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まえがき 

 本書は水産学系の学部学生を対象に書かれた水産資源の管理に関する入門

書である。水産資源管理学は自然科学と人文社会科学の境界領域である。自然

科学的な側面からの水産資源管理学の書物はあるが、人文社会科学も含めた両

面から体系的に書かれた学術的書物は最近出版されていないことに加え、入門

書も皆無であろう。そこで私が大学院で行っている講義の一部を学生を含めて

より多くの関係者にも理解して頂けるように平易に書いたものが本書である。 
 資源管理は実際に水産生物を捕獲する漁業者を管理することによって、その

目的が達成される。したがってその漁業者を如何に管理できるか否かが管理の

成否の分かれ目である。自動車のようにブレーキ・レバーを踏めば止まるよう

に、漁業者に規制を加えれば直ちに乱獲が止まるのであれば、資源管理など簡

単な話である。水産資源学者からは許容漁獲量を推定することでさえ容易では

ないのに簡単とは何事だと言われそうであり、著者も水産資源学者を名乗る 1
人であるが、それでも人を管理することのほうがはるかに難しいと言わざるを

得ないのである。 
 最近我が国では水産資源の管理方法をめぐり、日本の自主管理と諸外国の

ITQ の優劣の比較なども行われているが、著者からみれば本質的な議論はなく

全く不毛であると思う。活発なのはよいが国会の質疑やその周辺の資料におい

ても重要な専門用語の理解すら十分でないケースが見受けられる。これは原著

論文を読んでいないか、あるいは理解できていないことが原因と思われる。こ

うした事態は最高学府の教員の 1 人として見過ごせない事態であり本書を書こ

うと思った動機の１つである。 
 欧米と日本では歴史も文化も社会制度も異なり、そもそも「社会的正義の基

準」も異なっている。それぞれの社会で考案された管理手段、特に経済政策と

しての管理手段をそのままの形で他の国に導入することは一般にはできない

のは当然である。欧米の資本主義はヨーロッパ伝統の個人主義と自由競争を基

礎とするものであり、官僚を中心とした日本企業 1 社以外に企業はないと言わ

れるような日本の資本主義とはずいぶんと違うものである。したがって考案さ

れ実践されてきた管理手段も必然的に違ってくる。1 つの用語の意味するとこ

ろさえ文化の違いから受け取られ方までも違うのである。 
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しかし違う文化・社会でも目指すところは同じであり共通点もある。たとえ

ば先の日本の自主管理と諸外国の譲渡可能個別割当(ITQ)も「組織内部に合理的

利用の動機を与える」点は共通である。2 つの異なる政策だがともに規制とい

う強制でなく自発的な改善を促すのである。 
以上のことを正しく理解するためには日本のみならず欧米の資源利用に関

する根本的な思想についての歴史的理解が必要である。本書ではそうした点を

意識しつつ、水産資源の 3 つの特色に沿って資源管理の基礎理論に基づいてま

とめたものであり、本書が日本の水産資源の持続的利用の正しい発展に寄与す

ることを望む。 
 
 

2015 年 11 月 
 

田中 栄次 
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第１章 水産資源の特徴 

 
1.1. 資源とは 
 そもそも資源とは何か、その定義はなかなか難しい。経済学辞典(大阪市大, 
1979)によると資源とは「自然によって与えられる有用物で、なんらかの人間労

働が加わることによって、生産力の一要素となりうるもの」となっている。 
 日本人が好きなクロマグロ

と並ぶ高級マグロの 1 種にミナ

ミマグロがある。ミナミマグロ

はインドマグロともいわれ、南

半球の中緯度に幅広く分布し

ている(図 1.1)。今でこそ、ミナ

ミマグロは水産資源であるが、

江戸時代は水産資源ではなか

った。ミナミマグロが水産資源

として利用されるのは産官学

一体となって開発が進んだ戦後であり、そもそも江戸時代の日本人はその存在

すら知らなかったであろう。このマグロをいつ・どこで・どのように捕るかに

ついての技術開発が進んだこと、及び船上での急速冷凍や超低温の冷凍技術が

できて洋上から食卓までのコールドチェーンができたことにより、水産資源と

して利用され刺身として家庭の食卓に上るようになったのである。 
 図 1.2 に明治から近年までの 100 年以上にわたる我が国の「まぐろ類」

1
の漁

獲量の推移を、図 1.3 に太平洋とインド洋におけるマグロ延縄漁業が広がる様

子を示す。戦前の日本ではマグロ類の漁獲は主に沿岸の定置網や延縄によるも

ので漁獲量は少なかったが、戦後に太平洋からインド洋や大西洋へと世界のマ

グロ類が遠洋延縄によって漁獲され急速に発展した。このように海洋の生物は

それを利用する技術があってはじめて利用される、逆にいえば利用する技術が

．．．．．．．

自然物を資源化したのである

．．．．．．．．．．．．．

。 
歴史的にみれば、縄文時代の食料は狩猟や漁労で生産できるイノシシや木の

                                                   
1 クロマグロ・タイセイヨウクロマグロ・ミナミマグロ・メバチ・キハダ・ビンナガの合計。 

図 1.1. ミナミマグロの分布域(水産庁ホーム 

ページ(http://kokushi.job.affrc.go.jp/H26/ 

H26_20/Fig3.gif)より 

  

8  

実などでありこれらの動植物

が食料資源であった。弥生時代

になり農耕の技術が開発され

ると栽培に有利な土地、すなわ

ち肥沃で水を得やすい、川に近

い土地が資源としての価値を

もつようになる。このように自

然界のすべてのものが、初めか

ら資源だったというわけでは

なく、それを経済的に利用する

技術が生まれてはじめて資源

となりうる。地中にあるヘドロ

のような石油も人類の叡智が

その利用価値を創造したから

資源になったのである。 
しかし利用価値がある自然

物すべてが資源というわけでは

ない。食べ物は人間にとって不可

欠でありアサリなどの貝類は縄

文時代から持続的に利用されている

2
食料資源であるが、同様に不可欠な空気を

今はこれを資源とは言わない。 
 一度人間が資源と認識されれば未来永劫その価値を持ち続けるわけでも

ない。イギリスの産業革命を支えた石炭も石油の開発により相対的に地位は低

下した。アブラツノザメの肝臓からはビタミン A を多く含む肝油が多く取れた

ため東北で多く漁獲されていたが、ビタミン A は工業的に生産できるようにな

りその利用価値が低下したように資源の価値は絶対的ものでもない。 
資源とは経済的概念である。たとえばミナミマグロ資源という場合、ミナミ

マグロという生物学な種の個体群を指すのであるが、経済的に利用できる自然

                                                   
2 日本の考古学発祥の地であるモースの大森貝塚からはアサリやハマグリなどが出土している。

現在周辺の海は埋め立てられ海は狭くなってしまったが、近くの羽田周辺では今もアサリやハマ

グリが捕れ、地元の人たちに消費されている。この貝塚は縄文中期であるから 2,500 年ほど利用

されていたことになる。 

図 1.3. 太平洋及びインド洋における戦後のマグロ 

延縄漁場の拡大(水産庁(1965)より改図)．図中の 

数値は昭和の西暦年号を表す． 

図 1.2. まぐろ類の漁獲量(農林統計より) 

0

100

200

300

400

500

1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

漁
獲
量

(
千
ト

ン
)

年



  

9  

物という概念を併せ持つので資源という用語を用いているのである。資源は人

類の叡智が歴史的に創造してきたものであり、その価値は普遍なものでもなく、

したがって資源とは歴史的・相対的・経済的概念である(長谷川, 1976)。 
 
 
1.2. 海洋生物資源の利用形態 
海洋の生物資源は食料としての水産資源だけでなく、工場資源や観光資源と

しても利用されている(表 1.1)。工業資源としては 2014 年末から中国船による

密漁で話題となった宝石サンゴも含まれる。宝石サンゴは浅海にサンゴ礁を形

成する六放サンゴ亜綱とは異なる八放サンゴ亜綱に属する種類で、その加工品

は古来より装飾品として珍重されてきた。近年脚光を浴びているホエールウオ

ッチングでクジラ類やイルカ類は観光資源として、カジキやスズキなどの魚類

はスポーツフィッシングなどの遊漁の対象魚種でありレジャー産業の資源と

して利用されている。このように海洋生物の用途は幅広くは、1~3 次の各産業

で利用されている。 
 
 

対象生物 １次産業 ２次産業 ３次産業

1 魚類（クロマグロ・マダイなど） 食料

遊漁・観賞

魚

2 甲殻類（クルマエビ・ズワイガニな

ど）

〃 機能性食品 観賞魚

3 軟体動物（クロアワビ・アサリな

ど）

〃 宝石・ボタン 潮干狩り

4 頭足類（マダコ・スルメイカなど） 〃

5 その他の無脊椎動物（ナマコ・ムラ

サキウニなど）

〃

6 八放サンゴ（モモイロサンゴなど） 宝石

7
鯨類（ミンククジラ・ゴンドウクジ

ラなど）・鰭足類（アザラシな

ど）・カメ類（スッポンなど）

〃

印材・潤滑

油・毛皮・

べっ甲

ホエールウ

オッチン

グ・水族館

8 微生物（出芽酵母など）

酵母・機能性

食品

表1.1. 海洋生物資源の主な利用形態

 
 
 

 これらの利用形態のうちホエールウオッチングは見るだけなので本来は非

消費的利用であるが、産業が発達すれば必ずしもそうではなくなる。会社間の
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競争のため観光客へのサービスがエスカレートし、鯨類を追跡・異常に接近す

るなどの行為のために、結果的に母鯨と保育中の仔鯨がはぐれてしまったり、

交尾の邪魔になったりして、繁殖妨害を起こして問題になることもある

3
。 

 
 
1.3 水産資源の３つの特色 
 水産資源には①更新性、②変動性、③無主物という 3 つの際立った特徴があ

る。 
 まず「更新性」について説明しよう。天然資源は図 1.4 のように分類される

(Schaefer, 1957)。天然資源(Natural Resources)は更新資源(Renewable Resources)と
非更新資源(Non-Renewable Resources)の 2 つに大別される。後者には石炭や石

油など 1 度しか利用できない資源が含まれる。更新資源は繰り返し利用できる

資源で、さらに自律更新資源(Self-Regulating Resources)と他律更新資源(Non-
Self-Regulating Resources)に分けられる。前者は自らの力で更新・再生する資源

で水産資源や森林資源などの生物資源が含まれる。後者はダムの水やミネラル

など更新するが自ら再生するわけではない。 
 生物資源は個体数が減少す

るともとに戻ろうとして反発

力が働き、増加する。そのとき

毎年増える量を純増加量とい

い、その純増加量だけとってい

れば個体数は増えも減りもし

ない。銀行預金を例にたとえて

言えば元金が海の中の資源

量に、利息が純増加量に相当する。その純増加量だけ捕っていれば資源量を減

らすことなく半永久的に利用できることになる。このように更新性があるから

持続的利用(Sustainable Utilization)が可能になる。 
 毎年秋になるとキノコの 1 種のマツタケが話題になり、テレビでマツタケ採

りの名人の話が放映されることがある。その名人の言葉として「発見したマツ

                                                   
3 このような事態に対応して国際捕鯨委員会の科学小委員会ではホエールウオッチングのガイド

ラインを作成している。 

図 1.4. 天然資源の分類(Schaefer(1957)) 

天然資源

非更新資源 石油、石炭等

更新資源

自律更新資源

水産資源、

森林資源等

他律更新資源

水、ミネラ

ル等
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タケをすべて収穫せず 1 本は残しておく、そうすればまた来年同じ場所で収穫

できる」という話を聞いたことがある人も多いであろう。生物資源は取り尽す

ことがなければ継続的に利用できることは経験的にも明らかである。 
それでは水産資源ではどの程度の漁獲量なら持続性があるのであろうか。あ

るいはその限界量はどの程度かといったことが「更新性」に関する資源管理の

課題である。 
 次に「変動性」であるが、天然資源を採捕する漁業では自然の環境変動に由

来する資源量の変動を避けることができない。この結果工業生産のような計画

的生産ができない。いわゆる大漁不漁が自然変動で起きてしまう。 
 特に日本の周辺水域ではレ

ジームシフト(Regime Shift)(川
崎, 1994)と黒潮の大蛇行という

2 つの大きな環境変動の要因が

ある。レジームシフトは 20～30
年周期で日本近海が温暖レジ

ーム(やや温かい水)と寒冷レジ

ーム(やや冷たい水)を繰り返す

現象で、これによってマイワシ

やマサバなどの沿岸の浮魚資

源は大変動を繰返している。図

1.5 は Kawasaki(1983)がまとめ

た、太平洋のマイワシ類の 3 種の

うち 2 種の漁獲量の推移である。

これら 3 種は太平洋の東西両側

の大陸沿岸に分布する種である

にもかかわらずその変動の周期はよく一致している。このようにレジームシフ

トは太平洋規模で起こる大規模な気候変動によるものであって、とても人間が

制御できるものではない。これによってマイワシやマサバなどの浮魚は 100 か

ら 1,000倍のオーダーで環境収容力

4
が変化すると推定されている(Tanaka, 2003)。 

                                                   
4 餌生物の生産力や生息場所の大きさなどから決まると考えられる、資源の生息可能量の上限

値。 

 図 1.5. 太平洋のマイワシ 2 種（極東マイワ 
シ、カリフォルニア・マイワシ）の漁獲量の変 
動、1900-1980（Kawasaki(1983)より改図） 
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 図 1.6 に近年までの 100 年以上にわたる我が国の「いわし類」

5
の漁獲量の推

移を、図 1.7 に Tanaka(2003)の結果から計算した、1950～2000 年のマイワシの

環境収容力の時間的変化を示す。マイワシ太平洋系群の環境収容力は 1970 年

頃に急増、1986 年頃に激減しており、その漁獲量は増加も減少もそれより数年

遅れて起こっている。毎年の利息である持続生産量も 2 つのレジームの間では

100 から 1,000 倍も違うことになる。 
もう１つの黒潮の蛇行である

が、大西洋を流れるメキシコ湾

流と同じく西岸強化流である

黒潮はその流路が安定せずに

大蛇行する海流として知られ

ている。このため日本近海の水

産資源は海産哺乳動物を除き

環境変動に由来する資源量変

動が大きい。 
現在の科学技術でもって広

い海洋の環境を自由にコント

ロールできないので資源量の

自然は受け入れるしかなく、

「変動性」に関する資源管理の

課題は自然変動にどのように

産業を対応させるべきかで

ある。 
 最後に「無主物性」につい

て説明しよう。水産資源は海

洋を自由に泳いでいるうちは誰のものでもない状態、すなわち無主物である。

その所有は漁獲した時点で確定する。誰でも漁業を行うことができるような

「自由参入」の制度下では、利益があるうちは漁業者の数は増え続ける。漁業

者の数が増えると漁業者間の競争が激しくなり、他の漁業者より先に優良漁場

                                                   
5 マイワシ・カタクチイワシ・ウルメイワシの合計。 

 図 1.6. 我が国のいわし類の漁獲量、1897-2012 
(農林統計より) 

  図 1.7. マイワシ大平洋系群の環境収容力の変化 
(Tanaka(2003)より作図)。実線は推定された曲線、 
点線は想定される曲線 
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に到着し、より多くの漁獲を得て、大きな利益を得ようとする。このため漁業

者間の激しい先取り競争が起こる。放置しておくと利益がなくなる水準まで資

源量は低下し乱獲になる。資源が万民の共有財産にはこのような状態に陥るの

で「共有の悲劇(tragedy of commons)」と呼ぶ人もいるが、個人財産でも乱獲に

なることがある。この点はあとで説明する。 
 この漁業者間の競争は資源が個人財産化されない限り決してなくならない。

漁業者別に漁獲量の上限が設定されれば、先捕りする必要はなくなるが、優良

漁場をめぐる競争が残る。水産資源は地理的に一様に分布することはなく分布

密度の高低がある。分布密度が高い漁場で操業すれば少ない操業回数、すなわ

ち少ないコストで決められた漁獲量を達成できると考える。したがって分布密

度が高い漁場に漁船が殺到し、周辺にある密度が低い漁場と同じ密度になるま

でその漁場で競って漁獲を続けるのである。 
 「無主物性」に関する資源管理の課題はこの漁業者間の無益な競争をどのよ

うに解消するかである。 
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第 2 章 水産資源の限界説 
 
近年、人口爆発により食料不足という話題が持ち上がることがある。多くの

議論は食料生産の技術を現在の技術水準に固定して予測しており、別な言い方

をすれば人類の叡智の進歩が止まったと仮定すると食料生産が限界に達し不

足するという論理である。 
 確かに地球の大きさも太陽からのエネルギー量も有限であり、したがって水

産資源にも自然科学的な限界

．．．．．．．．

があることは明らかであろう。しかしながら「世

界の漁獲量は過去には増加していたが最近は漁獲量が増加しなくなっている。

したがって近年の漁獲量が限界あるいはそれに近い」とする主張は論理の飛躍

というものである。自然の生産力と現在の漁獲量が一致しているという自然科

．．．

学証拠

．．．

がないからである。第 1.1 節で述べたように漁獲量は、利用する技術が

なければ海洋生物は利用されない。漁獲量の増加率が減少することから限界値

を推論する方法は、経済学でよく知られた法則の 1 つである「収穫逓減法則」

を利用している。まずはその推論の原理について見てみよう。 
 
 
2.1. 収穫逓減法則とは 
 収穫逓減法則は「生産を規定

する諸要因のうちに 1 つを固定

しとき、資本などの投入から得

られる生産量は，それらの投入

量の増加に従って増えるが，そ

の増え方は徐々に小さくなる」

という法則である。これを水産

資源に応用して説明すると、漁

獲対象資源をクロマグロに限定

したとき、クロマグロの漁獲量

は漁船数の増加に従って増える

が，その増え方は徐々に小さく

生
産
量

努力量

生
産

量

努力量

図 2.1. 収穫逓減法則(一般)  

図 2.2. 収穫逓減法則(水産資源)  
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なる、ということである。 
農業経済学などの本には収穫逓減法則を説明するために図2.1 のような曲線

が描かれている。図2.1の横軸は生産のために投入した資本などの努力量(effort)、
縦軸は生産量である。農地面積を固定すれば、この図の曲線が示すように努力

量を増加させてもいつかは限界に達する。水産資源についても漁獲対象資源を

限定すれば収穫逓減法則が成り立つが、その関係は図 2.2 に示すようなもっと

厳しい関係である。 
農業などでは努力量の増大に伴って生産量は一定量に漸近するが、一般に漁

業では生産量にピークがあってそれを超えると生産量はかえって減少する。こ

の点がほかの産業と大きく異なる点である。努力量を増やせば僅かでも生産量

が増える場合とそれが減少してしまう場合では雲泥の差がある。 
 いずれにしても利用する水産資源の生物学的な種の数

．．．．．．．．．．．．．

を限定すれば収穫逓

減法則が成り立つので、全体の漁獲量に上限値に達してそれ以上増えないこと

は明らかである。1.1 節で述べたように海洋生物は資源化する技術によって水

産資源になるのであって、したがってもし現在すでにすべての海洋生物が資源

化されているならば今後世界の漁獲量が大幅に増えることはない。逆に未利用

の海洋生物が多くあって資源の開発技術が発展すれば新しい水産資源となる

可能性があるのであれば今後世界の漁獲量が大幅に増える可能性がある。 
それでは現在開発可能な水産資源はすでに自然科学的限界に達しているで

あろうか。 
 
 
2.2. 開発可能な世界の水産資源とその生産力 
 水産資源学の分野においては、海洋生物の中には蛋白質の供給の一翼を将来

担うことができると期待されている、潜在的生物資源(Potential Stocks)(将来の

利用可能性をもつ生物資源)が知られている。 
その１つは深海生物である。深海の生態系には太陽エネルギーを基礎とした

生態系と海底熱水鉱床などのエネルギーを基礎とした生態系の 2 つの系がある

が、いまところの候補は前者であり、中深層(深海の中層域)に生息するハダカ

イワシ類が以前からの有力候補で研究例も多い。ハダカイワシ類の生息密度は

かなり低く、いまはハダカイワシ類を効率的に漁獲する技術がない。しかし生
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息密度が低くても海洋の 9 割を占める外洋域にも分布するので資源量の絶対量

は大きいのである。 
ハダカイワシ類はハダカイワシ目魚類(240 種余り)の総称で、体長は数㎝～

10 ㎝の小型魚が多く、中層の動物プランクトンなどを捕食している魚類である。

ハダカイワシ類は外洋域を含む世界中の海に広く分布している。その用途はフ

ィッシュミールや油脂の製造など加工原料である。Gulland(1971)によると世界

で約 1 億トンの漁獲可能量があると推定されており、これは近年の世界の漁獲

量 9 千万トンに匹敵する。 
ハダカイワシ類のうちハダカイワシ科魚類は世界の中深層における生物量

の 75％を占め、その資源量は 5.5～6億トンと推定されている(Catul et al, 2011)。
この数値とGulland(1971)の式を使って漁獲可能量を試算すると 2億トン以上に

なる

6
。また中東のオマーン湾に生息するイワハダカ(学名 Benthosema pterotum)

の資源量は 1 億トン、南極海の中深層の魚類の資源量も 2.1～4 億トンと推定さ

れている(Kozlov, 1995)。 
しかしながらこれらの推定値には大きな幅がある。 GjØsaeter and 

Kawaguchi(1980)は世界の中深層魚類の資源量は 9.5 億トンと推定し、Catul et 
al(2011)の推定値の 2 倍近い値である。逆に Shotton(1997)が推定した、オマーン

湾の中深層の魚類の資源量の推定値はわずか 0.02～0.2 億トンである。推定値

が大きく異なる原因の根本は時期や推定方法

7
の違いもあるが、データの絶対数

が少ないことであろう。正確な数値は今後の調査研究の成果を待たなければな

らないが、外洋域において動物プランクトンと大型魚類の間をつなぐハダカイ

ワシ類の資源量がかなり大きいことは間違いない。 
深海生物の他に浅海域に生息するナンキョクオキアミ (学名 Euphausia 

superba)のような動物プランクトンも潜在的な生物資源である

8
。動物プランク

トンは生態系ピラミッドの底辺に近いのでその生産力は生態学的に上位に位

                                                   
6 Gulland(1971)は漁獲可能量を計算する簡便式として、年間漁獲可能量＝0.5×自然死亡係数×資源

量を提案している。ハダカイワシの平均寿命を 5 年と仮定し、自然死亡係数を田内・田中の式で

推定すると 2.5÷3 年=0.83(/年)となる。したがって 0.5×0.83(/年)×5.5 億(トン)=2.3 億(トン/年)とな

る。なお GjØsaeter and Kawaguchi(1980)は自然死亡係数を 0.7～2(/年)としている。 
7 推定方法には 1)採集ネットによって生息密度を調査しこれに分布域の面積をかけて資源量を推

定する方法、2)科学的魚群探知機を用いて推定する方法などがある。 
8 現在は動物プランクトンの漁獲量は大した量ではないので問題にはならないが、大量漁獲とい

うことになれば、それを捕食する魚類への影響すなわち種間関係を考慮した生態系管理の視点が

必要になる。 
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置する水産資源、たとえサバ類やタラ類の生産力より桁違いに大きい。動物プ

ランクトンは現在でも加工原料にもできるが今はニーズも少なく採算に合わ

ないからあまり漁獲されていない

9
。前節で述べたようにこれらの生物は技術あ

るいは相対的な価値の低さが制限要因となって資源になっていない、潜在的生

物資源である。 
 以前から海洋の水産資源の持続的生産量の限界の推定も行われている

(Schaefer and Alverson(1968) 、 Gulland(1971) 、 Pauly(1996) 、 Alverson and 
Dunlop(1998)など)。その推定方法は、A)漁獲量の実績値を延長して予測する方

法、B)A)に未利用魚種の漁獲可能量を加算する方法、C)植物プランクトンの基

礎生産力から推定する方法、3 種である。表 2.1(Alverson and Dunlop、1998)にさ

ざまな推定値を示す。この表によると A)、B)、C)の推定値はそれぞれ 0.22～1.6
億トン、0.6～3.5 億トン、1.2～20 億トンである。3 つの方法にはそれぞれ長短

所がある。A)は単純に漁獲量の実績値を延長するだけであり新たな技術革新も

資源開発もないことを前提する意味では過小評価であるが、漁獲実績の単純な

引延しであり 10～20 年先の漁獲量の予測としては最も近い予測値を与えると

考えられる。しかしながら、新たに開発される資源の漁獲量を含んでいないの

で過小になる。表 2.1 には生産量

の限界の予測値を初めて超えた

年が記載されているが、この方

法の予測値に漁獲実績が達して

いないものもあるが、おおむね

30 年以内に実績値に追い越され

ている。 
  

                                                   
9 国内でもツノナシオキアミ(学名 Euphausia pacifica)が利用されている。本種は日本からカナダ

沿岸まで北部北太平洋に広く分布する浮遊性甲殻類で、日本近海のスケトウダラなどの底魚だけ

でも年間 100 万トンも捕食されていると推定されている。岩手県沿岸など東北地方のごく沿岸域

だけでもツノナシオキアミが 6 万トン程度(1990 年代の平均)漁獲されている。この量は平成 25
年の我が国全域の天然マダイ 2.3 トンやヒラメの漁獲量 5.3 万トンより多い。その用途は主とし

て養殖餌料や釣り餌用であり、一部が佃煮や干しアミの原料として利用されている。 

図 2.3. 世界の漁獲量の推移（FAO 統計 より)と予測 
曲線．点：データ，太い曲線：すべてのデータからの 
予測曲線，細い曲線：1983 年までのデータからの予 
測曲線、点線：それぞれの漸近線 
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 ロジスティック曲線の係数等を推定するためのデータとして 1)2013 年まで

のすべての漁業生産量を用いた場合と、2)1983 年までのデータしか使わなかっ

た場合を比較した。その結果が図 2.3 である 。1)の場合の生産量の限界値の推

定値が 1 億トンであるの対して、2)では 6.4 千万トンと約 3 分の 2 でやはりか

なり小さい。表 2.１の A) の手法の値と比較すると Schaefer の値などを除くと

1960 年代の予測値は 1980 年頃の漁獲量に近いことがわかる。 
 

表 2.1．世界の漁獲可能量の限界の推定値(Alverson and Dunlop(1998)より) 

推定方法 年 推定値（百万ト

ン） 著者 実際漁獲量

が超えた年 

A)漁獲量の

延長 

1949 21.6  Tompson 1952 
1955 55.4  FAO 1970 
1960 50-60 Finn 1981 
1962 55  Meseack 1970 
1962 70  Meseack 1986 
1965 66  Schaefer 1981 
1965 80  Alverson 1988 
1965 160  Schaefer  
1971 100  Gulland  

B)漁獲量の

延長+未利

用 

1962 60  Graham & Edwards 1981 
1962 70-80 Bogdanov 1988 
1971 260-350 Gulland   

C)食物連鎖 

1962 115 Graham & Edwards   
1962 180-1,400 Pike&Spilhaus  
1965 200 Schaefer  
1965 200 Pike&Spilhaus  
1966 1,000 Chapman  
1969 240 Ryther  
1970 2,000 Chapman   

その他 1978 400-700 Idyll   
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C)は海洋学的な学術的基礎に基づく値で、植物プランクトン→動物プランク

トン→魚類という食物連鎖を利用し、植物プランクトンの基礎生産力に転換効

率を掛けて動物プランクトン・魚類の生産力を計算し、このうち魚類の生産力

から求めた値である。この数値は 1 つの自然科学的な限界を示す意味で価値が

ある。しかし、浮遊性甲殻類などを含む動物プランクトンからの漁獲可能量は

除外されており過小推定であろう。B)は現在利用されている水産資源と水産資

源になりそうな魚類等の漁獲可能量を集計した値で、A)と C)の中間的な性格を

もつ値である。これらの数値のどれが近いかを判断することは難しいが、少な

．．

くとも現在の漁業生産量が自然科学的な意味での限界よりかなり小さい値で

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ある

．．

ことは理解できよう。 
 我が国でも 200 海里時代になってからの 1980 年に当時の科学技術庁によっ

て基礎生産力に基づく漁業生産の上限値の推定が行われている。推定は海域別

に 
 

(漁業生物生産上限)=(基礎生産力) 
÷(現在魚種組成で利用している基礎生産量)×(現在の漁獲量) 

 
を計算して集計したものである。表 2.2 がその推定値で、これによると日本の

200 海里水域内での漁業生物生産の上限値は 4,400 万トン、当時の平均漁獲量

610 万トンの約 7 倍である。なおこの著書での「現在」は 1975～1977 年であ

り、推定も「現在利用している魚種」に限定され未利用魚種は含まれない。 
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表 2.2．日本周辺水域の基礎生産量と漁業生産上限（科学技術庁(1980)より）  

海  域 面積 

(万㎞

2) 
基礎生産量

2)  

(百万トン) 

漁業生物生産 

上限値(万ト

ン) 

基礎生産量

の利用割合 

デトラ

イタス

3)

の利用

割合 

日本近海域

1) 

太平洋全区 30 1,998 910 32 6 
日本海全区 40 932 550 39 10 
瀬戸内海 1.94 54 60 70 ≒100 
オホーツク

海沿岸 4 525 910 8 5 

計 76 3,509 2,430   

二百海里水

域内 

太平洋全区 150.00 5,994 2,420   
日本海全区 85.00 1,981 1,030   
瀬戸内海 1.94 54 60   
オホーツク

海沿岸 4.00 525 910   

計 241.00 8,554 4,420   
1) 近海の面積は原則として水深 500m までとし、我が国周辺で漁業実態がある海域面積とし

た 
2) 湿重量       
3) 基礎生産量の 45％として計算     

 
 
 この数値を見て驚く人もいるかもしれないが決して現実離れした数値では

ない。その例証の 1 つとして、あまり利用されていないカタクチイワシ資源量

を他の魚によって捕食された量から試算してみよう。漁獲統計からの推定は漁

業が行われている水域の資源量に限定され過小になるが、捕食量ならその制約

はない。マサバやゴマサバは 1 日当たりカタクチイワシを 1～5 尾程度捕食し

ている

10
。2013 年のマサバの資源量は太平洋系群で 5,808 百万尾であるから、

                                                   
10 中束明佳・川端 淳・須賀明典・久保田 洋・岡村 寛・大関芳沖. 2010. 黒潮親潮移行域お

よび親潮域におけるマサバおよびゴマサバの胃排出速度と日間摂餌量の推定. 水産海洋研究, 
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少なめに見積もっても捕食されたカタクチイワシの重量は資源尾数×365 日×

1 尾/日×体重(3g と仮定)≒670 万トンとなる。これに日本海のマサバに加えて

ゴマサバやカツオなどの浮魚、ヒラメなどの底魚の捕食量を合計すれば捕食量

は数千万トンになるであろう。マサバなどは人間が間引いているので余剰があ

り、仮に資源量の 1/3 が間引かれているとすればこの数千万トンのうち 1/3 は

余剰になるので、1,000 万トン程度の漁獲が可能になると試算できる。近年の

カタクチイワシの漁獲量は概ね 30～50 万トンでありこれに比べてもかなり大

きい。 
世界の漁獲物の未利用物として混獲魚の海洋投棄量(Alverson et al, 1994)があ

り、その量は 2005 年に修正された推定値(Kelleher, 2005)で 6.8 百万トンでこれ

は当時の世界の漁獲量の 8％に相当する。商品価値がなく投棄される魚を資源

化できれば漁獲可能量を増加させることができる

11
。食品として利用が難しい

場合でもフィッシュミールにでもできれば無駄なく利用できる。 
最後に栽培漁業と養殖業による生産の増産の可能性について簡単に述べて

おこう。まず栽培漁業は天然資源に人工的に生産した種苗等を追加放流して資

源量の維持・増大を助けるとともに自然変動を抑えて安定化させる手法である。

しかし資源量には自然界の環境収容力という上限があるので理論的には種苗

放流でもってそれ以上に資源を増加せることはできないと考えられており、理

想的な資源水準に資源量が回復すれば種苗放流の役割は自然変動を抑えて安

定化させることだけになるであろう。また種苗生産のための親魚の数が自然界

に比べれば圧倒的に少ないため、遺伝的多様性の観点からの課題も大きく、こ

の点に配慮しないで種苗放流することは好ましくない

12
。 

次に海藻類や貝類を除く多くの養殖は給餌養殖といって餌を与えて幼稚魚

育成している。ブリ(ハマチ)、マダイ、ヒラメ、クルマエビ、ニホンウナギ、ギ

ンザケなども皆給餌養殖である。平成 25 年度の水産白書によると 1kg の養殖

マダイを生産するのに 2.8kg の餌が、ブリでは 2.7kg の餌が必要である。この

餌にはイカナゴなどの生魚やカタクチイワシや小型のサバ類などから作られ

るフィッシュミールを含む配合餌料が含まれ、したがって養殖生産は食料生産

                                                   74(2): 105–117. 
11 このほか資源の無駄使いとして流通段階・外食産業・一般家庭における廃棄がある。 
12 かつてミナミマグロの会合に参加した研究者の話によると、種苗放流の計画の話をしたところ

