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要約 

 日本の漁業管理制度を歴史的に整理し、その国際的特徴を明らかにした。その結果を踏ま

えた経済分析モデルを構築し、各地の漁業者や行政と連携して、現場での漁業管理の改善に

役立てた。さらに、水産業と生態系保全を両立させるための考え方や制度的課題を特定し、

知床世界自然遺産海域管理計画の策定に貢献するとともに、気候変動に適応するための考え

方を整理・提示した。 

 

1．我が国の漁業管理の制度的特徴 

 世界三大漁場の一つに数えられる豊かな海に囲まれた日本では、多くの人々が古くから海

の恵みを享受してきた。したがって、漁業管理制度も古くから存在している。 

 現在文章として残っているものの中で、最も古い漁業管理制度は、養老雑令 (757~) にあ

る「山川藪澤之利公私共之」である。これは、班田制により個別使用・課税体制が導入され

た田とは異なり、海の利用の管理は利用者が共に行っていくという理念を示している。この

理念はその後の漁業管理にも受け継がれ、1949 年に制定された現行漁業法においても、資源

利用者 (漁業者ら) の組織である漁業協同組合に漁業権を優先的に付与するとともに、選挙

で選ばれた漁業者らの代表が構成する漁業調整委員会に強い権限を認めている。さらに、各

海域の細かい調整・規則は、地元の漁業協同組合の内部で自治的に決めている。 

 英米法諸国の漁業制度では、水産資源を含む自然の恵みの利用は全ての国民が平等に有す

る権利とされる。一方、資源の管理・保全は政府の義務とされる。よって政府がトップ・ダ

ウン式に漁獲可能量などの資源利用上限を設定し、その分配については自由競争に委ねると

いう基本原則がある。そこでは政府と漁業者の間に合意形成は必要なく、また漁業者は政府

が監視しコントロールする対象となっている(1)。 

 英米法の立場から日本の漁業管理制度を見ると、公的責務 (政府の役割) とされている管

理施策の立案・執行という役割の一部を、地元の資源利用者 (漁業者ら) が担っているよう

に見える。よって近年、国際学会や国際機関では日本のような管理制度を共同管理 

(Co-management) と呼んでいる (2, 3)。 

 

2．制度の生態的・社会的背景 

では、なぜ日本でこのような漁業管理制度が発展したのだろうか。図 1 は、統計制度が整

備されている OECD 諸国の漁獲物の多様度 (H’) を比較したものである。冷水生態系を利用

する高緯度の国々に比べ、日本を含む温帯生態系の国々は、多様な生物を資源として利用し

ている。図 2 は、諸国民のたんぱく質摂取量に占める水産物の割合を示している。古くから

水産国として有名なノルウェーやアイスランドは、北欧では突出して水産物依存度が高い。

中緯度では、日本と韓国が突出している。この結果は、国民の嗜好や食文化を反映している



と考えられる。なお、低緯度の発展途上国も依存度が高いが、これらの国では所得が低く、

畜肉を購入することが困難であるため、食料安全保障上の水産物の重要度はさらに高い(4)。

また、主要先進国の漁業生産構造を比較すると、日本および韓国は漁民数と漁船数が多く、

さらにそのほとんどが生業的な小規模漁業という点が特徴である。一方で米国、カナダ、ニ

ュージーランド、豪州などの移民国家では、輸出産業的性格の強い水産業が発達しており、

漁船数は少なく、個別漁船の規模も大きい。 

   

 

 

 

3. 管理施策の経済分析 

 海の環境や資源の変動には、大きな不確実性が存在する。よって、日本型の漁業管理に重

要な視点の一つは、不確実性を前提としつつ、現場のリアルタイムの情報に基づいて、自主

的かつ順応的に管理方策を改訂していく指針の作成である(5)。そこで、金融工学のオプショ

ン理論をズワイガニ底引き網漁業に援用し、漁業者らが現場で追加的に入手する情報に基づ

いてリスク最小化・期待収益最大化するための意思決定ルール (図 3) を導出した(6) 。 

 

     

 

 

