので、それを見て、

こういったものをベースに、この辺をどうしたらいいのかなというところを真面目に

議論していただいたらと思います。 

  特に、皆さん方からすると、直近の漁獲が大事なんだという、そのお気持ちは十分分

かりますけれども、直近の漁獲を維持するためには、やはりそれなりの理屈というの

も必要になるんで、ですからあえて今こういう説明をしましたけれども、そこをどう

いったアプローチを取られたらいいのかというのを、本当にみんなで議論させていた

だければと思います。水産庁の方でも当然ここは考えますし、皆さん方の方でも今度、

第２回目のときにアドバイスをいただければと思っております。 

  そういった観点で私なりに整理してみたんですけれども、こういうことに関してちょ

っとコメントとか御質問があればお願いいたします。 

  じゃ、お願いいたします。 

【参加者】 大体、趣旨は分かりました。ちょっと私の方から別な形で同じような説

明を試みてみたいんですけれども、資料５－２の９枚目のパワポをまず見てください。 

  これの上に、神戸プロットのカラフルなやつがあるんですけど、こっちはどうでもい

いと言えばどうでもいいよくて、その下の方が大事なんですがが、これは横軸が産卵

の資源量で、縦軸が割当量なんですね。これを…。 

 ちょうどいいタイミングで電池が切れたそうで。この図で見ると、横軸が産卵親魚

で、縦軸が割当量で、もう一度言うと、右の方に行けば行くほど割当量は自動的に増

えるという仕掛けになっているわけですね。この計算、直線の計算の根拠になってい

るのが、１枚ページを元に戻ってもらって、６枚目のパワポを見てください。 

 先ほど丸の内線と言っていたこの赤い方の線で、さっきの斜めの右肩上がりの線を

計算しているわけですね。ところがここのところの状況を見ると、あそこの今前にあ

りますけど、赤い線じゃなくて、青い線の方に移るわけです。東西線に乗り換えると。

そうすると計算上、低めにしか増えないと予想していたのに、実際にはこの青と赤の

差額の分、余計な収入があると言っていましたけど、その分増えるわけです。という

ことは、先ほどの図でいうと、資源量が自動的に右の方にシフトしていくだろうとい
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うことなんです。というわけなんで、放っておいてもしばらくは増えるんじゃないか

ということを、多分、神谷さんは言っていたんだと思うんですけど。 

 皆さんが多分非常に気にされていたのは、資料６の方の８枚目のパワポ、これを見

ると丸の内線で予測しているので、数はどんどん減っていく形になっているわけなん

ですが、このまま高加入が続くんだとすると減らないで多分増えるんじゃないかとい

うことなんですね、放っておいても。 

 これを先ほど、親がたくさんいるので、その差額の分だけ獲っちゃうと。獲っちゃ

うと、資源量は低いところに元に戻されちゃうんで、割当量は逆に、その年はいいけ

ど翌年からはあまり獲れないことになっちゃうわけです。右に行けば行くほど自動的

に枠は増えるんだけど、最適な水準に固定したら、その分しか出てこないという計算

になっちゃうので、一時的に増える分で少しは上乗せ分があるんですけど、少しずつ

でも1.5倍、２倍と増やしていった方が枠としてはたくさん増えるんだと思うんですね。

そういう意味で一気に減らさないで、放っておいてイワシが増えるのを待った方が得

策ではないかというふうに思うわけです。 

  あともう一つ、私も昨日言ったんですけど、豊漁期って短いんで、幾らもないんです。

10年ぐらいしかないので、逆に言えばそこはボーナス期間というふうに考えた方が、

利用の仕方としては有効じゃないかというふうに思うわけです。つまり、低いときの

通常加入期の管理基準をそのままにして、あえて変えないで、仮に豊漁のときにたく

さんどうしても取りたいということであれば、βの値を少し上の方にシフトさせると

いう対応でいいんじゃないかと。そうしないと、豊漁期になると全部の基準が上がっ

ちゃうので、禁漁基準も限界管理基準値も上がってしまうので、そっちの基準に乗り

換えた途端、今日もありましたけど、急に基準が、ハードルが上がっちゃったんで禁

漁になっちゃいましたというようなことが起こり得るわけです。魚は急に増えません

から。そういうこともあるので、現状の通常期と言っている管理基準はそのままにし

て、豊漁になったとしたら、そのβを調節して、何か獲ってもらうというぐらいの対

応がいいんじゃないかなというふうに思います。 

  あともう一つ、じゃ、豊漁期になったということの判断は水産研究所の方でやってい

ただくことになるんですが、例えば、レジームシフトって25年とかに一遍とかいう確

率で起こっているんだか、何かその辺の基準を使って、確率的にこれはまれな現象が、

異常気象じゃないけど起こっているというような、何か基準みたいなものを作っても
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らうというのも一つの方法かなというふうに思うわけです。そうすれば、あまり悩ま