オーストラリアの科学者から遺伝汚染になるとして反対されたそうである。 
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としては純増ではなく純減である。なお、イカナゴなどの水産資源には生鮮あ

るいは食品の加工原料として利用されている一方で、非食用としての利用価値

もあり、それらを乱獲でない範囲で漁獲して養殖餌料として利用することは無

駄ではなくむしろ経済的には資源の有効利用である。また海苔・ワカメなどの

海藻類、カキやホタテガイなどの貝類の養殖は適地が限定されるので大きな増

産は望めないであろう。 
以上のように日本を含む世界の漁獲量の増加を規定している要因は海洋生

物を資源化する技術

13
であって、現時点における漁獲量の増加率の逓減は自然

科学的限界ではなく技術革新が行われていないことによる。すなわち漁業生産

を規定する要因の 1 つである利用可能資源の種類が技術的に固定されているの

で、他の要因を増加させても生産量の増加率は減少している、ということであ

る。この意味ではハダカイワシ類を商業的に利用する技術が発見された途端、

しばらくの間は資源無尽蔵のような局面になり、その限界が見えたとき再び現

在のような状況に戻ることになるかもしれないのである。 
過去の漁業の歴史はそれを繰り返していた。今の時代は資源無尽蔵という思

想の時代から限界説の時代へ移った後の時代である。そのことを中世以降の欧

米の資源開発の歴史から見てみよう。 
 
 
2.3. 欧米における資源無尽蔵説と資源限界説の沿革 
 海洋法に関する文献(浅野, 1964)によると、中世(15 世紀頃まで)のヨーロッパ

社会の基本法であるローマ法では「海はすべての者に開放される万民の共有物」

と考えられていた。図 2.4 に示すように古代ローマ人は「物」を「財産を構成

する物」と「財産を構成せざるもの」に区別し、さらに後者を「神法上の」「(a)
神聖物」「(b)宗教物」「(c)聖護物」及び「人法上の」「(d)万人共有物」「(e)公有物」

「(f)公法人の物」の 6 つに区別している (原田, 1949)。このうち(d)万人共有物

に空気・流水・海洋・海岸が含まれる。ローマ法の「共有」の概念として、「所

有権又は占有が全部にわたって二人に属することはあり得ない。各自が物の一

                                                   
13 技術には漁労だけでなく利用加工も含まれる。たとえばハダカイワシ類はワックスを含むので

利用加工の技術が必要である。 
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部の所有者であるのではなく、

物全部の所有権を不分割のま

ま部分宛て有しているのであ

る」と説明されている。ローマ

人の個人主義は徹底しており、

「共有」もいつでも裁判で個人

に分割できる概念だったよう

である。およそ「和を以て貴し

となす」とする日本の文化とは

対称的であり、資源に関する考

え方の違いも文化の源流から異なっている。 
またこの法では「所有権の取得」に「無主物先占」があり、捕獲した鳥獣は

狩猟者の所有に属するとされている。しかし「所有権の消滅」で鳥獣は逃げ去

ったときは自然状態に復帰して無主物となるとされている。以上のことから水

産資源は近代法では財産として位置付けられているが、その点を除きローマ法

では「万人の共有物であり捕獲によって所有が確定する無主物」であり、実質

的な性格は今と変わらないことがわかる。現在の欧米社会にある「海洋の水産

資源は万民の共有財産である」という基本理念は少なくともこの時代から法律

として扱われてきたことになる。なお第 6 章で述べるように日本では近世以降

に 1 つの村が 1 つの沿岸漁場を占有する 1 村 1 漁場の原則を確立し、現在まで

漁場を権利化した原則が引継がれてきており、社会的歴史的背景が異なってい

る。 
中世までは漁労技術も未熟であり海洋の水産資源は本当に取り尽せない、無

尽蔵な状態であったことであろう。しかし近世(15 世紀～19 世紀初め)に入ると

漁業も拡大し、17 世紀にはイギリスとオランダの間で漁業紛争が起こった。そ

の時代の漁労技術では漁場は浅い沿岸に限られており、軍艦を擁したオランダ

の漁船が現在は漁場になっている北海の沖合域を通過して、イギリスの沿岸で

操業したからである。どこの国の政府も自国の漁業を守ろうとするのは当然で

あり紛争も当然の帰結である。ここでこのような国家間の大きな紛争が起こっ

たということは水産資源あるいは漁場に限界があったからで、少なくとも無尽

蔵という認識ではなかったこと示している。 

物

(A) 財産を構

成する物

(B) 財産を構

成せざる物

神法上の

(a) 神聖物

(b) 宗教物

(c) 聖護物

人法上の

(d) 万人共有

物

(e) 公有物

(f) 公法人の

物

図 2.4. ローマ法における物の分類(原田, 1949) 
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漁業紛争や海洋交通を背景に、海洋の管轄権に関して 1609 年オランダのグ

ロティウスは狭い領海(territorial waters)、広い公海(open sea)を原則とする「自由

海論」が刊行され、「閉鎖海論」を主張するイギリスのセルデンらと対立した。

「自由海論」の 2 つの論拠の１つが資源は無尽蔵であり万人に開放されるべき

共有物であるという道徳的理念であり、「閉鎖海論」の 1 つの論拠が漁業資源

には限界があり各国の財産であるという理論である。 
当初は閉鎖海論が優勢だったが、管理経費などの現実問題から自由海論に代

わっていった。そして海洋自由の原則は 18 世紀中ごろから受け入れられ、19
世紀初めには慣習国際法となった(浅野, 1964)。海は万民の共有物という理念か

ら狭い領海広い公海という考えが受け入れられたのである。 
近代になり 19 世末になると、沿岸操業に限られていた漁業が 19 世紀中ごろ

に実用化した蒸気エンジンを搭載した汽船トロール漁船の発達で、北海全域で

カレイ類やタラ類が漁獲されるようになる。イギリスとオランダの間で漁業紛

争のころは操業できなかった水深が深い漁場での操業が可能になったのであ

る。この技術革新により沿岸資源から沖合資源へと資源開発が進んでいった。

当時の経済学者マーシャル(Marshal, 1928)は「漁場・鉱山・建築敷地の収穫法則」

の項で以下のように述べている。 
「海洋漁場については見解が分かれている。海洋の容量は巨大であって魚

類は非常に豊富である。或る者は人間は海洋中に残る魚数を著しく減ぜず

して海洋から実際上無限の供給を引き上げ得ると考える。言い換えれば収

穫逓減法則は海洋漁場には殆んど全く適用がないと考える。之に対して他

の者は、経験の示す通り盛んに漁獲を行った漁場殊に蒸気トロール船を用

いた漁場の生産性は低下すると考える。」 
つまり海洋漁場に収穫逓減法則が適用できるかわからないとしている。しかし

19 世紀には今でいう乱獲は起こっていたが、まだマーシャルのころは代替資源

や漁場が豊富にあったので次々と新しい資源や漁場を利用することで生産性

の低下を避けることできたでからである。 
海獣類の資源に関しても同様で、18 世紀にはロシア側から毛皮の採集を目的

としてラッコ猟が行われ、19 世紀かけてベーリング海等の生息域全体で捕獲さ

れてラッコは乱獲状態になり、20 世紀初めには絶滅寸前にまで減少した。しか

し 19 世紀は北極に豊富なアザラシ類が代替資源としてあったのである。次々
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と代替資源の開発を進めれば生産量に限界はない、すなわち資源は再び無尽蔵

であるとの認識になるのである。マーシャルが「海洋漁場については見解が分

かれている」と述べたのはこうした背景による。 
しかし水産資源が無尽蔵に見えた期間は短かった。20 世紀に入り北海及びそ

の周辺水域にはもう大きな資源がないことが知られてくる。イギリスやノルウ

ェーが水平的には

．．．．．

最後の未開発海域である南極海へ鯨類を求めて出漁を本格

化したのも 20 世紀初めである。こうした中、1902 年にヨーロッパの国々は北

海の水産資源の科学的調査を任務とする国際海洋常設理事会(The International 
Council for the Exploration of the Sea: ICES)を設置した。ICES は現存する水産資

源の国際的組織としては最も古い。その設立はヨーロッパの社会が水産資源の

保存・管理について関心を持ち始めていたことを示す。具体的な漁業規制の相

談に入る前にまず学術的に検討して、規制受入れの下地を作っておくことは円

滑な規制導入には必要な手続きである。この後 1910 年代から海洋国間でいろ

いろな条約が締結された(浅野, 1964)。以上のように欧米では水産資源について

再び資源無尽蔵説から資源限界説に変わったのは 100 年ほども前のことだった

と考えられる。 
 ICES の下部組織に科学的委員会があり、そこでの最大の成果は最大持続生

産量(Maximum Sustainable Yield: MSY)(Russell, 1931, 1942 )14
という理想を得た

ことである。1.1 節で述べたように水産資源は自律更新資源であり、持続的利

用が可能である。Russel は水産資源の純増加量について生物学的に考察し、資

源量がゼロあるいは飽和水準では純増加量ゼロで、その中間の水準で最大の純

増加量は最大になるので、この最大純増加量すなわち MSY を実現することが

人類にとって最適であると指摘した。MSY．．．

は目指すべき理想を数値で示す点

．．．．．．．．．．．．．．．

に歴史的意義がある

．．．．．．．．．

。MSY の発見とともに乱獲の定義も行われるようになっ

た。次の第 3 章で述べるようにその後 MSY という理想は、理念や理想を重ん

じる欧米を中心とした国際社会にける資源管理の目標として急速に普及して

いった。 
水産資源の限界説は徐々に世界に広がり、有限な水産資源を有効に利用する

ことを目的として、1923 年に太平洋オヒョウに関するアメリカとカナダの 2 国

                                                   
14 Russel(1931)は”Maximum Sustained Catch”を用いているが今日の MSY と同義である。 
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間条約(Treaty for the Protection of the Pacific Halibut)(後の国際太平洋オヒョウ委

員会(International Pacific Halibut Commission: IPHC))、1949 年国際捕鯨取締条約

(International Convention of Regulation of Whaling: ICRW)、1966 年大西洋まぐろ

類保存委員会(International Commission of Conservation of Atlantic Tuna: ICCAT)等、

次々と国際漁業機関が設立されていった。前節で述べたように資源限界説は当

面の間技術革新が起こらないことを前提にするものである。日本には外国水域

で新しく開発された魚種でも柔軟に受け入れる体質があるが、経済的に利用価

値がある魚種の種類が限定される国々では資源限界説に傾くのは当然だった。 
資源限界説が世界に広まる中、1977 年、ついに世界の歴史の針が 180 度方向

を変える出来事が起こった。アメリカや旧ソビエト連邦が相次いで領海を 12 海

里、排他的経済水域(Exclusive Economic Zone: EEZ)を 200 海里とすると宣言し

たことによって、海洋法が事実上 200 海里法になったことである

15
。これは 300

年前から続いた「自由海論」が「閉鎖海論」に変わった瞬間であり、ヨーロッ

パ社会だけでなく世界が資源限界説に切り替わったのであり世界の思想の大

転換であったといえる。 
 その是非はともかく 200 海里時代になって沿岸の水産資源は沿岸国に所有さ

れ、公海上の水産資源は加盟国の共有資源と位置付ける時代になった。1994 年

に正式に発効した

16
国連海洋法条約(United Nations Convention of the Law of the 

Seas: UNCLOS)では沿岸の水産資源はその国で管理し、公海に広く分布するマ

グロ類などは関係国で構成される地域漁業機関(Regional Fishery Organization: 
RFO)で管理されることなった。 

200 海里法は沿岸国に沿岸資源の管轄権を著しく強化したことは間違いなく、

沿岸国独自の資源管理を実施可能にしたという利点があった。沿岸の水産資源

といえども、アサリやアワビ類などのごく沿岸域だけに分布する資源を除き、

ヒラメやカレイ類などその多くの資源の分布域は 12 海里を大きく超えており、

EEZ が 12 海里では公海上の外国船の漁獲を排除できない。しかし EEZ が 200
海里になったことに加え、国連海洋法条約では資源の主要な分布が 200 海里内

であるときはそこからはみ出し部分についても沿岸国の管理の権限を認めて

                                                   
15 水産資源の問題だけで 200 海里になったわけではなくアメリカは海底資源の保存に関心が強か

ったといわれている。しかしさまざまな資源に限界があると認識していたことに変わりはない。 
16 日本は 1996 年に批准・発効した。アメリカは海底資源の問題から現在も批准していない。 
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おり、沿岸国独自の資源管理の実施をさらに強化したのである。第 4 章で述べ

るような、資源の一部に所有権を与えるような資源の管理方式

17
も沿岸国に資

源全体の所有権がなければ実施できなかったはずであり、その意味で 200．．．

海里

．．

法は資源の新たな管理方策実施の契機となった

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。 
 
 
 
 

                                                   
17 譲渡可能個別割当(ITQ)制度など。 
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第 3 章 持続生産量の理論の発展と限界 
 
 2.3 節で述べたように MSY という思想は国際社会にける資源管理の目標と

して急速に普及し、一時的には各国の国内法や国際漁業委員会における管理目

標は MSY で独占されたといっても過言ではない状態になった。ところが、今

日ではその主役の座を奪われ、資源管理の目標の中での共通点は資源の持続性

(Sustainability)という点だけになり、生産量(Yield)には持続性の概念すらないケ

ースがあるようになっている。 
 
 
3.1. 持続生産の基礎理論 
 持続生産の理論は生態学の

「密度効果(density effect)」の理

論の基づいており、その意味で

は密度効果が持続的利用の理論

の根幹である。簡単なモデルを

使ってそれを説明しよう。生物

は個体数が減少するともとに戻

ろうとして反発力が働き増加す

る。図 3.1a)に示すように、資源

量が低いときは 1 尾当たりの餌

の量も多く生息場所も広いので

自然増加率は大きいが、資源量

が大きくなるにつれて減少し、

飽和水準である環境収容力

(carrying capacity)ではゼロにな

る。 
このように生物の生息密度が

増殖に与える影響を密度効果と

いう。もし生息環境が無限に大

自
然
増
加

率
：
l

資源量：P
環境収容力：K

a)

r

0

l=r(1-P/K)

自
然
増

加
量

（
持
続

生
産

量
：

S
Y
）

資源量：P

環境収容力：K

b)

0

SY=rP(1-P/K)

MSY

乱獲 ← → 未利用

図 3.1. 資源量と自然増加率、自然増加量の関係 
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きければ、環境による抵抗を受けることはなく、無限に増殖し続けるすること

になるが、現実には起こらない。資源量がゼロであるときの増加率は密度効果

＝環境抵抗を全く受けていない状態での増加率であり、これを内的自然増加率

といって、その生物が潜在的に持つ最大の増加率である。 
この自然増加率に資源量を掛けた値が自然増加量で。図 3.1b)に示すように自

然増加量は資源量がゼロあるいは飽和水準ではゼロで、その中間の水準で最大

の純増加量は最大になる。自然増加量は銀行預金でいう利息に相当するので、

自然増加量だけを毎年漁獲すれば資源量は毎年一定になる。そのためこの自然

増加量は毎年継続して得られる持続生産量(Sustainable Yield: SY)であり、その

最大値が MSY である。 
繰り返しになるが生物集団の密度効果こそが持続的利用の理論の根幹であ

って、密度効果に基づかない持続生産の理論は存在しない。上記の理論に基づ

くならば自然環境の変動は環境収容力に影響を与え、その大きさを変動させて

いると理解するのが自然であり、したがって持続生産量に変動はあっても持続

的利用は可能である。 
MSY の発見とともに乱獲の定義も行われるようになった。MSY を与える資

源量が理想であるから、一般的な生物学的乱獲の定義は図 3.1b)に示すように資

源量がそれより低い領域にある状態で、それより大きい領域に資源量があれば

未開発となる。 
 上記の持続生産の理論は単純でわかりやすく、また MSY は人類の共有財産

である有限な水産資源から得られる、永遠かつ最大の恩恵であり、その崇高な

理念はその後広く国際社会で受け入れられることになる。 
なお、１つ注意しておきたいことは上記のモデルは主に理論研究で用いられ

るモデルであって、実際の分析には性別に年齢構成や成長を考慮した、もっと

複雑なモデルが用いられている。たとえば上の単純なモデルでは漁獲が始まる

年齢の違いによる、漁獲の影響の相違については検討できない、という欠点が

ある。努力と漁獲に関する問題の数学的な本質を描き出すだけならば、この単

純なモデルで十分なので概念の説明によく使われている。 
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3.2. 管理目標としての MSY の普及と衰退 
MSY は 1950 年代以降 1982 年設立の「南極の海洋生物資源の保存に関する

委員会(CCAMLR)」までの、我が国に関連する主要な国際漁業機関の資源管理

の目標とされた

18(表 3.1)。しかし、1982 年に第 3 次国連海洋法会議にて国連海

洋法条約が採択されてからは、みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)を初めその後

に設立された国際漁業委員会では、管理目標として資源の保存”conservation”あ
るいは持続可能性”sustainability”はどの委員会でも残されて目標の一部になる

が、漁獲量に持続可能性を求める委員会は減り、漁獲量に持続可能性を求める

委員会では最大”maximum”がなくなっている。そればかりか、MSY を目標とし

ていた太平洋オヒョウ国際委員会(IPHC)は 1979 年の議定書で、3.3 節で述べる、

持続性をとった最適生産量(Optimum Yield: OY)に変更するなど、表 3.1 に示す

現存する委員会で MSY を管理目標するものは少数派になってしまっているの

である。 
1994 年に発効した国連海洋法条約

19
における「排他的経済水域」の生物資源

に直接的に関する第 61～62 条の条文、および「公海における生物資源の保存

及び管理」の生物資源の保存に関する第 119 条の条文は下記のようになってい

る。 
 
第 61 条 生物資源の保存 
1 沿岸国は、自国の排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量を決定す

る。 
2 沿岸国は、自国が入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して、排

他的経済水域における生物資源の維持が過度の開発によって脅かされな

いことを適当な保存措置及び管理措置を通じて確保する。このため、適当

な場合には、沿岸国及び権限のある国際機関（小地域的なもの、地域的な

もの又は世界的なもののいずれであるかを問わない。）は、協力する。 
3  2 に規定する措置は、また、環境上及び経済上の関連要因（沿岸漁業社会

                                                   
18 川上(1972)の p629 でも、失効した通称「オットセイ条約」や条約以外に日韓の協定など含め

て合計で、その当時の 12 の条約・協定の目的などをまとめている。そのうち７つ条約等の目的

が最大持続生産になっている。 
19 法庫. 2015. 海洋法に関する国際連合条約(http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM). 
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の経済上のニーズ及び開発途上国の特別の要請を含む。）を勘案し、かつ、

漁獲の態様、資源間の相互依存関係及び一般的に勧告された国際的な最

低限度の基準（小地域的なもの、地域的なもの又は世界的なもののいずれ

であるかを問わない。）を考慮して、最大持続生産量を実現することので

きる水準に漁獲される種の資源量を維持し又は回復することのできるよ

うなものとする。 
4 沿岸国は、2 に規定する措置をとるに当たり、漁獲される種に関連し又は

依存する種の資源量をその再生産が著しく脅威にさらされることとなる

ような水準よりも高く維持し又は回復するために、当該関連し又は依存

する種に及ぼす影響を考慮する。 
5 入手することのできる科学的情報、漁獲量及び漁獲努力量に関する統計そ

の他魚類の保存に関連するデータについては、適当な場合には権限のあ

る国際機関（小地域的なもの、地域的なもの又は世界的なもののいずれで

あるかを問わない。）を通じ及びすべての関係国（その国民が排他的経済

水域における漁獲を認められている国を含む。）の参加を得て、定期的に

提供し及び交換する。 
 
第 62 条 生物資源の利用 
1 沿岸国は、前条の規定の適用を妨げることなく、排他的経済水域における

生物資源の最適利用の目的を促進する。 
(第 2 項以下は外国船の入漁などに関するものなので省略) 
 
第 119 条 公海における生物資源の保存 

1 いずれの国も、公海における生物資源の漁獲可能量を決定し及び他の保

存措置をとるに当たり、次のことを行う。 
a．関係国が入手することのできる最良の科学的証拠に基づく措置であ

って、環境上及び経済上の関連要因（開発途上国の特別の要請を含む。）

を勘案し、かつ、漁獲の態様、資源間の相互依存関係及び一般的に勧

告された国際的な最低限度の基準（小地域的なもの、地域的なもの又

は世界的なもののいずれであるかを問わない。）を考慮して、最大持続

生産量を実現することのできる水準に漁獲される種の資源量を維持し
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又は回復することのできるようなものをとること。 
b．漁獲される種に関連し又は依存する種の資源量をその再生産が著し

く脅威にさらされることとなるような水準よりも高く維持し又は回復

するために、当該関連し又は依存する種に及ぼす影響を考慮すること。 
2 入手することのできる科学的情報、漁獲量及び漁獲努力量に関する統計

その他魚類の保存に関連するデータは、適当な場合には権限のある国際機

関（小地域的なもの、地域的なもの又は世界的なもののいずれであるかを

問わない。）を通じ及びすべての関係国の参加を得て、定期的に提供し、及

び交換する。 
3 関係国は、保有措置及びその実施がいずれの国の漁業者に対しても法律

上又は事実上の差別を設けるものではないことを確保する。 
 
第 61 条は資源の保存に関する条文で、第 1～3 項の趣旨は漁獲可能量を決定

して MSY を与える資源量水準の維持を目標とした保存措置

．．．．

することであり、

積極的に MSY 実現する趣旨ではなく MSY を与える資源量水準を「資源開発

の限界」として位置付ける内容である。 
第 61 条第 4 項で管理措置は単一種だけでなく、関連する生物の保存も考慮

することになっている。第 4 項の具体例としては観光資源として鯨類が利用さ

れ、その鯨類が利用している餌生物を漁獲している場合、餌生物を漁獲するこ

とが与える鯨類資源への影響を考慮しなければならない。この場合、餌生物資

源からの漁獲可能量は MSY よりも小さいかもしれないことを意味する。公海

上の資源に関する第 119 条第 1 項も上記と同様の内容である。 
第 62 条の第 1 項で「…前条の規定の適用を妨げることなく(without prejudice 

to article 61)…最適利用(Optimum Utilization: OU) の目的を促進する」となって

いて、第 61 条にいう保存が満たされる範囲内で最適利用することになる。条

文で最適利用の定義はなく、沿岸国が定める「最適利用」を促進するのであり、

その中身は沿岸国次第である。 
国連海洋法条約の国内の解説書にはこの点に関し「我が国では MSY を実現

することと解せられる」と書かれているが、それは沿岸国である日本では国内

法(通称 TAC 法)で MSY を資源管理の目標としているからであって、他国も同

じ解釈になるとは限らないのである。国連海洋法条約は先進国や発展途上国 

  

34  

表 3.1. 我が国が関係する主要な国際漁業委員会および国際太平洋オヒョウ委員会の資源利用の目標 

委員会名(現在の名称) 略号 設立

年次 
発効

年次 対称生物 海域 

国際太平洋オヒョウ委員会 IPHC 1923 1923 オヒョウ ベーリング海 
国際捕鯨委員会 IWC 1946 1951 大型鯨類 全世界 
北西大西洋漁業機関 NAFO(前 ICNAF) 1949 1950 底魚 北西大西洋 
全米熱帯まぐろ類委員会 IATTC 1949 1950 マグロ類 太平洋東部 
大西洋まぐろ類保存国際委員会 ICCAT 1966 1969 マグロ類 大西洋 
南東大西洋漁業機関 SEAFO(前 ICSEAF) 1969 1971 底魚 南東大西洋 
南極の海洋生物資源の保存に関

する委員会 CCAMLR 1980 1982 海洋生物資源 南極海 

北太平洋溯河性魚類委員会 NPAFC 1992 1993 溯河性魚類 北太平洋 
みなみまぐろ保存委員会 CCSBT 1993 1994 ミナミマグロ (生息海域) 
インド洋まぐろ類委員会 IOTC 1993 1996 

マグロ類・カツオ インド洋 
中西部太平洋まぐろ類委員会 WCPFC 2000 2004 

マグロ類・カツオ 太平洋西部 
 

委員会略号 

     資源量の目標 利用の目標 
主な規制措置 

設立時 現在 設立時 現在 
IPHC なし OY 水準  産業の保存 MSY→OY＊1 漁獲量規制・禁漁期 
IWC 保存 同左 産業の発展 同左 漁獲量規制・体長制限 
NAFO MSY 水準 保存 MSY＊3 OU＊3 漁獲量規制 
IATTC MSY 水準 保存 MSY SY＊2 漁獲量規制・混獲規制 
ICCAT MSY 水準 同左 MSY 同左 漁獲量規制・努力量規制 
SEAFO 保存 長期保存 合理的利用 SY 禁漁区・漁獲量配分 
CCAMLR 保存 同左 MSY 同左 漁獲量規制 
NPAFC 保存 同左 系群保護 同左 公海での漁獲禁止 
CCSBT 保存 同左 OU＊4 同左 漁獲量規制 
IOTC 保存 同左 OU＊4 同左 禁漁区・混獲防止 
WCPFC 長期保存 同左 SY 同左 努力量規制・禁漁期 

＊1  1979 年の議定書で 1953 年の MSY から OY(Optimum Yield)に替えられた。 
＊2  2010 年の改定。「国際法の関連規則に従い」という条件が付いているので、国海洋法条約にもある MSY と解

釈できなくもないが maximum"を外したことは事実である。 
＊3  NAFO の前身であった ICNAF では MSY(Maximum Sustained Catch)が目標であった。NAFO の発足時には

Optimum Utilization となっている。 
＊4  最適利用(Optimum Utilization) 
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様々な立場の国々の公約数を求めた結果であり、その国の立場でその文章を読

めば自国の主張が反映できるように文章が作られているのであって、これも国

際委員会でよく行われる手法の１つであることに注意する必要がある。 
結局、「資源保存」の基準を「MSY を与える資源量水準」に求めつつも、全

体的には次の 3.4 節で述べるアメリカの最適生産量を含めて沿岸国の考えを反

映できる内容になっている。これは当時から国際社会が資源管理の目標を MSY
以外の概念に移行しつつあったからである。表 3.1 には日本に関連する主要な

国際漁業条約に基づく地域漁業機関(RFO)と大規模な資源管理で著名な太平洋

オヒョウ委員会の管理目標が示されているが、管理組織である委員会が設立さ

れた当時と現在の管理目標は異なっているケースが多く、記載されているすべ

ての委員会で資源を保存することは現在も明記されているが、MSY を資源管

理の目標とする委員会は少数派になっていることがわかる。世界の資源利用の

目的は MSY から離れ多様化しているのである。 
なお、沿岸国の EEZ で資源の独占が達成できない高度回遊性魚類などについ

ては、溯河性魚類と跨界性魚類を除き漁業機関を設置して管理することになっ

ている(表 3.2)。 
 
表 3.2. 国際資源の分類 

分 類 内 容 管理主体または

管理組織 資源の例 

高度回遊性魚類資源 

(high migratory fish stock) 公海や EEZ を広く回遊する資源 国際漁業機関 カツオ・マグロ類 

公海魚類資源 

(open sea fish stock) 公海水域に分布する資源  同 上 海山の底魚類など 

越境性魚類資源 

(trans-boundary fish stock) 
複数国の EEZ に分布し各国の EEZ
を通過・移動する資源 地域漁業機関 マサバ・マイワシなど 

分割所有魚類資源 

(shared fish stock)  
複数国の EEZ に跨って分布するが

公海にはみ出していない資源  同 上 マダイ、ホッケなど 

跨界性魚類資源 

(straddling fish stock) 
その大部分が EEZ に分布するが一

部が公海にはみ出している資源 沿岸国 カナダ東岸のマダラ 

遡河性魚類資源 

(anadromous fish stock)  産卵のため母川回帰する資源 母川国 サケ・マス類 
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3.3. MSY の問題点 
 1960 年代までは MSY は ICCAT などの国際漁業委員会における資源管理の

目標となっていた。MSY が尊重された理由は、理念や理想を重んじる欧米社会

にとって MSY には「理想と限界を絶対的な１つの数値で表す」という優れた

利点があったからである。毎年持続的に捕りうる量の最大値であるという「理

想」としての性格と、これ以上の量を漁獲し続けると資源は乱獲状態になりい

つかは絶滅に至るという「限界」という 2 面がある。国際漁業委員会では各国

政府の代表が自国の利益を守るために議論が激突することはごく普通である

が、たとえそうした会議であっても MSY に真っ向から異議を唱えることは難

しい。 
 それに加えて、経済状況も異なる国家間の資源問題を経済問題としては簡単

には解決できないが、利害を超越した生物学的な基準なら合意である、という

事情もあった。MSY を目標とすることについては、1)国家間の資源配分の問題

については言及していない、2)生物学的に決まる限界量に反対することは難し

くその最大量であるなら自国の取り分も多くなるだろう、だから総論としての

目標なら合意できる、というわけである。規制によって資源が増加することは

賛成であるが、自分が規制されることには賛成できない、という総論賛成・各

論反対の議論は洋の東西を問わないが、MSY は総論であるから国際条約の目

標とすることには賛成できる。こうした事情もあって国際条約では MSY は普

及するのであるが、その一方で各国とも国内産業としては MSY を目標とする

必然性が必ずしもあるわけではない現実もあり、後にそれが顕在化する。 
 MSY がもつ価値とは裏腹に太平洋オヒョウを除けばその実現例はほとんど

ない。また多くの批判があり田中(1985)は以下のような 5 つに批判があると述

べている。 
1)MSY の基礎となるモデルがあまりに単純であること 
2)種間関係が考慮されていないこと 
3)平衡状態の仮定は現実の漁業にも自然環境に合わないこと 
4)経済的概念を無視していること 
5)MSY の値を推定することが困難であること、 
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確かに 3.1 節で紹介したモデルは水産資源の数量変動は密度効果だけで決ま

るモデルである。鯨類や鰭脚類

20
のような海産哺乳動物であれば、魚類と異な

り子育ても行い自然環境の変動を受けにくく、密度従属的に変動する動態モデ

ルが有効であろう。 
しかし図 1.5 に示したマイワ

シのように環境変動の影響を

大きく受ける魚種では環境変

動の影響を無視できないにも

かかわらず、環境変動は誤差と

して扱うことになり、現実に合

わない。たとえば川崎(1982)が
示したように環境の変化で環

境収容力の大きさがレジーム

シフトで K1→K2 に変化したと

き、SY 曲線が図 3.2 に示すように変わる場合を考えていないのである。環境変

動を誤差として扱うということは平均的な環境を考えることであって、この場

合の平均的な環境とは単純には 2)( 21 KK  である。しかし図 1.5 を見ればわか

るように、K1 や K2 は数十年持続し数年の短い期間に K1→K2 に変化するから

2)( 21 KK  は一瞬しか実現されないわけであり、平均的な環境の下での MSY
は現実には数十年に 1 度しか存在しない値となる。マイワシは極端な例ではあ

るが、魚類資源の場合は大なり小なり環境変動の影響を受けて変動する。自然

変動という不可抗力で資源量が変動する以上、漁獲量や資源量におけるある程

度の変動は許容せざるを得ないし、特にレジームシフト環境における新しい管

．．．．．．．．．．．．．．．．．

理基準が必要である

．．．．．．．．．

。 
また 3.1 節のモデルは年齢構成も雌雄の区別もなく、漁獲量が同じ大きさな

らば産卵親魚の漁獲でも小さな幼魚の漁獲でも同じ効果であり不自然である。

3.2 節で述べた国連海洋法条約にある生物の種間関係の影響も考慮されていな

い。漁業も環境も絶えず変化し平衡状態は存在しない、といった問題があろう。 

                                                   
20 アザラシやオットセイを指す。 
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図 3.2. 環境収容力の変化と持続生産量曲線の変化 
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もちろん水産資源学ではすでに年齢構成や性別を考慮した数学モデル

