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1. はじめに

戦前日本の漁業の経済学的分析についてはこれまでにもいくつかの優れた研究業績がある

ち入 同じ第一次産業である農業に比べると注目されることが少く，特に数量経済史的アプロー

チからの分析は皆無であると言ってよいだろう。本稿はこのような研究動向に鑑み， 漁業生産

の発展に果たした技術進歩の役割に注目し，とりわけ漁船の動力化を分析の中心テーマに据え

て， それに関連したいくつかの間題の解明を試みることにする。もちろん漁船の動力化に関し

ても優れた既存の研究がある。 しかしそれらは特定の時期や地域を分析対象と している。 これ

に対して本稿は， 長期 ・マクロ的視点から考察を行う点に特徴がある。

漁船の動力化を本稿の主題として取り上け了こ理由を簡単に述べておく。表 1は1907年から

1939年までの漁業生産の成一長率をその生産要素（資本，労働，燃料〉に分解して各々の貢献をみ

たものである。産出量は年平均3.8%の成長をとげた。 要素投入量の成長率は， 大きい順に資

本が1.2%，燃料が0.8%, 労働がo.3%で， 産出量の成長に対する要素投入全体の寄与率では
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最も包括的なものとして山口1965を挙げておく。
古島 ・二野瓶1958，二野瓶1981第3章など。
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およそ60%である。これに対して，

残余である全要素生産性の成長率は

1. 5%で産出増への寄与率は 39.5% 

に達し，個別要素投入の貢献として

は最大である資木の寄与率（31.6%) 

を上回る。全要素生産性の変化に

技術と文明 5巻 1号ω

表－ 1 漁業生産の成長率とその分解 (1907-39年）
(9~） 

産出量要素投入量（資本〉 （労働〉 （燃料〉全要素生産性

3. 8 2. 3 1. 2 Q. 3 0. 8 

(100. 0) (60. 5) (31. 6) (7. 9) (21. 0) (39.5) 

注1）上段の数字は年平均成長率で， 下段は構成比。
2）推計方法，資料については統計付録5③を参照。

は，操業度の上昇，労働力の質の向上，様々な形態での技術進歩〈漁船の動力化，和式から洋式へ

の船体構造の変化， 網漁法および漁網材料の改良，魚群探知機の導入など〉が影響を与えた。 技術進歩

の中では，たとえば漁網の改良による生産性の上昇ーには限界があり，魚群探知機の導入は時期

的にかなり後のこ とでもあったから，なんといっても漁船の動力化が最も重要であった。 すな

わちそれによって，操業日数や操業海域が拡大し，他の漁労工程も機械化されることが可能と

なったからである。また改良された多くの網漁法も漁船の動力化と結びつく ことによってその

効果を一層発揮することができた。要するに漁船の動力化こそ漁業生産の成長に最も大きく

貢献したと考えられるのである。

本稿の構成は以下のようになる。まず第2節では，動力漁船の普及過程および漁船機関と使

用燃料の変遷について概観する。第3節で、は漁船の動力化の要因について論 じる。第 4節で

は，計量経済学的手法を用いて戦前日本漁業の技術進歩の性格についての分析を行う。第2節

からは漁船機関の圧倒的大部分は石油機関であったことが明らかにされるが，第 5節では石油

機関や石油の需要家と しての漁船の地位を確定し， 内燃機関製造業の発展に果たした漁船の役

割を評価する。最後の第6節では本稿全体の要約とその合意、が述べられる。なお分析に用いた

データの推計方法，資料については統計付録にまとめた。

2.動力漁船の普及過程と漁船機関，燃料の変遷

従来の戦前における漁船の動力化についての議論は，資料の制約から「隻数」をベースに行

われていたため，動力漁船の役割が十分評価されていたとは言い難い。本稿では動力漁船，無

動力漁船それぞれについて「トン数」を新たに推計することによって，漁船動力化の意義をよ

り積極的に評価してみたい。

図－ 1は トン数ベースの漁船の変化を示したものである。無動力漁船がわずかづつではある

が減少し続けたのに対し，動力漁船は1900年代後半から1940年まで戦前期を通じでほぼ一定に

増加を続けた。それは1930年代前半に類、動力漁船のトン数を上回った。動力漁船の内訳をみる

(3) 漁網材料の改良と しては，1880～90年代の麻網から綿網への転換が重要であった。綿網は麻網に比べ
て保存耐久力でl.5倍，価格で70～75%であったという報告がある（二野瓶1981, 116-17頁〕。しかし
ながら，さらに強度が強く，軽量でしかも腐敗しない合成繊維漁網の登場は第二次大戦後のことであっ
た。網漁法の改良としては，たとえばアメリカから導入された巾着網漁業がある（同，90-95頁〉。な
おわが国における魚群探知機の利用は1930年代半ば以降であった〈平沢1961,178頁〉。
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表－2 機関別の新造漁船 トン数！
(l, 000トソ・ 9b)

j羽 間 動力漁船 （発動機〉 （蒸気機関〉 無動力漁船 言十

1901-10 10 7 3 413 423 
( 2.4) ( 1. 7) ( 0. 7) (97.6) (100.0) 

