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【要旨】
国際的な水産物の需給逼迫が懸念される中、日本にとって周辺海域の水産資源の管理に
よる安定供給の確保に向けた取り組みが重要視されている。特に、日本が漁獲量の約 8 割
を消費している太平洋クロマグロの資源量は、減少の一途をたどっており、2012 年の親魚
資源量は直近（1995 年）のピークの約 3 割まで落ち込んでいる。クロマグロ漁獲尾数の
99%が成熟前の未成魚であることから、2015 年 1 月から 30kg 未満の未成魚の漁獲を半減
する資源管理施策が開始されることとなり、その実効性への関心が高まっている。
本研究では、漁獲制限の違いによる 6 つのシナリオを設定し、個体群モデルを用いて太
平洋クロマグロ総資源量（重量）への影響のシミュレーションを行った。現状のペースで
漁獲を続ける BAU ケースでは、2040 年のクロマグロ総資源量が 2015 年の 2%にまで減
少してしまうのに対して、シナリオ 1（3 歳魚以下の未成魚の漁獲半減）では同期間で約
1.6 倍、シナリオ 4（全年齢の漁獲半減）では同じく約 3.7 倍の総資源量となる結果が得ら
れた。その他のシナリオはいずれも総資源量が減少する結果となった。
近海生マグロの主要産地である長崎県壱岐市を事例として、クロマグロ漁獲金額への影
響のシミュレーションを行い、産業連関分析を活用した波及効果を評価することで、資源
管理を適切に行うことができれば、漁業就業者の収入が増加し、粗付加価値（地域 GDP）
の増加や雇用機会の創出をもたらすことが示された。壱岐市の場合、少なくとも未成魚（3
歳以下）の漁獲半減（シナリオ 1）が必要であり、2040 年には壱岐市内の地域 GDP が、
2015 年と比べて 1.5 億円増加し、35 名の漁業就業者の雇用機会拡大が期待できる。さら
に中長期の持続的成長を考えた場合、初期の漁獲金額の大きな落ち込みを克服することが
できれば、全ての年齢のクロマグロの漁獲半減（シナリオ 4）が望ましく、2040 年には地
域 GDP が 2015 年比で 2.7 億円増、64 名の雇用機会拡大が見込まれる。
太平洋クロマグロの資源管理施策の実効性を高めるためには、制度設計の妥当性や有効
性を検証しながら、国内での施策の周知徹底と短期的な助成などの検討と実行を進めると
ともに、クロマグロを漁獲する関係各国での協調と管理手法の確立が求められる。経済評
価手法の活用は、水産資源と地域経済の回復が両立する持続可能な施策の実効性と成果の
検証に資するものとなる。
キーワード：クロマグロ、漁獲制限、個体群モデル、産業連関分析

【目次】
1

はじめに .......................................................................................................................... 1

2

壱岐クロマグロ漁を取り巻く現状 ................................................................................. 4

3

漁獲制限によるクロマグロ総資源量への影響 ............................................................... 7
3.1 シナリオ想定とシミュレーション手法 ...................................................................... 7
3.2 漁獲制限によるクロマグロ総資源量への影響 ........................................................... 8

4

クロマグロ資源管理による経済影響評価：壱岐市のケース ...................................... 10
4.1 直接的な効果・影響 ................................................................................................. 10
4.2 産業連関分析を用いた間接的な効果・影響 ............................................................ 12

5

おわりに ........................................................................................................................ 18

参考文献 ............................................................................................................................... 20
補論：クロマグロ個体群モデルについて ............................................................................ 21

1

はじめに
四方を海に囲まれた日本は、世界第 6 位の排他的経済水域1と世界第 8 位の漁業・養殖業

生産量2を誇る「水産資源大国」である。日本人の食生活の中でも、水産物は重要な地位を
占めている。日本人は、動物性タンパク質摂取量の約 38%を魚介類に依存しており、これ
は世界平均の依存度（約 16%）をはるかに超えている3。
世界全体での水産物消費量（食用魚介類供給量）は 2011 年現在で約 1.3 億トンであり、
世界的な人口増大や先進国を中心とした健康志向の高まりなどから、過去 50 年間で約 5
倍に増加した。この間、世界の 1 人当たり水産物消費量も約 2 倍に増加している4。特に、
中国、インド、インドネシアなどの人口の多い新興国での需要の伸びが顕著なことから 5、
世界の水産物需要は引き続き増加することが見込まれている。一方、2011 年時点で、過剰
漁獲の状態にある漁業資源の割合は 29%、漁獲を拡大する余地のない資源は 61%に達して
いる6。世界の漁獲量は頭打ち傾向にあり、養殖業の生産増にも限界がある 7。このため、
国際的な水産物の需給が逼迫し、価格上昇を招くことが懸念されている。
日本における食用魚介類の国内消費仕向量は 2012 年度概算値で 652 万トン（世界全体
の消費量の約 5%）であり、5 年前（2007 年度）と比べて 10%減少している8。それでも、
日本の食用魚介類自給率は 2012 年度で 58%にとどまっており、輸入への依存は大きい。
今後、水産物の安定的な輸入が難しくなる可能性を考慮すれば、日本周辺海域の水産資源

1

排他的経済水域（EEZ）とは、国連海洋法条約によって定められた沿岸から 200 海里（約 370km）ま
での水域（沿岸から 12 海里までの領海部分を除く）であり、天然資源（漁業資源、鉱物資源等）の探
査、開発、保存及び管理等、特定の事項に限定して、自国の法令を適用することができる。領海を含む
日本の EEZ の面積は約 447 万㎢で、アメリカ、オーストラリア、インドネシア、ニュージーランド、
カナダに次ぐ 6 位である。

2

国連食糧農業機関（FAO）“Fishstat” (http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en)）。
2012 年実績。日本の漁業・養殖業生産量は約 486 万トンで、前年（2011 年）比 2%増であったが、東
日本大震災前の 2010 年と比べて 8%減。2010 年の生産量は世界第 4 位であった。日本は 1972 年から
1987 年までの間、世界第 1 位の生産量を誇っていた。ちなみに 2012 年の生産量上位 5 カ国は、中国、
インドネシア、インド、ベトナム、米国である。