21
の実

用化はされており、コンピュー

タの発展にともなって種間関係

を考慮した分析

22
や、環境変動で

予期せぬ資源変動があっても

MSYを与える資源量に必ず近づ

いていくような漁獲量のコント

ロールの方法も研究されてお

り、ある程度の改善はなされて

いる。持続生産量の大きさも、漁

獲開始年齢(漁獲が開始される

年齢)によってかなりの差があ

ることも解っている。 
マダイの瀬戸内海東部系群の試算した例を図 3.3 示す

23
。この図では漁獲開

始年齢を加入年齢の 0.3 歳とし一定の漁獲圧で漁獲した場合

．．．．．．．．．．．．．

と漁獲開始年齢を

3、5，7 歳の各年齢に引き上げた場合の 4 通りが示されている。この図から漁

獲開始年齢によって SY 曲線の位置と形状が異なり、漁獲開始年齢が 0.3 歳と

きの持続生産量の最大値と 7 歳のときでは 2 倍以上の違いがあることがわか

る。また 3 歳以上で曲線が切れているのは、マダイ系群では 3 歳から産卵が開

始されるからであり、１回以上産卵してから漁獲されるので必ず子孫が残り資

源量がある水準以下にはならないからである。このことは、「生まれてから１回

は産卵させてから漁獲するための体長制限が資源の保存に関して有効である」

ことを裏付けるものでもある。 
これは漁業管理上の問題を生む。漁業には、主に若令魚を漁獲する漁業(底曳

網漁業など)と主に成魚を漁獲する漁業(延縄漁業や刺網漁業など)があり、この

マダイの例でも持続生産の最大化を目指すなら、前者を規制するあるいは体長

                                                   
21 年齢構成を考慮した成長生残モデル(dynamic pool model)は Beverton and Holt(1957)によって展

開され、多くの水産資源で利用されている。 
22 年齢構成を考えない Ecopath や Ecosim と呼ばれるモデル(Christensen and Pauly(1992)、
Christensen and Walters(2004))、年齢構成モデル(Magnússon and Pálsson, 1989)など。5.1.4 項参照。 
23 データは平成 25 年度マダイ瀬戸内海東部系群の資源評価(http://abchan.job.affrc.go.jp/ 
digests25/details/2544.pdf)を用いた。 
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制限を導入することが必要になる。消費者ニーズも含めて魚体サイズに関して

．．．．．．．．．

はどのような利用形態が望ましいのか

．．．．．．．．．．．．．．．．．

、を考える必要がある。 
 4)の課題は先に述べたように国際会議では MSY には経済的概念が含まれな

いという利点もあり、この点は次の章で別の視点から議論する。 
5)の問題は MSY の最大の困難である。そもそも MSY は点でありその信頼で

きる推定値を得ること自体が困難であり推定例は少ない理由は、質が高いデー

タを数多く得ること自体が困難であるからである。資源量の年間増加率は得ら

れたとしても 1 年に 1 つしかなく、自然変動も大きい。統計学でいう信頼区間

が狭く信頼できる値を得ようと思えば、年月と費用をかけなければならない。

広い海洋を自由に回遊する水産資源の実態をつかむことは容易ではないので

ある。 
私は IWC や ICCAT 等の科学小委員会に合計 30 回ほど参加した経験がある

が、MSY を管理基準として真剣に考えているのは IWC くらいである。海洋環

境の自然変動に左右されがちな魚類と異なり、海産哺乳動物であるクジラ類は

自然環境からの独立性が高く、個体群の生息密度が自然増加率を左右する主要

な要因であり、密度従属的に自然増加量が変化するとする持続生産量の理論が

適合すると信じられているからである。 
 ところが海産哺乳動物と異なり魚類や甲殻類では生まれた卵の運命は自然

環境次第であり、親の資源量と生き残った子の数に明確な関係が見られないこ

とが普通である。「親を残せば子孫を残せる」という持続的利用の根幹の部分が

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

最も不確実な関係になっているのである。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

親魚が 0 匹なら子孫も 0 であること

は自明だが、親魚の数が増えると子孫の数が増えるかというとそうでもないこ

とが多い。親の数に関係なくかなり広い範囲にわたって一定値±誤差といった

変動をする事例が多い。 
このような関係になる原因として考えられる生物学的理由は、種内の競争を

避けるために親魚と幼魚の棲み分けがあって幼魚の生き残り数が幼魚の生息

環境の大きさで決まっている場合である。この場合卵の数が多いと幼稚魚が餌

不足になり死亡率が高くなり、卵の数が少ないときはその逆になるという密度

効果が働き、その結果平均的には一定量の幼魚しか生き残らない。 
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第 5 章で述べる、年齢構成を組み込んで資源変動を表す成長生残モデル

(Beverton and Holt、1957)のモデルとなった、北海のプレイス(ツノガレイの一種)
もそのタイプである。産卵場はイギリスとフランスの間のドーバー海峡で、生

まれた卵はメキシコ湾流で輸

送され稚魚はヨーロッパ沿岸

に着底する。沿岸域で平均 3.75
歳まで過ごした後一斉に沖に

移動し、トロール漁業の漁獲対

象となる(5.1.2 項の図 5.2)。プ

レイスも他のカレイ類と同様

に産卵数も多く、体長に依存す

るが一度に 4 万から 24 万粒の

卵を生み、親子の棲み分けがあ

る。図 3.4 に 1957～2013 年のプ

レイスの産卵資源量と加入量(1
歳)の関係を示す。この図を見れ

ばわかるように、広い範囲にわ

たって産卵資源量が増大する

と加入量が増加するような明

瞭な関係性は見られない。 
また図 3.5 に 1952～2012 年

の太平洋クロマグロの産卵資

源量と加入量(1 歳)の関係を示

す。資源変動が相対的に小さい

底魚に属するプレイスとは異

なり、太平洋クロマグロは資源変動が大きい浮魚に属し、また両者の生息海域

も全く異なっているが、広い範囲にわたって産卵資源量が増大すると加入量が

増加するような明瞭な関係性がない点は共通している。第 5 章で述べるが、

Beverton and Holt(1957)が理論的に導いた、産卵資源量と加入量の関係を表す再

生産モデルはこうしたデータに基づいて推論されている。 
両者のもう 1 つの特色は時々非常に大きな生き残りが起こっている点である。
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図 3.4. 北海のプレイスの再生産関係(1957- 
2013)(ICES(2014)より作図) 

図 3.5. 太平洋クロマグロの再生産関係(1952- 
2012)(IST(2014)より作図) 
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ある年に生まれた個体の集まりを年級群(year class)といい、非常に多くが生残

った年級群を卓越年級群(dominant year class)という。この卓越年級群が両者に

起こっており、これが発生すると資源量はしばらくの間相対的に高い水準を維

持する(Hjort, 1926)。 
広い範囲にわたって産卵資源量が増大すると加入量が増加するような明瞭

な関係性がないとはいえ、産卵資源量が極端に小さくなれば加入量も減少し始

めるであろう。この加入量が減少し始める水準は、国連海洋法条約で絶滅が危

惧される(endangered)資源水準に対応するとも考えられる。しかしその水準を年

に 1 つしか得られないデータでもって正確に推定することは困難である。また

資源量があまりに小さくなると漁業が経営的に成立しなくなるので出漁を中

止することもあり、この場合は推定するためのデータがないことになる。 
またこの関係が漁業規制による資源量の回復を複雑かつ困難にしている

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。も

し産卵資源量が増大すると加入量が増大するような規則性があれば、規制によ

って産卵資源量の増大→加入量の増大→産卵資源量の増大→…となって、資源

量は幾何級数的に急速に回復することになる。ところが産卵資源量が増大して

も加入量は平均値±環境変動なので、加入量の増大は期待できず、その漁獲に

よる減耗を小さくする以外に資源量を増加させることができない。 
しかも規制後の資源量を平均値で予測すると、偶然稚魚が多く生き残った年

は予想を上回る回復になるが、低い生き残りが続くと規制の効果は予測より大

幅に小さくなってしまうこともある。 
漁業者に漁業規制を説明するときに「親を保護すれば子も増える」という言

い方は分かりやすく最も説得力があるが、現実にそうなっていないのである。 
 
 
3.4. 多様化した管理目的と管理基準 
 1973 年の第 3 次国連海洋法会議の後、1977 年に世界の大国アメリカが同国

の 200 海里法である「1976 年マグナソン・スティーブン漁業保存管理法」を制

定したため、旧ソビエト連邦を初め世界各国が 200 海里法を制定するに至る。

この漁業保存管理法の中で同国の管理目的を以下に述べる最適生産量(OY)と
している。 
 1974 年、アメリカ水産学会は最適持続生産量(Optimum Sustainable Yield: OSY)
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に関する全国的シンポジウムを開催し、漁業・遊漁・経済・行政など多様な視

点から議論を行った。目的は多様化する生物資源の利用形態を考慮し、MSY に

代わる資源管理の最適利用について学際的に検討することである。 
Roedel(1975)は議論を総括して、最適生産量(OY)は人類の利用にために開発

された資源から得らえる生物学的、経済学的、社会学的、政治学的価値を熟慮

した融合体(deliberate melding)であって、関係する別の種へ及ぼす漁獲の影響も

考慮し、その資源から社会への最大の利益が得られるように計画されたもので

あると定義している。その事例として次の 10 項目をあげている。 
(1) ある漁業では OY は MSY に等しい。特にたんぱく質に対するニーズが

卓越した国の資源ではこれが正当である。 
(2) より重要な資源にとっての食物連鎖で、必須となる生態学的地位を占め

ている資源に対する OY はゼロである。 
(3) 多くの漁業で OY は MEY に近い。 
(4) 経済的ないし社会的需要がそれを強く要求する場合、限定された期間、

OY は MSY を超過する。 
(5) ある漁業、特に多数の魚種を漁獲するトロール漁業では構成される魚種

のうちのいくつかの種の OY は MSY を与える漁獲率以上の水準にせざ

るをえない。 
(6) (有用魚と敵対関係にある種であって人間が利用しない種の)OY はその

種の保存に必要な最小限の資源量にする漁獲である。 
(7) 沿岸国の立場からは、OY は入漁料などの代償として決定される漁獲量

である。 
(8) (米国やカナダなどの)先進国でスポーツフィッシングに主要な関心があ

る、特定の魚種に対する OY は通常の MEY より低くできる。 
(9) 美学的価値を持つ生物、人や漁具によって損なわれやすい環境の生物、

あるいは景観的価値をもつ生息動物や環境(サンゴ礁や海中公園)に最大

の価値をおく場合、漁獲ゼロが OY である。 
(10) すでに過剰漁獲に陥っている資源では、その資源に求められる回復水

準の程度と、その水準への到達速度により、OY はゼロからある範囲の

値をとる。 
 現実社会の資源利用の目的は確かに多様であり、さまざまなニーズを調整す
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る必要がある場合もある。すべての魚を選択的漁獲することには技術的な限界

があるから、経済的最適利用を優先すれば(5)のように MSY 理論でいう乱獲を

許容するという考えも生まれる。だたしこの点は国連海洋法条約に抵触する。

現実にはアメリカは漁業保存管理法によって日本の遠洋トロール漁業のオヒ

ョウの混獲を許容しなかったわけで、結局は都合が良い基準が採用される。こ

の点は明確な上限を持つ MSY と大きく異なり歯止めが効かなくなるデメリッ

トも大きいが、多様なニーズを調整しなければならない場面は確かに日本国内

にもある。 
 OY の考え方は古くから存在している。1946 作成の国際捕鯨取締条約の前文

にも「広範囲の経済上及び栄養上の困窮を起こさずにできるだけすみやかに鯨

族の最適水準を達成することが共通の利益である(it is the common interest to 
achieve the optimum level of the whale stock as rapidly as possible without causing 
widespread economic and nutritional distress)」と書かれている。この文章は乱獲か

らの資源回復を目指すとき経済上及び栄養上の困窮を起こさない範囲で規制

を行うことを勧告するもので、上の例示の(10)の OY を決定するときの基準と

なる考えである。なお、上の(2)と(10)は前章で示した国連海洋法条約の第 61 条

のそれぞれ第 4 項と第 3 項に対応する内容である。 
 一方、国連海洋法条約が発行する直前の 1995 年、国連食糧農業機構(FAO)か
ら資源の管理基準(Reference Point: RP)に関する論文(Caddy and Mahon, 1995)が
発表された。これは予防的措置(Precautionary Approach: PA)(Anon, 1995)を基に

した管理基準で、予防的措置とは保守的に資源の開発進めるやり方である。 
 過去の経験から一度乱獲になり漁業者や漁船数が過大になってからこれを

削減するには多大な労力と費用を必要とする。どこの国でも漁業で生活してい

る人を急に廃業させることは難しく、やはり削減には時間がかかる。資源の開

発初期には生物学的データも少なく誤って過大な許容漁獲量を与えてしまう

可能性もある。そのため資源開発は一気に進めるより、徐々に少しずつ開発を

進めるほうが安全で無駄が少ない。予防的措置はこのように乱獲を予防する考

えに基づく。これには当時流行していた「不確実性」への対応も含まれる。 
 漁業先進国からみれば自国の排他的経済水域の水産資源で予防的措置が有

効な場面はあまりないであろうが、国連海洋法条約が発効すると島嶼国にも、

未利用の水産資源が豊富にある巨大な排他的経済水域が設定されることにな
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る。第 3.2 節で述べたように国連海洋法条約では沿岸国の MSY を与える資源

量水準の範囲内内で最適利用することになっており、最良の科学的データに基

づき許容漁獲量のうち自国で漁獲しない部分は外国船に入漁料などを徴収し

て漁獲させてもよい。太平洋の島嶼国には日本のカツオ・マグロ漁船も数多く

入漁している。しかし資源に関する豊富なデータはないであろうし、心配され

ることが過剰開発だった。 
国連海洋法条約で第 63・64 条及び第 116～120 条に沿って「国連公海漁業協

定(略称)24
」が 2001 年に発効し、その協定の第 6 条は「予防的措置の適用」を

応用すると明記されている。このような背景から、少ないデータでも安全に資

源を管理でき、しかもわかりやすい管理基準の研究が必要となっていた。 
 Caddy and Mahon(1995)は様々な管理基準を目標管理基準(Target Reference 
Point: TRP)と限界管理基準(Limit Reference Point: LRP)の 2 つに大別している。

前者は望ましい資源量水準で MSY などが含まれる。後者は危険水準にある低

い産卵資源量などの最低条件あるいは著しく高い資源の減少率などの最大条

件で、漁獲の禁止などが必要となる水準

25
である。これらは国連海洋法条約に

ある「MSY を与える資源量水準」と「資源が脅かされない(not endangered)水準」

に対応する管理基準である。別の見方をすれば、MSY がもつ理想と限界という

2 つの側面を資源管理の基準として捉え、理想としての”target”の水準と限界と

しての”limit”の水準の 2 つに分けた管理基準を設けた管理方式を提案している

のである。 

                                                   
24 「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源（ストラドリング魚類資源）及び高度

回遊性魚類資源の保存及び管理に関する千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条

約の規定の実施のための協定（略称：国連公海漁業協定）(Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the 
conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks： UNFSA)」 
25 Caddy and Mahon(1995)は、事前に漁業関係者と交渉されている管理措置としている。この点

はどこの国でも問題になろう。 
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 図 3.6 にその一例を示す。こ

の図では「限界」以下の資源量

では漁獲可能量はゼロ、「目標」

以上では一定値、その中間は資

源量に比例する方式である。こ

の考え方は 1972 年の国際捕鯨

委 員 会 の 新 管 理 方 式 (New 
Management Procedure: NMP)(笠
松(2015)、櫻本他(1991))に原型

を見ることができる。図 3.7 に

示すように 1975 年の IWC の新

管理方式では資源量が環境収容

力の 54％以下なら捕獲限度量

は 0 頭、66％以上ならば MSY
の 90％、54％以上 66％以下な

ら資源量に比例させる。推定値

の不確実性を考慮して、捕獲可

能頭数の最大値は MSY に安全

係数 90％をかけて算出されて

いる

26
。 

残念ながら新管理方式は計

算に必要なパラメータの数が多すぎて、正確な数値から推定することが困難と

なり適用に失敗した。しかし図

3.6 は新管理方式と異なり直接

的には持続生産量の概念もそ

の曲線もなく単純化されている点に特色がある。持続生産量の曲線を推定しな

くても(できなくても)、類似した魚種などの情報を利用するなどの、経験的な

知識に基づいて保守的に漁獲可能量を計算すれば大失敗もないだろう。 
目標管理基準と限界管理基準を用いて生物学的許容漁獲量(Allowable Biological 
                                                   
26 不確実性を考慮して捕獲限度量を算出する方式は、その後に開発された改定管理方式(Revised 
Management Procedure: RMP)でも採用されている(笠松, 2015)。 
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図 3.6. 予防的措置におけ漁獲可能量の一例 
捕

獲
限
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K
0
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0.54K 0.66K
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図 3.7. 国際捕鯨委員会の新管理方式における 
捕獲限度量 
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Catch: ABC)を計算する方式は、我が国の総許容漁獲量(Total Allowable Catch: 
TAC)の基礎となる生物学的許容漁獲量の推定にも利用されている。 
 以上のように国連海洋法条約の採択以降、アメリカの国内法も国際漁業委員

会も同条約を意識した資源管理の方策が導入されており、日本でも通称 TAC 法

27
で MSY の実現を目指すとしながらも実際に用いている管理基準は国連海洋

法条約の考えを踏襲したものとなっている。 
 
 
3.5. 生態系の部分的保存 
 欧米の資源管理の歴史とは一線を画す、もう 1 つの資源管理の発想がアフリ

カで生まれた。それは、我が国漁業が外国沿岸で行ってきた遠洋漁業に対する

厳しい批判から生まれたものである。 
アフリカ沿岸における漁業資源の調査研究の経験があった Pauly 博士は、日

本のコスモス国際賞を受賞したときの記念講演で、「アフリカ沿岸のタコを目

的とした、日系企業のトロール漁業の乱開発のため、開発前は体長 1m 以上の

魚が漁獲されていたが、タコ以外は投棄され今は 15 ㎝以上の魚は 1 尾もいな

くなった」と述べていた。彼は日本の資本漁業を生態系の破壊者と受け止めて

いたのである。著者もこの話を聞いたが、言外に日本の水産業に対する憎悪の

ような感情を感じたことを今も覚えている

28
。 

資本漁業は、生態系の上位に位置する、鯨類などの海産哺乳動物を最初に乱

獲し、次に大型魚類のマグロ類、続いて小型の水産資源を乱獲していった。生

態系の上位の資源から下位の資源へと乱獲が進む現象を”Fishing down(Pauly et 
al, 1998)”と名付けた。”Fishing down”は乱獲の進行の象徴的現象であり、このま

までは資本漁業の乱獲を食い止めることはできないと彼は考えた。 
この凄まじい資本漁業の収奪から自然を守る手段として、基礎生産から高次

捕食者までの一連の食物連鎖の各段階を含むような、生態系の一部分となる広

域を漁業禁止区とする考えが生まれた。これが海洋保護区(Marine Protected 
Area: MPA)で、オーストラリアのグレートバリアリーフの広大な MPA が有名

                                                   
27 正式な名称は「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」である。 
28 このほかにも日本の生け簀を使った給餌養殖は、生け簀の中(2 階)は食堂、その下は糞がたま

るトイレ(1 階)で、それらを仕切る天井がない不衛生施設と批判していた。 
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である。 
この考え方は 1971 年にユネスコ(国連教育科学文化機関)の長期政府間共同

研究事業計画として発足した「人間と生物圏計画(Man and Biosphare Programme: 
MAB)」の発展形と考えることができる。高山植物を例にとると、人間と生物圏

計画では分布の中心となっている原生的な核心部の「コアエリア｣と人間活動

響を受けるような「バッファゾーン｣を設定して、比較研究することとなってい

る

29
。 

MPA についてはその定義を巡り、いくつかの議論と定義がある。生物多様性

条約(Convention on Biological Diversity: CBD）の第 7 回締約国会議は海洋保護区

について以下の定義を示している。 
「海洋環境の内部またはそこに接する明確に定められた区域であって、そこ

にある水塊及び関連する動植物相、歴史的及び文化的特徴が、法律及び慣習を

含む他の効果的な手段により保護され、それによって海域又は／及び沿岸の

生物多様性が周辺よりも高いレベルで保護されている効果を有する区域」 
また環境省によると今後我が国が推進すべき海洋保護区を以下のように定義

されている。 
「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系

サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその

他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域。」 
MPA の定義には種々あるが、海洋保護区はいわゆるゾーニング(Zooning)と呼

ばれる手段の１つで自然保護区と開発区に分けて生態系の 1 部分を保存しその

多様性を維持する手法と位置付けられる。ゾーニングはアラスカ州のサケ類の

資源管理で応用されている。開発区では積極的な人工種苗の放流も行われてい

るが、保護区でも漁獲は制限されている。 
 日本の水産資源保護法で定める「保護水面」も海洋保護区の１つである。保

護水面の特色は影響を及ぼす工事などが法律で制限できるようになっている

点である。具体的には、保護水面はその設置目的に影響を及ぼすような埋立て

工事などに関しては農林水産大臣との協議が必要になっているのである。この

点では保護という観点から保護水面は優れているが、逆に厳しい条件が付いて

                                                   
29 日本では、屋久島、志賀高原、白山、大台ヶ原の 4 箇所が「生物圏保存地域」に指定されてい

る。 
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いるので、広域な保護水面の設置が困難である。 
 世界的な生態系保存に関する関心の高まりから、MPA は国際的にも高い関心

を集め、2003 年エビアン・サミット(G8)や 2004 年の生物多様性条約で 2012 年

までの海洋・沿岸保護地域のネットワーク構築を求めることが決議されるなど

世界的に広がる傾向がある。MPA が生物学的な効果がよく検証されているとは

思えないが、1 つの予防的措置としては有効であろう。 
しかし自然科学的意味での蛋白質供給量の増大策の１つは、捕食者である大

型魚類をやや多めに漁獲して、捕食されていた餌生物の量を漁獲することであ

った。2.2 節で述べたように、サバ類を間引いて、サバ類が食べていたイワシ類

を人間が漁獲するということである。捕食者は自らの資源量の何倍もの資源量

を餌として利用しているので、捕食者の資源量の減少分の何倍もの漁獲量が餌

生物から得られる計算になる。このように生物の種間関係を利用する考えは古

くからある(Larkin(1966)など)。“Fishing down food web”の議論も生態系を無計画

に行うと破壊になるが、計画的ならば有効利用と言えるのである。 
現在は動物プランクトンの漁獲量は大した量ではないので問題にはならな

いが、大量漁獲ということになれば、それを捕食する魚類への影響すなわち種

間関係を考慮した生態系管理の視点が必要になる。 
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第 4 章 水産資源の資源経済学 
 
4.1. 太平洋オヒョウ漁業における資源管理の実践 
 水産資源の資源経済学はオヒョウ漁業における経済学的失敗から本格的に

始まったといってもよいであろう。それだけ多くの教訓があった。 
 太平洋の東岸でアメリカやカナダが実施したオヒョウ(カレイ科の 1 種)の資

源管理の歴史は、著者のように資源管理の実現を考える研究者にとっては宝の

山である。MSY を実現した唯一の大規模な例であるといわれ、社会的理想を実

現するために大胆な社会的実験ともいうべき政策を実施してきたからであり、

その結果成功も失敗も含めて後世に残る学術的成果が残っている。後述する譲

渡可能個別割当などの資源管理の手段の提案も、この実験がなかったらもっと

遅れたことであろう。水産資源の管理の著書でオヒョウの資源管理の歴史を外

すことは決してできないのである。 
またその姿勢は時に日本と対称的で文化の違いも感じられる。日本であれば

学者の意見は理想であって実社会はとは遊離しているとして中間的な意見が

採用されることが多いと思うし、日本の資源管理の意思決定は民主的であるが

成功も失敗も中程度であろう。これに対しに新世界の国々では学者の意見を率

直に受入れる土壌があり、学者の社会的地位も高く学者冥利はあるが、市場原

理優先の社会にとっては経済的な成功も失敗も大きい。もちろん、いずれを選

ぶかはその国が決めるべきことではあり他国が口をはさむことではない。 
アメリカは新しい理想主義国家でヨーロッパの現実主義とは異なる思想で

ある。ヨーロッパでは多くの漁業紛争を調停してきた歴史があり、経済問題で

ある資源管理の解決は簡単ではないと考えている。新世界のアメリカはこれか

ら漁業の規則を作る国でいわばこれから白地図に色を塗ることができる国で

あった。大規模な規制もこうした背景があって実行された。 
第 3 章で述べたように MSY は ICES というヨーロッパの国際組織で生まれ

たにもかかわらず MSY を実現しようとしたのは ICES ではなく、アメリカ・カ

ナダの太平洋オヒョウ国際委員会であったのはそうした背景があった。 
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4.1.1. MSY 達成宣言まで 
 まずオヒョウの生物学的特徴とその漁業について簡単に説明しておこう。 
 オヒョウ(学名 Hippoglossus stenolepis)は、雄は全長 1.5m 以上、雌は 3m 以上・

体重 200kg 以上に成長しカレイ科中最大である。成熟年齢は雄で 8 歳、雌で 12
～14 歳、寿命は 30 年以上である。産卵期は 12 月から翌 3 月で、卵から 20 日

程度で孵化するがその後 6～7 ヶ月も浮遊したのちに海底に稚魚として着底す

る。カレイ類の初期の浮遊期間は 1 か月程度のものが多いが、オヒョウは著し

く長い。生息域は米国アラスカ州・カナダ沿岸を中心として西は北海道までの

北部太平洋に広く分布する。 
 主な漁業はアメリカ・カナダ

の沿岸の延縄漁業(図 4.1)で、漁

具は長い幹縄に一定間隔で針

のついた細い縄を付けたもの

である。漁具の単位は 1 スケー

ト(skate)でその長さは 100 ファ

ゾム(1 ファゾムは約 1.82m)、そ
れに100本程度の針が付いてい

る。1 操業で使用する漁具の全

長は 3～5 マイル程度である。

餌は冷凍の大型ニシンやタコ

などを針に付けて海底に 2 か

ら 20 時間程度設置し、回収し

て針に掛かったオヒョウを捕

獲する。主な漁場はアラスカ

州・カナダ・ワシントン州の沿

岸域である(図 4.2)。 
 アメリカやカナダ沿岸では

19 世紀から漁獲されていた。開

拓が遅れていた西部であったが

1869 年に大陸横断鉄道が完成

し、その後コールドチェーンが

図 4.1. オヒョウ漁業の漁船と漁具(IPHC(1998) 
より) 

図 4.2. 太平洋オヒョウの漁場(IPHC Staff(2015)よ 
り)。図中の 2A～4E は管理海区を示す。 
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発達したことで人口が多い東

部への流通が可能になり、オヒ

ョウ漁業が発達していった。

1920 年ころまでは規制もなく、

漁業規模は拡大を続け、1910 頃

に漁獲量がピークになった(図
4.3)。その後は 1930 年頃まで漁

獲量も CPUE も減少し続けた

(図 4.4)。開発初期のころは蒸気

船で”dory”と呼ばれる 2 人乗り

の手漕ぎボート 3～5 隻を漁場

まで輸送し操業は漕ぎボートで

行っていた。その後はスクーナ

ー型

30
の漁船による延縄漁が直

接行われていた。 
アメリカとカナダは漁業の保

存を目的として 1923 年に最初

の条約を批准し、その後 1930 年

に新しい条約を結びここに太平

洋オヒョウ国際委員会(以下、オ

ヒョウ委員会という)が誕生した。当初の条約の目的はオヒョウ資源の保存では

なく、漁業の保存であった。その後条約は規制の追加などのために 1937 年に

改正され、1953 年の改正で MSY (Maximum Sustained．．．．．．．．． Yield)が目的に記載された

(Bell, 1969)。1979 年の議定書(protocol)で MSY は最適生産量(OY)に改められ

(McCaughran and Hoag, 1992)、現在に至る。 
オヒョウ委員会も一般的な国際漁業委員会と同様に議決権を持つ親委員会

(米加各々3 名の代表)に加えて、科学小委員会などの下部組織が諮問機関とし

て設置されている。各種の規制案は科学委員会で議論されて親委員会で決定さ

れる仕組みである。もちろん国際会議の科学小委員会の委員は「質の高い科学

                                                   
30 2 本以上のマストを持った帆船。 
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図 4.3.  太平洋オヒョウの漁獲量（Stewart(2015) 
より作図） 
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者」で構成するのが陰に陽に決められたルールである。 
条約ではオヒョウの分布域に生息する 2 つの大きな地方群を想定して、分布

域を管理海区 1 から 4 に分けて管理することになっている。オヒョウ委員会は

資源量の回復と MSY の実現を目指して小型魚漁獲の規制、漁期、漁場等(表 4.1)
の規制に加え、1932 年から総許容漁獲量(Total Allowable Catch: TAC)規制を導

入した。当時の漁獲の割当量は毎年変更するのではなく 2～6 年程度は据え置

かれていた

31
。その後 CPUE も徐々に上昇し割当量も増加させていった(図 4.5)。

そして 1960 年、ついに Chapman et al(1962)は MSY の達成の宣言を出した。 
 
 

規制手段 導入年 廃止年

禁漁期 1923 -
漁獲量規制 1932 -
購入者記録 1932 -
禁漁区

*1 1932 -
許可 1932 -
　ログブック 1932 -
　法的確認 1932 1973
　漁獲量報告 1932 1973
ドリー漁具禁止 1935 1971
出港制限 1937 1940
混獲 1937 1965
禁止網 1938 -
体長制限 1940 -
水揚げ制限 1940 -
漁具の確認 1962 1974
遊漁 1974 -
*1  1961～1966年は中断

表4.1. 太平洋オヒョウの規制手

段(Skud, 1977)

 
 
 

  

                                                   
31 毎年の資源量が大きく変動しないと予想されるとき漁獲の割当量を 5 年程度固定することがあ

る。自然変動の影響を受けにくく、漁獲の割当量と自然増加量との差が小さければ、1 年くらい

では資源量も大きく変化せず、豊富なデータあるわけではないので 1 年のデータで増加率を推定

することは困難である。国際条約でもあり手続きや経費を考えると敢えて毎年割当量を変更する

メリットがない。国際捕鯨委員会でも用いられている。 
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4.1.2. 発生した経済的問題‐自由参入の代償 
以上の経緯だけをみると大成功であるが、漁業への自由参入方式が大問題を

引き起こしていた。 
オヒョウ委員会の割当量規制は漁獲可能量(許容される漁獲の総量)のみを規

制する方式であり、漁獲可能量をあらかじめ漁船間に割当てることなどは一切

せず、自由競争の原理のもとで誰でも漁獲できる機会がある自由参入(open 
access)方式で漁獲可能量を達成する方式で、日本では日本人の方言であるオリ

ンピック方式(fishing in Olympic game style)32
と混同されているが厳密には随分

と異なっている。オリンピック方式は漁期開始の日時があらかじめ決め、それ

以降は漁獲量の総量が漁獲可能量に達するまで自由に漁獲する操業方式を指

す。したがってオリンピック方式では漁獲可能量の大きさと漁船の数・性能に

応じて漁期の長さが決まることになる。したがって漁獲量規制であるが漁期制

限と同じ規制効果である(Scott, 1962)。オヒョウ漁業では漁業への参加は自由、

漁期の終了はオリンピック方式できめるという 2 つの異なるルールで運営され

ていた。自由参入としたので漁船の数・性能については底曳網が禁止されてい

る以外は何も規制がない。 
 ここでいう「誰でも自由に参入できる」という意味は、一般市民であっても

許可(無料)33
さえあれば漁期中は禁止漁具以外の漁具を用いて好きなだけ捕っ

てもよいという意味であり、したがって漁期の開始とともに港に停泊していた

船の全部が利益を求めて一斉にオヒョウを漁獲するために出船する状況が起

こるのである。漁獲可能量による制限がなければ、漁期の開始はオヒョウ乱獲

祭りの始まりといってもよい。 
利益があれば新たに参入する者が増え漁船数の増加は止まらない。図 4.6 に

示すように 1932 年の規制導入時の漁船数に比べ 1950 年頃の漁船数はアメリカ

で 2 倍、カナダで 3 倍に増加している(Crutchfield and Zellner, 1962)。 
 MSY と同様に規制がないという自由参入もまた 1 つの理想であるが、当時

の日本であってもおよそ考えられない方式である。第 6 章で述べるように日本

                                                   
32 Munro(2001)はダービー方式漁業(a ‘derby-style’ fishery)と呼んでいる。欧米ではオリンピックは

理想であり競馬という感覚なのであろう。日本のオリンピック方式の語源は戦後日本の「捕鯨オ

リンピック第 1 位の成績」という報道に由来すると思われる。 
33 条約に両国の市民が漁獲する権利が記されており参入制限はないが、漁獲量の 48 時間以内の

報告、ログブックの記載、検査受入れ等の義務はあった。 
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は行政が 1937 年から底曳網漁業の漁船数の大幅な減船に乗り出していた時代