ないで済む。議論しないで済むし、もちろんこのフロアーの皆さんにも、こういう方

式で計算しますと言ってもらえれば一番有り難いわけです。この管理方式と同じで、

ルールを事前に決めてしまえば、後でトラブルこともないわけだし、というのは、ち

ょっとこれは最後に言っているのは、研究所の方で御議論いただけたらと思いますけ

ど。 

  神谷次長の話はこのような話だったと思うんですけど。以上です。 

【神谷次長】 どうもありがとうございます。完璧に補足していただきましたので、私と

しては、皆さんに今日お伝えしたいことは、そういうことでございました。 

  これと今後の進め方について、また意見があれば、よろしくお願いいたします。 

【参加者】 神谷次長に御説明いただいて安心しなさいよということなんでしょうけれど

も、やっぱり100万トン以上のＴＡＣが出ている中で、80万トンしか獲れていないんだ

から、80万トンぐらいでいいんじゃないのみたいな考え方もあるのかもしれないです

けど、ＴＡＣの数量から、例えば減った場合に、道東の枠ですとか、全体枠が減れば、

その割当て自体も減っちゃうことになるんじゃないかなと思うんですね。今、25万ト

ンの道東枠が出ている中で、これが例えば２割減りましたよとなった場合に、獲れて

いる道東での枠も２割減になりますよという話になるのか。獲れているところの枠は

そのままで、獲れていないところの枠自体を減らして、全体枠を減らすみたいな形に

しないと、例えば２割減りましたよ。全体的に２割減らしますよとなった場合に、多

分80万トンだとしたら獲れないと思うんですね。その辺の振り分けというのは、水産

庁さんがやられることなのか、まき網さんの方で各漁協の実績によって割り当てする

ものなのか、その辺の考慮ができるものなのかというのを教えていただきたいです。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

  ＴＡＣが減るというのは、瞬間的に今まで100万トンあったのが、80万トンになると

いうのは、今までは親魚が22万トン確保できればよかったのを、最低でも47万トン以

上、できれば100万トンのところに維持しようということなんで、増えた分を資源の回

復の方に回す分がちょっと増えちゃったということで、ＴＡＣが減るというのは、そ

こはもう必然的なもので避けられないと思っていてください。 

  じゃ、それに基づく配分をどうするのかというのは、これは資源評価の話と違って、

次のＴＡＣの配分の話になりますので、まず国からまき網にどう配分するか。さらに、
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県にどう配分するかという部分と、国として留保枠をどういうふうに持っていくかと