3

2011 年実績（FAO “Food balance sheets” (http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E)）。
OECD 加盟国の中では動物性タンパク質摂取量に占める魚介類の割合が最も高い（2 位は韓国の約
35%）。

4

出所は脚注 3 と同じ。水産庁では、FAO が算出した「供給量」を「消費量」とほぼ同等のものとみな
して、「消費量」という言葉を用いている。

5

例えば、中国では、50 年間（1961 年～2011 年）で 1 人当たり水産物消費量が約 6 倍に増加し、水産
物消費量は約 14 倍に増加した。

6

FAO(2014) “The State of World Fisheries and Aquaculture 2014”
(http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf)

7

水産白書（2014）によれば、2012 年実績で、世界の養殖業生産量は漁業・養殖業全体の生産量の 49.4％
を占めており、世界銀行（2014）によれば、2030 年には食用向け水産物需要の 62％が養殖水産物で占
められると予測されている。このように、水産物需要の増大に対する養殖水産物供給の重要性は高まっ
ているが、養殖の適地や淡水養殖のための水資源の確保、飼料価格の上昇などの制約要因がある。

8

農林水産省「食糧需給表」(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyukyu/)

1

の管理による安定供給の確保に向けた取り組みが今まで以上に重要となる。
しかし、水産物の安定供給を担うべき日本の水産業の弱体化は深刻である。国内の漁業
と養殖業を合わせた 2012 年の生産量（486 万トン）が、ピーク（1,282 万トン：1984 年）
の約 38%、2012 年の生産額（1 兆 4,178 億円）が、ピーク（2 兆 9,772 億円：1982 年）
の約 48%というように、大きく縮小している9,

10。

漁業就業者数は年々減少しており、高齢化も進行している。2012 年の漁業就業者数 17.4
万人は、2003 年（23.8 万人）から 27%の減少であり、高齢化率（65 歳以上の就業者の割
合）も 36.9%と、2003 年の 33.3%から上昇している11。人口減少と高齢化の進行によって、
日本の沿岸地域にくまなく立地している漁村の活力が衰退してしまえば、漁村地域の経済
活動の停滞だけでなく、漁村文化の消失、生態系の保全、海難救助や国境監視などによる
国民の生命財産の保全など、様々な機能が損なわれることが懸念されている。
水産庁は、2014 年 3 月に「資源管理のあり方検討会」を発足させ、周辺海域の恵まれ
た漁場環境を活かしながら、水産資源の適切な管理を通じて、水産資源の回復と漁業生産
量の維持増大を実現するための方策を検討してきた12。同年 7 月には「取りまとめ」が公
開された13。特に、マサバ（太平洋系群）、スケトウダラ（日本海北部系群）、太平洋クロ
マグロ、トラフグの 4 魚種については、個別事例として魚種毎の資源管理の方向性が示さ
れた。
中でも、近年、太平洋クロマグロの資源量は減少の一途をたどっており、厳しい状態に
置かれている。2012 年の親魚資源量（成熟魚の総資源量）は約 2.6 万トンで、直近のピー
ク（1995 年）の約 3 割にまで落ち込み、1984 年の歴史的最低値 1.9 万トンに近づいてい
る14。しかも、2001 年から 2010 年のクロマグロの平均漁獲尾数のうち、0 歳魚が約 67%、
3 歳魚までの未成魚全体15で約 99%を占めている。成魚になる前の段階でほとんどのクロ
マグロを漁獲してしまうことで、親魚資源量の回復が妨げられ、さらなる資源減少を招く
ことが懸念されている。
日本は、太平洋クロマグロの最大の漁業国かつ消費国である。日本沿岸を回遊する太平
洋クロマグロは、韓国、台湾、米国、メキシコなどでも漁獲されているが、日本は太平洋
クロマグロの総漁獲量の約 8 割を消費している。クロマグロは、マグロ類（クロマグロ、
ミナミマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロなど）の中でも、寿司や刺
身用として利用される高級食材である。太平洋クロマグロの資源管理に最大の責任を持つ
9

水産庁(2014)「水産白書」(http://www.jfa.maff.go.jp/e/annual_report/2013/index.html)

10

2014 年 4 月に公表された 2013 年の漁業・養殖業生産量はさらに減少し、約 479 万トンとなっている。
(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/pdf/gyogyou_seisan_13.pdf)

11

脚注 8 と同じ。

12

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/arikata.html

13

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/pdf/arikata_summary.pdf

14

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enoki/pdf/sanko.pdf

15

厳密には 3 歳魚の一部（20%）は成熟を開始している。
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日本の施策の成否が、
日本の食文化及び関連産業に影響を及ぼすと言っても過言ではない。
「資源管理のあり方検討会」の取りまとめを受けて、水産庁の太平洋クロマグロの資源
管理施策が 2015 年 1 月から開始される。太平洋クロマグロの親魚資源を 10 年以内に歴史
的中間値（約 4.3 万トン）まで回復させるために、2015 年以降の 30kg 未満の未成魚の年
間漁獲上限を 4,007 トン（2002～04 年平均漁獲実績の 50%）と設定し、漁業種類別には
大中型まき網漁業の上限を 2,000 トン、その他の沿岸漁業等の上限を 2,007 トンとした。
漁獲上限遵守のためのモニタリングについては、大中型まき網漁業は操業海区単位で管理
し、それ以外の沿岸漁業等は全国を 6 ブロックに分けてブロックごとの上限を設定して、
警報や操業自粛要請などを、都道府県を通じて漁業者に発出する 16。さらに、水産庁ホー
ムページにプレスリリースすることで、流通加工業者、消費者などへ広く発信することと
している。
もちろん、日本だけの取り組みでは不十分である。26 の国・地域で構成される中西部太
平洋まぐろ類委員会（WCPFC）は、2014 年 9 月に福岡市で開催された小委員会において、
日本周辺を含む西太平洋での 30kg 未満の未成魚の漁獲量を 2015 年から半減（2002～04
年平均漁獲実績を基準）することで合意した17。同年 12 月の総会で正式決定の見込みであ
り、太平洋クロマグロの国際的な資源管理が一歩前進することとなる。さらに、東太平洋
のマグロを管理する全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）でも、2014 年 10 月の会合におい
て、努力目標ながら 2015 年から 30kg 未満のクロマグロの未成魚の漁獲量半減が合意され
た18。今後、国内外の施策の実効性と成果の実証が求められることになる。
以上のような背景から、本レポートでは、太平洋クロマグロに注目し、適切な水産資源
管理によって、水産資源量の回復、漁家の収入増、さらには漁村地域の活力向上につなが
ることを定量的に分析し、検証することを試みた。具体的には、長崎県壱岐市のクロマグ
ロ漁を事例に取り上げ（2 章）、漁獲制限の違いによるシナリオを想定して、個体群モデル
を用いてクロマグロ総資源量のシミュレーションを行ったうえで（3 章）、壱岐市における
クロマグロ漁獲金額のシミュレーションを行い、さらには産業連関分析を用いて、クロマ
グロ漁の漁獲金額の変化が、壱岐市全体の地域経済に及ぼす影響を評価し（4 章）、今後の
水産資源管理のあり方を検討した（5 章）。