である。 
自由競争の結果で漁期の終了

が決まるので、より多くに利益

を得るために各漁業者は漁期終

了までにより多く水揚げしなけ

ればならない。その結果、漁港

に近い漁場に漁船が過度に集中

することになり、そこが捕れな

くなるまで遠い漁場は利用され

ないようになった。水揚げの速

さを競うため漁獲物の扱い方を

乱暴になって品質の低下も招い

た。さらに漁獲競争はエスカレ

ートし、漁場間の往復回数を減

らし 1 度に大きな水揚げができ

るように漁船規模や漁具規模が

著しく拡大していった。その結

果、漁獲可能量が決まっており

したがって漁業全体の総収入が

決まっているのに、漁獲のため

の費用が上昇し続け、ついには

利潤がなくなった。 
漁期の長さも管理海区 2 では 1932 年は 206 日もあったが、1954 年には 31 日

に減少した(図 4.7)。オヒョウの生息する海は北の荒れる海であり、産卵期であ

る冬の禁漁期間に漁具や漁船の補修を行うとすると、年間 206 日の操業期間は

ほぼ周年操業といってもよい状態だったが、それがわずか 1 ヶ月の漁期にまで

短縮されたのである。1 ヶ月の労働で 1 年分の収入を得られるはずもなく、失

業保険を受ける漁業者が 5～6％になり、オヒョウ漁業の季節労働になってしま

った。季節労働では漁労技術をもった人材を毎年その時期だけ確保することは

難しかったと考えられ、漁獲物の乱暴な取扱いからも予想されるが年々漁労技
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術が低下し生産性の低下を招い

たものと類推される。日本であ

れば終身雇用制に代表されるよ

うな雇用形態であり労働力に流

動性がないからここまで漁期が

短縮する前に何らかの手を打っ

たことだろう。 
 それだけではない。漁場に近

い港に漁船が殺到し水揚げした

ため陸上には巨大な冷凍施設が

建設された。わずかの 1 か月く

らいの期間のうちに 1 年分を水

揚げしたのではすべてを売り捌

くことができない。このため冷

凍魚の量が全漁獲量の 7 割以上

にもなり巨大な冷凍施設が必要

になったのである(図 4.8)。周年

操業であれば海が無料の冷凍庫

の代わりを果たしていたことを

考えれば大きな社会的な無駄で

ある。 
 MSY 達成宣言がでるまで漁

獲量規制を行った過程で総生

産金額は増加したが、利益を得

たのは漁業者ではなく、漁船や漁具の会社や冷凍会社などの陸上の会社であっ

た。他の産業に物的経費を支出しておきながら、人件費が削られて漁業者が失

業保険を受けるまでになったという矛盾から、資源管理の目的に「漁業者によ

り多くの利益を与える」ことが加えられることになるのである。 
 1 つ注意しておきたいことは、オリンピック方式についての認識が日本と欧

米では異なる点である。日本では国会でもオリンピック方式を否定するような

意見が出されているが、「和を以て貴しとなす」とする日本人からみればオリン
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ピック方式が生む先取り競争は悪に映るし、日本人は共同利用すれば効率化で

きると考える。後述する日本の「資源管理型漁業」は漁業者間の協調による共

同利用でこの問題を解決している。 
共同体のような日本的資本主義社会

34
では当然のことのように漁業への参入

制限や漁船・漁具の規模の制限を行っているが、それがオヒョウ漁業で受け入

れられうまく機能すれば費用は抑えられ、オリンピック方式で漁獲してもこの

ような経済的な惨劇にならなかったはずである。また漁船・漁具の規模の制限

があると収益は平均化するであろうが、より多くの操業をした者が他より多く

利益をえるという相対的な関係も実現される。以上のように日本人なら考える

であろう。 
しかし欧米ではオリンピック方式がこのような悲劇を招いた原因であると

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は認識されていない

．．．．．．．．．

。なぜなら、オリンピック方式で用いられている自由競争

は資本主義社会の重要な原則の 1 つであり、公平なルールの下でより多くの努

力をした者が他より多く利益をえる機会を与えることは当然である、と考える

からである。オリンピック方式の否定は公平な自由競争の否定であり代替案が

なければ到底受け入れられない。欧米社会は公平さを確保するための手段とし

てのオリンピック方式に、万人に開放する理想を実現するための自由参入が加

わったことで悲劇になったと認識し、過大コストの直接的原因を自由参入に求

．．．．．．．．．．．．．．．．．．

めたのである

．．．．．．

。欧米社会は個人主義社会であるから「共同利用」という発想は

ないので「自由競争」を用いた管理を模索することになるのである。 
したがって後述するように 1960 年に FAO が行った会合で Scott(1962)が提示

した漁業管理の手段の候補は、自由参入の反対である参入制限(Limited Entry)を
実現するための課税制度(tax measures)・漁業許可(fishing license)・単一所有(sole-
ownership)であり、オリンピック方式を改める政策案の提示はなかったのであ

る。またその後導入された譲渡可能個別割当(ITQ)や個別割当(IQ)もなどの管理

手段も、個別割当量付の参入許可制であって、個々の漁業者が漁期の開始から

自由に漁獲し、全員が各自の個別割当量を達成したとき漁期が終了するので、

その意味では日本人が言うオリンピック方式であり、先取り競争がなくなる保

                                                   
34 明治政府はドイツ型社会をモデルとし少数のエリートに従って社会が動く仕組み導入し資本

主義も官民一体となって発展してきた。それゆえ日本には日本株式会社 1 社しかないとも言われ

る。その意味では国の規制は社内ルールのようなものでこうした規制を受け入れる文化的土壌が

現在でもあるが、自由を求めたアメリカにそのような文化があるはずがない。 



  

57  

障はないのである。オヒョウ漁業の例でいえば、少ない経費で IQ を達成する

ために港に近い優良漁場には相変わらず漁船は殺到するのである。 
 

4.1.3. その後の経過 
 オヒョウの資源管理について MSY の達成と経済的な「共有の悲劇」の記述

で終わる書物が多いが、オヒョウ委員会や米加の行政の活動が終わったわけで

はない。発生した問題に対応するべく新たな規制を導入している。 
まず漁期の長さが短縮したと述べたが、図 4.7 をよく見ると 1955 年ころから

増加に転じていることがわかる。これはオヒョウ委員会が漁場利用に制限を加

えたことによる。その方法は、漁場をあまり利用されない漁場 A と操業が集中

する漁場 B に分け、最初に漁場 A を解禁し一定期間の後閉鎖し、その後漁場 B
を解禁して割当量に達したら操業を閉鎖するという方式である。港に近い漁場

は利益率が高く、そこに漁船が集中する弊害をさける効果、および利益率が高

い漁場で操業を続けないと採算が取れない漁船を排除する効果が見込まれ、漁

船数も減少している(図 4.6)。 
1960 年台に入って予期せぬ漁獲量の減少が続くとその原因として候補に上

がったのは日本漁船などの外国漁船によるオヒョウの若い個体の混獲である。

200 海里法になった以降であるがアメリカから外国割当(foreign allocation)を得

て、ベーリング海でも日本漁船はスケトウダラを対象としたトロール漁業を行

われていた。このトロール漁業の若い個体の混獲量が成魚を主体に漁獲するオ

ヒョウ漁業全体の漁獲量の 280 万ポンドにも相当するとして問題になった。こ

の漁業は人類の叡智による MSY 達成を壊した悪行として敵視され、日本は漁

場の制限や混獲防止漁具の開発などの対応を迫られ、結局日本漁船は締め出さ

れたがオヒョウの資源量は回復しない。ところが 1976 年生まれの個体が数多

く生き残りオヒョウは大きく回復に向い漁獲量も増大する(図 4.3)。 
その後、オヒョウ委員会によるものではないが、国別に経済政策としての個

別割当(IQ)や譲渡可能個別割当(ITQ)が導入される(Munro, 2001)。カナダのブリ

ティッシュ・コロンビア州では 1979 年から許可制を開始するが漁期が再び極

端に短縮した(表 4.2)。業界も政府も危機感を共有したため 1991 年には個別船

別割当(Individual Vessel Quota: IVQ)が導入され、1993 年から漁期を 2 分割して

一時的にリースできる制度を導入したことで、漁期は急速に延長し、稼働漁船
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数も減少し(表 4.3 )、合理化も進んだが権利の貸付業化も進んだ。 
 また 1995 年にはアメリカのアラスカ州では個別漁獲割当(Individual Fishing 
Quota: IFQ)を導入した(Hartley and Fina(2001)、Fina(2011))。これは 4.3.6 項で述

べる ITQ 制度の 1 つであるが、オヒョウ漁業の IFQ 制度はニュージーランドや

アイスランドの ITQ 制度よりはかなり制限された制度である。たとえば兼業と

して行うオヒョウ漁業者の存続のために当初配分で 2 万ポンド以下の漁獲割当

株(Quota Share: QS)の統合を禁止する、ITQ の所有権者を原則として洋上所有

権者(owner-on-board)に限定する、当初配分を受けた所有権者以外は船長を雇用

できない、漁船規模・操業タイプ別の QS の設定、所有権外の少量の漁獲、ア

ラスカ先住民枠など、アラスカ漁業の存続に特別な配慮を加えた内容になって

いる。自由主義のアメリカにしては制約が多いが、アラスカ沿岸の漁業者の保

護が同国の政策であるからと考えられる。そして、それを制度上可能にしてい

るのは同国の漁業管理法で

．．．．．．OY．．を目標としているからであり、行政訴訟を起こ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

されることなく多様な管理目標に合わせた

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ITQ．．．

制度設計ができる

．．．．．．．．

のである。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

規制 年 稼働船数

漁期長

(日)

漁獲量(千

ポンド)

1980 333 65 5,650.4
1981 337 58 5,654.9
1982 301 61 5,524.8
1983 305 24 5,416.8
1984 334 22 8,276.2
1985 363 22 9,587.9
1986 417 15 10,240.5
1987 424 16 12,251.1
1988 433 14 12,859.6
1989 435 11 10,738.7
1990 435 6 8,569.4
1991 433 214 7,189.3
1992 431 240 7,530.2
1993 351 245 10,560.1
1994 313 245 9,901.0
1995 294 245 9,499.7
1996 281 245 9,499.7
1997 279 245 12,581.4
1998 288 245 12,876.7

参入制限

(435隻)

船別割当

(IVF)

表4.2. カナダBC州における船別割当の

導入による変化 (Munro, 2001)

年 移動件数 漁船数

TACに占

める割合

(％)
1991 0 0 0
1992 0 0 0
1993 178 94 19
1994 306 154 34
1995 360 184 39
1996 413 216 44

表4.3. カナダBC州における一時的に

リース可能な船別割当の導入後の

リース件数(Munro, 2001)
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 アメリカは市場原理優先の国であり、かつ ITQ 制度発案の国家でありながら

ITQ 制度の導入に慎重だった。それは市場原理の強力さもその失敗の酷さも身

に染みていたからであろう。オヒョウやギンダラの IFQ には市場原理を取り入

れた ITQ らしい部分と、それをほとんど排除した部分が混在している。 
弱者には配慮はしたが、一般漁業者には大きな配慮はなく、導入前から減少

傾向だった漁船数は導入後も減少し続け、導入後わずか 4 年で 2 割も減少した

(表 4.4)。1995~1999 年は TAC が増加したため、漁獲も漁期初めから本格的に行

われるようになった(表 4.5)。その後、漁獲割当株(QS)の保有者数

35
は 2011 年に

は 1995 年の 56%に減少、TAC の IFQ の総量の一時的増加によって、QS 保有

者数当たりの平均割当量は 1995 年の 2 倍に増加したが、近年減少し 1995 年当

時に近づいている(図 4.9)。QS の保有者が減少し合理化が進んだことで漁業の

収入も回復した。QS の価格もオヒョウの販売価格の 6 倍にも達しているが、

これは QS 保有者が購入しているからと考えられる。オヒョウの販売価格に占

める変動費の割合が 3～4 割であれば年利 5％でも採算は合うだろう。 
 
 

  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2C 1,775 1,562 1,461 1,105 1,029 993 836 840
3A 1,924 1,529 1,712 1,145 1,104 1,076 899 892
3B 478 401 320 332 350 357 325 323
4A 190 165 176 140 147 142 120 121
4B 82 65 74 57 64 69 47 51
4C 62 58 64 35 41 46 30 36
4D 26 19 39 27 33 33 22 29
合計 3,452 3,393 3,450 2,057 1,962 1,925 1,601 1,613

管理海区

水揚げした漁船数

IFQ導入以前  IFQ導入後

表4.4. アメリカ・アラスカ州における個別漁業割当(IFQ)導入後の漁船数の

変化(Hartley and Fina, 2001)

 
 
 
 
 
 
                                                   
35 QS 保有者数のすべてに漁獲実績があるわけではない。実績者数は他の統計から保有者数の 5
割から 7 割に増加していると思われる。 
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月の終り 1995 1996 1997 1998 1999
4月14日 4 12 10 8 12
5月14日 7 13 12 11 14
6月14日 16 14 21 13 18
7月14日 9 13 10 13 11
8月14日 10 11 13 14 12
9月14日 16 17 13 13 13

10月14日 14 10 10 12 10
11月15日 12 6 8 9 7
合計(%) 87 95 96 93 97

TAC(千ポンド) 37,422 37,422 51,116 55,708 58,390

表4.5. アラスカ州における個別漁業割当(IFQ)の月別漁

獲実績 (%)(Hartley and Fina, 2001)。
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図 4.9. アメリカ・アラスカ州における個別漁業割当(IFQ)導入後の QSの所有者数,総 IFQ

及び QS 所有者当たり割当量(NOAA Fisheries Survice(2011)より作図) 
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4.1.4. 資源回復の要因を巡る討論 
 1932 年から 1960 年の MSY 達成宣言まで資源量は順調に回復したが、実は

研究者の予測よりずっと速く回復していたのである。生物学的データをもとに

1935 年～1945 年の年間の増加率を計算したところ 10％程度の値になっていた

が実際の増加率は 30％程度もあった。つまり平均的な自然増加に付加的な効果

が加わらないとこの現象を説明できない。 
このことから有名な学術論争が生まれた。Thompson と Burkenroad の討論で

ある。詳しい議論は Skud(1975)とその引用文献を参照して頂くとして、要点だ

けを述べる。オヒョウ委員会の委員だった Thompson は漁獲量規制の効果で付

加的効果も生まれるとさえ主張した。これに対して Burkenroad はオヒョウの回

復は規制の効果よりも環境変動に由来する自然増加の効果が主因であると主

張した。両者の議論はともに観測されたデータに基づくものであったが結論に

は至らず、その後もさまざまな研究者が解決に挑んだが今も解決していない。

また 1960 年代の漁獲量の減少も日本漁船などによる若いオヒョウが大量に混

獲されたことが原因の１つとされているが、生まれた稚仔の生き残り率が低か

ったのかもしれない。 
MSY の実現を信じたい人々には残念だが資源回復のすべてが規制による効

果とはとても言えまい。図 4.3～4.5 に示した漁獲量と CPUE をみても矛盾があ

る。まず資源量に比例する CPUE の推移(図 4.4)を見ると、管理海区 3 では 1930
年の資源量は 1912 年の資源量は 2 割程度に減少したことになり、MSY を与え

る資源水準が開発前の資源量の 5 割程度だったとすると 1930 年当時はすでに

乱獲になっていたはずである。ところが 1962 年の MSY 達成宣言の根拠となっ

た MSY の推定値(Chapman et al、1962)は 36～38 百万ポンドであり、漁獲量の

推移(図 4.5)を見るとそれ以前の年に 36 百万ポンド以上に漁獲を行った年は 1
度もない。3.3 節で述べたように MSY が限界値であり、それ以下の漁獲であっ

たから太平洋のオヒョウは 1 度も乱獲になったことはないはずであり、CPUE
のデータと矛盾する。その後 Skud(1975)が CPUE の補正を試みるが完全な解決

には至っておらず、その後矛盾する開発初期のデータはオヒョウ委員会で使わ

れなくなってゆく。 
このほかにも図 4.3 の全体の漁獲量の推移を見ると、1900 年以降 2000 年代

まで全体としては漁獲量が増加傾向であること、1985～2010 年の漁獲量がほう
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が MSY 達成宣言の 1960 年の漁獲量よりずっと多いことなどは奇妙である。

1985～2010 年の漁獲量は過剰漁獲なら別であるがデータも解析技術も格段と

進歩している近年の解析技術ではそれはあり得ない。 
 この議論は水産資源の 3 つの特色の 1 つである変動性の問題に関係してい

る。1970 年以降の漁獲量の推移は日本のマイワシの漁獲量の推移と逆のように

見えレジームシフトとの関係性が疑われる。環境がシフトすると生息可能量も

変わり自然増加量の値も時間的に変化してしまう。先に述べたように 20 年～

30 年で持続生産量が変化するとき、持続性とは何かを考え直さなければならな

いのである。 
 
 
4.2. 最大純経済生産量(MEY) 
カナダの経済学者のGordon(1953)はオヒョウ委員会の委員であったときの経

験から、MSY は資源管理の目標とすべきでなく資源から得られる経済的な利

潤を最大化すべきであると提言した。 
水産資源から得られる漁獲量を金額に換算した値から費用を差し引いた値

が利潤で、この最大値を最大経済生産量(Maximum net Economic Yield: MEY)と
名付け資源管理の目標にすべきと提唱したのである。 
簡単のため漁獲物の価格を一定の p (円/トン)、努力量を X 、努力量当たり費

用を一定の c (円/努力量)としよう。持続生産量Y  (トン)を第 5 章の 5.5 式で表

すと利益は cXpY  で、利益 )( XL (円)は努力量 X の関数であり以下の式で表せ

る。 
 
 )1.4(1)( cXr

qXpqKXcXpYXL 


   
 
ここで、qは漁具能率(1/努力量/年)、K は環境収容力(トン)、r は内的自然増

加率(年当たり)である。この )( XL と X の関係は図 4.10 のようになる。が増加

するにつれて 0)0( L から限界生産(marginal production)36
と限界費用(marginal 

cost)37
が等しくなるまでは )( XL の値が増加する。 0)( dXXdL を満たす点が

)( XL の最大値を与える X の値で、これを MEYX で示すとこれは次式で示される。 
                                                   
36 追加努力に対する収入 pYの増加量= dXpYd )(  
37 追加努力に対する費用cXの増加量= dXcXd )(  
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)2.4(12MEY 


  pqK

c
q
rX  

 
その時の資源量は次式である。 
 

)3.4(12MEY 


  pqK
cKP  

 
(4.2)式は pc の値が大きいほ

ど、つまり魚価に比してコスト

がかかるほど最適努力量は小

さいこと、このモデルで MSY
を与える資源量は 2K であるから(4.3)式の最適資源量はそれより大きいことを

示す。 MEYX を(4.1)式に代入すると )( XL の最大値すなわち MEY が次式のよう

に数式で表せる。 
 

   )4.4(4MEY 2
2

Kpq
cpqKr   

 
これが Gordon(1953)の提案した MEY である

38
。MEY．．．

を与える努力量の値を超

．．．．．．．．．．．

えた努力量水準を乱獲と定義した

．．．．．．．．．．．．．．．

。また利潤がゼロになるときの努力量 X や

資源量 P は次式となる。 
 
 (4.5)2 MEYXX   
 
 )6.4(pq

cP   
 
(4.5)式は利潤がゼロになる時の資源量は環境収容力や自然増加率に関係ない

ことを示す。したがって P の値が同じであればK が大きい資源ほど資源の相対

的な減少率である KP の値は小さくなる。 
 Gordon(1953)は最大利潤である MEY が実現されずに、努力量が純収入＝ゼ

                                                   
38 この式は Gordon(1953)のモデルを批判した Schaefer(1957)のモデルによる。 

収
入

:
ｐ

Y
 
ま

た
は

費
用
：

ｃ
X
(
円
)
）

漁獲努力量：X

最適努力量：X
MEY

0

pY

MEY

cX

自由参入

均衡点

図 4.10. MEY と最適努力量 
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ロになる水準に達してしまう原因を考察している。その理由は以下の通りであ

る。各々の漁船の毎日の水揚げ量は漁港で比較できるので、多くの漁獲を得よ

うとして水揚げの多い漁場に漁船が殺到する。この結果各々の漁船の生産量が

平均化し各々の漁船の生産額は平均生産 XpY になる。利益があるうちは漁船

の新規参入が続き、平均生産は低下を続け、 cXpY  になると全船利益がなく

なるので漁船の新規参入が止まる。このような理由から利潤がゼロになる点を

．．．．．．．．．．

自由参入均衡点

．．．．．．．(Open Access Equilibrium Point)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という

．．．

。 
最適努力の条件は 0)( dXXdL すなわち cdXdYp  である。限界生産と限

界費用が等しいところで MEY になる。ところが自由参入では平均生産が平均

費用

39
に等しいところで最適になるので経済学な乱獲になる。 

実は Gordon(1953、1954)は上に示した水産資源の資源変動モデルを用いては

おらず、農業経済の地代論で用いられている既成モデルを応用したものであっ

た

40
。乱獲の原因も差額地代論の理論をそのまま漁場利用に応用したものであ

った。しかしながら資源の最適利用に加えて、実際の生産の場である漁場の最

適利用を考える上で重要であるので、以下に Gordon(1953)が指摘した乱獲の原

因について説明しておこう。 
簡単のために生産力が異なる 2 つの漁場 A と B を考える。漁場 A が B より

生産力が高く、図 4.11a,と 4.11b に示すように漁場 A の平均生産 XpY も B よ

り大きいものとする。両漁場の努力量の合計は BA XX  とし、努力量は漁場別

配分について考える。 
漁業者各自の日々の水揚げ量は港で比較されるので水揚げの多い漁場がす

ぐに知られてしまう。太平洋オヒョウでは港に近い豊かな漁場に漁船が殺到し、

自由競争では各漁船は豊度が高い漁場 A で操業が始まり、操業が進んで漁場 A
の平均生産が漁場 B 以下になると漁場 B での操業が始まる。このように自由

競争では各漁場の平均生産が一定になるように努力量が配分される(図 4.11a)。 
しかし、この配分では漁場 A における限界生産   dXpYd の値は漁場 B に値

よりずっと小さく、また限界費用   dXcXd よりも小さいので漁場 A からの純

収入 )( XL はピークを過ぎて減少している状態である。したがって漁場 A の努

                                                   
39 この費用のモデルでは限界費用＝平均費用である。 
40 2.1 節の図 2.1 の関係を想定し MEY を論じた。 
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力量を減らし漁場 B に配分したほうが全体の生産額は大きくなるはずである。 
追加する努力量 dX を限界生産が大きい漁場に配分するほうが生産額の増加分

 pYd が大きくなるから、図 4.11b のように努力量の最適配分は限界生産が一

定になるように配分することである

41
。もちろんこれは自由競争では実現され

ない。Gordon．．．．．．

が理想とす

．．．．．

る漁

．．

船の

．．

最適

．．

漁場

．．

配置

．．

は、全漁船が誰かの指示に従っ

．．．．．．．．．．．．．．

て計画通りに操業しないと実現できない

．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。水産資源の経済的最適利用はこのよ

うな漁場利用の最適化も含めて考える必要がある。 
この適正漁場別配置を実現したのは日本の駿河湾のサクラエビ漁業である。

漁船の適正漁場別配置を行うと漁船間の水揚げ量に不公平が生じるが、その問

題をプール制によって均等配分することで解決し実現しているのである(中村

他(1983)、馬場・長谷川(1990))。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                   
41 費用が漁場によって異なるときは限界収入が等しくなるように配分することである。 
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4.3. MEY 実現のための政策 
 
4.3.1. Gordon の４つの政策 

Gordon(1953)は自由参入で起こった経済学的乱獲を回避して MEY を実現す

る方策として次に 4 つの政策を提案した。 
 
(1)資源を私有財産化(private property)し分割所有させる。カキ養殖のように。

資源の個人漁業者への貸与はその合理的利用を促す。 
(2)それが不可能なところでは資源を漁業者の集団財産化 (group private 
property)する。資源はその漁業者グループによって統一的・協調的に利用さ

れる。 
(3)そのいずれも不可能な場合は資源を公共財産化(public property)する。公的

機関が細かい点 まで管理して利用する。 
(4)それも不可能ならば課税方式が有効である。平均生産が平均費用になる点

が最適利用になるように努力量に租税をかける。税収は必要に応じて漁業

者に再配分する。 
 
最適利用の障害は、自由参入による漁業者間の無益な競争であり、政策(1)と

(2)において私有財産化する目的は漁業者間の無益な競争を排除することであ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る

．

。個人の財産になれば合理的を考えて利用するから最適利用が実現されると

Gordon は考えたのである。上に述べた漁場全体の最適漁船配置まで考えると、

水産資源全体を１人の私有財産とす

．．．．．．．．．．．．．．．．

ることが最大の理想である

．．．．．．．．．．．．

が、それを社会

が受け入れることはできないので、「分割所有」の形式を提案しているのであ

る。また「分割所有」であれば所有者間で如何に効率的な利益を生むかに関す

る競争あるいは所有者間の技術移転によって資源利用の経済的効率化が進む

ことを期待したのかもしれない。ただし、Gordon の乱獲の理論が差額地代論に

基づいていることから考えると、おそらく「分割所有」の意味するところは「資

源の分割所有」ではなく「漁場の分割所有」であったと思われる。 
ここで注意すべき点は「財産化」の意味であってそれはローマ法以来の所有

であり、私有財産であるからには資源の利用に関しては誰の指示も受けないこ

とを意味する。したがって、もし所有権者に漁業の後継者がいなければ乱獲し
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て資源を現金化して彼の子孫に相続させることもできる。また遊漁のような別

の利用を行ってもよい。私有財産化によってすべての所有者が MEY を実現す

る保証はないが、少なくとも「最適化の経済的動機を与える」点に意味がある。 
上記の政策の提案では、「それが不可能であるところでは」とあるように

Gordon(1953)が最も推奨する政策は(1)の資源の分割・私有財産化で、(4)は最後

の手段である。 
政策(4)は強制的な課税によ

ってコストを引き上げて自由参

入均衡点と MEY 点を一致させ

ることによって、税収として

MEY を実現しようする政策で

ある。図 4.12に課税の例を示す。

課税の方法は、1)漁獲量に課税

し漁業収入=  %1 taxpY  とす

る、2)努力量に課税し費用=
 %1 taxcX  とする、の 2 つの

方法がある。 
これに対して政策(1)～(3)はいずれも資源の所有者の自発的な経済行為によ

．．．．．．．．．．．．．．．．．

る資源利用の最適化を期待する

．．．．．．．．．．．．．．

政策である。これらの優先順位が高いのはもち

ろん強制ではうまくいかない

．．．．．．．．．．．

という認識が根本にあるからでる。自発ならば改

善も進むであろう、と期待しているのである。 
政策(2)の「漁業者集団の私有財産化」は日本の共同漁業権と同じである。イ

セエビなどの磯根資源の漁場は漁業協同組合が管理する共同漁業権漁場にな

っており、各地域の漁業協同組合が漁場を分割所有する形態になっている。漁

業協同組合は各地区の漁業者によって構成され、共同漁業権を付与された漁業

協同組合が法的にその漁場の管理義務を有する。分割された漁場ではあるが最

適利用が期待されるところではある。 
ただし 6.2.2 節で述べるように漁業協同組合では最適化の目的が異なってお

り Gordon(1953)がいう MEY を実現しようとしているわけではない(長谷川, 
1985)。地方沿岸域には基幹となる産業が漁業だけという場合も多く、漁村に生

活する多くの人々が漁業で生活しなければならない。このため純利益あるいは
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図 4.12. 課税制度による MEY の回収 
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地代の最大化を目的するのでなく、付加価値を最大化しこれを配分することで、

より多くの漁業者が生活できるようにするのである。収入－物的費用＝付加価

値とすると同じ生産量であれば物的経費が小さい漁法が選択されることも漁

村の知恵とも言え、地域の自然の富を工夫して利用し地域でそれを配分してい

るのである。資源利用の目的が異なれば実現の手段も異なるのは当然であり、

資源管理の目標設定の問題については後で述べる。 
残る政策(3)の公共機関の所有では制度が疲弊しコスト削減などの改善は期

待できないであろう。したがってそのままではうまくゆかない。 
 

4.3.2. Gordon の経済政策に関する学術的議論 
1960 年に FAO で経済学的規制に関する包括的な議論が行われた。そこで候

補になったのは次の 3 つの方策であった(Scott, 1962)。 
(A) 課税方式(tax measure) 
(B) 漁業許可(fishing license) 
(C) 単一所有(sole-ownership) 
Gordon の政策(1)が議論にならなかった理由は、回遊する魚を「カキ養殖のよ

うに」分割所有することはできないこと、海洋生物資源は少数に独占されるべ

きではないことによると考えられる。 
(A) 課税方式は Gordon が提案した方法で、努力量ではなく漁獲量に課税す

る方式が推奨された。当時はこれが有力候補であった。前に述べたようにこの

方法ならば漁業を行う人に制限を加えないで済む点に大きな利点があった。 
(B) 漁業許可の目的は漁業者の数を制限することであるが、日本の歴史的背

景と異なり、共有財産である水産資源を利用する許可を誰に与えるかが大きな

問題となる。そこで以下のような提案がなされている。 
1)自然消滅方式(grandfather systems)：①全員に「譲渡も相続もできない許可」

を与える、②自然消滅で許可件数はいつか適正な数に達する。 
2)許可の買付(buying-in original license)：①許可保有者は許可を売ることが

でき、新規参入者と政府は許可保有者から買うことができる、②許可保有

者は許可を維持するために毎年許可料または租税を支払う、③目標の許可

件数を超えているときは、許可の販売価格を引上げる。こうして目標水準

に達する。この制度には許可が独占される懸念がある。 
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3)許可の新規販売(selling license anew)：①新規に政府が許可証を販売する、

②販売する許可数は予め適正数にするか徐々に減少させる、③価格は入札

で決めるか政府の試行価格を設定する、④許可数の削減には許可の買収制

度などを用いる、⑤許可は 3・5・10 年の有効期限があり期限内で譲渡可

能である。この制度で政府が販売で得る収入は理論的には地代の現在価値

に近い。 
許可件数は制限しなければならないが、売買による譲渡可能性を導入して万

人に水産資源を利用する機会を与えることで問題の解決を図る計画である。な

お Scott の許可制は許可の権利化であり、この考え方は Christy(1973)が提案し

た漁業者割当(譲渡可能個別割当の原型)によく似ている

42
。 

(C) 単一所有は私有財産化ではないが、理念を持った単独の所有者が資源全

体を所有し、所有者の指揮のもとで各漁船が計画的に資源を利用する形態を指

す。1 つの資源全体ではないが、1 つの漁場内の資源を所有するという意味で

は日本の共同漁業権漁場がこれに相当し、Scott(1962)も日本の制度をあげて実

現の可能性を示唆している。Scott にしろ Christy にしろ漁場利用への拘り

43
が

あるが、それはオヒョウ漁業における漁場利用の実態がそれほど酷いものだっ

たからだと思われる。 
 Scott が提案する単一所有は欧米社会から見れば共産主義のようにも見える

し、その後欧米が歩んだ資源管理の歴史から見れば奇異に映るかもしれないが、

Scott が「同族的(clannish)で協同的(cooperative)な人」と述べているような漁業

者気質があったことを利用するものである。この気質は日本の漁業者とも類似

する。具体的にはオヒョウ漁業でも 1930 年代に漁業者組織(労働組合や船主連

盟)が自主的に

．．．．1 人 1 航海当たりの漁獲量制限や、入港日から 10 日間出港を禁

止 す る 休 船 計 画 を 導 入 し て い た 背 景 が あ る の で あ る (Skud(1977), 
Pinkerton( 2013))。前者によく似た 1．航海

．．

当たりの漁獲量制限などは現在「日本

海ズワイガニ採捕に関する協定」等でも導入されている管理方式である。休船

計画の導入で、1)海上労働の安全化が進み事故が減少し、2)漁獲物の乱暴な扱

いが減り品質が向上する。第 2 の点は消費者にとっても有益だった。 
                                                   
42 Scott(1962)の論文には配分に関し漁獲実績法(the share-of-the-catch method)の言葉も見える。 
43 Scott は漁場別に許可件数も変えて、最適漁船配置を実現する案まで紹介している。なお、日

本では海域別ごとに漁場豊度が異なるので許可件数も海域別になっているが、単一所有ではない

ので平均生産が一定になるような配置であろう。 
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漁期が短縮した戦後は休船計画だけが再開されたが、オヒョウ委員会も両国