かですね。そこをまき網団体でどういうふうに運用していただくかという、次のステ

ージの話になります。それは次のステージでいろいろ相談させていただければと思い

ます。 

  じゃ、お願いします。 

【参加者】 神谷次長からも分かりやすい説明を頂いたところでございます。いろいろと

不確かなマイワシという資源ゆえに、この議論がいろいろな論点が出ているなと改め

て感じています。 

  次長がおっしゃるように、安心できる安定的な運用計画というものが実現できる、目

指すというのも、それは一つの尺度として、皆さん、それを否定するものではござい

ませんが、しかし一方、ＭＳＹの導入が決まる前から、我々産業、漁業なり陸上の流

通加工の方々も、設備投資等をして進んできておる現実もございます。それで設備を

動かしていく。それと日本全体が人口減少化していく中で、人材も確保していかない

と、これも持続が危うくなってくると。ある意味いろんな部分で過渡期に今直面しつ

つあると。一方、資源も持続可能な資源量を維持するということを目指すわけなんで

すが、これまで当たり前に水揚げを受け入れできていた、漁獲できていた設備や人が

いなくなっちゃったら、資源が大きく戻っても残念ながら意味が薄れるという厳しい

現実の中で、我々は、本当、環境要因等々も重なって、実際もうちょっと獲れるのに、

残念ながら過小なＴＡＣの設定だったなというふうになることを一番恐れております。

そこはなかなか近未来を話し合うのも難しい部分ではあるんですけれども、あとは毎

年なのか、期中での見直しがあるのかとかという、いわゆる迅速なタイミングでのＴ

ＡＣの反映というところがポイントになってくるんじゃないかなと思っております。 

  ですので、そういった運用部分も、今日の議論のあった10年後の目標管理基準値を

50％以上の10年後というのをもっと短期間で見るとか、βの在り方をどうするかとか、

それと期中見直しをどうしていくのかとか、それから毎年このようなステークホルダ

ー会合を導入、数年間は続けていって、やっぱりまだまだ確立途上にあるよという基

礎認識の下にやっていくのかとか、そういったことを含めて、また第２回にいろいろ

御意見を聞かせていただきたいなと思っております。 

  それと、昨日冒頭申し上げたんですが、今日、一大水揚げ基地の銚子地区、波崎地区

の漁業者と水産加工業者が来れなかったものですから、もしその方々がやはり今回の
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ような議論を聞きたいという声があるようでしたら、別途会場の設定等、そのときに

は御協力いただきたいと思います。 

  以上です。 

【神谷次長】 ありがとうございます。我々もできるところへどんどん説明に行きたいと

思います。 

  昨日と今日で、議論を通じてやっぱり皆様方の御認識も随分深まったと思います。や

はり議論をしていくというのが一番大事だと思いますので、そこはどんどん積極的に

現場に入っていきたいと思っています。コロナの中ではございますけれども。 

  設備投資という話ですね、これからどうするかという話は当然だと思います。一方で、

私どもが絶対避けたいなと思うのは、1990年代から2000年の10年ぐらいまでの、この

20年間のむちゃくちゃいなくなっていた時期という、ここを避けるにはどうしたらい

いかという、そこだけは皆さん同じ立場で進んでいけると思うんです。そこの安全部

分を確保するために、これからのＴＡＣをどうしたらいいか。 

  ただ、これから爆発的に増える部分を利用しないという手は、これもまたないと思い

ますので、その辺のバランスを次の会議のときに、管理運用ということで議論させて

いただければと思っております。 

  じゃ、次。 

【参加者】 今の方が言ったことと大体同じような質問だったんですけれども、一つは、

その漁獲実績そのものは、役所のそのインプット管理の許可条件以上に、北部太平洋

なんかの操業基準で管理されている、要するに制限されている結果があの実績値だと

いうことで、逆にこれから運用基準で、来年で変わるんですけれども、今までこう来

てたから、自分たちのいろんな制限をやりながらこの実績をやったんだけど、もっと

増やせるよという瞬間に、ここにいきなり水をかけられたというような状況にあると

いうのは、他の方の話やなんかからも御理解いただきたいとは思います。 

  それと、今我々は高加入期の分析と低水準期の分析を見せられちゃったからあれなん

ですけど、資料５－２のスライド12の、これは西田先生、これは全部のやつを一つの

トレンドとして考えると、β＝0.８だと50％の確率で出てくるところはできないとい

う分析なんですか。 

【西田浮魚資源部長】 はい。1976年以降の全期間のデータで１本の再生産関係を適用し

た場合には、β＝0.8の管理規則といいますか、漁獲の強さで管理していっても、10年
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後の2031年には45％ということで、50％にいかないという、そういう形になります。 