16

沿岸漁業は、6 ブロックについて、日本海北部 410 トン、太平洋北部 285 トン、日本海西部 105 トン、
太平洋南部 245 トン、瀬戸内海 50 トン、九州西部 785 トンの上限を設けた（このほか、近海竿釣り漁
業等 106 トン、水産庁留保分 21 トンがある）。上限が 7 割に達した段階で「注意報」、8 割で「警報」、
9 割で「特別警報」、上限に達する前の 9 割 5 分で「操業自粛要請」を、都道府県を通じて漁業者に発
出する。（水産庁（2014）「太平洋クロマグロの管理強化の取組状況と今後の対応について」
(http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/enoki/pdf/shiryo1.pdf)）

17

30kg 以上の大型魚についても 2002-04 年平均水準（日本は 4,882 トン）から増加させないためのあら
ゆる可能な措置を実施するとしている。(http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/140904.html)

18

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/141030.html
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壱岐クロマグロ漁を取り巻く現状
福岡県と対馬の中間の玄界灘に面する離島である長崎県壱岐市は、2004 年 3 月に島内

の全 4 町（郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町）が合併して誕生した（図表 1 参照）。他
の多くの離島と同様に、壱岐市も人口減や地域社会の活力低下などの問題を抱えている。
人口は 2014 年 4 月末現在 28,720 人であり、1955 年の 51,765 人をピークとした後、人口
流出等による減少の一途をたどっている19。市内（島内）に大学や専門学校等がなく、就
業場所も豊富ではないために、高校卒業後に若者が市外に転出してしまうことが多い。
2010 年春に市内の高校卒業生 322 人のうち、235 人は市外に進学し、就職者 87 人のうち
市内で就職したのは半数の 43 人にとどまっている。結果的に高齢化も進行しており、65
歳以上の老年人口比率（2010 年国勢調査）31.8%は全国平均（23%）を大きく上回る。
図表 1

長崎県壱岐市の位置と地区区分

（出所）壱岐市ホームページ資料を基に富士通総研作成

19

壱岐市資料（http://www.city.iki.nagasaki.jp/modules/policy/index.php?content_id=1402）など

4

周辺海域に多くの天然礁を有する壱岐市は、イカ、マグロ、ブリ、タイなどの漁業資源
に恵まれているほか、沿岸浅海域でのアワビ、ウニ、海藻類の磯根資源も豊富である。こ
のため、漁業は壱岐市の主要産業の一つとなっており、2012 年 4 月現在、1,146 名が漁業
に就業している20。壱岐市全体の就業者人口に占める漁業就業者の比率は 7.7%であり、全
国平均の 0.3%、長崎県平均の 2.2%と比較してもかなり高い21。壱岐市内には、5 漁協（郷
ノ浦漁協、勝本町漁協、箱崎漁協、壱岐東部漁協、石田町漁協）があり、2013 年 3 月末
現在、正組合員 1,112 人、准組合員 2,007 人の合計 3,119 人で構成されているが、正組合
員のうち、29 歳以下が 27 名（2.4%）
、60 歳以上が 632 名（56.8%）というように、後継
者不足、高齢化が深刻となっている。
壱岐市の北部に位置する勝本町地区は、周辺に西日本第一級の漁場を持ち、日本有数の
沿岸漁業の基地とみなされてきた。2010 年の壱岐市全体の海面漁業漁獲量の 54%（3,172
トン）が勝本町地区で漁獲されている。それを担う勝本町漁協は、市内 5 漁協のうち最大
の正組合員数（2013 年 3 月末現在 353 人：全体の 32%）を有している。
壱岐市は、南西諸島周辺と日本海南西部を産卵場とする太平洋クロマグロの回遊ルート
上に位置している。壱岐市でのマグロ漁は一本釣りで鮮度が高い天然物であることから、
「壱岐マグロ」として高い評価を得ており、青森県大間町とともに近海生マグロの二大産
地となっている。水揚げされた大型のクロマグロは東京築地で取引され、150kg を超える
クロマグロになると、1 万円以上/kg の値がつくことも少なくない。1,000 円前後/kg で取
引されるメジと呼ばれる 6kg 以下の 0 歳魚に比べれば、かなり高価である。
太平洋クロマグロの資源量減少は、壱岐市のクロマグロ漁にも深刻な影響を及ぼしてい
る。勝本町漁協におけるクロマグロの漁獲量を例に見ると、2010 年度の 295 トンに対し
て、12 年度には 146 トン、13 年度には 67 トンにまで急減している。このため漁獲金額も
2010 年度の約 5.9 億円に対して 13 年度には約 2 億円にまで落ち込んでいる。39kg 未満
（0 歳魚～3 歳魚）の漁獲量を見ると、2010 年度に 250 トン程度であったものが、12 年
度、13 年度とも 50 トン未満の低位で推移していることから、漁獲量の急激な回復が期待
しにくい状況である。近年、勝本町漁協といえば、大型のクロマグロ漁のイメージが強ま
っているが、小型マグロの漁獲が減ってしまったためについたイメージともいえる。
このような危機的状況を背景として、2013 年 10 月に、壱岐市内のマグロ漁師によって
「壱岐市マグロ資源を考える会」が結成された。水産庁の未成魚の漁獲制限に賛同すると
ともに、産卵期の近海マグロの漁獲制限を求める活動を始めている22。
漁業従事者の減少と高齢化、燃油の高騰、輸入水産物の増加など、壱岐市の水産業を取
20

