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漁船の更新と総トン数競制

木村暢夫*

Renewal of Fishing Boats and Control of Displacement 

Nobuo KIMURA * 

Abstract 
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Aging of fishing boats has been serious problem on the sustainment and reorganization of fishery 

with fishing boats because of prolonged wrong condition without renewal of fishing boats. Finally. the 

renewal of aged fishing boats gets underway by the policy of the fisheries agency from 2007. These 

measures are aiming at the rebuilding of the production system in the offshore / pelagic fisheries. 

On the potential problem about the seakeeing qualities and labor environment on the ]apanese 

fishing boats. it is well known that regulation of gross tonnage has been strong restriction for various 

improvements of fishing boats. Further. it is suggested that the resource management by gross ton-

nage and allowed number of fishing boats has no rationality. Then， considering future fishing boat and 

fishing production system， we need sp巴cialfreedom to design. It is a good opportunity now because built 

fishing boats will be used in future. 

1 .はじめに !漁船漁業構造改革3寸 )

我国の漁船は，漁業資源状況の悪化と魚他iの低迷，絞 2007年に水産基本言l幽の変更計画が始まり，同年(平

近では燃油価格や漁業生産資材の高騰も加わり，新紛へ 成19if')皮から収主主役重視の操業・生産体制の導入等に

の更新が進まず船齢、高齢化が進み，生産手段であるi魚、船

の維持や漁船漁業の再編に深刻な問題となっている O 船

齢高齢化は，それに伴う修綴授の増加を招く。こういっ

た状況が援なり合い，漁船漁業は経営状態、が疲弊して行

く負のスパイラル状態に総っているJ)。指定漁業1i4'可船

鐙数(餐)

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
O S 10 15 

中央儀

20 

船齢
(年)

25 30以上

(捕鯨業を除く)の船齢分布をFig.1に示す(平成21:fド

水産白書)2)。許可漁船の船齢の中央値が19年となって

おり， 21年以上経過しているiC統合は全体の4l.9%になっ

ている。また，船齢が30年以上絞過して使用されている

漁船も 140隻を越えており，この問題の深刻さが伺える O

漁業稜類別船齢分布をFig.2に示す。漁業種類において

多少状況の迷いはあるものの船齢の若い漁船の割合は低

く，船体更新の停滞が特定漁業種類の問題ではなく，漁

船漁業全体に波る問題であることが伺える。
Fig. 1 Distribution of age of boat under 

designated fishery， H21 white pap巴r

2011年4月14白受付， 2011年7月31日受渡
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より経営転換の促進を言l'る「漁船漁業構造改革対策jが