【参加者】 要するに、高水準期のところもあって、低水準期のところもあって、これ、

低水準期のところの相関関係よりも悪くなるということなんですか。 

【西田浮魚資源部長】 そうではない。ちょっと詳しく説明させていただきますと、全期

間の再生産関係というものを適用すると、結構そこから外れる、各年の値というのは

外れます。それは平均的というか、そういう再生産関係があるにはあるんだけれども、

実際は加入が大きく変動しているんだというふうに捉えて検討するわけですね。そう

すると結果的に、ちょっと保守的な形になって、本来はそんなに加入は伸びないとい

う推定になってしまいますので、それで管理基準値β＝0.8でやっても、実際にはその

資源がちゃんと維持されないというふうな、そういう推定結果になります。 

【参加者】 特に先ほど、ちょっと話が変わりますけど、88年から４か年のやつだと加入

の相関が失われるといった理屈と同じような数値が出てくるということなんですか。 

【西田浮魚資源部長】 この場合の１本の線といいますのは、もちろん、その88年の４年

間も含んだ全て、非常に多かったときも、そういう非常に悪かったときも含めたもの

で引いていた場合で、あの試算をした結果です。 

 今回はこの方法は、最終的には私たちは採用しなかった。やはりマイワシに関して

は、高加入期と通常加入期というふうに二つに分けてやった方が適切だろうというふ

うに考えたので、そのように分析したわけですけど、仮に、二つに分かれずに、一つ

の再生産関係というのが、実はマイワシ太平洋系群としては持っていたとした場合の、

そのリスクといいますか、そのときには逆にそういうふうに再生産関係を読み違える

ことによって、これだけリスクが多くなってしまうということも、同時に提示させて

いただく必要があると思って、このスライド12というのを準備したわけです。 

 今回のスライドには示していないんですけど、その高加入の再生産関係だというふ

うに思って管理を開始して、実際にはまだ通常加入のままだったというときには、や

はりそれを期待して大きな漁獲圧を与えた結果、資源を大きく減らしてしまうという

リスクはさらに大きくなってしまいます。なので、どちらかといいますと、今日この

午後の話では、通常加入期の基準値を前提としながら管理しつつ、最近の加入状況を

見ながら漁獲量を更新していくというふうな流れで説明はされていると思いますけど、

私たちの受け止め方としても、今日のところはそういうふうな話で一つ一応まとめら

れつつあるのかなというふうに考えているところです。ありがとうございます。 
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【参加者】 すみません。今の続きなんですけれども、この12のスライドの件ですけど、

これ１本にした場合にはこういうふうになりますよって言っているけど、実際の親魚

量の目標管理基準値というのは幾らになるんですか。それが莫大に高い状態だったら、

当然その50％を維持するわけがないような数字であって、物すごい高い、たくさん取

れた時期も全部合わせた場合には、この親魚量というのが高くなっているから、こう

いう数字になるということじゃないですか。 

【西田浮魚資源部長】 はい。全期間のデータを使って、１本の再生産関係を引いたとき

の管理基準値というのは、たしか午前中のときも１回紹介したかもしれませんけども、

資料５－４の37ページ。 

【参加者】 通常加入の基準値で、通常加入で低い…。 

【西田浮魚資源部長】 失礼しました。ここでの基準値は通常加入の基準値を適用してい

ます。だから通常加入の基準値であっても、β＝0.8では50％に達しないという、維持

できないという、そういう推定になっております。 

【参加者】 親魚量じゃなくて、パーセントですね。 

【西田浮魚資源部長】 ここのスライド12で示しているのはパーセント、つまり目標管理

基準値を上回る確率で示しております。 

【参加者】 量は出していないということですか。 

【西田浮魚資源部長】 これは…。すみません、失礼しました。資料５－４の37ページの

ところ。 

【参加者】 資料５－４の37ページの補足表２－１に目標管理基準があって、354万1,000

トンになっているので、コンバインドすると、この基準が高くなっているということ

になります。 

【西田浮魚資源部長】 ちょっと繰り返しになりますけども、管理基準値として37ページ

の全期間を用いたときの基準値案を設定して、そこで将来予測、目標管理基準値を上

回る確率、あるいは親魚量の平均値の推移、あるいは漁獲量の平均値の推移というの

は、同じ資料の38ページ、39ページに記載しているとおりであります。スライドの12

番の方には、目標管理基準値案を上回る確率しか載せなかったんですけど、対応する

親魚量、漁獲量の数値は、同じ資料の39ページのところに載せてございます。 

  すみません、それはちょっと修正です。ちょっと確認させてください、すみません。 

  資料５－２の12枚目のスライドに載せていた将来の親魚量が目標管理基準値案を上回
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る確率の表が、本当はこちらの資料の38ページの補足表２－２が正しいものになりま