壱岐市農林水産部水産課（2014）「壱岐島の水産業」

21

全国及び長崎県の漁業就業者比率は、2013 年漁業センサス結果（2013 年 11 月 1 日現在：概数値）と
総務省労働力調査を基に算出。

22

壱岐市マグロ資源を考える会では、産卵期の漁獲制限を適切に行うことで、10 年を待たずに太平洋ク
ロマグロの資源回復（水産庁目標の約 4.3 万トンの水準）が実現するとしている。
(http://blogs.yahoo.co.jp/ikimaguroshigen)

5

り巻く環境は厳しさを増している。
近年の大きな収入源であったクロマグロ資源の減少は、
漁業経営の悪化に拍車をかけることが懸念されており、漁村地域の活力低下だけでなく、
漁業を主要産業とする壱岐市全体の経済活動にも多大な影響を及ぼしかねない状況である。

6

漁獲制限によるクロマグロ総資源量への影響

3

3.1

シナリオ想定とシミュレーション手法

壱岐市のようにクロマグロ漁が盛んな地域において、クロマグロ資源の減少による影響
が深刻になりつつある。資源管理がもたらす効果を定量的に示し、その結果に基づく政策
評価が重要となることから、本研究では、漁獲制限による太平洋クロマグロの総資源量へ
の影響について、個体群モデルによるシミュレーションを行った。
ここで想定したシナリオは、現状のまま漁獲を行う BAU (Business-As-Usual) ケース
と、異なる 5 つの漁獲制限（漁獲死亡率の変更）を実施するケースの 6 つのシナリオであ
る（図表 2）。これらのシナリオについて、2015 年から漁獲制限が実施された場合の 25
年間（2040 年まで）の将来的なクロマグロの総資源量（重量）への効果を算出した。なお、
初期値の最新データは 2012 年のものであるため、2012 年から 2014 年まではいずれのシ
ナリオでも現状のペースで漁獲を行ったものと仮定した。

図表 2

漁獲制限シミュレーションのシナリオ

漁獲制限（漁獲死亡率を半減）
未成魚
0歳

1歳

成熟魚
2歳

3歳

備考

4 歳以上
対策を何もせずに現状
ペースで漁獲を続ける

BAU
シナリオ１





シナリオ２







水産庁の資源管理施策
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に近い（相違点あり）





シナリオ３

シナリオ４





シナリオ５









未成魚漁獲半減による
マグロ漁家の収入減の
緩和を考慮
成熟魚への漁獲圧を減
らすことによって産卵
量の増加を図る



シナリオ１と３の組み
合わせ



シナリオ２と３の組み
合わせ

（出所）富士通総研作成
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シナリオ 1 は、未成魚の漁獲を半減するという考え方については、全シナリオの中で最も水産庁の資
源管理施策に近いが、水産庁の施策が 2002～04 年の平均漁獲量を半減しているのに対して、2008～
12 年の平均漁獲死亡率（漁獲死亡係数）を半減する点で異なる。また、水産庁の施策で漁獲制限の対
象としたのは 30kg 未満の未成魚であるが、本シミュレーションでデータを引用した”Stock
Assessment of Pacific Bluefin Tuna in 2014”による年齢別体重区分では 3 歳魚が 26.66kg と最も 30kg
に近いため、ここでは 0～3 歳魚の漁獲（率）半減というシナリオを設定した。

7

また、シミュレーションに用いたソフトウェア Analytica®は、あるシステムの構成要素
の動的な関連性を検討するシステムダイナミクスのツールである。金融、医療、エネルギ
ー、環境等の様々な分野において政府や企業による政策や戦略決定などに用いられている。
尾数の初期値や自然および漁獲死亡係数、年齢別の体重や成熟率等、個体群モデルに使用
するデータは、主に Interim Scientific Committee (2014) ”Stock Assessment of Pacific
Bluefin Tuna in 2014”から引用した。その他、シミュレーションに使用したデータに関す
る詳細は、補論に示す。

3.2

漁獲制限によるクロマグロ総資源量への影響

図表 3 に示すとおり、6 つのシナリオについて、それぞれ太平洋クロマグロ総資源量の
シミュレーションを行ったところ、シナリオ 1（3 歳魚以下漁獲死亡率半減：以下「漁獲
半減」と表記）とシナリオ４（全ての年齢について漁獲半減）を除いて、クロマグロの総
資源量（重量）は減少するという結果が得られた24。25 年後（2040 年）の総資源量が最
も少なくなる BAU ケースでは、2015 年時点の総資源量の 2%にまで減少した。
図表 3

太平洋クロマグロ総資源量（重量）の推移

(トン)

(年)

（出所）富士通総研作成
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各シナリオにおける年齢ごとの尾数の推移のシミュレーション結果は、補論を参照。

8

総資源量が増加する 2 つのシナリオについて、シナリオ 1 では 25 年後（2040 年）に対
策開始前（2015 年）の約 1.6 倍、シナリオ 4 では同じく約 3.7 倍の総資源量となった。シ
ナリオ 1 では、
3 歳魚以下の漁獲制限によって複数世代にわたって成熟魚の加入が増加し、
総資源量が増加し続けるのに十分な 0 歳魚の加入増加に繋がることが示された。シナリオ
4 では、加入した成熟魚に対しても漁獲制限を行なうことで、さらに 0 歳魚の加入とその
後成長して資源量として蓄積されるクロマグロが増加する。25 年後のシナリオ 1 と 4 の総
資源量の差にはその効果が表れている。
シナリオ 2（1 歳魚以下漁獲半減）とシナリオ 3（4 歳魚以上漁獲半減）では、2014 年
の総資源量がそれぞれ 2015 年の 24%と 7%に減少した。シナリオ 2 について、0 歳魚と 1
歳魚の漁獲の半減では、成熟魚が持続的に増加するレベルに達するには不十分で、総資源
量が減り続けることが示された。シナリオ 3 では、BAU ケースとあまり変わらないレベ
ルにまで総資源量が減少した。成熟魚のみを対象に漁獲を半減しても、未成魚が成熟魚に
成長するまでの間の漁獲による影響を補って、総資源量を増加させるほど、0 歳魚加入の
増加が期待できないことが示された。
シナリオ 5 は、シナリオ 4 と同様に未成魚と成熟魚の漁獲制限を組み合わせたが、未成
魚については 1 歳魚以下を対象としたものである。この場合、総資源量が減り続け、2040
年には 2015 年の約 60％となる。資源回復のためには、成熟魚の漁獲制限に加えて、未成
魚が成熟魚になるまでの間の継続的な漁獲制限が必要であることが示された。

