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人口と食糧人口と食糧人口と食糧人口と食糧 第第第第6回回回回

地球：地球：地球：地球： 水の惑星水の惑星水の惑星水の惑星 （表面積の（表面積の（表面積の（表面積の7割が海）割が海）割が海）割が海）

気象衛星ひまわりによる画像気象衛星ひまわりによる画像気象衛星ひまわりによる画像気象衛星ひまわりによる画像 クロロフィル濃度分布（基礎生産）クロロフィル濃度分布（基礎生産）クロロフィル濃度分布（基礎生産）クロロフィル濃度分布（基礎生産）

おびただしい数の小さな生物の活動が

地球全体の生物生産・環境を支える
魚を多く食べる国民は長寿？

出典:水産白書

平成21年度水産白書より 平成27年度水産白書

食用魚介類の自給率等の推移（日本）
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はたして．．．はたして．．．はたして．．．はたして．．．

①水産物は今後、世界の人口を養えるか？（世界）
→人口増加・需要拡大と生産量、食料需給、

地域的偏在性

②国民への水産物の安定供給と （日本）

自給率確保は可能か？（食料安全保障）

→輸入？ 世界の中での日本の役割

国民の健康で豊かな生活の維持・増進

水産業・漁村の多面的機能

③水産資源の持続的利用・管理のあり方は？

世界の水産資源の開発･利用状況世界の水産資源の開発･利用状況世界の水産資源の開発･利用状況世界の水産資源の開発･利用状況

満限利用満限利用満限利用満限利用

低未利用低未利用低未利用低未利用

過剰漁獲過剰漁獲過剰漁獲過剰漁獲

FAO   The state of world fisheries and aquaculture (SOFIA) (2016)

R. A. Myers & B. Worm (2003), Nature 423: 280-283.

Rapid worldwide depletion of 
predatory fish communities

大西洋クロマグロ大西洋クロマグロ大西洋クロマグロ大西洋クロマグロ
東系群（産卵場：地中海）の漁獲量推移東系群（産卵場：地中海）の漁獲量推移東系群（産卵場：地中海）の漁獲量推移東系群（産卵場：地中海）の漁獲量推移

西系群の親魚資源量の経年変化西系群の親魚資源量の経年変化西系群の親魚資源量の経年変化西系群の親魚資源量の経年変化
西系群（産卵場：メキシコ湾）の漁獲量西系群（産卵場：メキシコ湾）の漁獲量西系群（産卵場：メキシコ湾）の漁獲量西系群（産卵場：メキシコ湾）の漁獲量

資料：平成23 年度国際漁業資源の現況
（水産庁・水産総合研究センター）

資料：東京大学大気海洋研究所
独立行政法人水産総合研究センター
平成23年2月2日 プレスリリース
「人類が初めて目にした天然ウナギ卵
―ウナギ産卵場2000 年の謎を解く―」より

ウナギ資源の世界的激減

ワシントン条約締約国会議（ワシントン条約締約国会議（ワシントン条約締約国会議（ワシントン条約締約国会議（CITES）））） 2007年年年年6月月月月

ヨーロッパウナギを附属書Ⅱに掲載

Newsweek
日本語版日本語版日本語版日本語版
2007.6/27号号号号

→輸出入には輸出国の政府が発行する許可証が必要

（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）
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資料：東京大学大気海洋研究所