す。すみません。 

  もう１回言いますと、資料５－２のスライド12の下に、この仮定の下で、「将来の親

魚量の目標管理基準値案を上回る確率（％）」という表を載せていますが、ここに載

せる正しい表は、資料５－４の38ページの補足表２－２になります。この場合も、β

＝0.8でも47％ということで、2031年の中で50％に満たないという、そういう予測結果

になります。それで対応する将来における親魚量の平均値、あるいは漁獲量の平均値

というのは、同じ資料の39ページの補足表２－４、２－５ということに、39ページの

表ということになります。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

【神谷次長】 あれですね。どの道、今この時点で計算して、10年後どうなるかとかいう

表を見てどっきりして、10年後のこれがとか議論してもちょっとあまり、一つのトレ

ンドだと思っていただいて、そこは次の資源評価を見て、ここ数年ぐらいの動きを見

ていただくというのが、多分これは正しい表の見方なんだろうと思うんです。 

  もう一つは、ＭＳＹとか、こういう目標管理基準値というのは、基本５年に一遍ぐら

い見直すというふうになっております。じゃ、その５年間、ＭＳＹを達成する水準以

上に、ずっと資源がいいときに、どんな獲り方をしたらいいだろうかというのは、実

はすごい、こういう議論ができるということは、本当は幸せな話なんですよね。そう

いうときで、だから次回、みんなでいろんな知恵を絞っていければと思います。 

  とにかく、ここの低加入のシナリオで見たときの10年後という表の数字に余り拘泥す

る必要はないんじゃないかと、むしろここ数年の動きをどう見るかというのが大事な

んだと思っていてください。これは繰り返しになりますけれども。 

  よろしいでしょうか。あとございますか。はい、どうぞ。 

【参加者】 よろしくお願いいたします。 

  これまで２日間でのいろんな要望、御意見が出ているもの、かなり重複してしまうも

のなんですけれども、私の方からはサプライチェーン全体へのその影響、そういった

点も御検討、御考慮いただければというところを１点追加させていただければと思い

ます。食用、それから飼料用等で、今現在有効活用されておりまして、この２日間で

もいろんな御意見が出ておりますけれども、漁獲並びに魚粉製造工場様の投資という

話もありましたが、加えて、その製品の物流だとか受けて、そういったところも、こ

れまでの流れの中で新たな動き、着手がされている状況であります。その意味では、
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実態の現実の魚を見ながらの御評価というのを都度加えていただき、更新していただ

くということをお願いできればというふうに思います。 

  これも先ほどもう一つ出ておりましたが、漁獲シーズンのお話ですが、これもその製

品に携わっておる者から一つ申し上げさせていただくと、非常に大きな影響が出てま

いります。先ほど午前中でしたか、６月から10月というところの枠組みを、期間の組

みを例えばもう少し分散、若しくは後ろの方にというお話もございましたが、大変、

製品の方にはこの影響等というのが出ておりますので、この声を吸い上げていただく

場というところも、是非御指南いただければなというふうに思っております。 

  いずれにいたしましてもこの対話、こういった対話を継続していただいて、ステーク

ホルダーの声というのを随時、単年ではなくて随時拾い上げていただくという、先ほ

どもお言葉にありましたけれども、それで最適解というのを導いていただければなと

いうふうに思っております。質問というより要望とか意見になりますけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【神谷次長】 ありがとうございます。我々も、今、20年ぶりに増えてきたイワシという

のをどんなふうに有効利用して、また、日本だけ我慢して外国に獲られて外国が利益

を得るみたいなことにならないように、どうしていったらいいかというところは、サ

プライチェーンとかいろんな利用の方法も考えながらやらないといけないと思ってい

ますので、今御提案がありましたように、いろんな人の意見を聞くというのは非常に

いいことだと思っておりますし、むしろ我々の方から現場の話を教えていただければ

と思います。本当にありがとうございます。 

  一方で、資源評価は資源評価として、冷静、中立、沈着、公平にやっていただくと。

ただ、そこは状況を見てどんどん改善していただくというようなことで、その中で、

最善の結果の中で、どういったふうな配分をしていくかというのが次のステップだろ

うと思っております。いずれにしても、役所におりますと末端の流通までは話がどう

しても疎くなりますので、こんな機会にいろんな話を入れていただくというのは大変

有り難いことだと思っています。どうもありがとうございます。 

  あと、ございますか。よろしいですか。特にないですかね。アジも、なしということ

でいいですかね。 

  分かりました。ありがとうございます。 

  そうするとちょっと予定より早くなりますけれども、これで終わらせていただければ
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と思います。 