実施された。この対策は， jJ!J合・遠洋漁梁における生産

体制の再構築を目指したもので，沿岸漁業漁雲誌を対象と

した経営安定対策と漁業政策の双翰を担っている。

「漁船漁業構造改革総合対策卒業」は，高齢漁紛の更

新と収主主性の向上への具体的対策であり，地域プロジェ

クトとして潟、業者及び地域が一体となり改革言l'闘を策定

し，それを中央プロジ、ェクト本部で官民が連携して認定

し実施されている。漁船漁業構造改革総合対策事業の概

要(水産庁)をFig.3に示す。

本総合対策事業で漁船更新を支援する卒業を簡単にま

とめる。

6-12年
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「もうかる漁業創設支援事業j

-漁業者が取得した改事漁船を事業実施者が借り入れる。

Fig. 2 Distribution of age of boat according to 

fishery kind， H21 white paper 

抜本的な収主主性向上につながる新操業体制の確立を図

る。 省人，省コスト，小型化等がほぼ共通したコンセプトで

ある。 2009年10月現夜， 28地区で地域プロジェクトが立

ち上がっている。内訳は，大中lli!旋縞漁業が9件， jJ!J合

底曳網漁業が6件，ベニズワイかご漁業が2件，海外旋

線漁業と遠洋成曳網漁業が各 1件である。改革言i字図策定

中が9件，改準計画策定済みが19件で，そのうち14件が

操業を開始している。このように，経営改替を自指した

漁船漁業構造改革が動きだし，問答状況に陥っていた高

齢漁船の総体更新が具体化し始めたことは，漁業者の高

齢化，後継者不足等将来に多くの問題を抱える漁船漁業

にとって，状況打開への確実な 1歩と言える。

日毘し1手漁業経営改革支援リ…ス事業J
-王将業笑施者が低コスト漁船等の改革漁船を建造し，そ

れを漁業者にリースすることで漁船更新の促進を図る。

「漁船漁業再生事業j

-経営(船団)のスリム化，漁船の減トンに対し補助す

ることで漁船漁業の体質強化を凶る。

この総合対策事業により長年続いてきた船齢高齢化と

生産構造の弱体化へようやく一石が投じられ，漁船i語、業

再建に向け動きだした。大qJ型旋網漁船においては船団

の小lli!化 (Fig.4)， jJ!J合底曳網漁船においては省エネ，

O 生産体斜が脆弱化した議総綴喜震について緊怒に機選議議を進めるため、 i奴慈姓霊視の緩営への転換を

促進ずる滋給漁議構造改慈対策を実施。

。長暴露告の言警警告化
01友会議iずの低迷擦による絞議後
の率化

塁塁塁撃の内容

ま選考書プロジェクトによる喜義経参議撃

の4弓か』思議製薬綴雲寺支援護露重量

喜重量喜怒喜重檎蓄をE文書まの-j翠として、土室長語・グJ~-ブにおける奇着工ネ・省人・翁

力化、書室居室な喜善重霊宝喜怒手法の善事入毒事の産主義語iこより.火事蓄な統芸毒悠向上が箆込

宮れる豪語しいを建築体言語への転換を録遂

書量3襲豪華鐙改塁審と綴最善代総の使途3主綴

Q緩い塁手主題懇毒事告費量生塁塁3芝生霊IJース察署震

長まコストE望書量のリース終のー著書を効成するとと
等1=誇して書量産請のリーえを行う署J~襲警に緩培、

。議鐙滋鐙獲2主筆重量
言主2葬許塁審に散り緩む害雪辱がi墨コスト主主主霊が可擦な会議化・九 1)ム化された喜望
書量・総霞へ転換する縫合には、議室表選議薬害雪・語審議翁グループを終重量として、
意義鱗・長話Ililの総トン数の言語少分iこ1(;じた語力成金を交付

Fig. 3 Brief of comprehensive measures for restructur・eof fishing vessel and fishery. fisheries agency 
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(a) traditional fleet (b) mini fleet 

Fig. 4 Downsizing of fleet of purse seiners. 
fisheries agency 

3. 漁獲蜜規制と漁船の総トン数

現在我悶の漁業資源管理手法は，魚種や漁業種類の特

性等に応じ， i係強の隻数，総トン数 (GrossTonnage : 

GT) ，袋日数(漁獲努力TIT告~1詮)等によるインプット・

コントロール(投入量規制)，漁獲量;のjlfUり当てによる

アウトプット・コントロール(産出量規制)および漁期J，

漁場，網自主事のテクニカル・コントロール(技術的規制)

を組み合わせて行われている。

1950年に改正漁業法が制定され ri.魚業管理jの基準を

f漁船管理jにi泣いた。漁業の管玉虫・調整を行うため，

i係業穏類ごとに漁船の総トン数，許可.隻数等により漁獲

努力設を推定し，水産資滋の管理を行ってきたもので，

f漁業法Jにより規定されている7)。従って，現在の;魚

獲量規制は，実質的には漁船の総トン数による漁獲努力

設規11iIJとなっている。

ここで，総トン数とは船舶の大きさを表す我悶独自の

指標で，おおむね船内問問空間の全容積を表す。船体形

状は複雑ではあるが，概念的には漁船の船長， Ip話，深さ

の3変数からなる直方体により近似できる O 船体の許容

SHIP刷A GZ 

SHIP揃日

G 

8; 