独立行政法人水産総合研究センター

平成23年2月2日 プレスリリース

ニホンウナギ推定産卵場の変遷

右図： ウナギ卵およびプレレプトセファルスの採集地点（2005-2009 年）。
赤の四角： ウナギ卵採集地点と採集数。

大きい丸と中の数字： プレレプトセファルスの採集地点と採集尾数

小さい丸： 卵もプレレプトセファルスも採れなかった地点。

世界の主要漁場の漁獲動向（底魚資源）

平成19年度水産白書より

水産資源の特徴

１．自律更新性（再生可能資源）１．自律更新性（再生可能資源）１．自律更新性（再生可能資源）１．自律更新性（再生可能資源）
親が卵や子を産んで再生産。

→再生産速度と減耗速度のバランス

をとれば持続的利用が可能に。

２．無主物性２．無主物性２．無主物性２．無主物性
漁獲した者が所有権を主張できる。

→完全な自由競争に委ねると，早いもの勝ちの

漁獲競争によって必然的に乱獲に陥る。

（Hardin(1968）の共有地の悲劇。囚人のジレンマ）

３．不確実性３．不確実性３．不確実性３．不確実性
魚は移動，回遊する。環境によって資源量が変動。

→「親の仇と魚は，とれるうちにとれ。」

魚は水中に生息。（陸上生物のヒトによる観察の限界）

→資源量推定や将来の動向予測における不確実性

出典) 水産白書

図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動

図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動

図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動

図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動

図：水産資源の生活史と自然環境，人間活動

市場の失敗（外部不経済）

東京大学農学部：文京区「弥生」東京大学農学部：文京区「弥生」東京大学農学部：文京区「弥生」東京大学農学部：文京区「弥生」1111----1111----1111

弥生時代：弥生時代：弥生時代：弥生時代： 「農耕・牧畜の時代」「農耕・牧畜の時代」「農耕・牧畜の時代」「農耕・牧畜の時代」

・人間の手による食料生産管理
・定住，所有

縄文時代：縄文時代：縄文時代：縄文時代： 「狩猟・採集の時代」「狩猟・採集の時代」「狩猟・採集の時代」「狩猟・採集の時代」

・野生生物資源（自然の再生産力）の利用
・自然・生態系からの恩恵をいかに引き出して

享受し続けるか?
→自然・生態系とのつきあい方

・無主物（共有地の悲劇 Hardin(1968)）
・持続可能な社会のあり方←示唆

海洋生物資源の持続的利用海洋生物資源の持続的利用海洋生物資源の持続的利用海洋生物資源の持続的利用

「科学的な観点に立った水産資源の持続的利用」「科学的な観点に立った水産資源の持続的利用」「科学的な観点に立った水産資源の持続的利用」「科学的な観点に立った水産資源の持続的利用」
：世界の水産業が拠って立つべき基本理念：世界の水産業が拠って立つべき基本理念：世界の水産業が拠って立つべき基本理念：世界の水産業が拠って立つべき基本理念

出典：「我が国の水産外交について」（水産庁出典：「我が国の水産外交について」（水産庁出典：「我が国の水産外交について」（水産庁出典：「我が国の水産外交について」（水産庁2003200320032003））））

「日本の計画」「日本の計画」「日本の計画」「日本の計画」(Japan Perspective)(Japan Perspective)(Japan Perspective)(Japan Perspective)
((((日本学術会議日本学術会議日本学術会議日本学術会議 2002200220022002））））

21世紀初頭の人類史的課題は、根本的には地球の

物質的有限性と 人間活動の拡大とによって生じた

「行き詰まり問題」「行き詰まり問題」「行き詰まり問題」「行き詰まり問題」としてとらえることを提案する。
人類社会が共有すべき目標として広く受け入れられつつ

ある「持続可能な開発（「持続可能な開発（「持続可能な開発（「持続可能な開発（Sustainable DevelopmentSustainable DevelopmentSustainable DevelopmentSustainable Development）」）」）」）」

という概念は、「行き詰まり問題」を解決する方法論「行き詰まり問題」を解決する方法論「行き詰まり問題」を解決する方法論「行き詰まり問題」を解決する方法論

なしには実現しがたい。

1. 「再生可能な資源」の持続可能な利用の速度は，
その供給源の再生速度を超えてはならない。

2. 「再生不可能な資源」の持続可能な利用の速度は，
持続可能なペースで利用する再生可能な資源へ
転換する速度を越えてはならない。

3. 「汚染物質」の持続可能な排出速度は，
環境がそうした汚染物質を循環し，吸収し，
無害化できる速度を越えてはならない。

持続可能な発展に関する

ハーマン・デイリーのハーマン・デイリーのハーマン・デイリーのハーマン・デイリーの3原則原則原則原則
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海洋の基礎生産（植物プランクトンによる一次生産）（植物プランクトンによる一次生産）（植物プランクトンによる一次生産）（植物プランクトンによる一次生産）

