まだまだです。長 い年月 で整備 してきた漁業生

7.漁 協の経営再建 もまだまだ

産 と漁協経営 の基盤 である数々の共同利用施設
が壊滅 して、その復旧のために国 0県 の水産業

東 日本大震災大津波 によ り前述 の とお り組合

決を批判する

員の漁業生産 と漁協経営 の基盤を失いましたが、 復興支援事業 によ り 5〜 6年 の短期間で約 86
全国各地か ら「真崎わかめ」 のパ ッケージ袋 と 億円にも及ぶ巨額の事業費 を投入 してきました。

■ 熊本

このために借入金 は最大で 11億 9千 万円に及
びました。復旧 と借入金償還 の資金 を確保する

一緒 に見舞金 を送 って くれた多 くの真崎わかめ
愛用者 の支援 いただき、平成 25年 10月 総代
会で「中期復旧 0復 興計画」策定 して、組合員

゛
スア
本誌 8月 号「クロー
ップ」欄においてト
ピック
スで取 り上げま したが、きる ア.30、 福岡高裁が諫早湾
開門の請求を無効 とする判決を言い渡 しま した。判決は、長年にわたって漁業法を研究 してきた多

ために職員の採用を控 え役員報酬 は大幅減額す

の生活 と漁協の経営再建を進め、産地を復旧 し るな ど管理費の節減や事業費 の見直 しを進め他
て、地域の復興の力になろうと取 り組んでいます。 方、産地復活 の担 い手である組合員の共同利用
組合員 と漁協 の被災総額 は 76億 円 に及 びま
したが、漁協財務上は 7.4億 円の特別損失 とな

手持ち資金 7.2億 円で漁船 の購入 と養殖漁場

3億 円の出費 を覚悟 しました。
あれか ら、 7年 半 が過ぎましたが経営再建 は

千円

塑

主として景殖漁鼻
を営む組合員

億円
台

43融

騨

lrァ

億円
ワユ

)、

千円 籠
1メH〕D

千円
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合計 臨 鶴τ 負担 した 5年 間 の利用約
漁出6誼 青により、自入壼を祀 百万円 り上 げ償握 する4

題の専門家である熊本一規氏から今回の判決に関する時宜を得た投稿を頂きま したので掲載 します。
―――――‥―――――――― 」
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主と して 漁 脳 燻 義
存貴 ■組 合 昌

到 刀脳

=順

得事業 贅

一

利用区 分

主として黒 員藻漁糞
を営 む組 合 員
量瞳和 尉 主として豊 適漁糞
轄 外輔 〕 を菫 書組合員

獣
震 台
規
鯛

螂岬

種類

旧

える判断ではあ りませんで した。「非常識な判決」(馬 奈木昭雄 。漁業者弁護団長 「司法の役割を
放棄 したもの」 (菊 池裕太郎 。日弁連会長)と の批判も出されています。本誌では、今後も有明海
・諫早湾問題に関する動向や論稿を掲載する企画を していきたいと思 い ますが、 この度、漁業権問

念場です。減価償却額以上 の償還財源 を確保す
ることが求め られる一方、生産 の減少・ 産地価
格 の低迷 0燃 油等生産費 の増加な どその厳 しさ

の復 旧を早急 に進 める こ ととして、理事会 は

=0榎

(2010.12、 同 じ福岡高裁)を 等閑視 して期限が来ても開
門を しない国の責任には触れず、苦 しみ続けてきた漁業者と地域の再生を願 う住民の申 し立てに応

)

まで減少 しました。平成 29年 度末 には、 14.5
億円まで回復 しました。 しか し、 これか らが正

した。

´言

4参 照

た。堤 防排水門の開門を命 じた確定判決

一 方、資本金 は震災による損失で 10.2億 円

り、 これによ り資本金 は 10.2億 円 に減少 しま

4̲漁 鮎 ‐姜 監施設

くの専 門家が驚愕するような漁業権に関する判断を示 し、漁業者の切実な要望を門前払 いに しま し

施設 の利用料負担 を軽減 してお ります。
(図

組色員 0申 請 に より
無 償誌渡

利用漁鮎 として織航
無償誌渡

,褻 壺 亜

一規

(明 治学院大学名誉教授)

