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水産資源の
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人口と食糧 第7回 水産資源の特徴

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
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
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

市場の失敗（外部不経済）

なぜ，乱獲に陥るのか？

・水産資源： 無主物先占（早いもの勝ち）
完全な自由競争下では乱獲が進行
共有地の悲劇（Tragedy of the Commons, Hardin 1968 ）

→自分vs.他者

・長期的利益 ⇔ 短期的利益 （現在価値の最大化）
→現在vs.将来

（割引率，将来の不確実性）

共同管理の
対象資源

（牧草地での牛の放牧の例）

「裏切り」による利益
他人を裏切ることで，より多くの利益を資源から得られる構造。

利益は個人へ。 資源が劣化して生じるコストは皆で均等に負担。

得られる利益と，それにより生じる損失（不経済）のアンバランス

市場の失敗 （=「神の見えざる手」の失敗）

• 外部性の存在（負の外部性、正の外部性）

外部不経済：ある経済主体の行為が、その費用の支払
いや補償を行うことなく、他の（市場外の）経済主体に対し
て不利益や損失を及ぼすこと。環境問題（Badsの排出）な
ど。

共有地の悲劇（Tragedy of the Commons：Hardin,1968）

社会的ジレンマ，囚人のジレンマ（裏切ることによる利益）

• 情報の非対称性の存在

• 不確実性（リスク回避的な供給者による過少供給）

• 不完全競争による独占・寡占の存在 etc.
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なぜ乱獲に陥るのか？：ゲーム理論による説明

Nash均衡解

協力ゲーム

非協力ゲーム（Nash均衡）
（non-cooperative game）

（cooperative game） 囚人のジレンマ
（Aの利得,Bの利得）

囚人A

協調 裏切り

囚人B
協調 （3,3） （0,5）

裏切り （5,0） （1,1）

複数有限のプレイヤー（漁業者）が他のメンバーの行動（出方）
に応じてそれぞれの利得を最大化するような戦略をとる
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漁業者Aの漁獲努力量 漁業者Aの漁獲努力量 漁業者Aの漁獲努力量

協力ゲームの解

（北原 1995，桜本 1998）

（何らかの形での）単一所有制へ移行させる（→「無主物性」への対応）

誰が資源を利用できるのか？

１．資源を私有財産権等に分割（個人への分割。IQ, ITQ など）
IQ（Individual Quota；個別漁獲割当制）
ITQ（Individual Transferable Quota；譲渡可能個別割当制）

（cf. CO2排出権取引：Cap and Trade）

２．資源の利用権を特定の漁業者グループに与えて協調的な共同利用
（漁業者による管理組織への割り当て。漁業権など。）

３．国が一元的に細部まで管理。
（TAC（Total Allowable Catch：漁獲可能量），漁業許可などの組み合わせ）

厳格な取締りと罰則（罰金，許可取り消し等）

４．漁獲努力を適正点にもっていくような課税制度（ピグー税等 cf.炭素税）

漁獲によって発生する外部不経済（資源の減少など）を
自己の不経済として体現（内部化）する仕組みをつくる

どうすれば資源を適切に管理できるか？ Gordon(1953)
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Elinor Ostrom
（2009年ノーベル経済学賞受賞）

共有資源 (common-pool resources) のガバナンス
従来の議論：「国家による解決」か「市場による解決」の二つ。
・中央集権的な国家権力が共有資源の保全管理を行う
・共有資源の利用を民営化して、資源の配分を市場に委ねる

→第三の方法の提唱

共有資源に利害関係をもつ当事者が
自主的に適切なルールを取り決めて保全管理する

「セルフガバナンス」
（自主統治）の可能性
を示した。

繰り返しゲームの理論で
協力行動を説明

個体群の増殖速度

（一定）のとき，①

（際限なく増加）

② のとき，

ロジスティック曲線（S字状）

余剰生産速度

最大持続生産量（maximum sustainable yield；MSY）
Schaeferの余剰生産量（surplus production）モデル

B:バイオマス

漁獲制御ルール
（Harvest Control Rule, HCR）

図：日本におけるABC（Allowable Biological Catch）
（生物学的許容漁獲量）の算定ルール

漁
獲
係
数

B
io

m
as

s

「フィードバック管理，フィードバック制御」
制御工学：二足歩行ロボット，飛行機の姿勢制御

船の減揺装置 など

水産資源が倒れないように，
ずっと歩き続けることができるようにするためには，
資源の状態の変化に合わせて
年々の漁獲量や漁獲努力量を
どのように制御していけば良いか？