SeaWiFSによる全球画像（海色；クロロフィル濃度）

海域ごとの生物生産性の比較海域ごとの生物生産性の比較海域ごとの生物生産性の比較海域ごとの生物生産性の比較

・基礎生産量： 藻場・珊瑚礁>入江（内湾）>湧昇域>大陸棚>外洋

・動物の生産量もそれに対応

・生産量/生物量（P:B比）： 一次生産>>動物， 海洋>>陸域

日本における主要魚種別漁獲量の推移
（資料：漁業・養殖業生産統計年報）

マイワシマイワシマイワシマイワシ

スケトウダラスケトウダラスケトウダラスケトウダラ

多獲性浮魚類の魚種交替多獲性浮魚類の魚種交替多獲性浮魚類の魚種交替多獲性浮魚類の魚種交替

→環境の影響か漁獲の影響か？環境の影響か漁獲の影響か？環境の影響か漁獲の影響か？環境の影響か漁獲の影響か？

資源変動の不確実性
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（川崎 健）

27

PDOPDOPDOPDO（Pacific Decadal Oscillation Index）
北太平洋の表面水温動向の第1主成分

水温偏差

低気圧が強化，日本は
寒冷な冬，マイワシ卓越

低気圧が弱化，日本は
温暖な冬，スルメイカや
カタクチイワシが卓越

矢印は風向風力の偏差

ｱﾘｭｰｼｬﾝ
低気圧

レジームシフトレジームシフトレジームシフトレジームシフト：十年～数十年の時間スケールで生じる：十年～数十年の時間スケールで生じる：十年～数十年の時間スケールで生じる：十年～数十年の時間スケールで生じる

地球規模での大気－海洋－海洋生態系の構造転換地球規模での大気－海洋－海洋生態系の構造転換地球規模での大気－海洋－海洋生態系の構造転換地球規模での大気－海洋－海洋生態系の構造転換

資料：

水産総合研究センター
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地球温暖化と海洋生物資源

出典) 気象庁
http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/a_1/japan_warm/japan_warm.html

31

日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向

2011

20112011

2011年までの水温変化

年までの水温変化年までの水温変化

年までの水温変化

（

（（

（℃

℃℃

℃/100

/100/100

/100年）

年）年）

年）

現状+1.4℃

現状+2.9℃

水温上昇に伴う水温上昇に伴う水温上昇に伴う水温上昇に伴う
マダイ生息分布域マダイ生息分布域マダイ生息分布域マダイ生息分布域
の変化の予測の変化の予測の変化の予測の変化の予測

出典) 水産総合研究センター
http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/ondanka/siryo1.pdf

現状+1.0℃

～生物多様性の急減の懸念～

海の生態系の保全・管理海の生態系の保全・管理海の生態系の保全・管理海の生態系の保全・管理

出典) Millennium Ecosystem Assessment (2005) Synthesis (MA2005)
http://www.maweb.org/

Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services
Worm et al. (2006) Science

Global loss of species from LMEs.
(A) Trajectories of collapsed fish and invertebrate taxa over the past 50 years 
(diamonds, collapses by year; triangles, cumulative collapses). Data are shown for all 
(black), species-poor (<500 species, blue), and species-rich (>500 species, red) LMEs. 
Regression lines are best-fit power models corrected for temporal autocorrelation.

2048年には海洋生態系のすべての種が崩壊か？

漁業下落（Fishing down）説 Pauly et al. 1998, 2002

• 世界の漁獲物の
平均栄養段階は
低下傾向にあり，
上位捕食者の
枯渇を示唆する?

海洋生態系モデル（Ecopath with Ecosim等）
（種間関係によって「食物網」をモデル化）

栄養段階（高）

栄養段階（低）

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
流
れ

の大きさは現存量（バイオマス）の大きさを，

水色の線は種間関係（喰う喰われるの関係）を表す。

動物

プランクトン

植物

プランクトン

オキアミ

マクロベントス
エビ

魚 類

小型底魚類

小型浮魚類

デトリタス

図：Christensen and Ferdana(2008)を改変
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海の中の生態系
基本的には，基本的には，基本的には，基本的には，小さな個体を大きな個体が喰う小さな個体を大きな個体が喰う小さな個体を大きな個体が喰う小さな個体を大きな個体が喰うことの連鎖ことの連鎖ことの連鎖ことの連鎖

→個体サイズ個体サイズ個体サイズ個体サイズ（（（（の序列の序列の序列の序列）が鍵。（）が鍵。（）が鍵。（）が鍵。（おおよその栄養段階）おおよその栄養段階）おおよその栄養段階）おおよその栄養段階）