い う論旨で国の請求を認めた。

田老魂で、 この小さ

本年 7月 30日 、国営諫早湾干拓事業をめ ぐ
り、福岡高裁 (西 丼和徒裁判長)は 一審 の佐賀

しか し、本判決は、漁業法・ 漁業権 について
の基礎知識を著 しく欠いた欠陥判決である。以

な漁村 と小さな漁協

地裁判決を取 り消 して 国 の請求を認 め る判決

下、詳述する。

を必 ずや再建 して、

(以 下 「本判決」 とい う)を 下 した。

田老 の復興 の力 にな
る覚悟です。

この訴訟は、潮受け堤防の排水門の開門調査
を命 じた 2010年 12月 福 岡高裁確定判決 1に

5参 照

基づ く制裁金の支払 いを強制 しないよ う国が求

が、組合員の協同と

(図

)

漁業調整 と漁場計画制度

めた訴訟であったが、本判決 によ り開門義務を

福 岡高裁判決の い う「共 同漁業権 は漁業法
によ り 10年 で消滅する」は、漁業法 の条文上、
間違 いではない。漁業 の免許がなされる漁業権

実施 しない国に対する強制力が失われ、2010年

漁業 には、共同・ 定置・ 区画の三種があるが、

12月 福岡高裁確定判決は事実上無効 となった。

いずれにも存続期 間があ り (共 同は十年、
定置・

本判決 は、「共 同漁業権 は漁業法 によ り 10

区画は五年)、 存続期間が過 ぎれば免許 の切替

年 で消 滅す るか ら、 確定判決の際 に漁業者 が
持 っていた漁業権 は 2013年 に消滅 してお り、
その後新たに免許された共同漁業権 とは別個で、
漁業権の消滅 と共 に開門請求権 も消滅 した」 と

えがなされる。
では、なぜ漁業権 に存続期間があるのだろうか。
漁業権は、漁業を営んで収益を得ることをそ
の 目的 とするか ら財産権 であ り、また、漁業法

:1

当時の国が最高裁に上告 したなかつたため、確定判決となつた。
物権 とは、直接 に物を支配 し一定の利益を享受することを内容 とする権利で、侵害された ときに侵害行為
の排除を請求できる妨害排除請求権を持 っている。漁業権 も、物権的権利であるか ら妨害排除請求権を持 って
お り、本判決でい う「開門請求権」は妨害排除請求権に基づいている。

2

lt'4●
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二 十三条 で物権 とみなされている。 2漁 業権
が財産権 であ り物権 とみなされるとい うことは、

ともなう自然的、社会的諸条件 の変化を充分
考慮 して、一方 において既存漁業者 の地位を

それが私権であるとい うことである。

不当に脅 かす ことのないよ う勘案 し、他方に

に、漁業権漁業 も、存続期間の間に「慣習上の

になるのである。

注 目すべ きは、許可漁業は許可 によって権利 権利」 に成熟 しているか ら、免許の切替えを拒
になるのではない ことである。許可 によっては、 む ことは原則 としてできないのである。

業調整 の見地 か ら種々の公的制約を受けること

的な漁業権を整理 し、それぞれの水面につき

一般的禁止が解除され、営む ことが可能 になる
だけである。その段階では、許可漁業は単な る

になっている。それは、
漁業法が「漁業調整 (水

最 も適切な漁場計画を樹立す る必要 がある。
この通達 にい う「既存漁業者の地位」とは「既

利益 にすぎない。 しか し、許可漁業が継続 して
行われ続け ると、それは利益か ら権利 に成熟 し

漁業権 の 中 で も共 同漁業権 は特 別 の 性格を
持 っている。それは、免許 に基づかな くても営

こと)」 を 目的 としてい るか らである。漁業は、 存権利を持つ漁業者 の地位」 とい うことであ り、
本来、民の 自由に委ねるべ き営みである。 しか 後述の「慣習上 の漁業権」 を尊重する ことを意