政府も支援することなく、新規参入者の増大と彼らの不参加で衰退し 1977 年

にオヒョウ委員会はこの計画は中止していると公表する。このため懸念される

漁期の短縮を防止するために強制的に漁期を 4 分割する制度を導入したのであ

る(Skud, 1977)。以上のように漁業者による集団的な管理を行う可能性が実際に

はあったのであり、日本であれば後述する資源管理型漁業のように行政が支援

したであろうが、両国のイデオロギーが集団的管理を見捨てたと考えられる。

その後は単一所有が顧みられることはない。 
 
4.3.3. 資源管理の経済学的な目標は何か 
 資源経済学の研究が進展する中、1967 年、FAO は世界農業白書の第 4 章を

漁業管理だけに焦点をあてて論じている(FAO, 1967)。その中で漁業管理の目標

に触れ、「漁業管理の目的は本来、資源を維持することではなく、消費者により

多くてより安い供給し、かつ漁業者により多くの収入を与えるという見地から、

最良の資源利用を行うことである」と述べている。「漁業者により多くの収入

を」という点はオヒョウ漁業の経験からのものであろう。 
それでは Gordon(1953)が目標とした MEY で、この目標は達成されるか、と

いう問題が残る。長谷川(1976)が指摘するように費用は 
 

 全費用＝物的経費＋人件費＋所有者利益 
 
に分解でき、費用のどの部分

までを採用するかで MEY の

位置が異なると指摘している

(図 4.13)。Gordon(1953)が目的

とした MEY は生産額－全費

用＝地代(rent)の最大値に他な

らない。国民レベルなら費用

は物的経費のみ、漁業レベル

なら物的経費＋人件費、私有

財産なら物的経費＋人件費

＋所有者利益となり、私有財
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産化は費用が最も高く、Gordon の MEY はこの 3 つの中では国民に提供する食

料は最も少ない。この 3 つの中では、FAO の目標に近いのは費用が物的経費の

みの場合で、付加価値を最大にする点が資源管理の経済学的目標

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

となる

．．．

。 
 残る課題は地代の回収である。現在の資源の利用形態をマルクス流に言えば

漁業資本が地代を搾取していることになる。地代を簡単に説明すれば生産金額

から物的費用、社会的に正当な人件費・報酬を差し引いた残りの金額で超過利

潤(excess revenue)とも言われる。人間の努力に相当する正当な金額を超えた自

然の恵みの部分に相当し、水産資源が万人の共有財産であるならば本来は資本

家が独占すべきでないという考えがある。その意味では租税制度で地代を回収

して漁港の建設等に充てるという Gordon(1953)の考えは合理性をもつ。これは

租税制度で回収できる。 
 
4.3.4. 動態 MEY の衝撃 

Gordon(1953)が提案した政策の第 1 は資源を私有財産化することである。資

源を個人財産にすれば理論的に最大の MEY が実現できるはずだった。 
Clark(1973)は未開発である 1 つの資源を開発したときに得られる経済的利益

を最大するにはどう漁獲すべきかを考えた。そのために資源開発の初めの年の

利益から将来の利益の現在価値

44
の合計を最大にすることであると考えた。こ

の考えは、投資から得られる将来の利益が投資に見合うか否かを判断するとき

に普通に用いられる方法で現在価値(present value)の最大は経済学の黄金律で

ある。現在の貨幣価値に対する t 年後の貨幣価値の比を

te 
で表す。ここで

)0( は社会的瞬間割引率である。t 年後の利益は tt cXpY  で、これを現在の価

値に換算すると

ttt ecXpY  )( となり、これを現在から未来(無限大)まで合計す

ると次式で表される現在価値( PV)になる。 
 

  )7.4(
0  dtecXpYPV ttt   

 
この PV の最大値を動態 MEY(Dynamic MEY)といい、平衡状態を仮定した MEY
                                                   
44 現在価値に換算するときは金利などによる価値の減少を考慮する。銀行の利子率を r とすると

今年銀行に 100 円預けると来年は 100×(1+r)円になっている。逆にこの関係から今年の 100 円は

来年
 er 100)1(100 円の価値に減少する。ここで )1ln( r である。 
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を静態 MEY(Static MEY)と区別している。 
(4.7)式の最大値を考えるときの条件として、ある年 t における漁獲量を無限

に大きくすることはできないから、以下のようにコントロールできる漁獲量に

上限を設ける。 
 
 )8.4(0 MAXt YY   
 

MAXY は経済学的な乱獲できるほど十分に大きく以下の条件を満たすものとす

る。 
 
 )9.4(MSY MAXY  
 

(4.8)式の条件のもとに最大値原理

45
を用いて(4.7)式を最大化するすると、最

適な漁獲量は次のようになる

46
。 

 

 








)10.4()(0
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ここで potP は最適資源量を、 optY は最適漁獲量を表しそれぞれ次式で表され

る。 
 
 )11.4(8114
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  K

PrPY optoptopt  
 

最適漁獲量(4.10a)～(4.10c)式は、資源開発の初期は最大の漁獲量でもって漁獲

し最適資源量に達した後は最適漁獲量を取り続けることが最適であることを

                                                   
45 工学で用いられている最適制御理論と呼ばれる数学的最適化手法の 1 つで、操作因子がある

範囲に制限されるときに用いられる。 
46 第 5 章で述べるロジスティック・モデルを用いると   tttt YKPrPdtdP  1 で、(4.7)式の被積

分関数は   ttt epqPcpY 1 と変形して tX を消去すると tY による bangbang 制御問題にできる。 
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示す。最適解に基づく資源量の推移は図 4.14 のようになる。 
また年間利子率

e と optP の関係は図 4.15 に占めすような曲線になる。この

図からわかるように利子率は大きいほど最適資源量が小さくなる。また同じ利

子率であれば内的自然増加率が小さいほど最適資源量が小さい。内的自然増加

率が小さい場合は特に資源からの利息に相当する持続生産量を得るより、元本

である資源を乱獲して現金に換えて高い銀行利子を稼いだほうが得であるか

らである。この資源動態モデルでは環境収容力の 1/2 であるから、最適資源量

/環境収容力の値がそれ以下であれば、生物学的意味での乱獲が最適水準となる。

たとえば年間利子率 7％でも内的自然増加率が 10％以下なら生物学的な乱獲に

したほうが経済学的にはよいことになる。以上のように、理論研究は現実の現

象を理解する上で重要である。 
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図 4.14. 資源量の最適軌道。実線は最適軌道を表す。 
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 上の例では利子率による価値の低下のみを考えたが、他にも社会的に価値が

減少するケースがある。たとえば、毎年入漁の許可をもらって外国の沿岸で操

業するケースである。この場合、来年は出漁できないかもしれないという不安

から来年の資源の価値は小さくなる。もし来年出漁できないことが確実であれ

ば社会的割引率は無限大、来年の資源の価値はゼロである。このとき資源の利

用者は今年のうちにできるだけ漁獲しようとするであろう。このように私有財

産化しただけでは乱獲を防止することはできないケースが多々あることがわ

かる。自然増加率が小さいクジラ類や太平洋オヒョウでは利子率の影響だけで

生物学的乱獲になるが、社会的割引率を考慮するとそれ以外の魚種も乱獲にな

ってしまう。 
この理念なき最適化による乱獲の実証例が我が国の漁業にもある。以西漁業

がその 1 例である。以西漁業は東経 130 度以西の海域で行われる漁業で主に底

曳網漁業でマダイなどの底魚類が漁獲されていた。田中(1985)は以西底曳網漁

業では現在価値が高い魚種からそれが低い魚種へと乱獲が進んだと指摘して

いる。図 4.16a と図 4.16b は魚種別漁獲量の推移で、最初に高価なマダイやキ

ダイなどのタイ類が乱獲され、続いて練り製品の原料であるやすいニベ・グチ

類へ移っていったことがわかる。 

図 4.15  最適資源量と年間利子率 
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 Clark(1973)の貢献は Gordon(1953)の第 1 の提案である私有財産化、中でも単

一所有を合わせた形態すればその所有者は自発的な最適経済行動

．．．．．．．．．．

によって

MEY が実現されるという期待は実現されないことを理論的に指摘している点

にある

47
。単一所有と私有財産化の組合せた政策では現実には乱獲を回避でき

ないという結論になる。それゆえ、欧米の研究者には Clark(1973)の結論は極め

てショックな内容であったはずである。 
もとより資源を私有財産化してもその所有者が未来永劫所有できるはずは

なく、いつかは誰かに譲渡しなければならない。もし所有者の子孫が後継者に

ならないとすれば、所有者が廃業するときに元金である資源を乱獲して現金化

しそれを子孫に配分するであろう。超歴史的所有形態はあり得ず(長谷川, 1976)、
このように私有財産化しても乱獲が起こることは明白であろう。 
また Clark(1976)は水産資源の絶滅の可能性を議論している。生物個体群には

その生息密度がある一定密度以下になると絶滅に至るという密度があり、漁労

技術の革新によって費用が大幅に下がれば個体群の絶滅が最適資源量になる

ことを示した。(4.5)式が示すように自由参入均衡点は資源の自然増加率や環境

収容力とは関係なく、この資源量水準が絶滅に至る密度以下であれば資源の絶

                                                   
47 実は動態 MEY を最初に考えたのは Zellner(1962)(Crutchfield and Zellner(1962)の附録)であり

(4.11)式もすでに導かれていた。したがって Clark(1973)の貢献は正確にはそれを世に広めた点で

ある。 
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図 4.16. 資源の開発初期における以西トロール漁業の漁獲量(神田(1953 )より作図 
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滅が起こる。このことが欧米の研究者に決定的な衝撃を与え、その後資源全体

の私有財産化の議論は完全に消えたといってよい。海産哺乳動物ではこのよう

な可能性があり一般原則として資源全体の私有財産化を受入れることは完全

にできなくなった。 
以西漁業と同様に、南極海の捕鯨では図 4.17 の捕獲頭数の推移が示すように

大型のシロナガスクジラから乱獲が進み、ナガスクジラ、ザトウクジラ、イワ

シクジラへと大型鯨から小型鯨へと乱獲が進んだ。欧米のように鯨油生産を目

的とするにせよ鯨肉生産を目的するにせよ、同じ生産量を得るのに 2 頭の小型

鯨を捕獲するより 1 頭の大型型鯨を捕獲する方が捕獲の手間も解体の手間も少

なくて済む。したがって大型のシロナガスクジラが最初のターゲットになった

のは経済的には自然なことであった。 
その上シロナガスクジラ単位(Blue Whale Unit: BWU)に基づく捕獲制限の導

入でその傾向は一層強まった。シロナガスクジラ単位とはシロナガスクジラ１

頭の鯨から得られる鯨油の量に換算した鯨の頭数で、ナガスクジラ 2 頭、ザト

ウクジラ 2.5 頭、イワシクジラ 5 頭である。国際捕鯨委員会は鯨種別に BWU
の上限を設定することなく BWU の総量だけを規制した。太平洋オヒョウ漁業

と同様に漁期の開始を定め、BWU の上限に達した段階で漁期を終了する方式

を採用していた。この結果、シロナガスクジラは見つけ次第捕獲され、資源頭

数は 1972 年に捕獲禁止になって以降も回復していないといわれるほど減少し

てしまった

48
。鯨種別の BWU 規制を行っていればここまで減少しなかったと

いわれている。残念ながら捕鯨も以西底曳網漁業も日本の資本漁業がかかわっ

ていたのである。 
南極捕鯨の事例は、1．つの資本漁業が複数の水産資源を独占するとき絶滅が

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

起こる可能性がある

．．．．．．．．．

ことを示している。捕鯨船はシロナガスクジラ以外の鯨種

も捕獲できたのでシロナガスクジラが枯渇しても他の鯨種の生産で経営が成

り立つのである。魚種別に資源管理を考えることは 1 つの絶対条件といえよう。 
 

                                                   
48 南極海全体のシロナガスクジラの資源量は開発前の 20 万頭から激減し規制開始後 25 年以上経

過した 1997/98 漁期でも全体でわずか 2,300 頭と推定されている(IWC. 2015. Whale Population 
Estimates. (https://iwc.int/estimate))。 
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4.3.5. 個別割当(IQ)の導入 
 IQ や次項の ITQ の話をする前に誤解を避けるために断っておかなければな

らないことは、これらは経済的な合理化のための手段であって、資源量の回復

だけならばオヒョウ漁業の例のように TAC だけを管理しておけばよいという

ことである。IQ や ITQ の導入で資源量が回復するわけではなく、経済的な合

理化のために導入する制度である。 
 前節で述べたように、南氷洋捕鯨では、漁期の開始を定め BWU の上限に達

した段階で漁期を終了する方式を採用していたので、国家間のシェア争いが激

化し大きな無駄を生んだ。そこで IWC の年次会合が終わってから、国家間の無

駄なシェア争いを解消するために捕鯨国だけが集まって、あらかじめ国別に捕

獲限度量を割当ていたのである。この南氷洋捕鯨での国別割当て制が個別割当

(Individual Quota: IQ)の原型であろう。なお IWC は自由主義が原則なので国別

割当をその会議で決めることはできないので、IWC の会合終了後に捕鯨国会議

を開き国別に割当量を決めていたのである。 
オヒョウ漁業の自由参入では、1)漁業者が増加する、2)漁船や漁具が大きく

なる、という 2 つの問題で地代が消えていった。そこで、許容漁獲量(TAC)規
制の改良型として個別割当(Individual Quota: IQ)が考えだされた。IQ 制度は漁

業への 1)参入制限を行って、2)漁獲の制限という動機(incentive)を与えることで

ある。個別に割当てることで収入の上限が概ね定まることを利用して、強制で
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はない、自発的な費用削減を促すことに狙いがある。「動機」と断っているのは

漁場を巡る競争の問題が残っているからである。この点は次の ITQ の項でまと

めて説明する。 
また IQ は ITQ と異なり”Transferable”が付いていないので移動できないと勘

違いしている人が著しく多いのであるが、4.3.4 項で超歴史的所有形態は存在し

ないと述べたように、IQ 保有者が廃業するときには他の誰かに IQ が移動する。

移動がなければ IQ はいつか消滅してしまう。市場原理に基づき所有者の権利

でもって IQ を譲渡するのが ITQ で、IQ はそれ以外の方法で移動する制度、た

とえば行政・学識・漁業者からなる委員会による決定で移動する制度ある。 
現在 EU でも共通漁業政策(Common Fisheries Policy: CFP)で国別魚種別の漁

獲量規制も採用している。IQ 制度の 1 種である船別割当(Individual Vessel Quota: 
IVQ)なども設定され、漁獲量と水揚量の記録が義務付けられている。 
漁船馬力や漁船規模などによって漁具能率qや努力当たり費用 c が変化する

ので、費用は漁船馬力や漁船規模に依存して変化する。そこで IQ 制度におけ

る費用の削減効果について、簡単なモデルで検討してみよう。4.2 節の 4.1 式の

努力量(操業日数など) X を船別努力量 ))(,,2,1(
1

Xxnix n
i ii   に分けて考える。

IQ は漁船数で均等に配分する。 
 
 (4.13)SYIQ n  
 

持続生産量 SY は以下の式で表される。 
  (4.14)SY FP  
 

 )15.4(一定

1
 

n
i ii xqF  

 
漁船 iの漁獲量は PxqY iii  であるから IQ を達成したとき漁獲努力量は以下のよ

うになる。 
 

 )16.4(IQ
iii nq

F
Pqx   

 



  

79  

漁具能率や努力当たり費用は次式のように漁船規模Tの関数で表す。 
 

 )17.4()0)(()(  iii TcTcc  
 )18.4()0)(()(  iii TqTqq  
 
このとき漁船 iの費用は以下のようになる。 
 
 )19.4()(

)(
i
iii Tnq

TFcxc   
 
したがってその導関数には次式のような関係がある。 
 
   )20.4()(
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ここで )( iTc や )( iTq は導関数 )( iTc や )( iTq の導関数を示す。 
上の式が意味することは、漁船規模を大きくしたとき費用の増加率 )()( ii TcTc

が漁具能率のの増加率 )()( ii TqTq を上回っている場合、漁船規模を小型化するこ

とにより費用を小さくできることである。逆に漁船規模を大きくすると費用に

．．．．．．．．．．．．．．

比べて急速に漁獲の性能が向上する漁業種類では、漁船規模を大きくすること

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

により費用を小さくできる

．．．．．．．．．．．．

ことになる。 
Tanaka and Tanaka(1989b)によれば前者は延縄漁業、後者は底曳網漁業がその

候補である。オヒョウ漁業は延縄漁業であり確かに IQ の導入後 4.1.3 項の表

4.2 に示すように漁期は延長された。しかしオランダの底曳網漁業では ITQ の

導入後、大きな網を曳網する力となるエンジン出力(kw)が 617kW から 748kW
に増加している。表 4.6 にオランダのトロール漁業の ITQ 導入の前後の主要魚

種の同国割当量とエンジン出力の比較を示した。この表の数値の数値を用いて

平均操業日数を計算すると、ITQ 導入以前の 1983 年と導入後の 1998 年の値は

それぞれ 174 日、185 日となって大した変化はないことがわかる。また ITQ 導

入前後にの主要魚種の漁船当たりの漁獲量はそれぞれ 155(トン/船)、159 とほ
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ぼ一定だが、漁漁船当たりの純利益

が‐44(百万 NLG)から+39 に増加し

ていることから、日々の操業時間の

短縮などの費用削減の効果があった

可能性が考えられる。 
IQ・ITQ 制度下で個々の漁船の費

用は最小化されるとしても、後者で

は漁船数が減少しても操業日数は大

きく延長しないことになる

49
。また操

業日数の短縮が直ちに漁期の短縮に

つながるわけでない。水揚げが短期

間に集中すれば魚価の暴落が起こる

ので水揚げは一定期間を開けて行わ

れるようになるからである。しかし

操業日数の短縮は漁業者の雇用機会

の縮小である。個人情報が入手しにくい欧米では漁期の長さが管理効果の指標

に使われることがあるがそれだけでは判断が難しい。 
 
4.3.6. 譲渡可能個別割当(ITQ)の発展 

IQ 制度の欠点は何らかの形で指定された漁業者にのみに水産資源を利用す

る機会が解放されていることである。繰返しになるが欧米では海洋資源は公共

物であり広く国民に解放されるべきものであるので、参入が「行政等」によっ

て制限された IQ は原則的には受け入れられない制度である。行政の介入は共

産主義的と思われてしまう。この欠点を補うために IQ を行政の介入なく個人

が市場原理のもとで自由に売買できるように「個人主義的・自由主義的制度」

にしたものが譲渡可能個別割当(Individual Transferable Quota: ITQ)である。 
実は ITQ の理論が研究される以前に類似する実施例がある。1960 年代以降

の南極海捕鯨では捕鯨から撤退したイギリスやオランダが保有していたシェ

アを日本が次々と買い上げており(板橋, 1987)、IQ の売買という意味では ITQ
と同じ行為が捕鯨国間で行われていた。しかも ITQ の理論が予測するように市

                                                   
49 ix を操業日数とすれば 4.16 式は ix は漁船数と漁船の性能の積に反比例する。 

1983 1998
ソール 15,400 14,600
プレイス 53,700 35,300
タラ 22,900 14,900
合　計 92,000 64,800

-44 39
150,000 5,000,000

0 - 190kW 141 82
191 - 221kW 78 142
222 -
1104kW 295 32
>1104kW 81 151
合　計 595 407

367,000 319,000
617 784
855 791
174 185

*1 デフレーターで修正

*2 1馬力=0．746kWで計算した

エンジンの平均出力(kW)
総努力量(10万馬力・日)

平均操業日数

*2

表4.6. オランダの底曳網漁業における

ITQ導入前後の比較(Davidse, 2001)
項　　目

年間割当量

(トン)

純利益(百万NLG)*1
漁船当たりの権利の平均

価格（NLG) *1

漁船数

総エンジン出力(kW)
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場原理で捕鯨枠のシェアは寡占化し、最後は日本とソ連の 2 ヶ国のみが南極海

で捕鯨を行う事態になった。撤退した国々から恨まれた日本は全面禁漁に追い

込まれたこともよく知られたことである。このことは欧米社会であっても単に

競争に勝てばよいというものではないことを物語ることを指摘しておく。 
現在の ITQ は国内の漁業をターゲットにした Christy(1973)の漁業者割当

(Fisherman Quotas: FQ)の枠組みを原型とする(長谷川, 1994)。Christy の漁業者割

当の部分の記述を要約すると以下のようになる。 
(制度の前提) 1.当該漁業はすでに十分に開発されているか、または過剰開発

されていること、2.アメリカ合衆国は排他的に利用できるか、国別割当量が

保障されていること、3.連邦統制、州間連携、地域委員会、その他の独立省

庁のいずれかによって漁業は監督されていること。 
1 (漁業者の定義) 漁業者は漁船の所有者が示唆されるが、漁船を所有してい

ない船長など他の定義が望ましいかもしれない。 
2 (個別割当の定義) 各漁業者は当該漁業から漁獲量のあるパーセントのシ

ェアを割当てられる。 
3 (割当の配分) 最も困難なことは漁業者への配分で、おそらく最も有益な基

準は過去の漁獲記録である。規制されている各漁業の中に配分制度を決

めるために、漁業者の特殊な団体を作ることが望ましいかもしれない。場

合によっては、これは解決すべき憲法上の問題を生むかもしれない。 
4 (許可証) 各漁業者は当該資源の総許容漁獲量に占める彼の漁獲量のシェ

アを記載した許可証を受け取る。 
5 (総許容漁獲量の公示) 各漁期の前に、最良の総許容漁獲量が公示され、漁

業者は漁獲できる量を決定できる。 
6 (権利の貸与と制限) 漁業者がその割当の全部または一部を他の個人に貸

与することが許される。ただし独占による支配を避けるため、漁業者は全

体のあるパーセント以上のシェアを保有できない。 
7 (割当量の販売) 管理機関以外の割当量の販売は許されない。管理機関は、

漁獲率の引き下げを目的として一部の漁業者から割当量を購入すること

ができ、その後他の漁業者に貸与することもできる。 
8 (従来の制限の維持) 従来の体長制限・破壊的漁具の使用禁止・漁法間紛争

の解決するための規制などは採用される。ただし管理組織はこれらの規
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制だけを使って漁獲率を制限してはならない。 
9 (漁労技術の規制の最小化) 有益な技術革新が促進できるようにするため、

割当量の所有者が資源保護のための強制的規制以外の、漁船・漁具等の漁

獲技術に関する一切の制限を受けない。 
10 (割当超過に対する罰則等) 漁業者が自分の割当と借入れた割当の合計を

超えた場合、超過の数量を弁済しなければならない。また他の漁業者の超

過によって自分の割当量を達成できなきなった場合、実績と割当の差に

相当する弁才を受けることができる。 
11 (総許容漁獲量の漁期中の修正) 当初の総許容漁獲量が高すぎた或いは低

すぎた場合、管理機関は漁期中に修正する。もし総許容漁獲量が引下げら

れた場合、割当量を達成していない漁業者に対して補填する。 
12 (許可料の徴収) 管理機関は割当の大きさに比例し、かつ賃借された割当

の市場価格に比例した許可料を徴収する。 
13 (権利の相続) 割当量を相続する近親者のための規則が別に作られる。相

続できない場合や相続を望まない場合は管理機関が購入する。 
14 (外国船による余剰利用) 総許容漁獲量から国内の割当量を差し引いた余

剰分がある場合は、外国船は米国の賃借料の市場価格と同等の賃借料を

支払う。 
15 (管理機関の収入の使途) 管理機関が徴収した賃借料・許可料・罰金・その

他収入は管理経費・一定限度の調査費・割当の購入費に使う。余剰があれ

ば連邦機関などの一般歳入に計上する。 
長谷川(1994)は「Christy の場合、割当(率)の商品化といっても、その販売先を管

理機関に限定するといった制約を設けている点に大きな特色がある。そうした

部分に限らず、各国で現実に行われている ITQ 方式は、細部ついてはいろいろ

異なるとことはあるけれども、基本的には、結局、Christy 提案の枠組みの中に

ある」と述べている。繰り返しになるが現在各国で行われている ITQ 制度

50
で

は販売先を管理機関に限定せず民間に開放している点に Christy との大きな違

いがある。 
Christy(1973)が述べているように、租税制度のように直

．．．．．．．．．

接的に経済的最適に

．．．．．．．．．

                                                   
50 各国の ITQ についてまとめたものとして山本・真道(1994)、Shotton(2001)などがある。 
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至らしむ措置とは異なり、この制度が直接的に経済的最適につながるものでな

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

い

．

。各漁業者の割当量が決まっているので収入の上限が概ね決まるので、利益

の増大には費用の削減が必要であり、漁業者が費用の削減を実現できてはじめ

て最適に近づくものである。漁業者が費用の削減に向けて動くか否かがポイン

トとなる。 
理論通りに進まないケースもまた Christy(1973)は指摘している。漁期中に資

源量が急速に低下する場合がそれに当たる。漁具や漁船の性能が高く解禁とと

もに急速に資源量が減少する資源、あるいは一過性の回遊魚を漁獲する場合は、

漁期初めに操業したほうが 1 日の水揚げ量が大きく、少ない操業日数すなわち

少ない費用で割当量を達成できる。このような漁業では漁期の初めに漁船が殺

到し、漁獲性能の向上のための漁船の大型化などによる費用の増大が懸念され

る。これは IQ 制度でも同様である。Gordon(1953)の理論を応用すれば「操業日

数の減少によって削減される費用に等しくなるまで漁獲性能を向上に掛かる

経費は増大する」ことになるだろう。一般的に言えば共同操業を前提としない

．．．．．．．．．．．．．．．．．．

個人主義の

．．．．．IQ．．や

．ITQ．．．

では優良漁場を奪い合う

．．．．．．．．．．．

先取り

．．．

競争を解

．．．．

消できない

．．．．．51
。 

ITQ については「漁業者にコスト削減の動機を与える」点に関心が高く合理

性についての期待が高いが、Christy(1973)が「当該漁業はすでに十分に開発さ

れているか、または過剰開発されていること」を前提にしているように、理論

的には、現在各国で行われている ITQ 制度は肥大化した漁業の縮小を民間の市

場に委ねる制度であり、市場原理で拡大した漁業を市場原理で合理化させる制

度である。市場原理に委ねれば強者が弱者の漁獲のシェアを奪い、寡占化が進

む過程で、余剰になった漁船を廃船する、あるいは隻数を減らして小数の大型

船を建造するなどの効率化が促進される。こうして行政が介入して補償金など

．．．．．．．．．．．．

支払うことなく減船などの効率化を推進できる点に単純な

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ITQ．．．

制度の大きな

．．．．．．

狙いがある

．．．．．52
。いわば民間に合理化を丸投げする制度である。この点は

Christy(1973)が販売先を管理機関に限定して管理下に置こうとした点と対称的

                                                   
51 IQ で「過当競争の発生を避けることができる」という見解(衆議院調査局農林水産調査室. 
2009. 日本と欧米における漁業政策の動向(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/ 
html/rchome/Shiryo/nousui_200907_gyogyou.pdf/$File/nousui_200907_gyogyou.pdf)は、理解

不足である。 
52 ニュージーランドはその典型であろう。1977 年の 200 海里法で囲い込まれた資源の開発が一

気に過熱し過剰利用になり 1986 年に ITQ の導入を図っている。 
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である。 
したがってそのままでは FAO が資源管理の目標とした「消費者により多く

てより安い供給を、かつ漁業者により多くの収入を」を実現する保証がない点

に ITQ 制度の最大の問題がある。ITQ の権利所有者から見れば利潤さえ大きけ

ればよいので、減船による寡占化に加え、漁撈装備の機械化によって漁業者の

雇用機会が減り、ニュージ－ランドのように漁村がなくなってもそれを社会が

受入れることができることを前提にする制度である。 
このほかにも安い小型魚を投棄し高価な大型魚だけを水揚げするといった

「高品質化」も懸念されている。船上で選別後に投棄されるので投棄魚は死亡

しており、船上での監視がなければ TAC が超過する

53
。したがって管理経費の

増大も懸念事項であるが、それに加えて資源研究者は過少報告の漁獲統計をも

とに資源評価をすることになることも懸念されている。少ない漁獲量で資源量

が減少していることになれば、資源量が小さい、あるいは自然増加率が低いこ

とになり、持続生産量が小さくなるであろうし、TAC が減り続けるという悪循

環を招くと予想される。 
しかしながら ITQ 制度は市場原理のもとで国民に漁業を行う機会を与える

点で欧米社会にとって大きな意義があった。しかも行政の仕事は TAC の決定・

割当量などの違反の取締り・許可料の回収などで、行政からはさしたる民間介

入もなく自由競争を理想とする民間会社にとっても魅力的な制度である。懸念

される管理経費も日本に比べれば規模がかなり小さい欧米漁業では大した金

額にはならないし、契約社会なので 1 度の違反で退場となるような莫大な違反

金を課して恐怖を与えることも可能である。市場原理で淘汰されてもそれはす

べて自己責任であるという個人主義が徹底している欧米社会には ITQ 制度を

受け入れる文化的土壌があるので

54
、欧米文化圏で急速に導入が進んでゆく。 

アイスランドでは 1979 年に導入開始し 1990 年に全漁業で実施、ニュージ－

ランドは 1982 年に沖合漁業で導入開始し 1986 年に全漁業で実施している(山
                                                   
53 カナダ東岸の 200 海里外で跨界性資源であるタラを EU 船団が大量に混獲・投棄していたこと

が後に発覚し EU 船団は締め出された。EU 船団は過小報告していたのである。違反はどこの国

でも起こるがその程度は国によって大きく異なるものであり EU の中でも激しい違反した国があ

ったものと考えられる。 
54 日本では 1979 年のイラン革命による三井物産の危機を政府が肩代わりする、2001 年のダイエ

ーの危機を政府が救うなど欧米社会では全く理解できないような対応を行っているが、これも開

国以来の日本のやり方である。 
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本・真道, 1994)。その後、オーストラリア、カナダ、アメリカ、ペルーとアジ

ア圏以外の国で導入が進んだ。このうちアメリカには多様な ITQ 制度がある

(Fina, 2011)。 
 4.1.3 項の表 4.2~4.5 及び図 4.9 で示したように、ITQ 制度の導入により意図

したように漁船数や漁獲割当株(QS)保有者の数は減少し、減船や経営体数削減

の意味では大いに成功したことは間違いない。市場原理は強力であり当然の帰

結ともいえよう。その一方で導入前から懸念された問題のほかに新たに権利の

貸付業化が問題になりつつある。いま問題として懸念されているものは以下の

点である。 
1)投棄による高品質化(high grading) 
2)権利の寡占化 
3)権利の貸付業化 
4)雇用機会の縮小 

発見されていないだけかもしれないが、投棄による高品質化については今の

ところ大きな問題はないようである。おそらくこれは欧米流の高額の罰金や厳

しい罰則

55
のためであろう。 

当初から寡占化が懸念されていたが、同じアメリカでもアラスカのカニ漁業

では 4 社で 77%のシェア、単純なニュージ－ランドの ITQ 制度では 8 社で 80%
のシェアにも達していると言われている。法律による寡占化の規制

56
も子会社

がシェアを所有すれば実質的な独占さえ可能になってしまうかもしれない。 
カナダのオヒョウなどの延縄漁業でも ITQ の貸付が制度上可能でありその

結果貸付業化が顕在化してきている。そのリース料も販売価格の 60～75％に

57

達しており、アラスカのカニ漁業でもリース料がカニの販売価格の 8 割に達し、

漁業を行わない QS 所有者が 8 割を貸付だけで得る一方で、漁業者は 2 割でコ

ストも払う事態になっている(Anon., 2009)。権利の寡占化と権利の貸付業化は

いわゆるアンチコモンズの悲劇(tragedy of anticommons)であり、このままでは平

沢(1994)が第 1 に懸念した、日本が経験した漁業者の小作農化が起こることで

                                                   
55 ニュージーランドでは漁獲量の誤報告でも 25 万 NZ＄(約 2 千万円)以下の罰金、漁獲物・漁

船・漁獲シェアの没収、5 年以下の懲役が課せられる。 
56 所有権者がある一定数以下になったとき所有権者間の売買を禁止する規定などがある。 
57 Ecotrust Canada. 2015. A cautionary tale about ITQ fisheries (http://ecotrust.ca/wp-
content/uploads/2015/02/ITQ_Cautionary_Tale_FINAL.pdf).  
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あろう。 
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第 5 章 水産資源の動態モデルと環境変動の影響 
 