不確実性への対応 →順応的管理

フィードバック管理モデルの例（Tanaka 1980）

資源水準pt-lが

目標資源水準puよりも大きければ

それに比例して漁獲限度量ytを増やす。

逆に小さければytを減らす。

資源水準pt-lが

前年よりも増加していれば

それに比例して漁獲限度量ytを増やす。

減少していればytを減らす。

h, g：定数，l：時間遅れ

必要なデータ：資源水準(CPUE)のみ。

ただし，目標資源水準puを

系の外から与えてやる必要あり。

Operating Model（仮想現実モデル）による
漁獲制御ルール（HCR）の性能評価（例）

平松(2004)より

資源量の推移漁獲量の推移
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では，

資源や生態系に関する
精緻な動態モデル（科学的モデル）

や制御モデルが完成すれば
それで管理は万事うまくいくか？

資源の
ダイナミクス

漁業者の
戦略的行動

管理制度

水産資源の持続的利用

（漁業者のダイナミクス）
インセンティブ

環境や生態系
の変動

過剰漁獲能力の誕生：大型まき網漁業への投資と
生態系レジームシフトのミスマッチ

1970～80年代：

ペルーのカタク
チイワシ不漁期
におけるミール
需要に対応した
日本のマイワシ
漁獲増加

日本の大型まき網漁船の隻数

ペルーの
カタクチイワシ

日本のマイワシ

ミール生産のための漁
船の大型化後，漁船
の寿命（約25年）まで

に，レジームシフト
（1988年）が生じて過

剰漁獲能力が誕生．
減船したが過剰能力
が温存．

日本のカタクチイワシ

スライド：谷津明彦

0歳，1歳魚に対する
漁獲係数Fの推移

マサバ太平洋系群は1992, 
1996年に卓越年級群が発

生し，復活の兆しがあった
が，0歳，1歳魚への高い
漁獲圧により，資源回復
が阻害された。

（ただし，その後は管理の
強化，卓越年級群の発生
等により，資源は回復。）
（低位→中位に）

年齢別漁獲尾数
過剰漁獲能力が

マサバ太平洋系群の
復活を阻害

（渡辺ほか 2008）

図：水産総合研究センター
http://abchan.job.affrc.go.jp/digests21/details/2105.pdf

レジームシフト概念からの教訓
→「盛者必衰の理」
「驕れる者は久しからず」

レジームシフトの発生
→資源水準低下
→資源水準に比して漁獲能力が過大に
→経営体あたり漁獲量の減少，収入低下
→負債の増加→他魚種への漁獲圧増，倒産

→資源水準が低下しはじめた場合の
総漁獲能力・経営規模の削減方法（撤退方法）を
管理制度中にあらかじめビルトインする必要性。

→資源水準と総漁獲能力のバランスの確保。

漁業資源管理手法

量的管理 質的管理

入
口
管
理

固定装備

（固定費）

漁獲能力（漁具能率）

（漁船トン数，馬力，
漁具の大きさなど）

漁具の選択性

（網目サイズ等）

操業

（変動費）

漁獲努力量

（操業隻数，日数，
回数等）

資源の分布特性等
に対応した、操業の
時空間配置

（禁漁区、禁漁期）

出口管理
漁獲可能量

TAC, IQ, ITQ 等
漁獲物の質的規制

(魚体サイズ、雌雄)
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孵化、仔稚魚期

産卵 幼魚
成魚・成熟

カップリング

漁獲

水揚げ・保管

出漁

漁具・漁船メンテナ
ンス、資本投資

帰港

競り

消費
販売・
輸出

流通
加工

生物・生態段階

漁業生産段階

加工・流通段階

陸
と
の
物
質
循
環

兼業/関係漁業

競合種・食害生息域の保護・造成

自
然
環
境
変
動
／
人
為
的
改
変
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「我が国における総合的な水産資源・
漁業の管理のあり方」報告書
水産総合研究センター(2009) より

28,33

図中の数字は施策番号

将来の望ましい水産業の姿を考える際の視点

我が国における総合
的な水産資源・漁業

の管理のあり方

出典：水産総合研究センター(2009)

• 水産物の安定供給（本来機能）

• 生命・財産の保全（国境監視など）

• 物質循環の補完・生態系の保全（環境保全）

• 交流の場の形成

（海洋性レクリエーション，体験学習など）

• 地域社会の形成・維持

（雇用創出，文化の創造・継承）

水産業・漁村の多面的機能の例 将来の水産業の方向性に関する政策選択肢

出典：水産総合研究センター(2009) 「我が国における総合的な水産資源・漁業の管理のあり方」報告書

1) グローバル競争シナリオ：
産業効率改善重視型の自由主義的シナリオ
産業の経済的効率性を重視し、漁業は企業経営体による利潤の最大化を追求、
それ以外の部分（地域社会政策等）は国が責任をもって補完。