てい き、慣習に基づいて権利 になるのである。

「定置漁
める とい う性格 である。その ことは、
業及び区画漁業 は漁業権に基づ くのでなければ

し、それでは、全体 として漁業生産力の発展を

のみならず、 自由漁業 も、継続 して行われ続け

他方で、漁業権は、漁業法が目的に掲げる漁

面の総合利用を通 じて漁業生産力の発展を図る

望めないか ら、漁業調整 とい う公共 目的 に基づ

おいて水面 の総合的利用を図る見地 か ら衰退

味する。以下 に説明 しよう。
漁業 には、漁業の免許を受ける漁業権漁業の

2条 5項 の解説 に示されるように、許可漁業
「慣習上の
ると利益か ら権利 に成熟 していき、

ほかに、許可を受ける許可漁業、及 び免許 も許
可 も受けない自由漁業がある。海面は、一般公

権利」 になる。

画制度である。漁場計画制度 とは、免許 しよう

衆が 自由に共同使用できる「公共用物 (公 共用

の地位を有す る権利」 であるか ら、財産権であ

とする漁業権の種類や内容を記載 した漁場計画

水面)」 であ り、漁業 も、本来、誰 もが 自由 に
営める自由漁業であるが、一般公衆の共同使用

り、「物権 とみなされる」権利である。

き漁業法が公的に介入するのである。
漁業調整を達成する基盤 となるものが漁場計

を立てておいた うえで免許申請を募 り、申請が
複数 となった場合 には、漁業法で定められてい

この「慣習上 の権利」 は、
「漁業権 と同程度

漁場計画 は知事が立 てることになっているが、 うな漁業 といえども全面的に禁止 して一切認め

営んではならない」 と規定 している漁業法九条
に示されている。定置漁業及 び区画漁業 が 「漁
業 の免許を受けなければ営めない」 とい うこと
は、共同漁業は「漁業 の免許を受 けな くても営
める」 とい うことだからである。
共同漁業 が免許に基づかな くても営 めるのは、
それが、漁村部落

切替えは
許可の¨
園則として拒めない

を妨げて しまうような漁業 は、漁業調整 の観点

る優先順位に従 って免許するとい う制度である。 か ら一般的 に禁止されている。 しか し、そのよ

共同漁業は「慣習上の入会憔礫」 と
同じ漁業である

知事や大臣か ら出される「漁業 の許可」 にも
存続期間があ り、存続期間が過ぎれば「許可 の

知事は漁場計画を樹立する際には、必ず海区漁

ないことは、や は り漁業調整 の観点か ら好まし

業調整委員会 の意見を聞かなければならない と

くないので、特定の者に禁止を解除 して認める

更新」 が必要 である。
では、更新 の際、知事や大臣は更新 を拒む こ

ことがある。それが許可漁業である。

とができるであろ うか。常識的 には、「許可す

4に

おける「慣習上 の入会漁

業」 と同 じ漁業だか らである。そのことは、漁
村部落 の漁民 であれば、共同漁業の免許 を受け
た漁協に属 さな くても共同漁業を営める旨を規
定 している漁業法十 四条十一項 にも示されてい
る。

公共事業 に伴 う補償について定められた「公

るか否かは知事等の裁量 に委ね られているか ら

共同漁業権 は「慣習上 の人会漁業権」 を近代
法 で規定 したものである。入会漁業 の慣習 は、

漁業権 に存続期間があるのは、時間の経過 に
伴 う自然的 。社会的諸条件 の変化 に応 じて漁業

共用地 の取得 に伴 う損失補償基準要綱」 2条 5
「 この要綱 において、
項 は、
『 権利』 とは、社会

更新 を拒める」 とい うことになろう。
しか し、実 は、更新を拒む ことは原則 として

漁業法があろうがなかろうが、それが形成され
5
た江戸時代以来、現場では続 いている。

調整を図 るには、一定期間毎 に漁場計画 を樹立

通念上権利 と認め られる程度 にまで成熟 した慣

できず、更新を しない場合 には、それまで許可

されている。 したがって実質的に漁場計画を定
めるのは海区漁業調整委員会 である。

3

する必要があるか らである。
人 々の営みが権利を創 る

習上 の利益を含む もの とする」 と規定するが、
この 2条 5項 について、
『 公共用地の取得に伴
う損失補償基準要綱 の解説』 (国 交省監修)は 、

漁場計画の樹立 には、もう一つの重要な原則、「適例 としては、入会権、慣行水利権、許可漁
「 既存権利 の保障」 があ る。 それ は、昭和 37

業あるいは 自由漁業を営 む実態が漁業権 と同程

年 11月 8日 水産庁長官通達 にも次 のよ うに示

度の地位を有する権利 と認 め られるもの等があ

されている。

る」 と解説する。つ まり、許可漁業を営み続け

漁場計画を樹立するに際 しては、 ……現漁
業権 の免許時点か ら現在 までの時 日の経過 に

13海

漁業を営 んできた漁民に、その漁業収入 に匹敵
す る収入を得 られるような他 の漁業 を手当て し

「法の適用に関す る通則法」
なるほ ど、

6は

、

慣習 と法律 との関係を「公の秩序又 は善良の風
俗 に反 しない慣習は、法令 の規定 によ り認め ら

なければな らない。なぜな ら、前述 のよ うに、 れたもの又は法令 に規定 されていない事項 に関
操業期間の間 に許可漁業が「慣習上 の権利」 に するものに限 り、法律 と同一 の効力 を有す る」
成熟 しているか らである。
憲法二十九条一項は「財産権は、 これを侵 し