G 

容積(相乗積)は「漁業法」により決められているので，

I変数を大きくすれば，必ず他の変数を小さくしなくて

はならない。例えば，紛速を上げるために船長を長くし

たいなら，必然的に臓を短くするか深さを浅くすること

になる。その場合，結楽的には機復原力に影響を及ぼす。

船長を変えずにl隠とi架さを変化させた11寺の静復原カ(復

原てこ)GZをFig.5に示す。もし，他の変数もi知れない

としたら，容積約には改良のしょうが無くなる。この

f漁業法」による規定は，漁船の大規模な改良・進化に

空間という制限を課してきた。海難事故の度問題となる

操業時の耐統性能，劣惑とも設われる漁船来組員の}否{主

環境や作業環境，進まぬ機械化・システム化は，空間的

制限のしわ笥ーせの結染といえる O 日本の潟、紛は，外形的

にもfまからほとんど変化しておらず，限定された:gTtiの
4'で，数十年前に完成された形状といえる O

1994年国連海洋法条約が発効し，我国は1996年同条約

会批准した。自問の排他的絞済水域内における生物資源

の保護(第61条)と，生物資源の利用(第62条)を行う

ために， 1997ifT AC (Total Allowable Catch)制度が

導入された。現在，スケトウタラ，マアジ，マイワシ等

7i卒、種を対象に，総漁獲fA:管迎が行われている。これら

ほとんどの魚穏が沖合漁業の主姿なi魚、獲対象魚、で、ある O

現行の許可制度の下，総トン数と許可隻数による漁獲努

力11::という枠のゆで，オリンピック方式と言われる早い

者勝ち的操業が行われて来た。このような条件で，漁船

に姿求される姿宇|二は，紛速や漁獲能力の向上である O

従って，インプット・コントロールに，総トン数を府

いることの行政的な利便性は認めるが，本来資源管理と

密接に絡む要素は， i.(J字、主!ーや漁労機器，主機関の馬力， ~ÍA 

念容積等の漁獲能力であり，漁船の総トン数と許可隻数

による資源f位:理!というコンセブトはすでに合理性がない。

SHIP輔自

φ 

Fig. 5 Relationship between ship form and static stability 
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4. 魚鉛の操業時謹顕性能

これまで漁船の震大海難事故が発生する皮に，多くの

漁船員が犠牲となってきた。なかでも， 2000年9月11日

発生した160GT型沖合底曳網漁船第5龍笈丸の転寝・沈

没事故は，漁業・造船関係者に大きな衝撃を与えた。穏

やかな気象・海象条件(風速5.0-8.0m/sec，波高1.0m)

下，約60トンと推定される大量に魚の入った袋網を揚線

中に発生したこの転覆事故は，操業の実態を踏まえた漁

船の安全対策と復原性能の改善の必要性を啓示した。

早々，運輸省は f漁船 f第五議繁丸j事故再発防止検討

会Jを設澄し，事故蒋発防止の検討を行った8)。事故原

因として，大法に魚がかかった場合の揚収方法等にもi務

題はあるが，根本的には船体の操業時復原力に帰港し

た9-Il)。

160GTlli!沖合底曳網漁船の，漁獲設と復原力GZの関

係をFig.6に之氏す。経質(出港)状態において，核メタ

0.6 

(m) 

0.4 
N 
O 

。

STABILlTγCURVE 

/山THLOAD 

50 
FミOLLANGLE (deg) 

Fig. 6 Relationship b巴tweenfish catch and static 
stability of a 160GT offshore trawler 
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Fig. 7 Stability curve of証 135GTpurse seiner 

センタ一言語さ GMは0.64mで十分な復原力 GZを有して

いるが，甲板とへ60トンの漁獲物を揚)1又した場合，最大

復原てこ GZmaxが半分以下に減少し，他に波浪等の外カ

が作fflした場合十分な復原力を有しているとは言い難い。

漁l締自体に60トン以上漁獲する能力が有りながら，復原

性能が不足するという生産システム構造上の問題がある。

従って，漁紛の安全性は，操業状態にさまづき判断する必

要がある12)。

2008-2009年にかけ旋網漁船の海難事故が連続してい

る。第11大栄丸(l35GT)，第58美子和丸(l35GT)が相

次いで転覆・沈没し，多くの乗組員が犠牲となった。旋

網漁船は，船体規模に比べ大きな漁具を舷側で扱うため

ト分な復原カが婆求される。 135GT現旋締漁船の復原

力GZの1例を， Fig. 7に示す13)。沖合底曳縞漁船と向

様，談会傾斜角が小さい場合は，十分な復原カを有してい

るが，傾斜角が増大し海水が甲板状へ流入すると急激に

復燦カが減少する。このことは，本来復原カは船体水後

夜間にJ毒づき計算されるが，小型漁船の場合は実質的に

はブルワークを含め復原カを考える場合が多いことによ

る。従って，漁船規模が小さいほど相対的にその影響は

大きくなり， 機傾斜角が大きくなりブルワークを越え

て甲板上に海水が流入すると，急激に復原力が減少し大

角度横揺れ，最怒転後に2去る。

船幅Bを増加させることによる復原カの改善を，

160GT型沖合底曳網漁船を例にFig.8に示す。船*話B'