5.1. 水産資源の動態モデル 
 
5.1.1. 余剰生産モデル(年齢構成を考慮しないモデル) 
 まずは持続生産量(Sustainable Yield: SY)の基礎理論となっている余剰生産モ

デル(Surplus Production Model: SPM)について説明しよう。このモデルでは環境

が安定している、あるい哺乳動物のように環境変動の影響を受けにくい生物の

集団を考えている。余剰生産モデルの代表格はロジスティック曲線

58
で、この

曲線は Ververst(1723)や Pearl(1920)が人口論で用いたのが始まりである。水産資

源学では Graham(1935)が応用したのが始まりで、Schaefer(1954)が太平洋東部の

キハダマグロの持続生産量を推定したころから広まった。 
ロジスティック曲線は MSY の推定に使われている、最も基本的な資源変動

の数学モデルである。この曲線は単純な形であるが、水産資源では漁獲が加わ

る点で人口論や生態学のモデルと異なっている。t年の資源量を tP (トン)、漁獲

量を tY (トン)、漁獲努力量を tX (隻・日/年等)で表す。毎年の資源量の変化量は、

自然増加量と漁獲量の差であるから、ある年 における単位時間当たりの資源

量の変化量は次式であらわされる(田中(1985)、田中(2012))。 
 

)1.5(1 tttt YK
PrPdt

dP 


   
 
ここで、r は内的自然増加率(年当たり)、K は環境収容力(トン)である。日々の

漁獲量は資源量に比例するので次式で表せる。 
 

)2.5(ttt PqXY   
 
ここで、qは漁具能率(定数)で、この値大きいほど単位努力当たり漁獲性能が高

くなる。 
 資源量に変化がなくなった状態では )(一定PPt となり、資源量に時間的変

化がないので資源の自然増加量と漁獲量が等しく、(5.1)式の左辺がゼロになる

                                                   
58 実験室内の昆虫の増加などの検証例は多いが、自然界での検証例は少ないと思う。 

t
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ときである。漁獲量も )(一定 qXPYYt となっているので、これらを(5.1)式に

代入すると 
 
 )3.5(11 


 


  r

qXqKXK
PrPY  

 
(5.3)式は努力量 X あるいは資源量 P の 2 次方程式である。その最大値すな

わち MSY とその時の最適資源量 MSYP と最適努力量 MSYX は 
 
 )4.5(4MSY rK  
 

)5.5(2MSY
KP   

 
)6.5(2MSY q

rX   
 
となる。直感的にもわかるように(5.4)式は自然増加率が大きいほど、環境収容

力が大きいほど MSY の値は大きいことを示す。また MSYX は漁獲性能が大き

いほど小さい、すなわち少ない努力で最適努力量になる。第 3 章の図 3.1 は(5.3)
式を使って描いたもので、簡単な式なのでモデルの説明によく使われている。

実際に MSY の値を計算するには r とK の値が必要になる。これらの値は長期

間の漁獲量と努力量の時系列データから推定することはできる(田中(1985)、田

中(2012))。 
MSY 達成宣言をした太平洋オヒョウの計算例を紹介しよう。その前に計算

に使ったモデルと推定方法について簡単に説明しておく。微分方程式(5.1)式の

代わりに差分方程式に書き換えた次のモデルを用いる。 
 
 )7.5(11 ttttt YK

PrPPP 


   
 
この式を用いると年間の自然増加量 tI は次式で表せる。 
 
 )8.5(1 1 tttttt YPPK

PrPI 
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この式で毎年の tPと tY がわかると tI の値が計算できる。純増加率 tt PI は次式の

ように tP の 1 次式になる。 
 
 )9.5(tt

t PK
rrP

I   
 

tPに対して tt PI をプロットすれば右下がりの直線になるので、回帰分析(最小二

乗法)で直線が推定できる。推定された tt PI の直線に tPを掛ければ元の 2 次曲線

になる。 
 このようにして得た純増加量の曲線が図 5.1 である。データは 1921～1959 年

の管理海区 2 のデータ(Chapman et al、1962)である。推定された値は 220ˆ K (百
万ポンド)、 57.0ˆ r (年当たり)、MSY の推定値は 32(百万ポンド)である。この

値は Chapman et al(1962)とほぼ同じ値である。 
 

 

 
 実は tP の値は推定値であり単純な回帰分析で扱うことには理論的に問題が

あり、コンピュータが普及している今日では考えられないような方法ではある

が、当時としては先端的な方法だった。実際この単純な回帰分析で推定する手

法は Schaefer(1954)によるものである。 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200

純
増
加

量
(
1
0
0
万

ポ
ン

ド
）

資源量(100万ポンド)

データ

推定曲線

図 5.1. 1921～1959 年の管理海区 3 における資源量と純増加量 
（Chapman et al(1960)）より推定・作図） 
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5.1.2. 成長生残モデル(年齢構成を考慮したモデル) 
 実際に用いられる資源動態モデルは国内外を問わず年齢構成を考慮したモ

デルが主流で、やや複雑なモデルにはなるが実際の資源管理を考えるときには

モデルの理解を避けて通ることはできない。TAC の基礎になる生物学的許容漁

獲量(ABC)の計算もその多くが年齢構成モデルによるものである。 
モデルの説明に入る前に生

物学的な背景について少し記

述する。まず１つの年級群がど

のようにその数を減少させて

ゆくかを考える。そのために、

まず水産生物は年齢によって

生息場所を変えるかを見てお

こう。その例として、研究の発

端となった北海のプレイス

Pleuronectes platessa（ツノガレ

イの 1 種）の分布を図 5.2 に示

す。プレイスは主にドーバー海

峡付近で産卵し、生まれた卵は

海峡の強い流れによって拡散

し、欧州のごく沿岸に稚魚とし

て着底する。この沿岸域は保育

場として機能しており、ここで

育った幼魚は成長して、沖合へ

と移動する。沖合海域では底曳

き漁業などが行われており、こ

の移動によって、成長した魚は

漁場に加入することになる。漁

場に加入する年齢を加入年齢、

そのときの数を加入量という。 

図 5.2. 北海のプレイスの分布(Graham, 1965)。図中 
のローマ数字は年齢(年)、算用数字は体長(㎝)を示す。 
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図 5.3. 1 つの年級群の減少過程 
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 加入によって直ちに漁獲の対象になるか否かは、用いられている漁具の特性、

たとえば底曳網漁業や刺網では網目の大きさ、延縄では釣り針の大きさによっ

て変わる。なぜなら、もし大きな目合を用いていれば、網目を通り抜けて漁獲

されないからである。実際に漁獲が開始される年齢を漁獲開始年齢、その年齢

以上の資源を漁獲対象資源、またその全量を漁獲対象資源量という。漁獲開始

年齢に達したときの年級群の尾数は、食害や病気などの自然的要因による減少

のほかに、漁獲による減耗が加わることになる。このように加入年齢と漁獲開

始年齢は必ずしも一致しないばかりでなく、それ以後の年齢の死亡率にも相違

があるので、両者を区別しておく必要がある。漁獲開始年齢は、漁船の隻数な

どと同様に、人為的に操作できる因子でもある。 
 以上のような生物学的な情報から、ある年に生まれた魚の集まりを年級群と

いい、年級群が寿命に達してすべて死亡するまでの、数の減少の過程を描いた

のが図 5.3 である。多くの水産生物は卵で生まれ、その初期の自然死亡率は大

きく、しかも環境に依存して大きく変動するので、今はこの間の減少過程は考

慮しないことにしておく（点線の期間）。しかし、魚もある程度の大きさに成長

すると、自然死亡率は環境の影響を受けにくくなり、安定してくる。そして漁

場に加入した年級群は漁獲開始年齢に達するまでは、安定した自然死亡率でも

って減少する。漁獲開始年齢以降は自然死亡に漁獲死亡が加わり、自然死亡だ

けのときに比べて減少率が大きくなる。このような過程が一般的な減少過程で

ある。 
  次に、以上の知見をもとに減少過程をモデルで表すことを考える。ある年

),2,1,0( t 年における加入量を tR (尾)、加入年齢、漁獲開始年齢および寿命を

それぞれ ra (年)、 ca (年)、 da (年) 歳で示す。ある１つの年級群のa (= ra 、 ra +
１、…、 da )歳の初めの尾数を taN , 、1 年間の漁獲尾数を taC , で示す。Baranov(1918)
の漁獲の理論から以下のような関係が成り立つ(田中(1985)、田中(2012))。 
 
   





 )b10.5(

)a10.5(
1,11,1, drtata

rt
ta aaaSN

aaRN  

 
   )11.5(exp ,, atata MFS   
 
 )12.5(,,, tatata NEC   
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    )13.5(exp1 ,,

,, ataata
tata MFMF

FE   
 
 )14.5(, tata XqF   
 
ここで、 taS , ：年間の生残率、 

taE , ：年間の漁獲率、 
 taF , ：漁獲係数(年当たり)、 
 aM ：自然死亡係数(年当たり)、 
 q ：漁具能率(単位努力当たり)、 
 a ：漁具の選択率、 
 tX ：漁獲努力量(年当たり)、 
である。産卵親魚量 tB と加入量の関係を再生産曲線といい、主にサケ・マス類

に用いられる Ricker 型(Ricker, 1954)と、海産魚類に用いられることが多い

Beverton and Holt 型がある(図 5.4)。これらは以下の式で表される。 
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ここで、 
、  ：係数、 
h：スティープネス )12.0(  h  (曲線の形状に関するパラメータ)、 
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 maxR ：飽和水準での加入量(尾)、 
 0B ：飽和資源量(kg)、 
 am ：年齢別成熟率、 
 aw ：年齢別体重(kg)、 
である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
漁獲尾数を重量に換算するためには、水産資源の成長によくあてはまる von 

Bertalanffy(1938)の成長式を用いる。1 例として図 5.5 に瀬戸内海のマダイの年

齢a と体長 al 及び年齢 a と体重 aw の関係を示す。体長 al と体重 aw は次式で表さ
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図 5.4. 2 種類の代表的な再生産曲線 
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図 5.5. マダイ(瀬戸内海東部系群)の成長(島本(1998)より作図) 
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れる。 
     )18.5(exp1 0aaKLla    

 
     )19.5(exp1 30aaKWwa    
 
ここで、 L 、 W 、K 、 0a は極限体長(cm)、極限体重(g)、成長係数(1/年)、体

長が 0 の時の年齢(年)を示す。 
図 5.5b)をみればわかるように若い年齢では 1 歳違うと何倍もの体重差にな

るので、日々の漁獲尾数にその時の体重をかけて合計する必要がある。数学的

には積分すればよく、年齢別漁獲重量を taY , は以下のように積分を用いて計算

する。 
    )20.5(      

exp
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1
0 ,,,,

tata
ataxtatata
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dxxMFwNFY
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(5.20)式をすべての年齢について合計すれば年間の漁獲量が計算できる仕組み

である。 
 
5.1.3. 生物学的管理基準 
年齢構成を用いたモデルからは、さまざまな生物学的な資源管理の指標が考

案されている。たとえば加入量当たり漁獲量(YPR)、加入量当たり産卵親魚量

( SPR)、開発時の SPR÷初期資源のSPRの比率( SPR% )、再生産成功率(Recruit Per 
Spawning: RPS)である。「加入量当たり」を用いるのは 3.3 節の図 3.4～3.5 に示

すように加入量が大きく変動するので、絶対量を用いると自然変動と漁獲の影

響の区別が難しくなるからである。 
YPRは成長乱獲、SPRは加入乱獲を判断するときに用いられる。成長乱獲は、

成長した大型魚から漁獲すれば大きな漁獲が得られるのに、若い小型魚から漁

獲してしまい大型魚の漁獲が少ない利用状態になっていることをいう。加入乱
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獲は漁獲圧が高すぎて産卵親魚量が大きく減少し加入量の減少が懸念される

状態をいう。SPRは未開発状態の何％に減少したかで判断することが多く、普

通 SPR% が用いられる。 
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図 5.6 に瀬戸内海東部のマダイのデータをもとに計算したYPRと SPR% のグラ

フが示されている。YPRの値が最大になる漁獲係数では SPR% がかなり小さく

なっていることがわかる。キメ細かく分析できる点が年齢構成を考えたモデル

の利点の 1 つである。 
 再生産成功率( RPS)は再生産がうまくいっているか否かをみる目的で利用さ

れる。以下のように加入量÷親魚資源量で計算される。 
 
 )26.5(

rat
tt B

RRPS


  
 
再生産曲線が Ricker 型でも Beverton and Holt 型でも産卵資源量に対してRPSの
値をプロットすると密度効果の影響で右肩下がりになる(図 5.6)。定常状態では

1SPRRPS であり、理論的に定常状態のRPSの最小値は資源が飽和した状態の

ときの値であるから、次式が成り立つ。 
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 )27.5(

exp
1
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資源の開発が進んでいると考えられるにもかかわらず、観測された tRPS の値が

上の式の左辺に近いあるいはそれより低いとすれば、再生産の環境が良くない

と判断できる。日本国内の資源管理では上記のような指標がよく使われている

59
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   
59 その他の管理基準など種々あるがそれらは水産庁のホームページなどにまとめられている。 
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図 5.6. マダイ(瀬戸内海東部系群)の YPR、％SPR 及び RPS のデータ(水産庁ホームペ

ージより作成)。図中の曲線は著者が推定した B&H 再生産曲線による。 
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5.1.4. 種間関係を考慮したモデル 
 生態系モデルや種間関係モデルの研究も進んできたが、北海での研究を除く

と実用化の例は少なく、我が国では資源管理に利用できるほどの豊富なデータ

もないので、概要だけを紹介する。 
生態系モデルや種間関係モデルにも年齢構成考慮しないモデルと考慮した

モデルがある。一般に熱帯域では魚種数が多いが種別の資源量は小さいという

特色があり、年齢構成を考慮しない、単純なモデルが用いられる。たとえば

Ecopath(Christensen and Pauly, 1992)や Ecosim(Christensen and Walters, 2004)とい

われるモデルでは、第 ),,2,1( ni  番目の種の資源量 tiP , を以下のようなモデルで

表す。 
 
 )28.5(1 ,1 ,,,, ti

n
j tjjititi YPrPdt

dP 


     
 
定常状態を仮定すれば、望ましい魚種別漁獲量などの検討が比較的容易にでき

る。 
 一方、極域では魚種数が少ないので、年齢構成考慮したモデルが発達してい

る。その 1 例は自然死亡係数の値が捕食者の資源量に比例して変化するモデル

である。 
 
   )29.5(, taata MM 捕食魚の資源量   
 
アイスランドではシシャモの自然死亡係数の値がタラの資源量によって変化

するモデル(Magnússon and Pálsson, 1989)が、ノルウェーではニシンの自然死亡

係数の値がミンククジラの資源量によって変化するモデル(Tjelmelanda, and 
Lindstrøm, 2005)が使われている。これらのモデルを用いれば、それぞれ数種の

資源をどのように漁獲するのが良いかを検討できる。 
極域に近い水域では生息している種の数が少ないので、このような数種の種

間関係モデルが有効なのであって、日本の近海では生息している種の数も利用

している種の数も数百種を超え、今のところ種間関係モデルを実践に利用する

ことが極めて困難な状況にある。 
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5.2. 自然の環境変動による影響 
 
5.2.1. 気候変動の影響－レジームシフトの影響 

1.3 節の図 1.5 に示したマイワシのようにレジームシフトで環境収容力が周

期的に変化する資源の最適利用を、ロジスティック曲線を使って理論的に考え

てみよう。レジームシフトで環境収容力が周期的に 1K → )( 12 KK  → 1K → 2K
…と周期的に変化する場合、資源量 tP や漁獲量 tY がどのように変化するかを考

える。 1K と 2K が持続する期間をそれぞれ 1T (年)と 2T  (年)とする。 
 

)30.5()(1 tttt YtK
PrPdt

dP 


   
 

   



 )b31.5()())(1(

)a31.5())(1())(1()(
212112

211211
TTntTTnTK

TTnTtTTnKtK  
 
環境収容力 )(tK が時間的に変化するときは、人工放流でもしない限り資源量 tP
を一定にすることはできない。そこで、持続性の条件を「時間的に一定である

こと」すなわち 0dtdPt を緩め「周期 21 TT  で同じ資源量に戻ること」としよ

う。つまり 
 
 )32.5(21 TTtt PP   
 
(5.32)式が満たされれば、自然変

動はするが必ず一定周期で元の

水準に戻るので、資源は絶滅す

ることなく維持できる(図 5.7)。 
この条件のもとで、 tY について

は、1)努力量を一定にする方策

( tY は tP に比例する)、2) tY を一

定にする方策、の 2 通りを考え、

次のように表す。 
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図 5.7. 環境収容力変化と資源量の変化

(Kawasaki(1996)より改図) 
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(5.33a)式は努力量を時間的に一定にする代わりに漁獲量の時間的の変動を許容

するが、(5.33b)式は漁獲量を時間的に一定にする代わりに努力量の時間的の変

動を許容することになる。 
 比較のために環境変化の 1 周期 21 TT  の間の平均漁獲量Y  
 

)34.5(1 21

021
 TT

tdtYTTY  
 
を最大にするような F と 0Y を数値的に計算し比較してみよう。太平洋のマイワ

シの値(Tanaka、2003)より 6.0r (年当たり)、 01.012 KK 、 2021 TT として

計算した結果を図 5.8 から図 5.9 に示す。(5.34)式を最大になるとき、1)努力量

を一定にする方策では 19.0F のとき平均漁獲量が最大値 03.01 KY となり、

2) tY を一定にする方策では 0015.0101  KYKY が最大である。したがって

前者は後者の 20 倍にある。 
環境収容力が小さくそれが持続する期間が長いとき、小さい環境収容力の下

での最大純増加量＝MSY を超える漁獲量は維持できないので、 tY を一定にす

る場合低いほうの環境収容力を基準とした MSY かそれに近い値しか継続でき

ない。このように努力量を一定にするか漁獲量を一定にするかで、平均の年間

生産量に大きな差が出る。 
 実は努力量や漁獲量も一定にせず変化させたほうが平均の年間漁獲量はよ

り大きくできることが知られている(Clark, 1976)。努力量や漁獲量も一定でな

いときより大きな平均の年間漁獲量が示せれば十分なので、単純化のために漁

獲量を操作して平均漁獲量の最大化を考える。ただし tY を無限に大きくはでき

ないから上限として、次の式のように環境収容力が大きいときの最大純増加量

（＝MSY）の 2 倍とする。 
 
 )35.5(2)(250 11

rKMSYYY MAXt   
 
最大値原理を使って平均漁獲量Y を最大化する tY は次の式で表せる。 
 

  

100  










)36.5()(
)b36.5()(
)a36.5()(0

cPPY
PPY
PP

Y
toptMAX

opttopt
optt

t  

 
ここで optY と optP はそれぞれ最適漁獲量と最適資源量である。 6.0r (年当たり)、

01.012 KK 、 2021 TT のとき optY と optP は次のようになる。 
 
 )37.5(4

1rKYopt   
 

)38.5(2
1KPopt   

 
tP と tY の最適軌道は図 5.10 のようになり、このときの平均漁獲量は

051.01 KY で、この値は努力量一定のときの 1.7 倍、漁獲量一定の 34 倍であ

る。最適漁獲では漁獲が行われる期間は 1 周期 40 年のうちの 1/3 未満のわずか

12.3 年である。一般に、漁獲量の平均を大きくしようとすると分散も大きくな

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ってしまうようなトレードオフ

．．．．．．．．．．．．．．

の関係がある

．．．．．．

が、本件でも同様の関係がみられ

る。最適化は漁獲量が大きいが分散も大きいが、漁獲量一定はその大きさが極

端に小さいが分散もゼロである。 
環境収容力 1K に比べて 2K が 1/100 と小さいので、 2K が持続する期間に僅か

の持続的漁獲量を得ることより、大きな 1K になったときに最適漁獲量をより長

い期間にわたって得たほうが得である

60
。このため大きな 1K になったときによ

り早く資源量を回復させるために、 2K が持続する期間は全く漁獲しないほう

が得になる。銀行預金を例に考えると、毎年利息を引き下ろすより、何年も溜

めると利息が利息を生むので利益が大きい。それゆえ、最適漁獲は少しずつ漁

獲するより資源を溜めておいてからまとめて収穫するほうがよいのである。こ

のことは「レジームシフトの影響を大きく受ける水産資源に関しては利潤の最

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

大化を目指した資源利用は継続的でない

．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」ことを示しており、社会的な最適利

用を別に考える必要があることを示す。 

                                                   
60 これは環境収容力が大きく変化する場合の結果である。もし 95.012 KK と差が小さければ

)2,1( 4  irKY iopt となって 0tY は一時となる。 
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 ここで計算した 3 種類の計算はいずれも MSY に関係する。3 種の最大化の

条件は、1)努力量が一定である、2)持続生産量が一定である、3)年間漁獲量に上

限がある、の 3 種であって、いずれも資源は持続的である。3)は漁業が持続的

ではないこと、2)はあまりに資源の過小利用であることから、少なくとも消去

法では 1)が望ましい利用となるであろう。 
 我が国の現実の利用実態は 3)に近く、漁業規模がシーソーのように大きく変

動し、大きな無駄をしてきたと考えられる。環境収容力が大きい時代は豊富な

資源量を背景に廉価な原材料を利用したフィッシュミール産業が発達したが、

環境収容力の縮小とともに材料の供給量の縮小と原材料の価格の上昇により、

フィッシュミールの施設の一部は廃墟と化したのである。レジ－ムシフトによ

って大変動する資源を利用する場合、長期的な観点からの持続的な産業規模も

考える必要がある。 
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図 5.9. レジームシフト環境におけるマサ

バ資源：漁獲量一定のときの資源量と漁

獲量 

図 5.8. レジームシフト環境におけるマサ

バ資源：努力量一定のときの持続的資源

量と漁獲量 
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図 5.10. レジームシフト環境におけるマ
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5.2.2. 毎年の環境変動の影響－加入量変動と漁場変動の影響 
 数年で様変わりする経済を考えると、年々の環境変動が漁業に与える影響も

資源管理では重要である。この年々の環境変動は資源量と漁場形成の 2 つに影

響を与える。前者の例は加入量の変動で、後者の漁場位置の変動である。 
 資源管理の基準によってこの自然変動の影響が大きく異なる。たとえば努力

量を適正な一定水準に保つ場合と資源量を適正な水準に保つために漁獲量を

調節する場合とでは、漁獲量の変動幅が大きく違う。前者では漁獲量の変動は

資源量の変動に比例するが、後者では自然変動を漁獲量が吸収することになる

ので振れ幅が大きくなる。 
 まず加入量変動の影響を考える。5.1.3 項のYPRの式を用いると漁獲量Yは

RYPRY  で、漁獲努力量が一定のとき

．．．．．．．．．．．

漁獲量の期待値  YE と分散  YV は、次

式のようにそれぞれ加入量Rの期待値  RE 、分散  RV と共分散  jt RR ,Cov に比

例する。 
 
     (5.39)EE RYPRY   
 
             )40.5( ,CovVV 2  


ji jiji

a
aa a RRYPRYPRRYPRY d

r
 

 
変動の大きさは平均値が大きいほど大きくなるので、標準誤差を平均値で除し

た変動係数      RRR EVCV  でみると、    RY CVCV  となる。これは年齢構

成の効果で、複数の年齢群の和は変動が緩和され、加入量の変動幅よりは相対

的に狭いことを示す。 
 表 5.1 にマサバの対馬暖流系群のデータを基に試算した例を示す

61
。計算に

はレジ－ムシフトで資源量が縮小した以降の 2000～2013 年のデータを使用し、

漁獲係数は当該期間の年齢別平均値、漁獲重量は漁獲尾数に平均体重を掛けて

算出した。また加入量は独立と仮定し   0 ,Cov ji RR で計算した。計算結果では

 YVC の理論値が 0.145 と浮魚類としては小さく、実際の漁獲量からの値でも

0.173 である。しかしマサバ漁業の利益率が 10％程度だったとすると、漁獲努

力量が一定の場合でもかなりの確率で赤字の年が起こることになる。 
                                                   
61 データは平成 26(2014)年度マサバ対馬暖流系群の資源評価

(http://abchan.job.affrc.go.jp/digests26/details/2606.pdf)を用いた。 
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 次に資源量 tP がより早く目標資源量 optP に近づくように optP の前後で tY を以

下の式で調節する場合を考える。 
 
 )41.5(

2
topt

toptopt
toptt PP

PFP
PYY 







  

 
上のモデルでは理論的に分散などを計算することは難しいので、表 5.1 と同じ

データを使い現在の平衡資源量を目標に設定して 3,000 回のシミュレーション

を行って  YCV の値を求めた。 F 一定の場合と比較した結果を表 5.2 に示す。

(5.41)式で F を調節する場合は F 一定に比べ資源量は安定しているが、漁獲量

は若干ではあるが小さくまた CV も大きくなっている。当然であるがこのよう

に資源量を安定させようとすると漁獲量にしわ寄せがくるので注意が必要で

ある。 
 またTAC制度下では漁場変動が IQや ITQの達成に影響を及ぼす(Clark, 1985)。
個々の漁船団は漁場間の来遊量変動の影響も受けるからである。全体の資源が

豊富で IQ が大きくても自分が操業できる漁場に魚が来遊しなければ IQを達成

表5.1. マサバ対馬暖流系群の漁獲量の変動係数の計算

年齢(a ) 0 1 2 3+ 合計

体重(g) 266 348 479 645 －

M 0.40 0.40 0.40 0.40 －

F a 0.53 1.23 1.04 1.04 －

N a /R 1.00 0.40 0.08 0.02 1.50
C a /R 0.34 0.24 0.04 0.01 0.64
YPR a 91 83 20 9 202

(YPR a)2 8,220 6,838 410 74 15,541
E[R ] V[R ] CV[R ] E[Y ] V[Y ] CV[Y ]

1,140 71,775 0.235 230 1,115 0.145
加入量(百万尾) 漁獲量(万トン)

管理方式 項目 平均 分散 CV
資源量(千トン) 469 5,101 0.152
漁獲量(千トン) 230 1,115 0.145
資源量(千トン) 466 4,076 0.137
漁獲量(千トン) 209 1,228 0.168

表5.2. 管理方式による漁獲量変動の違い。マサバ対馬暖

流系群を例として

F一定

F調節
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できないことがある。カナダのオヒョウ漁業でも IQ 導入後は全体の実績値が

TAC をわずかではあるが下回っている。 
 簡単ために漁場別に操業する船団が異なると仮定し漁獲量の変動を理論的

に検討してみよう。いま第 ),1,2,( ni  の漁場で操業する船団の漁獲係数を iF  
で示すとその合計が F であるから以下のような関係が成り立つ。 
 
 )42.5(

1
 n
i iFF  

 
 )43.5(ii xFF   
 
 )44.5(110

1



  
n

i ii xx  
 
ここでは ix は F に対する第i番目の漁場(船団)の漁獲係数の割合である

62
。漁獲

．．

努力量が一定

．．．．．．(． 一定F )．のときは

．．．．

、第i番目の漁場(船団)の漁獲量 iY の変動係数

は 
 
           )45.5(CVCVCVCVCV YxYxY iii   
 
となる。したがって次式が成り立つ。 
 
     )46.5(CVCV YYi   
 
平均値に対する相対的な変動幅は船団のほうが全漁獲量の変動幅より大きい。

直感的にもわかるように 1 隻の漁船の操業でカバーできる漁場の範囲は限られ

るので、1 隻当たりの漁獲量の変動はより大きくなる。もし船団別割当量 iIQ が

定められているとき、船団の

．．．

漁獲努力量

．．．．．

に上限がある場合は

．．．．．．．．． 
 
   (5.47)IQE iiY   
 
が成り立つ。またYが TAC を下回る確率より iY が iIQ を下回る確率のほうが大

きいと考えられる。 
                                                   
62 )()( NNXAsF iiiiii   であるから iiii XAs )( が一定であれば ix の変動は NN i の変動と

なる。ここで i 、 is 、 iA は漁獲効率、掃過面積、漁場面積である。 
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漁場別でなく県別の漁獲量で

あるが実際のデータをもとに変

動の大きさを変動係数(CV)で比

較してみよう。2004 年~2013 年

の 10年間の対馬暖流系のマサバ

の漁獲量をもとに計算した結果

が図 5.11 である。データ

63
は鹿

児島県から秋田県までの 16 府

県の県別と大中旋網漁業からな

る。この図から平均漁獲量が小

さい県で漁獲量の CV が大きいことがわかる。単純に県別漁獲量だけで漁場間

変動を十分に比較することはできない

64
のであるが、漁獲量の集計単位が小さ

いほど変動係数が大きくなることは理解できよう。 
漁獲努力量の規制だけのときは、漁場変動による不漁が続き負債が増えても

豊漁時にまとめて返済することが可能であり、日本の旋網漁船ではそのパター

ンも多かった。しかし IQ 制度になるとそれができなくなる可能性があり、何

らかの対策が必要になってくる。特に大中型旋網に比べて漁場が制限されてい

る中型旋網漁船などへの影響は大きいので注意が必要である。 
 
 
 

                                                   
63 水産庁ホームページの平成 26 年度魚種別系群別資源評価(52 魚種 84 系群)のエクセルファイル

(http://abchan.job.affrc.go.jp/digests26/index.html)を用いた。 
64 一般的には、魚群を探索する旋網漁業の CV のほうが来遊を待つ定置網漁業の CV より小さ

い、または同じ旋網漁業でも複数県にまたがって操業できる許可を持つ大中型旋網漁業の CV の

ほうが都道府県沖の漁場で操業する中型旋網漁業の CV より小さい、といった傾向がある 
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図 5.11. 対馬暖流系のマサバの県別平均漁獲 

量と変動係数 
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第 6 章 日本の資源管理 
 
日本の漁業の基本統計値(表 6.1)によると 2014 年の漁港数は 2,909 港で、漁

船数は 15.3 万隻もある。海外の漁業国であるアイスランドやノルウェーの漁船

数はそれぞれ 0.16(万隻)、0.82 で、日本には桁違いの多くの漁船が存在する。

また約 350 種の魚介類が利用されている。水揚げも毎日行われるわけであり、

これだけの数の漁船の魚種別漁獲量を行政の管理下に置き取締まることは予

算上現実的ではない。したがって行政だけでは十分な監視ができない現実があ

る。 
漁業者からは行政が導入する漁業規制

は一方的な締付けと受止められ、行政側

からは違反をすることが漁業者の本性で

あると言われていた。著者が大学院生で

資源管理型漁業の創成期にかかわってい

た 1980年代後半のころは水産庁の行政官

から「規制は守らない、資源管理は無理

だ」という声のほうが多かったが、その理

由は違反の多さや巧妙さ

65
にあった。 

しかしながら自動車の速度制限と同様

に自覚がなければ簡単に破られてしまう

規制であっても自主規制ではかなり厳格

に守られる体質が日本の漁業者にはあ

る。違反が続出すれば皆違反をすることになって管理組織は崩壊するが、自主

規制は守られるので管理組織は崩壊せずに持続するのである。 
実際日本の沿岸域では漁業者の自主的な組織が生物学的な目的ばかりでな

く経済的目的を目指した資源管理(長谷川, 1996)が数多く行われており、2013 年

                                                   
65 漁業調整官から聞いた話の一部を紹介すると、違反漁具にロープとブイをつけて沖に沈めて

隠し出漁時に引き揚げて操業に使う、小型船が出漁できない荒天時に禁止されている小型船の漁

場で操業する、違反操業の取締りで付けた衛星発信器をブイとつけて流し自分はほかの漁場で操

業する、違反して漁獲した魚を魚種名を替えて売るなど、始終漁業者に張り付いていないと監視

できないような多様な違反がある。加えて 1 地域全体が違反操業の集団で、摘発され没収された

漁具を集団で保障しているところもある。 

項　目 値

漁業集落数 6,298
漁港数 2,909
経営体数(1,000体) 95
漁船数(1,000隻) 153
漁業就業者数(1,000人) 173
漁獲量(1,000トン) 3,758
うち　遠　洋 389
　　　沖　合 2,190
　　　沿　岸 1,148
　　　内水面 31
養殖業(1,000トン) 1,033
　　　海面養殖 1,002
　　　内水面養殖 31
漁業生産額(10億円) 1,440
うち　海面漁業・養殖業 1,350
　　　内水面漁業・養殖業 90
沿岸漁家の漁労所得(1,000円) 2,400

表6.1. 2014年の調査による漁業の基本統

計値(農林水産基本データ集(農林水産

HP)より)
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の漁業センサスによれば 1,825 の管理組織があり、延べ 17 万経営体がこれに参