9

クロマグロ資源管理による経済影響評価：壱岐市のケース

4

4.1

直接的な効果・影響

3 章で述べた資源管理によるクロマグロ資源量への影響のシミュレーション結果に基づ
き、壱岐市を対象に、同じ 6 つの想定シナリオの下でのクロマグロ漁獲金額への影響を分
析した。壱岐市のクロマグロ漁獲金額は、シミュレーションで得られた年齢別のクロマグ
ロ資源量に、壱岐市の漁獲率25と、壱岐市の主要漁港である勝本町漁港における年齢別の
単価を乗じて求めた。
2015 年を 1 とした場合の壱岐市におけるクロマグロ漁獲金額を、図表 4 に示す。シナ
リオ 1（3 歳魚以下漁獲半減）とシナリオ 4（全ての年齢について漁獲半減）は対策開始後
しばらく 2015 年の漁獲金額を下回った後に回復し、その他のシナリオでは減少を続ける
結果となった。BAU ケースとシナリオ 3（4 歳魚以上漁獲半減）では、25 年後（2040 年）
の漁獲金額がほぼ 0 にまで減少した。

図表 4

壱岐市におけるクロマグロ漁獲金額（2015 年を 1 とした場合）の推移

(年)

（出所）富士通総研作成

25

壱岐市での漁獲死亡係数が不明であるため、総資源量に対する壱岐市の漁獲量の割合が一定であると
仮定して、各年齢のクロマグロ資源量初期値に占める壱岐の各年齢の漁獲数の割合を求め、それを壱岐
市の漁獲率とした。

10

シナリオ 1 では、対策開始（2015 年）後 2 年間は漁獲金額が減少するものの、3 年目以
降増加に転じ、25 年後（2040 年）には 2015 年の約 1.5 倍となった。対策開始後 4 年間
の漁獲金額減少（2015 年比）は、総資源量に対する漁獲率が高い 2 歳魚と 3 歳魚の漁獲
の半減と、単価の高い 5 歳魚以上の資源量の減少による影響と考えられる。5 年目以降は、
未成魚の漁獲制限の効果によって成熟魚と 0 歳魚の加入が増え、2015 年の漁獲金額を上
回った。シナリオ 4 は全ての年齢で漁獲制限を行なうため、対策開始後 1 年目は最も漁獲
金額が落ち込むが、その後は総資源量の増加によって漁獲金額も回復を続け対策開始後 13
年目（2028 年）に 2015 年の水準に戻る。また、対策開始後 18 年目（2033 年）にはシナ
リオ 4 の漁獲金額がシナリオ 1 を上回る。2015 年を下回る分の漁獲金額は、シナリオ 1
では 2015 年の水準に戻る 2020 年から 8 年後（2028 年）に、シナリオ 4 では同 2029 年
から 9 年後（2038 年）に相殺される。
シナリオ 2（1 歳魚以下漁獲半減）では、対策開始後 2 年間は漁獲金額の減少が最も小
さいが、その後はシナリオ 1 を下回り、12 年後（2027 年）には対策開始前（2015 年）の
約半分まで減少した。1 歳魚以下の漁獲の半減が成熟魚の増加につながらず、0 歳魚の加
入も減るため、漁獲金額が減少していくこととなった。
シナリオ 3 では、対策開始からしばらくは BAU ケースよりも漁獲金額の減少が大きく、
対策開始後 13 年目（2028 年）以降も、BAU ケースをわずかに上回る程度の漁獲金額で
推移する。単価の高い成熟魚の漁獲を半減したことが漁獲金額の減少につながり、その後
も資源量が回復しないために漁獲金額の減少には歯止めがかからなかった。
シナリオ 5（1 歳魚以下及び 4 歳魚以上漁獲半減）では、総資源量では常にシナリオ 2
を上回るが、シナリオ 2 で漁獲制限の対象となっている 1 歳魚以下に加え、単価の高い 4
歳魚以上の漁獲制限も行なっているため、対策開始後 14 年目（2029 年）まで漁獲金額が
シナリオ 2 を下回る。それ以降は、資源量の差の広がりによりシナリオ 5 の漁獲金額がシ
ナリオ 2 を上回るようになる。
このように、6 つのシナリオのうち、シナリオ 1 とシナリオ 4 のみ、当初、漁獲金額は
低下するが、資源量回復により上昇に転じるという持続可能なシナリオであった。以下で
は、シナリオ 1 とシナリオ 4 を取り上げて、2015~2040 年の勝本町漁協における漁獲金額
の推移に関して検討を行う（図表 5 参照）。
シナリオ 1 では、2020 年には 2015 年を超えるレベルまで漁獲金額は回復し、その後、
順調に増加する。2015～2019 年の漁獲金額減少分の総額は約 1.8 億円である一方、2020
～2040 年の増加分の総額は 15.1 億円である。2015～2040 年という期間でみれば、累積
で 13.3 億円の増加となる。シナリオ 4 では、シナリオ 1 と比較すると単価の高い成魚の
捕獲規制も実施する影響で、シナリオ 1 と比較すると漁獲金額の減少幅が大きい。そのた
め、2029 年にようやく漁獲金額がプラスに転じる。シナリオ 1 と比較すると、確かに漁
獲金額の落ち込みは大きいが、回復ペースは速い。2033 年にはシナリオ 4 の漁獲金額が
シナリオ 1 を超える。
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図表 5

資源管理による勝本町漁協のクロマグロ漁獲金額への影響（2015~2040 年）

(千円)