と規定 しているか ら、ある事項について慣習 と
矛盾す る法律ができれば、その事項に関する限

れば、「権利 と認 め られる程度にまで成熟 した

てはな らない」 と規定 している。 したが つて、 りは法律 のほ うが優先す ることになる。 しか
慣習 に基づいて財産権に成熟 している許可漁業 し、その場合 も、法律 によって変更を加えられ

慣習上 の利益」、いいかえれば「慣習上の権利」

の更新 を拒む ことは原則 としてできない。同様

区漁業調整委員会は、選挙 による漁民委員九名、知事選任 による学識経験者四名、公益代表委員二名、
計一五名か ら成 り、科学的、合理的な見地か ら漁場計画を策定するとともに、漁民の意見を反映させて漁民の
総意に基づ く漁場秩序作 り図ってい くことになっている。要するに、委員会は漁民の自治のための機関なので
ある。

14漁

た実態 (慣 習)が その後、続 くことになるか ら、

業法 では「関係地区」 と呼ばれている。

5た だ し、江戸時代 には、漁村部落の地先水面を入会地 のように排他的に支配する権利であ つたが、明治 に入 っ
て海面は公共用水面 となったため、「入会漁業を営む権利」になった。
6平 成 18年 法律第 78号 。それ までは「法例」 (明 治 23年 法律第 97号 )と 呼ばれていた。
漁業 と漁協 2018・ 9