1911-20 101 87 14 287 388 
(26. 0) (22.4) ( 3. 6) (74.0) (100.0) 

1921-30 231 228 3 191 422 
(54.7) (54.0〕 ( 0. 7) (45.3) (100.0) 

1931-40 418 395 23 136 554 
(75. 5) (71.3) ( 4.2) (24.5〕 (100.0) 

注）推計一方法，資料については統計十！録2を参照。

図－ 1 漁必 トン数の推移

（千トン

1町田

無動力船

／ 
／一

ノ

100 

ノ／

／ 

， 
A〆

／ 

船山
南動自

／

5
 

＼
＼
 

／
 

／
 ノノ

／
 ，

／
 

ノノ

10 

]L」

1906 15 19初 25 1930 35 1910 

注）推計方法，資料については統計十l録 lを参照。
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主主術と文明 5巻1巻ω

と， 1910年代半ばまでは蒸気機関漁船と発動機（内燃機関〉漁船のトン数には大きな格差がみ

られなかった。しかし第一次世界大戦発生に伴って中古船価が暴騰した際に，多くの蒸気機

関漁船は売却されてしまった。図－ 1の1910年代半ばにおける動力漁船のト、ノ数減少はそれに

起因した。以後はも っぱら発動機によって漁船の動力化が進行した。 1940年時点では，動力漁

船の トン数比率は72%，発動機漁船のそれは66%に達した。

新造漁船（漁船投資〉のみについてトン数の推移を見ると（表一2），動力漁船による無動力漁

船の代替のテ、ノポは一層顕著で，1920年代半ばには前者は後者を上回るようになった。新造動

力漁船はほとんどが発動機船であったが，19日年代前半と1930年代後半一時的に蒸気機関漁船

への投資は増加した。

漁船機関の中心であった発動機の種類にも大きな変化が見られた。発動機漁船の揺監期であ

る1900年代はもっぱらユニオン型の石油発動機が搭載されていた。その燃料には灯油が使用さ

れていよそれは凶10年頃から燃料効率に優れかつ価格の安い軽油を使用するミーズ型，ボリ

ンダー型の発動機に代替されるようになっさ；しかしそれら軽油機関にも欠点があった。まず

第 1に，エンジンの過熱を防くナこめ適度の注水が必要とされたことである。特に古船の場合は

燃料軽油とほぼ同量の水が消費された。第2に，当時の軽油はすべて国内精製品で、あったため

供給量に限界があった。第一次世界大戦期にはその価格は灯油の水準まで暴騰した。このため

類、水式でより安価な重油を使用する発動機が強く望まれた。やがて1921年に無注水式の重油発

動機の国産化に成功し，2年後には実用化段階に入った。それ以来このタイプのいわゆる無水

式焼玉機関が遠洋漁船のエンジンの主流となった。

多くても 2～3人の乗員しかいない5馬力以下の小型船には，軽 ・灯油を燃料とする電気点

火式機闘が搭載されていた。小型漁船には専門の機関土がし、ないから，燃料効率よりも取り扱

いの容易さが何よりも重視されたからである。 1925年以前の電気点火式機関の国内生産台数の

累計は1,611台で， 焼玉機関の約四分のーに過ぎなかったが， 1926 29年の生産台数は電気点

火式機関が8,022台で焼玉機関の6,494台を上回った。この数字から判断すると，沿岸漁業用の

小型漁船の動力化は1920年代後半からかl速化したと言えよう。

国産ディ ーセツレ機関の漁船への応用は1920年から始まった。それは燃料効率の点で焼玉機関

より優れていたが，何よりも機関が高価であった。また焼玉機関はディーゼノレと同じ重油を燃

(4) 1940年の無動力漁船は279,018隻，動力漁船は75,197隻で，隻数ベ一九による動力船比率は21%に過
ぎない（『決林省統計表』〉。

(5) 白木舶用発動機会1959,22頁。
(6) l馬力時当たりの石油消費誌は，ユニオン型が約4合であったのに対し， ミーズ型では2.8～3合，
ボリンダー型では1.7～2合に減少した（日本舶用発動機会1959, 22, 32頁〉。