減少分総額（千円）

増加分総額（千円）

差額（千円）

シナリオ 1

-181,959

1,511,679

1,329,720

シナリオ 4

-1,125,242

1,708,263

583,021

（出所）富士通総研作成
（注）2015 年予測値からの乖離を示す。

4.2
4.2.1

産業連関分析を用いた間接的な効果・影響
波及効果評価手法

4.1 では、マグロ漁獲量の変化による直接的な漁獲金額への影響評価を行ったが、ここ
では、マグロ漁獲量の減少が他の産業の生産量に及ぼす影響を検討・評価してみたい。例
えば、漁に使用する燃料代や各種費用も、漁獲金額の低下による影響を被る。このような
波及効果を評価する手法として、産業連関分析が広く用いられている。
図表 6 は、産業連関表の構造を示したものである。ある産業が生産活動を行う際には、
他の産業から材料（例えば、鉄を生産するには鉄鉱石やコークス）を購入し、生産に必要
な人材及び資本などの確保が必要である。産業連関表を縦方向（列）にみると生産に必要
な他の産業からの材料及び生産に必要な資本及び人材がわかる。また、各産業で生産され
た製品は、他産業の中間投入、家計部門での消費、輸出や国内他地域に対して販売される。

12

この関係性は、産業連関表を横方向（行）に整理がなされている。つまり、産業連関表と
は、当該地域における産業活動の投入及び生産物の行先を示したものであり、ある年の経
済活動のスナップショットといえる。
産業連関表は、我が国では 5 年に一度の頻度で作成されているが、国全体のほかには都
道府県と政令指定都市の単位でしか作成されていない。つまり、今回対象とする壱岐市の
場合、産業連関表が存在しないため、ここでは、長崎県産業連関表をベースとして、壱岐
市の各種統計表を活用し、壱岐市版の産業連関表を新たに作成した。
長崎県の最新の産業連関表は平成 22 年（2010 年）4 月に発表された平成 17 年（2005
年）版である。これを用いて、図表 7 に示す壱岐市版の産業連関表の作成を行った。本研
究では水産業の波及効果の把握を目的としたため、産業数は農林業、水産業、鉱工業、サ
ービス業の 4 分類とした。作成手順に関しては、大久保、石塚（2009）を参照し、壱岐市
の(A)生産額の推計については、長崎県産業連関表に壱岐市産業の生産額に関する統計デー
タを活用し、壱岐市分の分割を行った。
なお、産業連関表のマトリックスのバランシングには、KEO-RAS 法を用いた26。

図表 6

産業連関表の構造

(B)

(D)

(E)

(A)

中間需要

最終需要

移輸出入

生産額

(B)中間需要

2

4

5

1

(C) 粗付加価値

3

(A) 生産額

1

（出所）大久保、石塚（2009）

26

http://www7.plala.or.jp/hikita/sidea/program/vb/ras.html に詳細な説明及び本研究で用いた
KEO-RAS 法の Excel VBA が掲載されている。KEO-RAS 法は、黒田、新保、野村、小林（1996）に
より開発されたものである。
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図表 7

壱岐市分割に用いたデータ

産業

データ

農林業

壱岐市農林課調べの農業産出額・生産農業所得（主要政策物別）平成 17
年データの農業産出額計

水産業

壱岐市水産課調べ主要魚種別漁獲量・漁業生産額（年別）平成 17 年の漁
業生産額

製造業

工業統計調査、主要製造業出荷額合計平成 18 年

サービス業

長崎県の市町民経済計算、市民所得（壱岐市）総生産額（建設業、電気・
ガス・水産業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、
サービス業、政府サービス生産者）平成 17 年度

（出所）富士通総研作成

4.2.2

波及効果評価

① 漁獲量減少の波及影響
図表 8 は、2030 年時点の BAU シナリオの結果を参考として、漁獲量の減少による波
及影響を示したものである。漁獲量の減少（約 2 億 9,500 万円）は、さらなる生産量の減
少（約 4,400 万円）を招き、その間接的な影響（追加的な減少分）は約 15％であった。つ
まり、漁獲金額が 100 万円減少すると壱岐市内での生産額が 115 万円減少することを意味
する。粗付加価値部分の間接的な影響を見ると 11％の追加的な減少となる。

図表 8

BAU シナリオ（2030 年）

（出所）富士通総研作成

14

② 粗付加価値（地域 GDP）の変化
地域全体（この場合は壱岐市）の粗付加価値は地域 GDP とみなせる。6 つのシナリオ
のうち、将来、粗付加価値が増加するのは、漁獲金額が増加するシナリオ 1 とシナリオ 4
のみである。図表 9 は、シナリオ 1 とシナリオ 4 における壱岐市の粗付加価値（地域 GDP）
の変化を BAU ケースとともに示したものである。BAU ケースでは粗付加価値は低下の一
途であり、2015 年と比べて、2020 年には 1.7 億円、2030 年には 2.8 億円、2040 年には
3.0 億円低下する。一方、シナリオ 1 は 2020 年から粗付加価値が 2015 年レベルを上回り、
2040 年に 1.5 億円増加となる。シナリオ 4 では、2015 年レベルを上回るのは 2028 年ま
でかかるが、その後の急回復によって 2040 年には 2.7 億円増加となる。

図表 9

壱岐市粗付加価値（地域 GDP）の変化

（出所）富士通総研作成
（注）2015 年予測値からの乖離を示す。
③ 漁業就業者数の変化
図表 10 は、壱岐市の地区別の漁業就業者数の推移を示しており、1978 年には 2,947 人
の漁業就業者がいたが、2008 年には約半減となる 1,517 人にまで減少している。これは、
年率で約 2.2%減となる。壱岐市は全国的に見て経済活動に占める水産業の割合が高いが、
漁業就業者の高齢化と水産業の売上高減少による影響により、漁師の家庭の息子で漁師に
なりたいと思っても、漁師になる機会がないのが現状である。一度、就職や就学で島外に
出た若者が、就職機会の乏しい島内へ戻ることはまれである。
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図表 10