加している。これらの組織では、法定より大きい制限体長、操業日数の制限、

1 日 1 隻当たりの水揚げ量の制限、禁漁区の設定などが自主規制として導入さ

れている。 
そこで資源管理を推進する政策として「漁業者間の合意形成による自主管理」

が推進されることになった。1996 年の国連海洋法条約の批准に伴って導入され

た、漁獲量管理のための法律(通称 TAC 法)でも自主管理が採用されることにな

ったのである。 
日本漁業の歴史は古く、国連海洋法条約のような漁場を分割して利用する制

度も日本では 400 年も前から制度化されている。オヒョウ漁業で問題になった

参入制限のための許可制度も 100 年も前から導入されており、また旧漁業権の

ような権利化の弊害を戦後の漁業制度改革で解消するなどの経験を経て今日

に至る。まずは日本漁業の歴史を知ることが日本の資源管理を考える上で有益

である。 
 
 
6.1. 日本の漁業と水産資源の特色 
 
6.1.1. 漁業の発展と資源限界説 
縄文時代から採貝や釣り等の簡単な道具で採捕できる漁業から発達し、飛鳥

時代には延縄のほかに地曳網などの網漁業も行われていた。当時利用されてい

た水産資源はアワビ類やサザエなどの貝類、スズキ・クロダイ・イワシ・サバ・

タラ・サケ・ウナギ・カツオ・マグロなどの魚類、ワカメなど海藻類(能勢, 1980)
で、現在も利用されている水産資源の種類と大差はない。 
奈良時代の大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」とあるよう

に、古代において水産資源は誰にでも自由に利用できる公共財産であった。も

ちろん財産といってもローマ法のような定義がなされていたわけではなく、漠

然とした利用規定のようなものである。 
平安から室町時代には刺網のほかに手繰網 や旋網など行われるようになっ

た。この時代までは漁業は農業の副業として発展した。農業は田植えや収穫時

に共同作業が必要であり、漁業も規模が大きくなるにつれて地域が共同して行
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うようになったと考えられる。 
江戸時代になると、多くの人力と資材を必要とする規模が大きい地曳網や定

置網も発達し、専業の漁業も行われるようになった。明治以降に欧米から技術

移転された動力船による底曳網や旋網を除くと、江戸時代には現在行われてい

る漁法は出揃った(能勢, 1980)。江戸期の船は機械による動力船でなく風力によ

る帆船か人力による櫓で動かす和船であった。定置網、地曳網、刺網、手繰網、

帆打瀬 、延縄のうち地曳網・手繰網・帆打瀬を除けば、魚がかかるのを待つ漁

法であり、規模が大きかった地曳網も岸近くに回遊した魚しか漁獲できない漁

法である。多くの漁業の操業水域はごく沿岸に限られておりカツオなどの回遊

魚も沿岸に来遊するのを待って漁獲するようなものであった。 
漁業が発達すると必然的に多くの漁業紛争が発生し、江戸幕府や各藩は紛争

の解決を迫られるようになった。技術革新が一時的に減速して、利用している

水産資源に限界が発生して多くの紛争が起こったのである。動力化される以前

は漁場が沿岸域に限られていたため、たとえばマダイも沿岸に分布する部分だ

けが漁獲され、沖合の深い水域に分布する主要な部分は保存されていた。資源

学的に見れば、沿岸に分布する一部分を奪い合うことになって紛争が起きたの

であって、資源全体が枯渇したわけではなかったはずである。 
20 世紀になると富国強兵を目指す明治政府は外貨獲得のために、積極的に捕

鯨、機船底曳網 、旋網など海外の漁法の導入を推進した。これらの漁業は外貨

獲得という利潤追求型の資本

主義的漁業であり、その後台頭

し日本の基幹漁業になると同

時に水産資源を脅かす存在に

なる。 
その発展を支えたのが政府

の漁船動力化の推進であり、全

国的に動力漁船数は増加し続

けた(図 6.1 )。このため沿岸漁

業と摩擦が多発していた底曳

網漁業に関しては 1930 年には

起業認可制度が定められ、1932

0
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図 6.1. 漁船数の推移(農林統計(1915～1953)、漁船 
統計(1954～1962)、漁業動態調査(1964～2003)) 
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年には許可の権限が農林大臣になり、増えすぎた漁船を削減するために 1937 年

に機船底曳網漁船整理規則によってようやく漁船数が減少することになった

(大鶴(1955)、中川(1958))。しかしながら減ったのは許可隻数であって無許可船

は増え続け、漁船数は戦後の 1947 年には表 6.2 に示すように底曳網漁業の無許

可船の隻数は許可船の隻数に匹敵する数になったのである

66
。「違反は漁業者の

本性である」とまで言われる一端がここにもみられるがその中心は漁船漁業で

あろう。この当時、一部の底魚資源は乱獲かそれに近い状態になっていたと考

えられるが、戦前の日本漁業が資源限界説を認識していたわけではない。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
戦後、我が国は沿岸にあふれた漁業者と漁船を「転換政策」で沿岸から沖合

へ、沖合から遠洋へと転換させていった。この発展の形を漁業の「外延的発展」

といい、無限の代替資源の存在すなわち資源無尽蔵説を前提としたものである。

我が国は産官学一体となった漁労技術と新漁場の開発によって国の漁業全体

を発展させた。この発展方式もまた日本には日本企業 1 社しかないといわれる

                                                   
66 当時の食糧難が一段落した 1949 年頃から社会問題化し、許可・無許可合わせて 3 万隻以上の

小型底曳網漁船には許可が与えられ、その後 1956 までに計画的に 6 千隻余りが減船されたが残

りの計画は予算上打ち切られた(水産庁振興部沖合課, 1983)。無許可船に許可を与えることは窃盗

犯に窃盗の許可を与えるようなもので悪しき伝統を残す原因になったであろう。しかもこれは

GHQ の 5 ポイント計画に基づいて国会で審議された案件であり、異常な社会だったとはいえ、

ここにも日本の特殊性があるように思う。 

区　分 隻　数 合計トン数 合計馬力数

平均ト

ン数

平均馬

力数

農林大臣許可船 2,703 67,311 185,072 24.9 68.5
知事許可船 10,989 45,279 108,367 4.1 9.9
小　　計 13,692 112,590 293,439 8.2 21.4
農林大臣許可船

相当の無許可船

6,937 39,202 98,217 5.7 14.2
知事許可船相当

の無許可船

10,478 48,319 118,994 4.6 11.4
小　　計 17,415 87,521 217,211 5.0 12.5

31,107 200,111 510,650 13.2 16.4
無許可船の割合(%) 56.0 43.7 42.5 - -

許可船

無許可船

合　  計

表6.2. 昭和25年3月における底曳網類似漁業の許可無許可船の実態調査結果(水産

庁振興部沖合課, 1983)
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ような典型であり、この発展

方式が成功し、漁業生産は

1977 年の 200 海里時代に入る

まで伸び続けた(図 6.2)。 
急速な国内産業にともなっ

て漁労技術の革新が進み規制

が追い付かない事態が起こ

る。許可隻数を削減しても漁

船規模が拡大し、漁船規模を

制限すればエンジンが改良さ

れ、エンジンを制限すれば漁

具が改良される。技術革新が漁獲性能を向上させるから、漁船馬力や漁具の規

制の記載は役立たなくなる
67
。その結果沖合域や沿岸域の許可漁業で過剰にな

った漁獲努力量を削減するために減船を繰返すことになる。「資源管理などで

きない」という行政官の発言はこうした事態からきている。逆に規制さえ守ら

れれば資源管理など簡単な話のように思えるのは著者だけではないであろう。 
遠洋漁業は世界中に広がり、北のベーリング海のスケトウダラ漁業から南の

南極海の捕鯨業まで、まぐろ漁業も太平洋からインド洋・大西洋へと展開した

のである。日本にとっては遠洋漁業の発展は成功であったが、外国の沿岸で日

本の巨大な漁船が操業を行った結果、日本漁業は略奪漁業としての数多くの実

績と敵を海外に作ったことであろう

68 。 
結局、1977 年のアメリカの 200 海里宣言で欧米の資源限界説が強行されるこ

とになって、日本社会が前提としていた資源無尽蔵説は突如消え去り大混乱に

                                                   
67 我が国では予算も少なく大規模な取締りができず、違反が過半数を超えると、規制を守る者

に対する不公平を解消するための、違反の追認に追い込まれ、規制が緩和されてきたといわれて

いる。農林馬力もその例といわれ、実馬力は農林馬力の 3 倍以上といわれている。さまざまな規

則で農林馬力が用いられていたので簡単に基準を変えることが難しかったことも災いしていると

考えられる。 
68 200 海里導入のころの北洋のサケマス漁業は国内の流通量から、日ソの協定で定められた漁獲

量の 3～4 倍は漁獲していたといわれ、ロシア水域入漁の最終年(2015)にも船別割当量を超過した

漁船が漁獲超過でロシア船によって拿捕された。監視員の乗船による監視や船別割当量などの管

理は実ることなく、結局は最後まで違反の体質が改善されることはなかったようである。また現

在 IQ 制度下の日本のミナミマグロ延縄漁業も以前調査漁獲という特別割当量の 2 倍以上を漁獲

していたことが 2006 年に判明し漁獲枠削減の処分になった。挙げればきりがない。 
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陥った。そして政策も資源限界説に基づく「資源管理型漁業」へと大転換する。

しかし磯根資源などの長年資源管理を行っていた共同漁業権漁業などの沿岸

漁業を除くと、日本漁業の略奪的体質がにわかに管理型体質へ移行することな

どありえず、時間をかけたその体質改善から取り組まなければならないことは

明白だった。その後の行政対応について、種苗放流による栽培漁業や人工魚礁

の事業などを経て 1984 年になってようやく「資源管理型漁業」事業が実施さ

れるに至る。この点は 6.3.1 項で改めて述べる。 
 
6.1.2. 水産資源学からみた我が国漁業の特色 
日本で発達した漁業の特色の 1 つは、日本の魚食文化に支えられて多様な種

類の水産資源を、多様な漁法で漁獲していることである。水産庁によると我が

国では 350 種以上の魚介類を漁獲しており、漁法も細かく分ければ 450 種類以

上(金田, 1986)になる。1 つの魚種が複数の漁法で、1 つの漁法が複数の魚種を

漁獲している。 
刺網漁業にも底刺網(さらに 1 枚網・2 枚網など)や浮刺網が、釣り漁業にも 1

本釣り・引き縄などがあり、定置網漁業にも少なくとも台謀網・落し網・桝網

などいくつかのタイプがあるが、いずれも日本では古くかある漁業である。こ

れらのうち定置網漁業では、季節的に目的とする魚種はあるとしても、魚の来

遊を待つ、受動的な漁法であり、必ずしも 1 魚種の資源量の大小に依存しない

点に大きな特色がある。定置網漁業では資源量が小さければ少ない来遊量にな

り漁獲は受動的だから自然に減少する。定置網に来遊する魚種は数十種類もあ

ってすべてが同時に減少することは稀なので、毎年何かしらが漁獲でき、それ

らが販売されるのである。 
水産資源学から見れば、定置網漁業は特定の魚種に圧力をかけない漁業であ

り、受動的漁法

69
であって資源利用に関して保守的である。我が国の代表的な

学術的表彰の１つの日本国際賞の受賞者である Persons 博士は、海洋生態系の

利用に関して、ある一定サイズ以上の生物を無選択に漁獲することがよい、と

述べていたが、定置網による漁獲はそれに近い性質をもつと考えられる。生態

系ピラミッドの各層を一定の割合で漁獲するイメージであり、未開発状態より

少しだけ尖った生態系ピラミッドが理想とするのである。 
                                                   
69 欧米人には待ち伏せの漁法は卑怯な漁法と見られることもある。 
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1 つの漁業が多くの魚種を漁獲することは、資源管理を難しくする。たとえ

ば定置網漁業はイワシやサバ、ブリなどの浮魚に加え、マダイやヒラメなどの

底魚も漁獲しているが、魚種によって規制や管理の基準が異なることは普通で

あり、どう対応するかの問題がある。一番厳しい魚種の基準を採用すると残り

の魚種は過小利用になるかもしれない。しかもこれらの魚種は刺網漁業や釣り

漁業でも漁獲されており、さらに浮魚類は旋網漁業で底魚類は底曳網漁業で漁

獲されるので、問題はかなり複雑である。 
欧米で発達した漁業のように、特定の魚種の資源のみを目的とする旋網漁業

や底曳網漁業では資源量が減少すると、努力量を増やして元の水準を維持しよ

うとするので、資源の減少に拍車がかかり、乱獲になりやすい。しかし資源管

理の面では 1 つの漁業の管理に成功すれば 1 つの資源の管理に成功する点では

資源管理を実施しやすい点で有利である。太平洋オヒョウはその典型である。 
それでも水産資源学が発達するはるか以前から日本漁業は発達してしてい

たので、日本独特の管理制度が発達しており、それは世界に誇れる合理的な利

用形態である。 
 
 
6.2. 漁業管理の沿革 
 
6.2.1. 江戸時代の漁業制度 
日本の漁業管理の歴史は古く、地域的ではあるが飛鳥時代には今日でいう資

源管理、水族保護のための簗の禁漁期の設定が行われた(片山, 1937)。戦国時代

までには禁漁区・禁漁期・漁具規制などの規制や移植放流など増殖方法が考案・

導入され、漁業管理も欧米とは異なった考え方のもとに独自の発展を遂げてき

た。特に今日の漁業法と関係が深いのが江戸時代の漁業制度である。 
江戸時代には各種漁法も出揃い漁労技術の革新が止まって、利用可能な水産

資源が限界に達した。漁業が発達して多くの漁業紛争が発生し、各藩は紛争の

解決を迫られるようになった。この時代の漁業に関する一般原則は寛保元年の

律令要略に記載されている「山野海川入会」にある原則で、次のようなもので

ある(潮見, 1951)。 
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一、磯猟入会場は、国境之無差別。 
一、入海は両頬之中央限之魚猟場たる例あり。 
一、村並之猟場は、村境を沖え見通、猟場之境たり。 
一、磯猟は地附根附次第也、沖は入会會。 
一、藻草二役銭無之、漁猟場之無差別地元次第刈之 
 但、役銭も無之新規之漁猟、藻草之於障二成は禁之。 
一、漁猟場之障二於成は、藻草刈取候儀禁之。 
一、入海漁猟藻草共二、両頬之中央限。 
一、海境之分木は、海と磯見通貳本建例多シ、壹本建は濱或は網干場境たり。 
一、海石或浦役永於納之は、他村之猟場たりとも、入會候例多シ。 
一、海石浦役永於無之は、居村之前之海二ても、他の猟場故、漁猟禁之例多

シ。 
 但、船役永納之といへとも、沖猟或は船繋役二て、漁猟之浦役永二て無之

類多シ。 
一、小猟は近浦之任例、沖猟は新規二も免之例あり。 
一、運上船之改は、磯より沖え凡壹里程之間を限り改之。 
一、関東筋鰒縄、諸猟之妨二成おゐては禁之。 

 但、壹本針二て鰒釣候事ハ免之。 
一、鮫猟は海中十四五町之内除之。 
一、川通御菜鮎或運上於納之は、他村之前居村之前之無差別、鮎猟致之。 

 但、無役之村は村前限之、他村之前禁之。 
 

「山野海川入会」で村の猟場の境を定めるとともに、「磯猟は地附根附次第也、

沖は入会會」が漁場利用の原則を定めている。原則の意味は「村の地先に生息

する海草や貝類などの地附き資源はその村に属し、沖合を回遊する魚は各村で

共同利用する」である。この原則があって徳川時代に「1．村．1．漁場

．．

」

．

という、

地先海面漁場制が成立していった。日本では漁場が古くから慣習的に権利化さ

れており、欧米社会より権利化の歴史ははるかに長い。欧米社会では長らく「水

産資源は万人の共有財産である」とする立場をとり、権利化は IQ や ITQ の導

入以降であってわずか数十年の歴史である。 
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6.2.2. 漁場の分割利用と資源管理の発展 
各村落の地先の漁場は村に属し

．．．．．．．．．．．．．．

、沖の漁場は同利用とするこの漁場利用の原

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

則は、国連海洋法条約で「排他的経済水域は沿岸国が管理し公海は共同管理す

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る」というやり方と同じである

．．．．．．．．．．．．．．

。世界的にみれば沿岸域には沿岸国政府という

管理組織があり、江戸時代の日本には村という管理組織があり、江戸幕府も国

連海洋法条約も管理組織に資源の所有を認めさせる代わりにその管理義務を

背負わせる方式である点は共通である。地先の漁場を各村落に所有させる狙い

は、1)村落を超えた資源の争奪紛争に歯止めをかけること、2)その漁場内の紛

争はその村落で解決すべきことである。 
漁場を分割所有させるこの仕組みは

．．．．．．．．．．．．．．．．1)．．資源管理の実現に必要な「漁場の独占

．．．．．．．．．．．．．．．．．

」

．

を実現させ、組織内部に自発

．．．．．．．．．．．．．

的な「資源管理の動機」を与える

．．．．．．．．．．．．．．．

点に資源管理上

の意義がある。漁場は村によって独占されているので保護育成した漁場内の資

源を無法者に奪われる憂いがなくなり、有効な資源管理

70
の実施が可能となっ

た。この点も 200 海里法の導入以降、沿岸の水産資源が沿岸国の財産となった

ことで資源の権利化の基づく IQ や ITQ 制度が広まったことと同様である。 
日本の場合、村落はその多くが親族で構成されており、いわば同族意識をも

った共同体であった。水産資源を管理するにはそれを利用する者全員で規制に

取り組む必要があるが、一族あるいは地域社会として結束は規制を受入れ必ず

守るという行動につながる。ここがまた個人主義・自由主義の欧米とは異なり、

資源管理に有利に働いた。 
後述するように「磯猟は地附根附次第也」の原則は現行漁業法でも共同漁業

権漁場として受け継がれ、資源の保存に大きな役割を演じた。その代表な資源

管理の事例の 1 つがアワビ・サザエなどの磯根資源である。 
 アワビ・サザエなどの磯根資源は大きな資本を必要とせず簡単な漁具で漁獲

できるので、江戸時代には資源開発が進んでいたと考えられる。多くの地域で

行われている磯金を使う素潜り漁の形態は今と変わりなく、海女の数が増え自

由に漁獲していれば、あるいは潜水器などの効率的漁法を導入していれば磯根

                                                   
70 村の地先の漁場を超えて分布する水産資源が普通であり、村の管理だけで資源量全体を増加

させることは難しいが、1)小型魚を保護して価値の高い大型魚の漁獲量を増大させることや、2)
輪番制といって網を張る順番を毎日変えるなど、過度な競争を避け公平な利用を促進する管理手

段の実行は可能である。 
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資源は枯渇していたであろう

71
。図 6.3～6.5 に農林統計のあわび類・さざえ・

いせえびの漁獲量の推移を示す。この図から 20 世紀以降のあわび類の漁獲量

は最近減少傾向であるが、さざえでは増加傾向、いせえびは安定した傾向にな

っていることがわかる。 
 少なくとも数百年以上にわたり利用されてきたのはさまざまな自主規制を

実施してきたためと考えられる。捕り過ぎたら資源はなくなることは経験的に

わかる話であり、そのため子孫を生む母貝を保護するために漁場の一部を禁漁

とする、捕り過ぎないように漁期を制限するなどの制限が、漁獲は隔年とする

などに関す断片的な江戸時代の記録も残っている(大喜多, 1989)。同じ潜水漁業

でも資本漁業の凄まじい乱獲とは全く対称的である

72
。 

 また、漁場の分割所有制度のもう１つの利点は集落という小さな政府方式を

採用した点であり、中央政府が管理するより管理経費と意思決定の速さという

点で有利である。欠点は隣接する集落との関係が良好でないことがあり、広域

な管理の実行が難しいことである。 
沿岸の漁業者が目指した管理の目的は多くの場合、利潤あるいは地代の最大

化ではなく人件費の最大化である。敢えて機械化など効率化をせず物的経費を

抑えることにより人件費を最大化し集落により多く収入をもたらすことを目

的としており、漁業者全体としては「漁業者に多くの利益を与えている」とい

う目標を目指すものである。MEY でいえば付加価値を最大化する MEY 点を目

指すものである。資源を分割所有させるこの形態は Gordon(1953)が提案した 4
つの政策の第 2 に近いものであるが、資源を分割所有させるだけで彼が理想と

した MEY は実現しないことも磯根漁業の歴史は示す。 

                                                   
71 明治初期に効率的なヘルメット式潜水器などを導入した漁場も若干あったが、潜水器導入に

関する布達もあってほとんど普及しなかった。 
72 日本市場をターゲットにしたウニ漁業が北米大陸で 1980 年代から発達した。潜水器を使った

ダイバーによる漁で、現地で加工され木の板に並べられた状態で輸出されている。ウニは急速に

乱獲され、沿岸の海面一帯がケルプ(コンブ科の大型海藻)畑化した海域がある。ウニは大食漢だが、

成長して大型コンブのようになったケルプを捕食することはできないので、海藻類の発育初期の

芽の段階のものを捕食する。ウニ資源が大きいとケルプが育つ前に捕食され大きな森が形成され

ない。そのウニが人間によって駆逐されたため、ケルプが海面を覆い尽くすまで繁殖したのであ

る。しかし元はといえば、ウニを捕食していたラッコの乱獲がウニの繁殖をもたらし、そのウニ

が乱獲されてケルプの森が戻ったとも言えるのである。 
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図 6.3. 我が国のあわび類の漁獲量(農林統計より) 
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図 6.4. 我が国のさざえの漁獲量(農林統計より) 
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図 6.5. 我が国のいせえびの漁獲量(農林統計より) 
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漁場の分割利用に関連して、日本の沿岸漁業には漁場の棲み分け構造を独自

に発展させてきた点にも注意が必要である。規則によって漁場を分割するので

はなく、戦略的に目的とする魚種や漁場を変えて 1 つの漁場に全船が集中する

ことを避けているのである。たとえば特定の魚種や特定の漁場の特性に特化し

た漁具を用いれば、その漁場ではそれを持たない他船を排除することができる

が、自らは他の漁場では競争に負けることになる。こうして漁場を細分化して

利用する仕組みが出来ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同一漁法・同一規模の漁船漁業であっても目的とする魚種を変え競争を緩和

する構造が存在する。図 6.6 にヒラメとマガレイを漁獲している、新潟県 A 港

所属の小型底曳網漁船の漁獲性能のプロットが示されている。1 隻の漁船が両

種を漁獲しているが、A)ヒラメの漁獲性能が高い、B)マガレイの漁獲性能が高

い、C)その中間の 3 類型に分かれている。マガレイはやや深い漁場に多く分布

し、ヒラメは浅海に多い。規則化・表面化していないが少しずつ漁場を変え競

争を緩和する知恵が漁業者から生まれているのある。4.3.4 項で述べたように同

じ日本の漁業であっても利潤獲得だけを目指す以西底曳網漁業と同様な漁業

であれば高価なヒラメから廉価なマガレイ等へと食い潰したはずなのである
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図 6.6. 新潟県 A 港の底曳網漁船の漁獲性能。点は各船の 
推定値を示す(Tanaka and Tanaka(1989a)より作図)。 
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が、現実の多くの沿岸漁業はそうなっていない

73
。6.1.2 項で述べたように特定

の魚種に漁獲圧をかけない点が日本漁業の特色であるが、沿岸の小型底曳網漁

業では、特定の魚種に漁獲圧をかけず持続的に利用する知恵が生まれているの

である。強調しておきたい点は、これらは強制によって生まれたものではなく

欧米の研究者も求めた自発的合理化の 1 つの形態であることである

74
。新たな

規制導入もこの構造を無視すれば反対されて導入に至らないことにもなるか

ら注意しなければならない。 
 

 
 
 

図 6.7 に沿岸に分布の中心をもつ魚類である、まだい、ひらめ、まだらの沿

岸沖合漁業の漁獲量の推移を示す。約 100 年の間の漁獲量は安定しており、近

                                                   
73 全国の小型底曳網漁船の半数が狭い瀬戸内海に集中し漁船数が異常に多いため、同海域では

激しい争奪戦を繰広げている。主要魚種が十数年程度で入れ替わるような食い潰し型であるが全

国的に見れば例外的であろう。 
74 我が国の国会で日本はオリンピック方式で先取り競争を展開しているがごとき発言(2015 年 7
月 7 日の農林水産委員会(第 10 回)( http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php))があるが

事実誤認であろう。農林水産委員会調査室 (稲熊利和. 2011. 水産資源管理をめぐる課題. 立法と

調査, 312:101-113) も同様に誤認である。 
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図 6.7. 沿岸底魚 3 魚種の漁獲量(農林統 
計より)。戦前のまだいの漁獲量はくろだい 
を除くたい類の漁獲量と 1951年～1960年 
のまだいが占める割合の平均値を掛けて算 
出した。 
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年のマダラの漁獲量は 100 年前と大差がないことがわかる。こうしたデータは

日本の漁業制度が機能している 1 つの証拠である。 
 これに対して沖合や遠洋の「広域の入会」漁場で操業する漁業は資源管理の

意識は希薄である。図 6.8 にやや沖合に分布の中心をもつ魚類群、きだい・ち

だい、かれい類、及びすけとうだらの沿岸沖合漁業の漁獲量の推移を示す。い

ずれも漁獲量にピークがあって、きだい・ちだい以外ではその後は減少傾向が

続いている。東経 130 度以西の海域で行われる以西漁業(図 4.16)と同様に、以

東漁業でも高価な魚から廉価な魚類へと開発が進んでいるが、以西漁業ほどに

は極端でない理由は沖合漁業、特に沖合底曳網漁業と沿岸漁業との摩擦を調整

してきたためと思われる。スケトウダラでは 1977 年の 200 海里制度導入によ

る影響も大きいが、かれい類は 1960 年にピークがあり 200 海里制度導入以前

から漁獲量の減少が始まっており、過剰な漁獲努力による資源量の減少が主要

な原因と考えられる。 
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図 6.8. 沖合漁業で漁獲が多いの底魚 
3 魚種群の漁獲量(農林統計より)。 
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 しかし図 6.8 のたい類の漁獲量の推移をみるとわかるように、近年の漁獲量

は若干ではあるが上向き傾向である。またよく見るとたら類も最近は同様の傾

向にある。これらのことから努力量の超過は収まりつつあると考えられる。実

際、沖合底曳網漁業の努力量は縮小傾向が続いている。 
 図 6.9 に沖合底曳網漁業(1
そうびき)と沿岸の小型底曳

網漁業(縦びき 1 種)の努力量

の推移を示す。データは農林

統計のトン数階層別の出漁日

数(漁業種類別)と漁船統計の

トン数階層別の平均馬力数

(漁船全体)である。この図か

ら、小型底曳網漁業の努力量

はいまだ増加傾向であるが、

200 海里法導入以降、沖合底曳

網漁業のそれは大きく減少し

ていることがわかる。 
 １例としてひらめ・かれい

類の CPUE(kg/馬力・日)の推移

を図 6.10 に示す。バブル経済

の崩壊以降は CPUE の減少傾

向は止まっていると見てよ

く、最近 20 年の漁獲量の減少

は努力量の減少によるものと

考えられる。バブル経済の崩

壊以降、様相が一変したこと

はひらめ・かれい類に限った

ことではなく、近年の漁獲量の

減少の原因を乱獲だけに求めることは誤りであることを指摘しておきたい。 
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ところで、漁場の権利化は資源管理の意識を育てたが、別の問題を生んでし

まった。権利化が商人による漁業者の小作農化の原因になり、地先漁場の自然

の富が都市の商人に吸上げられ、漁業者に貧しい生活を強いる封建的体制がで

きたことである。漁獲量の自然変動や漁具の喪失などの理由から商人に借金を

して、これが返済できずに小作農化する。この例は磯根漁業でも定置網漁業で

もあった。現代でも資源や漁場を単純に財産化すれば、いずれは商社が漁業と

う特殊技能を有する地方漁民を小作農化させることも起こりうる。小作農化さ

れた漁業者の開放は戦後の漁業制度改革まで待たなければならなかった。 
 
6.2.3. 明治漁業法 
明治時代になり近代化を進める政府は、江戸時代に出来上がっていた漁場利

用の慣習法を近代法の形式で体系化し(潮見, 1951)、1901 年にまとめ上げた。こ

れを 1910 年に修正したものが「明治」漁業法である。「明治」とついているの

は現行の漁業法と区別するためである。 
明治漁業法は 1)沿岸漁場を管理する漁業権制度、2)沖合遠洋漁業を管理する

許可制度、3)資源保護のための漁業監視制度が 3 本柱となっている(水産庁経済

課, 1950)。 
漁業権制度によって村落に所有されていた漁場は漁業権漁場になった。漁業

権は指定された海面で漁業を行う権利で、採貝漁業等の専用漁業権(地先・慣行)、
定置漁業権(7 種)、養殖などの区画漁業漁業権(3 種)、地曳網などの特別漁業権

(9 種)の 4 つに分類された。明治漁業法の漁業権は、 
1)漁業権は物件と見なされ土地の規定を準用し、相続・譲渡・貸付のほか担

保として融資が受けられる、 
2)漁業権の免許期間 20 年間の更新制で、新規免許は申請者の先願主義によ

る、 
3)幕藩時代から村落の漁場の権利を、新たに漁業協同組合を設立し、その組

合に与える、 
などの特色があった。漁業協同組合の漁業者が漁業を行う権利である入漁権も

物件と見なされ、相続・譲渡(慣行を除き漁業権者の承認があれば)できる、と

された。この漁業権制度では免許期間が長くかつ早い者勝ちの申請制度であっ

たので、権利が半永久化し、漁場の独占や海面利用の無計画性の原因を作った。
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封建体制もそのまま残り、おびただしい数の貧しい沿岸漁業者は置き去りにな

った。参考のため表 6.3 に明治 43 年の漁業権数の統計を示す。これによると当

時の主要漁業であった定置網漁業の漁業権は全体の約 3/4 が個人所有、全体で

も約 2/3 が個人所有であり、漁場の私有財産化が進んでいたことがわかる。 
 

  

表6.3．明治43年の漁業権数(二野瓶(1981)より)

単独 共有 小計

地先 1,554 - - - - 1,554

慣行 2,043 105 232 337 103 2,483

定置漁業権 6,287 13,567 4,579 18,146 689 25,122

区画漁業権 635 2,659 924 3,583 58 4,276

特別漁業権 7,561 4,394 6,452 10,846 259 18,666

合　計 18,080 20,725 12,187 32,912 1,109 52,101

合計

専用漁業権

　            種類

形態

組合

個　　人

町村区等

 
 
 
6.2.4. 戦後の漁業制度改革と現行漁業法 
 現行漁業法は封建的体制から漁業を民主化させることを目指し、漁業者・行

政官・学識経験者からなる委員会に大きな権限を持たせ、同委員会が漁場の適

正な分割を計画する仕組を導入した(水産庁経済課, 1950)。 
 明治漁業法と異なり現行漁業法では漁業権は大きく制限されている。漁業権

は民法上の物権とみなされているが、漁業権の譲渡は禁止(例外あり)、貸付は

不能、抵当権(大きく制限)となって、実質的には物権的性格が失われている。 
戦後の漁業改革について詳しく述べるつもりはないが、終戦後の時代に一般

会計の数％に当たる 182 億円もの巨額の予算を投じて漁業権を買い上げ、債権

化して漁業者に再配分したのは、都市部の商人などによって小作農化した沿岸

漁業者を救うことにあった。そのため、封建的支配構造ををつくる原因の 1 つ

になっていた漁業権の物件的性格も制限したのである。債権については、漁業

者に再配分し、債権をもとに設立した漁業協同組合に漁業権を与え、この資金

を集めて定置網漁具を購入させて組合経営の定置網漁業をスタートさせるな

ど、封建体制からの開放のために使われたのである。 
 現行漁業法では、沿岸から沖合向かって、漁業権漁場(定置漁業権、共同漁業

権、区画漁業権)、知事許可漁業、大臣許可漁業に分割している(図 6.11)。漁業

権漁場には定置網漁業・養殖業のほか磯根資源のための共同漁業権漁場など、
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知事許可漁業には小型底曳網漁業や中型旋網漁業など、大臣許可漁業には沖合

底曳網漁業や大中旋網漁業およびまぐろ延縄漁業などが含まれる。この図には

漁業規模も合わせて示されているが、漁業者数は沿岸に多く漁船規模はその逆

になっている。多くの漁業者が豊かな沿岸域で生活していることがわかる。こ

の制度の利点は漁場を巡る紛争の解決には適しているが、魚種別の資源管理を

行うときには漁業種間の調整が必要になる点が欠点である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. 資源管理型漁業の推進 
 
6.3.1. 資源管理型漁業の展開 
 200 海里時代に入り遠洋漁業の衰退するなか、「資源管理型漁業」というスロ

ーガンが掲げられ、1976 年から「沿岸漁場整備開発法」に基づいた人工魚礁を

設置し生息環境を改善する事業、1984 年から同法に基づく人工種苗等を放流す

図 6.11. 漁業法における漁場利用の概念図(図中の統計値は

2013 年の漁業センサスによる)。 
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る栽培漁業の推進事業などが推進され、沿岸漁業の維持回復を目指した政策導