 また、現場で導入しうる管理施策には、漁場生産力の保全や、漁獲圧の管理 (出漁日数、

網数、等)、漁獲物の管理 (総漁獲量、最小サイズ、性別、等)、コスト削減、付加価値向上

など、理論的に 78 種類の施策に分類される(7)。しかし、対象資源の生態学的特性と漁業の

経営状況、地域における当該漁業の位置付けなどに応じて、適した施策の“組合せ”は異な

る。よって、様々な管理施策を組み合わせたときの、資源や経営、地域に与える効果を予測

図 2 たんぱく質摂取における水産依存度 

（縦軸：首都の緯度、横軸：タンパク質摂取重

量に占める水産物の割合） 

図 1 OECD 諸国の漁獲物多様度の緯度勾配 

（縦軸：各国の首都の緯度、横軸：多様度） 

図 3 順応的管理による事業価値とリスクの変化 図 4 様々な管理施策の組合せによる効果予測の例 



し、各地の自主的管理の合意形成を支援するためのモデルを開発した(図 4)。この成果は現在、

ナマコ等の定着性資源を中心に、日本各地の漁業協同組合で活用されつつある (8)。 

 

4．生物多様性条約生態系アプローチと知床世界遺産における海域管理 

 生態系アプローチとは、生物多様性条約の理念と方法論を 12 の原則であらわしたもので

あり、生態系保全の指針として現在世界で最も頻繁に参照されるものである。この 12 原則

に照らして日本の漁業管理制度を評価した結果、海域生態系保全を実施していくうえでの潜

在的な長所と課題が明らかとなった (表 1)。 

 

 表 1 生態系保全の視点からみた日本の漁業制度(9) 

潜在的な長所 生態系保全に向けた課題 

・資源利用者による分権的・自治的管理 

・地元の経験的知識と科学的知識の利用 

・地理的スケールに対応した管理機構 

・順応的な漁業管理の実施 

・経済的文脈にそった資源利用・管理 

・生態系の視点の導入 

・漁業以外の利害関係者の参画 

・データ収集・モニタリング制度の確立

・生態系の長期的動向を示す指標の導入

・適切な海洋保護区の活用 

 

 2005 年に UNESCO 世界自然遺産リストに掲載された知床では、遺産地域の生態系を保全

するために、上記の課題に対しさまざまな取組がおこなわれている。例えば生態系モニタリ

ングについては、まず科学的見地から指標種を設定し、地元漁業協同組合で長年蓄積されて

きた漁獲統計や自主的な観測を中心に主要項目をカバーしつつ、足りない項目 (水温・水質・

流氷・気象などの基礎情報) のみを公的機関が分担している。遡河性魚類の移動の障害とな

る河川工作物については、不要なものだけを撤去し、近隣住民の生命と財産を保護する見地

から必要な工作物については、魚道の設置やスリットの作成等で対応している。また、幅広

い利害関係者の参画と法律・所管をまたがる政策調整を可能とするため、新たな調整組織も

設立された。スケトウダラは IUCN が絶滅危惧種に指定しているトドの餌であるが、その管

理については、公的措置 (漁業許可および TAC 等) のみならず、漁業者らが自主的に導入し

た保護区や漁獲規制についても、条約に基づく海域管理計画の中に正式に取り入れている。  

 これらの取組により、知床では表 1 に示した課題の多くについて対応が進んできた。その

行政コストは、2006 年度で約 5 億円であり、知床の漁業生産額と観光消費額の合計 (596 億

円) の 1％以下であった(10)。地元の生態系サービス利用者を保全活動の中心に据え、行政コ

ストも低くおさえた知床のアプローチについて、UNESCO は「今後の世界遺産プログラムの

モデルの一つ」と高く評価している。なお、世界遺産登録から 7 年が経過した 2012 年現在、

海域管理計画の改訂作業を行っている。そこでは、UNESCO と IUCN の勧告に基づき、温暖

化が進んだ際の適応策に関する議論がすすめられている(11)。 

 

まとめ 

 ある国や地域で漁業管理制度を考察する際には、周辺海域の資源・生態系の特性（自然の

条件）と、その恵みを享受する人間の社会・経済的特性（人間側の条件）を明示的に考慮し

た分析が必要である。異なる生態系や、異なる社会・経済状況の下では、望ましい制度も異



なる。多数の小規模漁業者が多様な資源を利用し、食料安保上、水産物への依存度が高い国

や地域では、英米法型管理制度よりも、日本型の共同管理制度が参考になると考えられる。 

 海洋生態系保全においても、いわゆる新大陸の未踏のフロンティアに開発された国家と、

数千年にわたりその土地で魚を獲り食べ続けてきた国々の、本質的な違いを踏まえた議論が

必要である。既存の漁業管理制度を前提とした知床世界自然遺産のアプローチは、後者の

国々の今後の生態系保全における一つのモデルとしての役割が期待される。 
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