壱岐市地区別漁業就業者数

（出所）壱岐市資料より富士通総研作成
図表 11 は、今回のシミュレーションによる壱岐市の漁業就業者数の変化を、持続可能
なシナリオ 1 とシナリオ 4 について、BAU ケースとともに示したものである。今のまま
の状況（BAU）では、2020 年には 39 名、2030 年には 65 名、2040 年には 71 名もの雇用
機会が失われることとなる。これは、あくまでも勝本町漁協におけるクロマグロ漁獲の減
少による影響のみを考慮したものであることを考えると、この雇用機会の減少効果は大き
いといえる。
一方、シナリオ 1 では、当初雇用機会の減少がみられるが、2020 年には現状レベルま
で改善し、2030 年には 16 名、2040 年には 35 名の新たな雇用機会拡大が期待できる。ま
た、シナリオ 4 では、雇用水準が現状レベルまで改善するには 2028 年まで待つ必要があ
るが、2030 年には 8 名、2040 年には 64 名の雇用機会を新たに作り出すことが可能とな
る。
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図表 11

壱岐市漁業就業者数の変化（人）

（出所）富士通総研作成
（注）2015 年予測値からの乖離を示す。
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5

おわりに
これまで述べてきたように、個体群モデルによるシミュレーションと産業連関分析を活

用することで、太平洋クロマグロの資源管理を適切に行うことができれば、資源量の回復
により漁業就業者の収入が増加し、地域 GDP の増加や雇用機会の創出といった波及効果
をもたらすことを示すことができた。今回検討対象とした壱岐市のケースにおいては、少
なくとも未成魚（3 歳以下）の漁獲を半減すること（シナリオ 1）が必要であり、さらに
中長期的に持続的な成長を考えた場合、成熟魚を含めた全ての年齢のクロマグロの漁獲を
半減すること（シナリオ 4）が最も望ましいという結果が得られた。
日本では衰退産業とみなされがちな水産業であるが、世界銀行（2014）によれば、2010
年から 2030 年の間に漁業生産量が 23.6%増加すると予測されており、日本を除く全ての
地域において水産資源の生産増が見込まれている。北欧や米国など多くの先進国において
も、水産業は安定的な成長産業とみなされており、厳密な資源管理による持続的な水産業
の取り組みが進んでいる27。
いよいよ 2015 年 1 月から太平洋クロマグロの漁獲制限が実行段階に移行する。その成
否は、日本の水産業が持続的な産業に移行できるかどうかを占うものとなろう。成果が上
がらなければ、将来、我々が天然クロマグロを口にする機会がなくなるだけでなく、漁村
を中心に経済が疲弊して活力低下に拍車がかかる地域が増える結果になりかねない。いち
早くクロマグロの資源管理に取り組んできた大西洋では、資源量が回復傾向にあり、2015
年から漁獲制限が緩和される方向にある28。大西洋クロマグロの最大の消費国でもある日
本にとって朗報ではあるが、ホームグラウンドである太平洋における日本の持続可能な取
り組みが注目されている。
今回のシミュレーションから資源回復と漁村地域の活力向上につながることが示唆さ
れたシナリオ 1（3 歳以下の未成魚漁獲半減）は、検討したシナリオの中では、水産庁が
実施する太平洋クロマグロの資源管理施策に最も近いものである。しかし、本シミュレー
ションにおいては、データ取得可能な直近の時期（2008 年～12 年）の漁獲「率」を半減
したのに対して、水産庁の施策は、2002 年～04 年の漁獲「量」を半減した漁獲上限を設
定しているため、資源量が減少している場合（漁獲半減に相当するほどの）十分な漁獲制
限が機能しないおそれがある29。さらに、水産庁の資源管理施策の実効性を高めるために

27

片野（2013）

28

西大西洋で 1999 年から、東大西洋・地中海で 2003 年から、クロマグロの総漁獲枠が設定されている
（国別に漁獲枠割当）。総漁獲枠は縮小傾向にあったが、大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）科
学委員会が 2014 年 10 月にクロマグロ資源量の回復を報告したことから、同年 11 月の年次会合にて
2015 年以降の総漁獲枠拡大が決定することが見込まれている。

29

水産庁報告によれば、2012 年のクロマグロ未成魚（30kg 未満）の漁獲実績 3,815 トンは、水産庁設
定の漁獲上限 4,007 トンを下回っており、この上限を遵守しても漁獲制限にならないということになる。
また、勝川（2014）によれば、2013 年、14 年の未成魚の漁獲実績も 4,007 トンを下回っていると推定
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は、今回設定された沿岸漁業と沖合漁業への同一の漁獲量上限や沿岸漁業 6 ブロック制の
妥当性や、モニタリング方式などの有効性、さらには産卵期の漁獲制限の導入 30などの課
題について対応策の検討が望まれる。もちろん、地域の漁業者による漁獲制限の実施だけ
では不十分であり、太平洋クロマグロを漁獲する関係各国の漁業者を含めた協調と管理手
法の確立が求められる。
漁獲制限が地域の漁業および地域経済にもたらす将来的な効果を定量的に示すことは、
関係者とのコミュニケーションを円滑にし、課題認識など共通の理解を図るために極めて
有効であり、例えば、地域漁業従事者の協力が得やすくなることが期待できる。また、今
回、持続可能と評価したシナリオ 1 であっても、対策開始から効果が発揮されるまでの数
年間は、水産業をはじめとする地域の産業従事者が厳しい経営状況に置かれる。さらに長
期的にはベストシナリオであるシナリオ 4 では、資源と地域経済の回復に 10 年以上もの
歳月を要する結果となり、そのような長期間、地域が耐えられるのかと議論もあろう。た
だし、対策を何もしない BAU と比較すれば、シナリオ 1 で約 2 年、シナリオ 4 でも約 4
年で「BAU よりまし」な状態となり、その後、状況は改善するという見方もできる。今回
のような分析結果は、例えば、補償措置などの助成の手段や期間について、その必要性を
含めて総合的に検討・判断する材料として活用できるだろう。
今回の検討においては、データの制約に加えて、用いた経済評価手法についてもまだ改
善の余地がある。今後、手法の改善と精緻化を図りながら31、水産資源と地域経済の回復
が両立する持続可能な施策の実効性と成果を検証していきたい。本研究が、漁業の持続可
能性について、資源管理と地域経済の双方の視点から検討する際の一助となれば幸いであ
る。