入されていった。その最後に登場するのが資源管理に関する政策である。規制

という痛みを伴わない人工魚礁の設置や栽培漁業の事業が先に展開し、それを

伴う資源管理が後回しになったのはある意味では当然である。 
 日本水産資源保護協会で資源管理漁業の推進に関して中心的役割を担って

いた荒井(1991)は以下のように初期の経緯を述べている。 
   昭和 58 年「沿岸漁場整備開発法」の一部改正に際し、国会で「資源管理

型漁業の確立」に関する決議があり、また同年 11 月第 1 回全国漁業協同

組合大会において「資源管理型漁業への移行と営漁計画運動の展開」が決

議されたこと等を背景に、昭和 59 年度から 3 年間「沿岸域漁業管理適正

化方式開発調査」さらに 62 年から 3 年間「漁業高度管理適正化方式開発

調査」によって資源管理型漁業への移行に必要な技術開発即ち漁業管理手

段の変更が資源量、漁獲量、経営収支へ及ぼす影響を定量的に示す計算モ

デルの開発が行われた。 
また、昭和 63 年度からは「資源培養管理対策推進事業」として、これら

のモデルの利用等による漁業者の自主的な管理の樹立と実行に関して必要

な調査が全国的に展開されており、さらに平成 2 年には「海洋水産資源開

発促進法」の一部改正により、漁業者団体等による自主的な管理制度が創

設されるとともに作成された資源管理協定を実行あるものとするため、漁

業法上の裏打ち措置等の法整備が行われた。 
この記述で注目すべき点は「全国漁業協同組合大会において『資源管理型漁

業への移行と営漁計画運動の展開』が決議されたこと」であり、当時すでに漁

業関係者の間に資源管理の機運があったことを示し、受け入れ側の準備も進み

つつあった点である。漁業関係者の間にこの機運があってこそ、その後に規制

という痛みを伴う資源管理が推進されてゆくのである。 
 上記の最初の事業「沿岸域漁業管理適正化方式開発調査」では著者が作業部

会のメンバーとして参加した当初(昭和 59 年)はその事業の方向性は何も決ま

っていなかった。「漁業者は行政側の規制は守らない、ただの締め付け・イジメ

くらいに思っている、しかし自分たち仲間で決めたことはどんなに厳しくとも

徹底して守る」という漁業者気質に基づいた「合意形成の基づく自主管理」を

著者が提案し、「それに必要な合意形成のための計算技術の開発」が事業の方向
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と決まった。「漁業者間の合意があれば資源管理の規制も遵守される」し、それ

には「合意形成の妨げを取り除くこと」が不可欠との認識であった。 
 合意形成の妨げとは簡単に言えば利害の不一致である。その 1 例は、同一の

資源のうち若い小型魚を漁獲する漁業と高齢の親魚を漁獲する漁業があると

きに小型魚だけを規制した場合である。この場合前者は規制されるだけで見返

りがないように見え、後者は何もしないが生き残りが多くなって得をするよう

に見える。これでは規制の導入に合意できない。そこで両者を規制し双方に規

制に見合う効果を提示することで「合意形成の妨げ」を取り除き、資源管理を

推進することが「資源管理型」の発想である。 
 資源管理型漁業の目的は、消費者により多く提供しかつ漁業者により多くの

利益を与えることを目指したものであった。コンピュータを用いたシミュレー

ションも資源量の回復だけでなく、漁業者の収入改善を管理効果の指標として

用い、さまざまな規制手段の評価が行われた(田中, 1991)。今日でいう管理戦略

評価(MSE)である。 
こうした事業を展開するもう 1 つの狙いは漁業者への教育である。従来の略

奪漁業から脱却するための意識改革もまたそのねらいであった。規制を守れば

見返りがあることを認識させなければ、この先どのような規制を導入しても違

反を繰返し無駄になる。 
日本

．．

沿岸

．．

の資源管理は漁業者

．．．．．．．．．

組織

．．

の「共同作業

．．．．．．

」で実現しようとするもので

．．．．．．．．．．．．．

あり共同管理

．．．．．． (．co．．-．management．．．．．．．．．．)．に分類される。したがってその意味では

．．．．．．．．．．．．．．．．．．

欧米の

．．．

ITQ．．．

のように「競争」によって実現しようとするものとは対極にある

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。漁業者

集団による自主管理はノルウェーのロフォーテン諸島など海外でもその存在

が知られている(Jentoft, 1989)。ロフォーテン諸島では漁業者集団に管理の権限

を部分的に委譲されており、日本の共同漁業権漁場と似ている。 
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図 6.12～6.13 に 1993 年以降の漁業管理組織数の推移と魚介類のグループ別

の組織数を示す。漁業管理組織数は順調に増えている。魚介類のグループ別組

織数をみると貝類やウニ・ナマコ、海藻など磯根資源が多く、漁獲量が多い浮

魚類はわずかである。回遊魚は自分たちが保護しても他のどこかで漁獲されて

しまうと考えるので、やはり組

織数は少ない。現段階では管理

組織の大多数が沿岸漁業で占め

られ、漁獲量が多い沖合漁業は

今だ僅かである。もし沖合漁業

に限らず「合意形成による自主

管理」ができない漁業があれば、

別の政策を考えなければなら

ない。 
自主管理組織は優れた組織

体制を持っているものも多い。

表 6.4 にオヒョウ委員会等と自

主管理組織である北浜海域ほ

っき貝資源対策協議会の組織

の比較を示す。この表をみれば

わかるように自主管理組織で

規模が小さいといえどもその

内容は国際漁漁委員会と変わ

らない運営体制になっている

ことがわかる。協議会の意思決

定はやはり「合意」である。こ

こには示していないが、徹底した監視と厳しい罰則規定からはその決意がうか

がえる。たとえば監視は漁業者同士だと甘くなるので違反のノウハウを伝授さ

れた警備員を雇用して行い、出入港時間の違反でも罰則は 1 年以内の操業停止

が基準になっている(小島他, 2006)こと等である。その厳しさはニュージーラン

ドにおける罰則の厳しさに通じるものがあろう。 
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図 6.12. 資源管理組織数の推移 

図 6.13. 魚介類のグループ別管理組織数(延べ数、 
2013 年漁業センサスより) 
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名称 国際捕鯨委員会

大西洋まぐろ類保

存委員会

太平洋オヒョウ委

員会

北浜海域ほっき貝

資源対策協議会

所在地 ロンドン マドリッド シアトル 八戸市

設立

1946年
1956年修正

1966年 1923年
1953年改正

1986年

管轄水域 全世界

大西洋全水域(領
海と経済水域を除

く)
米加両国の西海岸

の領海および接続

水域

北浜海域の4漁協

の共同漁業権漁場

対象種

ヒゲクジラ類と

マッコウクジラ

まぐろ類、たちう

お科、すみやき

科、さば属を除く

さば科魚類

オヒョウ

ホッキガイ(ウバ

ガイ)

管理目標 適正水準の維持 MSY OY 経営の安定化

機能

(1)  調査研究の促

進、勧告、統計の

収集、分析

(2) 鯨および捕鯨

に関する事項の勧

告

(3)  保存すべき鯨

種、漁期、取締り

方法などの規制の

採択

(4) (3)は異議申立

てた国については

無効

(1)  統計情報の収

集、分析

(2)  MSY維持のた

めの研究、評価

(3)  研究、調査の

勧告

(4)  調査結果、統

計等の刊行、普及

(5)　MSY維持の

ための勧告

(6)  予算の作成と

支払

(1) 資源調査の計

画の作成

(2) 漁業統計の収

集

(3) 規制の展開と

運営

(4) 野外調査の用

船

(5) 科学報告と行

政報告の出版

(6) 予算の作成と

支払

(1) 種苗の採集、

放流、漁獲計画と

運営

(2) 監視・取締り

(3) 教育事業

(4) 市場関係者と

の協議会

(5) 予算の作成と

支払

加入資格

Open 国連または国連専

門機関の加盟国に

open
米加の2国 組合員

脱退 自由 自由 自由

会合 通常年１回 隔年 毎年 通常年１回

委員数

各国１名 各国3名以下。投

票権は各国１票。

米加各３名(計６

名)

下部組織

(1) 科学小委員会

(2) 技術小委員会

(3) 予算委員会

(4) 事務局

(1) 理事会

(2) 科学小委員会

(3) 事務局

(1) 本部のみ(科学

者、行政官、技術

者、事務官よりな

る)

(1) 事務局

規制対象者 締約国の国民 締約国の国民 締約国の国民 組合員全員

評決 3/4多数決 過半数 合意 合意

管理責任 委員会 委員会 委員会 委員会

運営負担金

規定なし(平等) 各国平等分＋漁獲

量比例

両国で平等負担 平等出資＋市場協

力

監視体制

国際監視取締り制

度

国際監視取締り制

度

相互監視取締り制

度

警備会社に委託

罰則
国内法 国内法

国内法

*
内規

規制の基準 科学調査＋行政 科学調査 科学調査 漁期前調査

表6.4. 国際漁業機関と国内自主管理組織の比較
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6.3.2. 漁獲量規制の導入 
1996 年の批准により我が国でも国連海洋法条約が発効し、総許容漁獲量

(TAC)を定めて管理することなった。これを受けて、「海洋生物資源の保存及び

管理に関する法律(通称 TAC 法)」が導入された。TAC 法を簡単に説明すれば、

漁業法にある「制限」の１つとして漁獲量を加える法律

75
であり、その特色は

「管理型」体制を TAC 規制用に法整備した点にある。漁期・漁場の制限などの

「制限および条件」は許可や免許に付けられるが、TAC はそれと同様の性格で

あり、所有権や使用権などではない。その管理目標は MSY である。 
  上に述べたように漁業法によって漁業種類別の漁場は分割所有され

76
、その

意味では業種別の漁場独占が可能であり、業種別の管理組織ができれば沖合水

域でも「管理型」と同様の展開が可能になる。TAC 法における資源管理の「協

定」は自主的取組みである漁業種類別などの協定を「認定」することによって、

法律で協定違反やアウトローを規制できるようにし、協定を実効なものとして

支援する仕組みである。協定それ自体は大臣や知事が主体となって締結するの

ではない。業種別管理量の内部配分たとえば IQ も協定の中で実現させようと

するのが、本来の発想である。総量も漁業法にある漁業種類別に配分する方法

77
を取っており、行政組織による直接かつ最小限の関与はそこまでである

78
。 

  TAC 法の協定制度は日本的制度である。これは割当て量の管理責任を個人が

もつ(IQ 制度)のでなく、組織にそれを持たせる制度(協定制度)であるからであ

る。欧米のような個人主義に基づいた契約社会であれば、責任はすべて個人が

持つ。協定制度は協調性を重んじる日本社会の特異性を利用した制度である。 
 施行後 1997 年より TAC 管理が開始され、TAC 対象魚種としてサンマ、スケ

トウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類(マサバ及びゴマサバ)、ズワイガニ、スル

メイカ(1998 年～)が選定された。国際漁業委員会の管理下にあるカツオ・マグ

ロ類等を除くと、これら 8 魚種の漁獲量は TAC 対象魚種となり得る魚種全体

の漁獲量の約 5 割を占める。これらの魚種に関しては今日まで、毎年生物学的

                                                   
75 実は「水産資源保護法」でも漁獲量の最高限度を定められる。 
76 厳密には業種別の漁場独占が制度的に

．．．．

達成されているわけではない。漁業法上は、小型底曳網

漁業は沖合底曳き網漁場でも操業できる。しかしながら、漁獲性能が異なれば共存できないので

棲み分けが起こる。 
77 特定海洋生物資源では TAC を大臣枠と知事枠に分けている。そこまは国の責任である。その

魚種がたとえば沖合底曳網と小型底曳網で漁獲される場合などに対処できるようになっている。 
78 大臣や知事は個別に割り当てることができる。 
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許容漁獲量(ABC)が計算され、これに基づき TAC が設定され、それを漁業種類

別、都道府県別に配分している。 
 新たな資源管理制度の導入とはいえ、日本は漁獲努力量の管理が未だ中心で

あって実効ある規制は漁業法による漁獲努力量である。TAC 法導入の過程から

わかるように条約という外圧によるものであり、資源管理型漁業のように日本

国内の漁業者の機運もなかった。その上 TAC 対象魚種の漁獲は沖合の漁船漁

業が中心であり、水産庁にも大した予算もなく十分な取締りもできない。はっ

きり言えば条約遵守のために形式的に導入したに過ぎず、これをもとに本気で

資源管理に取り組む姿勢は現在でもない制度である。 
 実際、2015 年から TAC＝ABC が原則とされたが、それ以前は魚種によって

は許容漁獲量(TAC)が資源回復を目指して設定される生物学的許容漁獲量

(ABC)を 20 年近く超え続けるという、誰が見ても異常な事態が起こっていた

し、TAC が ABC の 2 倍以上ということもあった。TAC 管理という新制度の軟

着陸のための措置としても長すぎる。これらが国内外の不信感を招く原因にな

ったであろう。著者にも外国の行政官や研究者から批判を受けた経験がある

79
。 

 しかしながら TAC が ABC を超えても漁獲努力量の規制が効いているので、

実際の漁獲量はサバ類で一時的に超過したことを除けば TAC より小さい ABC
以下かそれに近いかであった

80
。しかも 6.2.1 項で述べたように完全ではないに

しても日本の沿岸域では漁場の分割利用によって無益な競争と過度な資源開

発を避ける仕組みが制度上だけでなく漁業者自身による共存の仕組みも出来

上がっているである。漁場分割を資源分割と置き換えればこれらは IQ 制度と

同じ経済効果をもつのである。したがって、ここまで出来上がっている漁業管

理の体制を壊して敢えて TAC 管理を資源管理の主役に抜擢する利点は全くな

い。漁獲努力量の管理制度という点では日本は世界で 1 番優れており、学術的

見地からも伝統ある自国の漁業管理に自信をもつべきである。 
 「欧米では漁獲量管理が主体である」から「日本は遅れている」という人がい

るが、その発想は明治以降の”catch up”と日本的協調性によるものであって、

                                                   
79 2008 年の世界水産学会議において著者が日本の TAC＞ABC の現状(欧米ではあり得ない)を話

したとき、会場がどよめき、聴衆は”political power”とささやいていた。発表の後、ニュージーラ

ンドの行政官から慰められた。 
80 TAC 制度の現状と課題(水産庁, 2008)に TAC、ABC および漁獲実績の比較がある

(http://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/s_yuusiki/pdf/siryo_04.pdf)。 



  

133  

資源管理の理論的知識の不足による自信の無さ、及び日本の漁業管理に関する

知識の欠落からくるものである。個を尊び勝者を尊敬する欧米から見たとき、

日本が漁獲量管理に切替えれば日本の管理が敗者と位置付けられることにな

るが、漁獲量管理を主張する者は日本が負け犬でもよいとする立場である。著

者は日本の努力量管理制度は水産資源管理学からみて優れており漁獲量管理

に置き換えるメリットは全くないと言いたいのである。環太平洋戦略的経済連

携協定(TPP)等グローバル化する世界においても妥協することなく、日本の漁業

管理制度を維持しつつ欧米流の単純な競争のルールに基づく市場原理に対抗

する別の手段を考えることが望まれる。 
 
6.3.3. TAC 制度の課題と改善 
 日本の TAC 制度には TAC 管理を導入し条約を遵守したという点以外にその

存在意義がないとすれば、国内的には無駄な制度になる。日本の TAC 制度が資

源管理の脇役であるにしても、実のある制度に改善する必要がある。そのため

の改善点は次の２つである。 
  1) 資源管理の目標の現実化：ズワイガニを除く TAC 対象魚種はすべて浮

魚資源であって、そもそも MSY を管理目標とすること自体が不適当で

ある。浮魚類のうち特にレジームシフトで資源量が 100 倍も違ってく

るような大変動する魚種を TAC 対象にしており、持続できる漁獲など

あり得ない。 
  2) 資源管理の経済政策の導入：漁業者に資源管理の動機を与えてない点に

問題がある。このため、国内の多くの規制と同様に漁業者からみれば単

なる強制で何の利点もないように見え、自己改善が発生しない制度にな

っている。 
まず近隣諸国と共有する国際資源であるにしても乱獲でない範囲で資源を

利用すればよいのであって、5.2.1 項で述べたように特にマイワシやサバ類に持

続生産の理論を当てはめるには相当の無理がある。抽象的な MSY に固執する

ことなくこれらの魚種を漁獲する旋網漁業の適度規模を念頭においた現実的

な資源管理を目指すほうが有効かつ現実的である。そのためには、MSY という

理想を追求したアメリカがそれを捨てて OY を管理目標したことを参考にする

べきであろう。TAC の決定過程で ABC の採用を見送ってきたように、さまざ
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まな場面における日本の目標設定自体が単一化(unifying)ではなく多様な目標

の融合(melding)であり、実際 TAC の運用に限らず資源管理型漁業も含めて日

本の資源管理は融合を判断材料にしている。国連海洋法条約も最適利用(OU)の
実現が沿岸国の管理目的である。 
アメリカやカナダがオヒョウ漁業で理想としての MSY 実現を本気で目指し

て取組んでから 80 年もの年月が経過しており、彼らと比較すればアメリカや

カナダと比較すれば日本の TAC 管理はいろいろな意味で未熟であるのはやむ

を得ない。しかし現在のように TAC を漁業種類別に配分したら終わりという

体制では何の合理化も進まず、自主管理の名のもとに民間に合理化を丸投げす

るようでは、ITQ 制度には遠く及ばない制度であると国内外から批判されても

仕方がない。事実、TAC 協定制度の認定もない。特に独立した会社経営を行う

企業体が行っている沖合漁業に、協力体制を基本とする資源管理型漁業を普及

は難しく、別な形で漁業内部に合理化の動機を与える政策の導入が不可欠であ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る

．

。 
 その候補として ITQ 導入の議論がある。ITQ 導入の是非を論じる以前に資源

管理の目標を再確認すべきであろう。4.3.3 項で FAO が指摘するように資源管

理の目標は「消費者により多くの安い水産物を、漁業者により多くの利益を与

える」ことである。 
 より多くの水産物の提供は MSY のような物的生産を実現することであって、

ITQ というよりは TAC 管理の問題である。問題は ITQ が漁業者により多くの

利益を与えることができるかが問題である。4.3.6 項で指摘したように ITQ 制

度は民間に合理化を委ねる制度であり、したがって ITQ では権利所有者の寡占

化が進み機械化が進んで人件費は大きく削減され、漁業者により多くの利益を

与えることにはならない可能性がある。 
市場原理は強力であり ITQ は地方の漁業者、特に漁業就業者の 2/3 を占める

沿岸漁業者の生活の手段を奪う危険があり、地方創生ではなく漁村破壊になっ

て、沿岸の監視など漁村が持つ多面的な機能までもが失われる可能性が高い

81
。

ましてや、完全でないとしても多くの資源管理組織が機能している沿岸の漁業

権漁業に ITQ を導入することなどはありえない施策であって、地域の財産であ

                                                   
81 商社が行っていたタイ国沿岸のエビ養殖の例から類推すれば、養殖漁場は汚染によってたち

まち壊滅することであろう。 
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る地先漁場を地元漁民の財産として再配分することによって、小作農化した漁

業者を開放するために行った戦後の漁業制度改革の歴史に逆行するものある。

市場原理最優先のアメリカでさえ、ロシアとの国境で漁業を行うアラスカ漁民

に対しては半ば骨抜きの ITQ を、政策の理由から導入しているのである。 
ここで東西の文化を議論するつもりはないが、そもそも「和を尊び、富を平

等に分配する」社会から「勝者を尊び、貧富の差を許容する」西洋社会への脱

皮をすることなく、西洋的制度を導入して成功するはずがないのである。 
 また、実は沖合あるいは遠洋漁業の「許可漁業」に関しても、IQ が導入され

ると日本型 ITQ ともいうべき制度が達成されるのである。その理由を以下に述

べる。 
「ITQ 制度は肥大化した漁業の縮小を民間の市場に委ねる制度」と述べたが、

この意味においては、我が国で行っている「とも補償」は日本型 ITQ 制度の 1
型と言えるからである。「とも補償」は減船によって廃業する漁業者が将来得る

利益の合計を残った漁業者が共同して負担する仕組みである

82
。それによって

漁業許可の件数を減らし、資源回復を図るものである。その結果、全体の漁獲

量が変わらなかったとしても隻数が減るので 1 隻当たりの漁獲量は増加し経営

は経営は改善される。 
ITQ と「とも補償」の違いは 1)ITQ が民間市場に委ねるのに対して「とも補

償」は行政の介入で行なうこと、2)ITQ は個人が個人の漁獲枠を購入するのに

対し「とも補償」は集団で複数の個人の許可を購入すること、3)「とも補償」

は内部に合理化の動機を与えていないことである

83
。したがってとも補償の最

大の欠点は内部に合理化の動機を与えていないことであり、その課題が IQ の

導入で達成できるとすれば敢えて欧米型 ITQ にする必要性はなくなる。 
日本では TAC を漁業種類別に配分し、大臣許可の漁業は漁業別の割当量を

大臣が管理することになっている。このままの体制では沖合漁業の経営者には

自己管理の意識が働かない。そこで、1)漁業種類別の割当量を当該漁業の漁業

協同組合や連合会に TAC を配分する、2)協同組合や連合会が IQ を導入する、

3)行政は罰則を強化し、資源管理の協定ではなく法人格をもった共同管理(co-
                                                   
82 行政の介入がなければ倒産するまで廃船できないので、減船補償金を用意して手を差し伸べ

ていることもまた日本的である。欧米のような個人主義の社会では市場原理で倒産したのは自己

責任だとして片づけられてしまう。 
83 新規参入については許可漁業でも資源に余裕があれば新規参入の機会はある。 
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management)組織で自己管理することができれば、自律した漁業に変貌できる

と期待される。 
水産業協同組合法により組合や連合会には資源管理の法的義務を有するの

で、TAC 管理の義務もある。そして組織の構成員が IQ を持つのであれば、オ

ランダの ITQ 制度に近い形式の共同管理組織が出来上がるであろう。オランダ

の ITQ は個人がシェアをもつがそれをプールして利用する集団が管理責任を

負っている(Davidse, 2001)。この集団内では貸し借りもできる柔軟性がある。水

産資源は計画通りには漁獲できないのもであるから、日本の IQ にも組織内で

貸し借りができるとよいであろう。違反に対する罰則は組織全体に与え、漁期

の短縮(3 ヶ月から全漁期の操業禁止など)とする。これが監視しやすく漁業者

にはインパクトがある。 
TAC による管理ができなければ、TAC に対応した漁獲努力可能量(Total 

Allowable Effort: TAE)で管理する方法がある。対象魚種が多い沖合底曳網漁業

などでは現実的には TAE のほうが実行しやすい。TAE の単位は「隻×月」とし

監視しやすい漁船隻数と漁期で調節するのである。4.1.2 項で述べたように漁期

制限は漁獲量規制と同じ効果を持つ。この場合の課題は多様な魚種を漁獲する

底曳網漁業などの適度規模として TAE の推定である。 
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6.4. 国際資源への対応 
 国際資源の管理は特殊な世界であり、国内の資源管理とは一旦分けて考える

必要がある。第 3 章で述べたように現状の国際会議は各国の利害が陰に陽に激

突する場所であって、資源管理も自然科学的規制がほとんどである

84
。国際資

源であっても資源管理の経済的な目的の達成のための規制、たとえば IQ も国

内対応である。国際資源の管理については条約などの制度面などからの研究も

多いので、この章では資源管理の資源学的部分についてのみまとめた。どこの

国でも同じであるが、政府の対応は国内資源と国際資源ではかなり異なる。大

きく異なる点は 1)資源管理の目標と 2)その規制手段の種類である。 
 
6.4.1. 限られる資源の管理目標と規制手段 
 まず国内法と国際法の関係であるが、日本では、憲法の基本原則である国際

協調主義および第 98 条第 2 項に「日本国が締結した条約及び確立された国際

法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする」と定められ、条約や慣習国際

法は法律に優先するが、憲法よりは劣ると解されている

85 。したがって、国際

条約に基づく漁業委員会で決まった規制などは国の面子をかけて国家の強権

を発動してでも実施しなければならないことになる。このため TAC 法などな

かった時代でも漁獲量規制が実施されてきたのである。 
 日本と同様にアメリカやフランスなども国際法が直ちに国内法としての効

力をもつが、イギリスやカナダは国際法と同趣旨の国内法を制定しない限りは

国際法が国内的効力をもたない。このような違いあるにせよ、国際漁業委員会

では各国とも委員会の決定は遵守するように努めることになる

86
。各国とも決

まったことはその国にとって不利であったとしても守らなければならないの

である。 
 沿岸国には自由主義や社会主義の国家があり、そこには多様な民族と文化が

あり、漁業に関する法律も経済条件も国によって異なる。国家には主権がある

から各国の制度や法律を資源管理だけのために動かすことはできないし、それ

                                                   
84 非加盟国からの輸入規制などはある。 
85 国によって異なる。日本と同様にアメリカ・フランス・ドイツなども国際法が直ちに国内法

としての効力をもつが、イギリスやカナダは国際法と同趣旨の国内法を制定しない限りは国際法

が国内的効力をもたない。 
86 当然であるが規制は条約締約国以外に効力はない。大西洋のマグロ類を管理する ICCAT では

加盟していない国々も多く規制の網をかけることができないことが問題になっている。 
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が原因で規制手段が問題になることもある。なかなか各国が歩み寄ってその資

源から得られる最適利用を実現するためには適正隻数や適正な漁船の地理的

配置を行なうことは難しいのが実情である。 
 第 3 章で述べたように国際会議で合意できる事項は持続的利用を目標とする

こと、およびその実現手段としての漁獲可能量やその国別配分、漁船隻数の設

定など自然科学的な量的規制である。会議に参加する各国代表団が目指すこと

は自国民により多くの利益を与えること以外にはなく、国際漁業委員会ではよ

ほど条件が揃わない限り、共通の利益を目指さなければ達成できない MEY を

実現することはできない。かつてオットセイ条約において日本が海上捕獲を禁

止する代償として米ソが捕獲して得た毛皮の販売額の一部を受け取る方策が

実行され、捕獲しないことが利益につながるという、正に資源管理を地で行く

ようなこともあったが、残念ながらこれは例外的である。 
  また実行できる管理手段もかなり制限されてくる。たとえば日本の漁業法で

は可能な隻数制限などもできない国も多い。そのため漁獲量規制を中心に漁

期･漁場・漁法といった、解かり易く、監視・取締りがやり易い規制が管理手段

として用いられることが多くなる。TAC の国別配分なども条約によってはでき

ないし、国際監視員を乗船させることができても罰則も旗国(flag state)主義だか

ら共通ルールとして明文化することもできない。極論すれば「国際漁業機関」

は漁期･漁場・漁法・体長制限・漁獲量等の単純な規制の決定以外は何もできな

いのである。したがって「資源を傷つけずにどれだけ多くの漁獲量を継続して

得ることができるか」が議論の中心となるので、毎年の議論も総論としての

TAC に集中することになる。 
 
6.4.2. 漁獲量調整規則の導入 
 痛みを伴う規制を導入したくないのはどこの国も同じである。条約の目的に

崇高な理念を据えてみても実際に運用するのは各国の利益者代表であり、厳し

い規制の導入にはその規制の問題点をさまざま提示して激しく抵抗するのが

普通である。 
 国際捕鯨委員会(IWC)は厳しい TACの導入ができず迷走を繰広げた典型であ

る。ここでそれを詳しく述べるつもりはないが、迷走する組織運営の反省から

誕生したのが漁獲量調整規則(Harvest Control Rules: HCR)の導入である。IWC が
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導入した新管理方式(第 3 章の図 3.7)にその典型を見ることができる。話合いで

は合理的な TAC が決まらないので、資源量に応じて自動的に TAC が決まるよ

うな HCR を事前に決めておけば、話合いによる混乱を避けられる、というわ

けである。しかし HCR が決まっても次には資源量推定が問題なる。複雑なモ

デルは合意が難しいので、その後に IWC が導入した改定管理方式(Revised 
Management Procedure: RMP)では年齢構成もないモデルが HCR87

で使われ、資

源量推定のためのデータ収集と解析方法までもが明文化されている(笠松 , 
2015)。 
 しかし、もしそのような混乱がない委員会であれば敢えて HCR を導入する

必要もないし、半ば事務的に出てしまうような HCR による TAC よりその都度

臨機応変に対応して計算した TAC にするほうがよいかもしれない。しかしこ

の場合でも管理手段の性能を評価する必要がある。 
 それでは HCR として資源量と TAC の関係式をどのように決めたのであろう

か。HCR には第 3 章の図 3.6 及び 3.7 以外にも無数の多くの関係式が描けるが、

それらの性能を評価する過程が管理戦略評価である。 
 
6.4.3. 管理戦略評価 
 まず具体的な評価のやり方から説明しよう。コンピュータを使って仮想的に

(virtually)資源動態を再現することを考える。そのために 5.1.2 項の年齢構成モ

デルを使う。このモデルをオペレーティングモデル(Operating Model: OM)とい

い、OM を用いて計算される資源量の変動が真の資源量の変動であるとする。

OM を用いたコンピュータ・シミュレーションを実行すれば、1 つ HCR を応用

したとき将来の資源量や TAC がどうなるかを予測できる。その結果を比較す

ることによって適切な HCR を選択することができ、さらに実施後の成果が予

想通りであったか、あるいは漁業関係者の反応などもチェックできる。このよ

うに管理手段の性能(performance)を評価することを管理戦略評価(Management 
Strategy Evaluation: MSE)という。 

MSE の手法は食品の安全管理で用いられているリスク分析(Risk Analysis)88

                                                   
87 IWC では Catch Control Law(CCL)と呼ばれている。 
88 FAO にリスク分析のテキスト(Anon. 2006. Food Safty Risk Analysis 
(http://www.fao.org/docrep/012/a0822e/a0822e.pdf))がある。 
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と同じ考え方である。牛海綿病(BSE)が社会問題化したように、食品の安全管理

は食品の安全性だけなく消費者との信頼関係までも含む。このためリスク分析

は 1)リスク評価、2)リスク管理、3)リスク・コミュニケーション、の 3 要素が

うまくいっているかを分析する手法である。3 要素を資源評価・資源管理・漁

業者説明会と考えれば理解できるであろう。海外の資源研究で MSE といった

場合は資源評価と資源管理を中心にした内容であることが多い。 
 MSE を実行する前に次の 1)～2)が決まっていることが必要である。 

1) 資源管理の目的、 
2) HCR の候補や体長制限などの規制の可否など、 
3) 対象資源の生物特性値(の推定値あるいはその範囲)、 

言うまでもなく最後の 3)はコンピュータによる資源動態の再現に不可欠であ

る。 
IWC の改定管理方式の MSE では、 

1)資源の確実な保存、 
2) 捕獲頭数の最大化、 
3) 捕獲頭数変動の最小化、 

が管理目的で、この順に優先順位が高いと IWC の委員会で定められた。科学小

委員会が HCR の性能の評価に用いた統計量は 
1) 100 年後の資源量、100 年間の資源量のうち下から 5％の資源量、 
2) 100 年間の平均漁獲量、 
3) 捕獲頭数の変動(捕獲限度量の年変化率の絶対値の平均)、 

などでこれらをもとに判断した。たとえば 1) の 100 年間の資源量のうち下か

ら 5％の資源量が環境収容力の 54％以下になる HCR は資源保護に問題がある

ので除外する

89
。 

 IWC では海洋法条約に記載がある海産哺乳動物の確実な保護という裏付け

もあって環境保護派から「特別な」というより「過剰な」注意が払われた。資

源の安全性を確保するために、データの不確実性、系群の境界の不確実性など

生物学的知見の不足、といったケースでも確実に資源が保護されるように、さ

                                                   
89 環境収容力の 54％以下という基準は管理開始時点では資源が未開発だった場合の基準でであ

る。管理開始時点の資源量が環境収容力の 5％で資源の増加率が小さければ 100 年たっても平均

54％以下ということもある。このような場合は 54％以下で誤って捕獲してしまう確率などが検

討された。 
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まざまな条件設定でテストが繰返された。鯨類のように環境との独立性が高い

資源でさえ環境変動の影響から 25 年周期で環境収容力が変化するケースでの

HCR の性能も検討された。このような MSE を経て 5 つの HCR の中から 1 つ

が RMP の HCR として選ばれたのである。もちろん超保護的な HCR である。

この他ミナミマグロでも同様な評価過程を経て HCR が選ばれている。 
 MSE は HCR の選択だけでなく、制限体長の効果などさまざな管理手段の評

価に応用できる。コンピュータ・シミュレーションを使ったものは少ないが、

30 年前から始まった資源管理型漁業は考え方としては MSE に近い。日本国内

で生物学的許容漁獲量(ABC)の計算にも導入すべきであると思うが、国内は魚

種も多く研究者が少ないこともあって国際水準に大きく後れをとっており改

善が望まれる。 
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