植物プランクトン植物プランクトン植物プランクトン植物プランクトン→動物プランクトン動物プランクトン動物プランクトン動物プランクトン→稚仔魚，小型魚稚仔魚，小型魚稚仔魚，小型魚稚仔魚，小型魚→大型魚大型魚大型魚大型魚

その経路に沿って物質とエネルギーが移動する。その経路に沿って物質とエネルギーが移動する。その経路に沿って物質とエネルギーが移動する。その経路に沿って物質とエネルギーが移動する。

Pieter Bruegel (1557)
Big Fish Eat Little Fish

�

図) 「海洋プランクトン生態学」
谷口 旭監修 より引用

体サイズ体サイズ体サイズ体サイズ

個個個個
体体体体
数数数数

水圏生物群集の体サイズスペクトル水圏生物群集の体サイズスペクトル水圏生物群集の体サイズスペクトル水圏生物群集の体サイズスペクトル

エネルギーフロー
物質フロー

図の出典) Blanchard et al. (2009)

東京湾の底棲魚介類群集の体サイズスペクトル東京湾の底棲魚介類群集の体サイズスペクトル東京湾の底棲魚介類群集の体サイズスペクトル東京湾の底棲魚介類群集の体サイズスペクトル

・ln体重とln個体数

→直線関係（べき乗則）

個体数=a×体重b

・傾きが経年的に変化

・「シーソー現象」

バイオマス一定？

（環境収容力）

（利用可能な資源を巡る

「椅子とりゲーム」）

1992 1993

ln
個

体
数

ln
個

体
数

ln体重

ln体重ln体重

カタクチイワシ（アンチョビー）などの

多獲性浮魚類（青魚）が生産量の多くを占める

（南米）アンチョビー

スケトウダラ

大西洋ニシン

カツオ

マサバ

タチウオ

ブルーホワイティング

（チリ）マアジ

（日本）カタクチイワシ

キハダ

SOFIA 2010

（生態系内での栄養段階の低位種）

世界の漁業生産量

単位：

単位：単位：

単位：100万トン
万トン万トン

万トン

浮魚類の漁獲は減ってない

ただし種別の盛衰が激しい

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/publ/sofia/fig4e.asp

アンチョビー

マイワシ

サバ類

大西洋ニシン

変動性大（盛者必衰の理），資源変動の不確実性

世界の海の食料供給能力

• 海の生物資源は膨大であり、まだ完全には
利用していない(?) ーカタクチイワシ、サンマ、
中深層性魚類、クラゲ・・・ しかし・・・

� 上位捕食者，底魚資源，沿岸
資源等は過剰漁獲傾向

� 生産力の高い浮魚類は自然
変動が激しく、低水準期には
乱獲

� 地域的な偏在性（+経済格差）
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世界の地域別の水産物輸出入量の推移
（薄青色：輸出，紺色：輸入）

FAO： SOFIA 2012より

アジア
（中国以外）

ヨーロッパ

米国・カナダ ラテンアメリカ・
カリブ海諸国

アフリカ

中国

将来展望・必要な対応将来展望・必要な対応将来展望・必要な対応将来展望・必要な対応
水圏における食料生産：「自然の生産力」が基本

• 魚食の世界的普及・需要増大 需給切迫？

• 変動する資源の有効な利用法，漁業管理制度

（レジームシフト，資源変動の不確実性，順応的管理）

• プランクトン食魚（多獲性浮魚）資源・未利用資源の

有効利用，スイッチング漁獲

• 生態系上位種，公海，深海，高度回遊性魚類，底魚類の

漁獲規制強化による持続性確保

• 健全な海洋生態系の維持，バランスのとれた利用

• 藻場・干潟，浅海域等の場の保全，多面的機能

• 漁業経営問題，燃油，後継者，流通・消費，需給

水圏生態系のバランスのとれた賢い利用水圏生態系のバランスのとれた賢い利用水圏生態系のバランスのとれた賢い利用水圏生態系のバランスのとれた賢い利用

・生態的上位魚種の専食・乱食を避ける。
（マグロ類，ウナギ 等）

45

・生態的下位魚種の積極的有効利用。

（マイワシ，サンマ，カタクチイワシ 等）

・多様な魚種の，偏りない利用。

地元の多様な「旬の魚」。 （決して「雑魚」ではない）

和食：自然の恵み・季節感・生命を「いただきます」

ユネスコ無形文化遺産登録（和食の再評価）

い

いい

い の

のの

の ち

ちち

ち