2) 生態的モザイクシナリオ：
資源・環境保全の地域主義的シナリオ
資源・環境保全における地域（コミュニティー）の役割を重視し、沿岸漁業は公
的役割もふくめ地域の中核を担う一方で、沖合は産業効率の改善と生産の増
大を追及するという役割分担を前提。

3) 国家食料供給保障シナリオ：
食料供給の公共性と国家による科学的管理を重視した
平等主義的シナリオ
国民への食料供給の公共性を重視し、国際需給等にかかわらず安定した価格
で安全な水産物を国の責任として供給することを重視。

地域における生業の確保。多様な魚介類の供給。

沿岸漁業

沖合漁業

効率性，経済合理性の追求。

多種多様な漁業を営む小規模漁家経営体。

少数の魚種を大量に水揚げする企業経営体。

国民への量的な安定供給，自給率向上。

キーワード：多様性

キーワード：効率性

漁村地域社会･文化の維持発展（コミュニティ）。

沿岸漁業と沖合漁業の調和ある発展 生産者の受取価格（水産物と青果物の比較）

出典) 平成20年度水産白書 24
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為替レートと日本の水産物輸入金額・量の推移

出典) 平成15年度水産白書 25

「輸入7品目に駆逐される国産魚介類」

木幡 孜 (2011)生産者魚価と製造業賃金指数，水産物輸入価格，
為替レートの経年推移

データ：「相模湾，米神大型定置網売上日報」「日銀経済統計年俸」
「水産貿易統計」「経済統計年報」「漁業・養殖業生産統計年報」

米神定置における
魚種別魚価の推移

高価格魚
中価格魚

低価格魚

賃金指数

水産物の自由貿易（グローバル化）の功罪

27

• 得する人

輸出国の漁業者，輸入国の一般消費者

買付・貿易業者，加工業者

• 損する人

輸入国の漁業者，輸出国の一般消費者

• 留意すべき点（負の外部性→如何に内部化するか？）

輸出国で過大な漁獲圧を誘発→乱獲，環境破壊

（エビ養殖vs.マングローブ林，ウナギ・マグロ資源 etc.）

輸送エネルギーの消費（フード･マイレージ）・CO2排出

窒素・リンの輸入（輸入国沿岸域の栄養塩バランス）

出典) 平成26年度水産白書主な漁業関係条約とその対象水域

マグロ類の地域漁業管理機関（RFMO）
Tunas Resional Fisheries Management Organization

世界のマグロ類の資源回復 ?

上図：大西洋クロマグロ（東系群）の
親魚資源量の経年変化。（ICCAT, 2015）

右図：2014年に資源評価モデルにより
推定されたミナミマグロの加入量（上段）、
10歳以上の親魚資源量（中段）
および親魚資源量（下段）。（CCSBT, 2014）

出典) 国際漁業資源の持続的利用と適切な保存・管理のために http://kokushi.job.affrc.go.jp

マグロ類の輸出入には漁獲証明書，統計証明書，輸出証明書の提出が必要

加入量（尾数）

10歳以上の資源量

産卵親魚指数

30

ウナギの資源管理対策の推進

出典）水産庁 http://www.jfa.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanri/bunkakai_60/pdf/pdf/data2-6.pdf
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日本におけるマサバ，マイワシの資源回復
（資源量，親魚量，漁獲割合の推移）

出典) 国立研究開発法人水産研究・教育機構 「わが国周辺の水産資源の現状を知るために」 http://abchan.fra.go.jp/

マサバ太平洋系群

マイワシ太平洋系群
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日本における
漁業就業者数の推移

平成28年度水産白書

国民1人1日当たり魚介類と肉類の摂取量の推移

出典：平成24年度水産白書

若い世代の魚離れ

出典) 平成18年度水産白書 34

進行する 若い世代の魚食離れ

出典) 水産庁 35

ファストフィッシュ（簡単・手軽に調理，食べられる）

JF 全国漁業協同組合連合会

プライドフィッシュ選定基準
１．本当においしい漁師自慢の魚であること
２．地元で水揚げされたものであること
３．旬を明確にした魚であること
４．各会員が独自に設けている基準（サイズ、水揚げ海域等）

をクリアしている魚であること
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世界の水産物価格の推移

出典 平成26年度水産白書
（データ：OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023）

「MSY」（Maximum Sustainable Yield）
最大持続生産量

「持続可能な開発」 （Sustainable Development）
国連「環境と開発に関する世界委員会」（1987）

（通称 ブルントラント委員会）

cf. ICES（国際海洋探査委員会）：1902年設立

漁業分野で形成された先駆的な概念･制度

→生態系保全・管理
「順応的管理」（Adaptive Management）

「譲渡可能個別漁獲割当」
（ITQ： Individual Transferable Quota）
→CO2排出権取引

「EEZ」，「暫定水域」（日韓），「暫定措置水域」（日中）

Christy(1973)

Walters & Hilborn(1976)