  次回はいつだっけ。その話は事務局の方にお任せするということで。 

【藤原課長補佐】 終わる前に、次回、第２回の検討会に向けて、宿題となっている事項

の確認をさせていただきたいと思います。 

【西田浮魚資源部長】 午前中いただいたお話としては、まず、高加入期のときの管理基

準値というのを見たいというお話だったと思います。それから、1990年は３年を除い

たときの試算というのも見たい。 

【参加者】 そういうのもあります。それのマイワシ。 

【西田浮魚資源部長】 それはマイワシ対馬暖流系群のリクエスト。 

【参加者】 はい。 

【西田浮魚資源部長】 そうすると、マイワシ太平洋系群に関しましては高加入期の管理

基準値、一応、表にも今回出していませんので、それが見たいということで、それは

準備いたします。 

  それから過去の年にＭＳＹの漁獲の強さで管理していたときの場合。今日は神戸プロ

ットで漠とした話しかしなかったのですが、そこをグラフや表で見たいという御要望

ですので、それは準備させていただきます。 

  それから午後は、βを0.05刻みでの表、これは今度の資源評価を踏まえて全体更新す

るわけですけど、それを踏まえてまた新たな将来予測表というのを作成するわけで、

その中で0.05刻みということで対応はさせていただきたいと思います。 

  あと３年、５年後の平均親魚量の話ですね。それを細かい計算方法はまた詰めさせて

いただきたいと思うんですけれども、いずれにしてもそういう数値を横並びでいろい

ろ見てみたいというリクエストというふうに理解しましたので、そこをまた準備はさ

せていただきたいと思います。 

  そういうものはまた、ＡＢＣとか、そういうものとはまた別の話とは思うんですけれ

ども、いずれにしてもそういう数値をいろいろ見てみたいということだと思いますの

で、それは承りましたので、準備させていただきます。 

  ほかはどういうふう。 

【神谷次長】 低加入から高加入に移行する、その判断の基準とか。そこが一番大事なん

です。 

【西田浮魚資源部長】 昨日、多少、2018年級はかなり、通常加入、丸の内線と言われて
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いたところから、90％の範囲からも出るぐらいよい加入だったということは、そうい

うふうに推定されているというところで、さらに今度の資源評価で2019年、また2020

年に関しては予測という部分が入ってきますけれども、そこのところのこれまでの情

報を踏まえながら評価をすると。例えば、そういう３年級が、その2018年と同じよう

な状況なのであれば、そういうふうに見直していくという必要はありますし、やはり

先ほど、午前中かな、再生産関係の図をちょっと振り返って御説明しましたけど、例

えば2015年は多少よかったけど、16年、17年は余りよくなかった。18年はよくて、19

年、20年はどうなのか。その辺の複数年級が続いていくような状況を見ながら判断を

させていただく。そこはやはり資源評価に携わっている試験場の方、あるいは有識者

の先生の御意見も伺いながら、判断させていただきます。 

【神谷次長】 ちょっといいですか。確認なんですけども、こういった判断基準で判断し

ますというのを示していただければいいと思うんです。結果として高加入に入りまし

たというよりも、こんな条件だったら高加入と判断します、みたいなですね。それは

難しいかもしれませんけれども、何となくそういうふうにやっておくのが透明性も確

保されるし、逆にみんな納得すると思うんです。その代わり、どうせ低加入であった

って、毎年の資源評価で情報は修正はされるわけですからね。逆に言うと高加入であ

ったって、毎年の資源評価でぶれるわけですから、そこ自身の問題もあるんですけど、

こういう判断基準で丸の内線から東西線に乗り換えますみたいなところがお示しいた

だければいいんじゃないかなと思っていますけれども。 

【西田浮魚資源部長】 そうですね。資料５－２の６枚目のスライド、現状はまだその青

い線と赤い線それぞれに点線があって、赤い線の上限のところの点線と、それから青

い線の下の点線の重なっているところに入っていますけれども、一番分かりやすいの

は、こういう重なってきたところから多少逸脱してどちら側か、期待するのは高加入

の方に完全に入ってきたという、そういうプロットが得られてきたら、もうそれは完

全に高加入。この再生産関係を一つの基準として、プロットがどこに行くかというこ

とを見て、判断していくということで。 

【参加者】 １点なんですけど、1988年からの４年間を入れるべきか入れないべきかとい

う話について、外した場合にはどういうデータになるのかということも一つ、もう一

度確認したいなと思っています。 

【西田浮魚資源部長】 先ほどマイワシ対馬へのリクエストで承りましたけれども、太平
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洋も同じようなものを次回に御提示して、高加入のときの管理基準値はこうです、こ