は既存漁船の船i隠Bを基準に 5%増加させた (BiB=1.05)。

なお， ~.奈さは変化させず，現i*合底曳締漁船の値をffl い

た。排水量を一定としているため必然的に船長が短くな

る。その結染，船IP自が約0.37m増加し，船長が約l.5m減

少した。 B'/B=1.05にすることにより甲板上に60トンの

0.6 

(m) 

/ し30tonLOAD 

0.4 
ト。寸

。‘2

O 50 
ROLしANGLE(deg) 

Fig. 8 Stability curves of a 160GT offshore trawler， 

Bi'B=l.05 
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漁獲量があった場合でもト分な復原力を有することが推

察される O このことから，船I隔Bの増加が復原力の改慈

に緩めて有効であることがわかる。

既存の漁船規模(総トン数)を基に，新たな生産シス

テムを考える際，空間的余裕とともに機械の導入や大型

化等による重心上昇も想定する必婆がある。この場合，

上述の様に船主1パラメーターを柔軟に調殺し，生産シス

テムを組み上げる必要がある。しかし，船体に新たなシ

ステムを組み込むのではなく，システムにあった船体構

造を設計する方が効率的であり生産システムとしては良

い物となる O

5 漁船の設計思想と船体小型化

改めて，小型化というコンセブトの中で進む高齢化漁

船の更新を考える。 i魚船漁業は経営状態が非常1こ疲弊し

た状態で，建造コスト・ランニングコストを抑えるため

に船体を小型化することは，資源状況が悪い中で、収益性

を上げて行くためには不可欠と言える。実際， r漁船構

造改革総合対策事業Jにより北海道において代船建造さ

れている140GTllili111合底曳網漁船は，幅広紛裂を採用し

160GT型漁船と問等の復原性能を磁保するなとさ安全性を

重視するとともに，居住性，省エネルギー，省人化等の

改善がなされており， rもうかる漁業創設支援事業Jの

コンセプトに合致するものである。

第 5 自立l~jLの転積率放を受け日本漁船の耐統性能が議

論された頃，北欧やEU先進各国と日本の漁船の比較研

究が良く報告された]4)。ノルウェーの旋締漁船は，漁業

資源保全のため魚倉容穏を規制する以外，漁船のトン数

は自由である。そのため，復絞性等の船体安全性はもと

より，作業性，股{主性等に配慮した設計思想の基漁船を

建造している。オランダのビ}ムトローラーも向採な設

計思想、で建造されている (Fig.9)15)。設計スパイラルと

呼ばれる漁船の設計二思想は，建造された漁船の労働環境

が不ト分な場合，早急に改良・改善を実施するという漁

業者重視の思想であるo Fig. 10に，労働環境を中心に

漁労作業の流れを決定し，全体の船体配訟を設計する方

法を示す。このように，必要な機械化，システム化に必

要芸な船内空間確保に対しff，lJ;tりはなく，必姿に応じて船型

を改良できる自由度は，空間的制約の基での改良に限定

される日本漁船の近代化とは全く異なる。

6. おわりに

f漁業法」に規定されている漁船の総トン数は，過去

60年にわたり我国水産行政の「漁業管理Jを支えてきた

笑綴がある。詳述した様に，漁船の総トン数と隻数に基

づく「漁船管理」出「漁業管理」の関係は，すでに漁業

資源の管理において合理性を失っており，現在 ri.魚禁法」

の総トン数による規制は漁船の生産システムとしての進
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FIshlna melhod(s) 
(shafl horse powe吟
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(displacementj I 

Fig. 9 Design spiral of beam trawler 

optional position 

ation 

Fig. 10 Design of beam trawler (BEAMER2000) 

化に大きな弊答となっている。 iJ立船海難が発生し，事故

原因と防止策を考える際，漁船研究者，造船所の技術者

等の間では，幾度となく談論が交わされて来た。

本稿で漁船の大型化を示唆しているのではない。現在

進んで、いるifHlf:)小波化のなかで，国際主主準にit対処した居

住設i1iiiと船体の閥均t性能が十分確保され，さらに漁労設

備のシステム化がなされれば収益性・安全性の上から十

分といえる。しかし，現在そしてこれから建造されるi係

船が，その先20年以上使われる次世代型漁船である。更

新の皮に，防じ大きさの箱に押し込めて漁船を造るので

は，せいぜい改良止まりである。新しい生産システムを

設計する時に空間という自由!支がほしい。そのため「漁

業法」の規定から，漁船の総トン数を切り離す議論を真

剣にしてみたいものである O
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