している（http://katukawa.com/?p=5891）。
30

太平洋クロマグロの産卵場所は、南西諸島沖と日本海南西部と 2 ヶ所の日本水域とされており、当該
水域における巻き網操業等による乱獲を防止するための対策が求められている。

31

今回採用した産業連関分析は、静的（Static）な評価手法であるため、時系列を考慮した評価に適して
いない面がある。例えば、マグロ漁の落ち込みは他産業に波及するが、その波及は継続的なものではな
く、毎年のアカウンティング・バランスが維持されていることを前提とするため、マイナスの影響を低
く見積もる傾向がある。この問題点の解決策として、一般均衡モデルの活用による動学的（dynamic）
な影響評価を検討したい。
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補論：クロマグロ個体群モデルについて
1. 手法と使用データ
本研究では、ソフトウェア Analytica®を用いて、太平洋クロマグロ資源量に影響を及ぼ
す各要素のデータや関連性を入力し、想定した 6 つのシナリオについて資源量のシミュレ
ーションを行った。個体群モデルのダイアグラムは図１に示すとおりである。
図１

個体群モデルのダイアグラム

（出所）富士通総研作成

各年齢の尾数の計算については、C. C. Kohler and W. A. Hubert (1999)「Inland
Fisheries Management in North America 2 nd Edition」中の以下の式に基づき行った。
Nt = N0 e-Zt = N0 e-(Mt + Ft) = N0 e-Mt e-Ft
N0：尾数初期値
Z：死亡係数 （= M + F）
M：自然死亡係数
F：漁獲死亡係数
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また、自然死亡数、漁獲数については、C. C. Kohler and W. A. Hubert (1999) 中の以
下の式に基づき、自然死亡率と漁獲死亡率を求め、尾数に乗じて計算した。
A=u +v
u = FA/Z
v = MA/Z
u：漁獲死亡率
v：自然死亡率
A：総死亡率

（= 1－e-Z）

クロマグロ資源量のシミュレーションに使用したデータは、表１に示すとおりである。
表１

クロマグロ資源量のシミュレーションに使用したデータ

データ
各年齢の尾数初期値

出所
Interim Scientific Committee
(2014) ”Stock Assessment of Pacific
Bluefin Tuna in 2014”

自然死亡係数

同上

漁獲死亡係数

同上

年齢別体重

同上

成熟率

同上

性別比率

Chen, K.‐S., Crone, P., and Hsu,
C.‐C. (2006)"Reproductive biology
of female Pacific bluefin tuna
Thunnus orientalis from south‐
western North Pacific Ocean." Fish.
Sci. 72: 985‐994

繁殖率

壱岐市勝本町漁協へのヒヤリング

（出所）富士通総研作成
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備考
2012 年のデータ

2008～2012 年の平均。
養殖向け 0 歳魚の漁獲死
亡係数は 0 歳魚漁獲死亡
係数の半分と仮定。

2. 太平洋クロマグロ総資源量（尾数）への影響
本文では、クロマグロ総資源量について重量のみ示したが、シミュレーションでは各年
齢の尾数についても、異なる 6 つのシナリオにおける影響を計算した。以下、各シナリオ
における年齢別の尾数の推移を示す。

2-1. BAU
図 2 に示すとおり、BAU ではいずれの年齢でも尾数が減少を続け、それぞれ 2040 年に
は 2015 年の 2～3%にまで減少する。現状のペースでの漁獲では、資源量の維持に必要な
数の成熟魚ひいては 0 歳魚が加入せず、急速にクロマグロ資源の枯渇に向かうことが示さ
れた。

図２

BAU におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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2-2. シナリオ 1
図 3 に示すとおり、シナリオ 1（3 歳魚以下漁獲半減）では対策開始後の 4 年間は主に 0
歳魚の減少により総資源量が減っていくが、5 年目以降は 0～3 歳魚の漁獲制限の効果が成
熟魚の加入尾数ひいては 0 歳魚の加入尾数の増加として表れるようになり、総資源量が増
加を続ける。

図３

シナリオ 1 におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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2-3. シナリオ 2
図 4 に示すとおり、シナリオ 2（1 歳魚以下漁獲半減）では 0、1 歳魚の漁獲制限により、
対策開始後すぐは 1、2 歳魚の加入が増加する。しかし、3 歳魚以上については従来と同じ
ペースで漁獲が行なわれるため、成熟魚の加入数は BAU よりは大きいが総資源量の増加
につながるほどの効果はもたらされない。

図４

シナリオ 2 におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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2-4. シナリオ 3
図 5 に示すとおり、シナリオ 3（4 歳魚以上漁獲半減）では成熟魚の漁獲制限により対
策開始後すぐは 0 歳魚加入尾数の減少が BAU に比べて緩やかになる。しかし、0～3 歳魚
については従来と同じペースで漁獲が行なわれるため、成熟魚の加入尾数には漁獲制限の
効果はほぼ表れない。つまり、0 歳魚の加入尾数も対策開始後の年数を経るにつれて BAU
と大きく変わらなくなり、総資源量は減少を続ける。

図５

シナリオ 3 におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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2-5. シナリオ 4
図 6 に示すとおり、シナリオ 4（全ての年齢で漁獲半減）では、対策開始時（2015 年）
の成熟魚の尾数の少なさによる影響が、漁獲制限による成熟魚尾数の加入増加の効果に打
ち消されるまでの数年間の後、0 歳魚の加入が増加傾向に転じ、その後も全ての年齢で漁
獲制限を行なうことによって継続的に全体の資源量が増加する。

図６

シナリオ 4 におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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2-6. シナリオ 5
図 7 に示すとおり、シナリオ 5（1 歳魚以下と 4 歳魚以上漁獲半減）では、シナリオ 2
と同様に 0、1 歳魚の漁獲制限により、対策開始直後は 1、2 歳魚の加入が増加する。しか
しその増加分も、成熟魚に成長するまで従来と同じペースで漁獲され、4 歳に達した後に
再び漁獲制限の対象となっても成熟魚の加入尾数を増加傾向に転じるほどの効果はもたら
さない。

図７

シナリオ 5 におけるクロマグロ総資源量（年齢別尾数）の推移

(千尾)

(年)

（出所）富士通総研作成
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