漁 業 と漁協 2018・ 9

‑23‑

慣習自体はな くならず、慣習 に基づ く入会漁業

最高裁判決 は、同書を一顧だにしていない。

角
′

権 もな くな らない。

漁村社会 の崩壊を防 ぐには

したがって、諌早湾の漁民は、共同漁業権 が
切 り替え られても、
「慣習上の入会漁業権」 に

有明海では、既に 19名 もの漁民が生活苦に

基づ き、開門請求権を持つのである。

よつて 自殺 した といわれている。共同漁業権 の
「ダム建 設 に同意 しなけれ
切替 えに際 しては、

司法が漁村 の地域社会を壊す

/ギ

鮮fiⅢ ァヮビを育てる
ご̲f:、 ■/r

l、

ば切替 えを しない」 との県 か らの脅 しによ り、

以上、共同漁業が「慣習上の入会漁業」 と同

山形県小国川漁協の沼沢勝善元組合長 も自殺 に

じ漁業であるとの「共同漁業権の真髄」を踏ま

追 い込まれた。

えた うえで諌早漁民が開門請求権を持つ ことを

平成元年最高裁判決に しても本判決 に しても、

説明 したが、開門請求権を主張するには必ず し

漁業法 についてあま りにも不勉強で無知であ り、

も「共同漁業権 の真髄」 にまで触れる必要はな
い。免許切替 え後 の新 しい共同漁業権 に基づい

判決が漁民の生活、さ らには生命を脅かす こと

て開門請求権を主張すればいい だけのことであ

る。

エッセイスト・二重大学特任教授

￨￨
メ

祐二

に裁判官があま りにも無 自覚、かつ無責任であ
新聞記事を追 い なが ら

る。本判決 は、
「共同漁業権の真髄」 を踏 まえ

このよ うな漁民に対する暴挙に等 しい判決が

ていないのはもちろんの こと、漁業法の条文に

続けば、漁民の権利を侵害 し、生活を困窮させ、

関 して も、その うちの本判決にとって都合 の良

ひいては漁村社会を崩壊させることになる。

い、 ご く一部のみをつ まみ食 い しただけの判決

共同漁業権が入会権的権利であることを尊重

なのである。ちなみ に、 もしも本判決が正 しけ

し、守 り続けてきたのは水産庁である。平成元

れば、 漁業補償額が免許 の残存期 間 の長 さに
よって変わって くる ことになるが、そんな馬鹿

年最高裁判決に対 し、水産庁 は、共同漁業権の
分割 0変 更・ 放棄 に際 して入会集団の同意が必

な算定があるはずはない ことか ら、本判決の誤

要 になる

りは誰にでもす ぐに分かる ことである。

の弊害が漁村に及ぶのを防ごうとしてきた。

8ょ

ぅな平成十三年漁業法改正で、そ

本判決は、「共同漁業権 の真髄」を全 く理解

しか し、依然 として平成元年最高裁判決が本

していない点で「共同漁業権が漁協の権利であ

判決に引用されてい ることが示すように、法改

る」旨を示 した平成元年最高裁判決 と同様であ
る。漁協 は共同漁業 の免許を受けるだけで共同

正による対処だけでは司法 による暴挙を防 ぐこ

漁業を営めないの だか ら、「共 同漁業を営む権

決 の誤 りが本判決 の誤 りを生んだように、誤 り

とは難 しい。それ どころか、平成元年最高裁判

利」である共同漁業権を持つ はずはない。共同

が誤 りを生んで、漁業権の解釈 が歪められ、漁
漁業 の免許を何故漁協が受けるかについては、 村社会が崩壊 の危機に瀕 している。
現行漁業法の解説書である水産庁『漁業制度の
漁村社会 の崩壊を防 ぐには、法改正のみな ら

殖」 で、一 般市場へ の 出荷が実現すれ ば画期

R
名古屋駅 で豊 橋行 きの電車 に乗 った。」

的な出来事 とな ったは ず だ。 15グ ラムの稚

東海道本線 の上 り列車である。 三河 三谷駅 で

貝 に、食味 が良 くなるワカメを与 えて昨春か

下 りた。愛知県立三谷水産高校を訪ね ようと

ら育 ててい たが、到達で きたの は、 40グ ラ

している。駅前はひっそ りとしたもので、人

ム前後。業者 の判断は厳 しか った。

影 はほ とん どない。駅舎 の板壁 に取 り付 け ら
れている附近案 内図を見 て、大体 の方角 を確

生徒 が 育 て るア ワ ビ 350個 を、おせ ち料

めて歩 いたが、午後 1時 半の街 は静か であっ

理に出荷す ることを 目標 に、 日夜、懸命 に努

た。 海洋資源科 の 部活動 の 1つ であ る増 殖

力 を したが、年末 までに予定の 1個 50グ ラ

部 で、ア ワビの陸上養殖 に挑んでい る とい う

ムまでには成長 しなかったのである。

こ とを、中 日新聞 の 夕刊 の記事を読んだ か ら

この よ うな 内 容 の 短 い 記 事 を 読 ん で、

であ る。記事 は、「 目耳録」 とい う小 さな囲

2018年 度 は どうす るのかを知 りたい と思 い、

みのニ ュー スであった。次 はその記述 の一 部。

学校 長 あ て に手 紙 を 出 した。 1月 半 ば 、 17

人 工 海水 を浄化 しなが ら飼育す る「陸上養

敏夫 さんか ら電話を貰 った。来年度 もや りま

日の こ とであった。 日を措かず、校長 の丸崎
す。お越 し下されば、担 当の林先生か らも説
明 させ ます し、生 徒 たちに も会 って貰 って 、
作業 な どを見ていただければ、 どうで しょ う。

改革』 (1950年 )に 「入会集 団 は法人格 を持

ず、
名著『漁業制度 の改革』の現代版を著すな ど、

たないため漁業 の免許を受けられないので、入

司法が間違 っていることを明確 に示す、もっと

この よ うに話され る校長の明るい声が、受話

会集団を して組合を創 らせ、そこに免許するよ

踏み込んだ水産庁 の対応が必要なのではないか。

器 の 向 こ うにあった。

7旨
うに した」 、詳述 されているが、平成元年

三 谷水産高校 は誕生 して 80年 ほ どの歴史
がある。海洋科学、情報通信、海洋資源、水
産食 品 の 4学 科 があ り、海洋科学 は海洋漁

17水 産庁で「漁業法の神様」 と呼ばれていた浜本幸生氏は、 この ことを「漁業法の哲学」 と呼ばれ、漁業法を
理解するうえでもっとも重要な真髄 といわれていた。
8改 正漁業法三十一条で規定された。

業 と海洋 工 学 の 2つ の コー スが あ り、海 洋

校章のあるスロープを昇つた所に玄関のある
三谷水産高校

資源科 も栽培漁業 と海洋環境 の 2コ ー スが
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