の４年間で試算したらこうです。外したときの試算はこうですといったものを参考に

見ていただくということで、準備させていただきたいと思います。 

【参加者】 午前中にちょっと話をしました、赤いラインから青いライン、逆の東西線の

方から丸の内線を狙ったときどうなるかということも、併せてお願いします。非常に

やはりそこが一番に気になるところで、いい話ばかりを聞きたいわけではないと、悪

い、厳しい話も教えてください。 

  以上です。 

【西田浮魚資源部長】 そうですね。1988年に桁違いに低い年級が現れて、それをいかに

低い年級が連続して現れたときに早くアラートを出せるかというところは重要だと思

いますので、そういうところもちょっと検討させていただきます。 

【神谷次長】 ありがとうございます。私は毎朝出勤が東西線と丸の内線を使っておりま

すんでですね。 

  ほかにございますでしょうか。 

【参加者】 ジャストアイデア的なものなんですけど、漁獲量の設定の条件を一つ作って

ですね。というのが、現状80万トン程度の漁獲実績というものがここ数年続いており

ますが、裏返せば、それが今の漁獲インフラを反映した、ある程度漁獲能力に近いも

のではないかという考え方もできるかと思いまして、100万とか120万出たとしても、

実際80万しか取れないというのが今の現状ではなかろうかと思います。これは今の東

西線でいけば、どんどんまたインフラも拡充して、漁獲能力等も含めてと、こういう

ことが100とか110になっていけば末広がりでいい話なんですが、というよりも現実的

なところを見たときに、80万トン、現状のところ、プラスアルファはあるかもしれま

せんけれども、ところが実力的にはある程度、さっき言った11月、12月の道東の漁期

拡大とか、そういったものが出てこない限りにおいては、なかなか実績を上げていく

のも難しい現状があると思っておりまして、その中で、すみません、ジャストアイデ

ア的に、その80万トンというのを想定したときに、どのような資源状況になっていく

かというのを推定をしていただくという表を出していただくと、ちょっと興味深いな

と思いまして、最後にお願いいたします。 

【神谷次長】 つまり、ずっと80万トンで漁獲したら、資源がどんなふうになるのか。 

【参加者】 それ、どこかで絶滅する。劣性年級が起きた、続いたときに80万トン獲った
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ら絶滅する。高加入期でも絶滅する確率はゼロではない。 

【神谷次長】 いろいろ御理解を進めるために、いろいろやっていただければと思います。 

 あとございますか。ありがとうございました。 

 じゃ、ないようでしたら、あと何するんだっけ。特にないですか。 

【西田浮魚資源部長】 先ほど高加入、丸の内線と東西線の乗り換えというところがあり

ましたけど、そこの議論をするときには管理基準値をそういうふうに更新して、そこ

で管理規則もセットで考えているかどうかということも、セットで議論しなければい

けないと思いますので、そこはあらかじめよろしくお願いいたします。そういうこと

も含めて、私たちとしてもいろいろ、それに対する、そういうシナリオに対する評価

とかコメントもさせていただきながら、その試算結果なり、いろんなものを提示させ

ていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

【神谷次長】 ありがとうございます。 

 ただ、そのとき、ちょっと一つ質問させていただきたいのは、高加入期で限界管理

基準値と禁漁水準って決めるじゃないですか。じゃ、高加入で禁漁水準を守ったら低

加入にならないのとか思ったりするんですけども、だからそれって実際どういう意味

があるのかなみたいに、高加入のときの限界管理基準値と、禁漁水準って設定するわ

けじゃないですか。じゃ、そのときに禁漁水準割り込みそうだからって、守っていた

ら、絶対高加入のまま維持されるんですかとかですね。何かいろいろ悩むと悩むんで

すよね。いや、決して意地悪じゃなくて、私なりに頭の中で整理するときに、そうす

ると、実際どういう管理がいいのかなとかいう部分があると思うんですよ。 

 それは今、水研さんの方から答えを求めなくていいんでですね。 

【参加者】 実は、この高加入と、この低位の部分と、レジームシフトという理屈を言っ

たけど、一気通貫のやつでいうと、他の方も言っているように、その高加入期が10年

で、低位が20年あるという、コンドラチェフの波じゃないけど、イワシのこういう波

があるというと、要するにこれ見せられちゃったからだけど、結果、管理基準やなん

かの方は通常水準と一気通貫と似たような数字ならば、何もこれ見せないで一気通貫

のやつでやってくれた方が我々も分かりやすいような気がするんですけど。 

【神谷次長】 ただ、一気通貫でやると10年後の漁獲が37万4,000トンで落ち着いちゃう

んで、それはまたお困りになると思うんですね。 

【参加者】 そうなんですか。これ、ちょっとこれも、資料５－２しか見ていないもので、
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資料５－２の表がちょっと間違っているから、だけどβ＝0.8でいけるわけでしょう。 

【神谷次長】 βを何にしようかとかいうのは、次にお話合いさせて、決めてもらおうと

思うんですね。 

【参加者】 一気通貫で、その50％の確率に近いところというのが、この表が間違ってい

る。 

【神谷次長】 そんなのは次の会議で深く議論させていただければと思うんです。 

【西田浮魚資源部長】 一応ちょっと補足というか修正させていただきますと、その一気

通貫というか、全期間で１本の線を引いたときのＭＳＹというのは94万6,000トンにな

ります。ならば、今回、最終的にはその全期間の再生産関係というのは適用しなかっ

た。レジームの方がいろいろな情報を加味した結果、その方が適当だろうというふう

にしたので、通常加入と高加入で分けた。高加入を、おっしゃるように見せたので、

多少二者択一的な議論になった部分があるのは、そのとおりだと思います。 

【参加者】 今日の議論の中で、βを1.2とか1.3とかということさえ考えられるんであれ

ば、ＭＳＹは96万トンでいったとしても、要するに乗り換えで、その管理基準やその

禁漁基準やなんかの議論をする必要もないんで、逆にこれ、一気通貫でちょっとやっ

ておいた方がいいような気もするんだけど、そこら辺は、西田さんはどういうふうに

考えたの。 

【神谷次長】 あれですか、丸の内線と東西線に加えて、有楽町線も１本、線を引けとい

うことなんですね。 

【参加者】 はい、そういうことです。その方が楽だったりして。 

【参加者】 話としてはすごく分かりやすいんですけれども、中間を取ると禁漁基準も限

界管理基準も高くなるわけです。 

【参加者】 中間じゃなくて、下の、要するに一気通貫だから、あの…。 

【参加者】 そうそう、下の基準、通常管理基準というだけでやるのが、を基準にするの

が、私はさっき言いましたけど、いいと思って。 

【参加者】 だから、丸の内線と銀座線みたいに並行して並んでいるみたいな感じで。 

【参加者】 足してやると禁漁基準も高くなっちゃうんで、レジームシフトが来て、不漁

期になったときに１匹も獲れないということになっちゃうんですよ。だから管理基準

だけは不漁期に合わせて作っておいた方が得策。 

【参加者】 一気通貫だと、この説明だと、資料５－２のスライド12番の説明によると、
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要するに低水準の方のラインに近づいているわけじゃないんですか。 

【参加者】 ないです。その中間のライン。 

【参加者】 中間にやっぱり。 

【参加者】 そうそう、中間のラインが基準になっていて、ハードルとしては高くなっち

ゃっているんです。 

【参加者】 96万トンのそのＭＳＹを達成するのに、そんな。 

【参加者】 350万トン。すごい。ハードルが100万トンから350万トンに上がっちゃう。 

【参加者】 それは高水準。違う、一気通貫。 

【参加者】 そうです。 

【参加者】 分かりました。 

【神谷次長】 この２日間でかなりすごい突っ込んだ議論ができたと思いますので、この

勢いで、次の会議でいろいろ管理の話をさせていただければと思います。 

 じゃ、よろしいですね。これで、質問ないですね。 

 じゃ、予定より50分ぐらい早いですけれども、これで終わらせていただきます。ど

うも本当にありがとうございました。 

  次回はどうなるかとかいうのは。 

【藤原課長補佐】 次回、第２回につきましては、８月の資源評価会議で更新された結果

と、あと宿題が、進捗状況を踏まえて９月から10月頃にできればいいかなと思ってい

ます。今のところはそういう状況です。よろしくお願いいたします。 

【神谷次長】 どうもありがとうございました。 

 

―了― 

 