(7) 田島1932, 98-100頁。
(8) 田島1932, 106頁。
(9) 浅JI!・伊藤 ・喜多野1931,9頁。
帥 200馬力を例にとって比較すると，ディーゼノレ機関は無水式焼玉機関より燃料重油を30%，潤滑油を

85%節減するが，1馬力当たり機関価格は1.5倍，年間修繕!]Jiは2倍高くなる〈勝田1936, 33-35頁〕。
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日本漁業における技術進歩（牧野）

表－3 発動機関種別漁船数

年 E十 ディーゼ10ノ0レH機P関以
計 内 上 B計E玉内 10機～30関HP 

1924 9,340 49 32 9,031 c~7 387 (100.0) ( 0.5〕 ( 0. 3) (96. 7) . 7) 

1929 
25,092 221 163 15,389 7,065 
(100.0) ( 0.9) ( 0. 7) (61. 3〕 (28.2) 

1934 
46,668 657 288 2~4 890 7,720 
〔100.0) ( 1. 4) ( 0.6〕 (16.5) 

1939 
75,213 655 549 28,364 13,341 
(100.0) ( 0.9) ( 0.7) (37.7) (17. 7) 

注）1924年の計には260隻のガス機関船を含み，焼玉機関は電気点火機関を含む。

出J))),:1924年：『石油時報』 559号 （1925年8月），29頁。
1929～39年・ 『漁船統計表昭和14年版』 10 11頁。

電計気内点1火OH機P関未満

9,482 9,159 
(37.8) (36.5〕

2~5121 24,020 
3.8) (51. 5) 

4~6194 43,471 
1. 4) (57.8) 

料としながらも，油質に対してはディ ーゼノレより鈍感であったことから，資金力に乏しい中小

漁業家はディーゼノレ機関よりも焼玉機関を選好した。後述する ように，ディーゼル機関はト ロ

ーノレ漁業等の大型遠洋漁船用動力と して使用される場合が多かった。

これまでの叙述を数量的に再確認してみる。表一3は発動機漁船数を機関種別に分類したも

のである。 1924年については焼玉機関と電気点火式機関の区分がないが，先に述べた生産台数

の実績から推測すれば，前者が80%以上のウ ェイトを占めていたのではないだろ うか。1929年

では焼玉機関が約60%で最も多いが， 34年になると電気点火式機関が焼玉機関を上回るにいた

る。電気点火式機関が小型漁船用であったことは， そのほとんどすべてが10馬力未満であった

ことからも確認できる。焼玉機関はそれに比べてやや大型化し，10～30馬力のクラスがモード

となる。ディーゼ、ノレ機関は1920年代後半から30年代前半の10年聞に急増した。また30年代後半

は隻数では変化がないが， 100馬力以上の大型船の割合が著しく増加したことが特徴的である。

このような漁船機関の変化から漁船用燃料油の消費構成の変化を推定すると， 1900年代は灯

油，1910年代は軽油， 1920年以降は重油がそれぞれの時代の中心であったと思われる。当時の

専門家によれば，1926～34年の消費構成は重油70%. j陸￥~1 20%， 灯柱IHO% と推定している。表

-3によれば軽 ・灯油を使用する電気点火式機関が船隻数では最大であったが，それは小馬力

の沿岸漁業用であったから，燃料消費量に関しては重油が軽 ・灯油を大きく 上回ったのであろ

う。

3.漁船動力化の要因

動力漁船では無動力漁船に比べて，操業日数が増加するとともに漁場も沿岸から沖合へと拡

大する。また船体が大きくなり魚や餌の収容能力も増え，その結果漁獲量は飛躍的にi曽大す

る。 たとえば静岡県の鰹漁業の場合，無動力漁船 1カ月10日間の操業が動力船になると15～20

ω 『石油時報』 684号（1936年 1月），69頁。
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日間に増大する と指摘されている。また漁場も前者ではせいぜい伊豆七島近海までであったも

のが，動力船の普及とともに小笠原諸島，鹿児島県沖，三陸沖にまで拡がった。

政府も遠洋漁業開拓のため積極的に漁船の動力化を促進する政策を採用した。無動力漁船に

頼っていた沿岸漁業の漁獲高は；1897年の174万トンをピークに低下し， 1906年には対ピーク時

30%減の125万トンに落ち込んだ。沿岸漁業の不振を打開するための解決策として，遠洋漁業の

推進が特に重視された。政府は1897年遠洋漁業奨励法を公布し 遠洋漁業を営む者に対し漁船

のトン数と乗組員数に応じて奨励金を交付することとした。同法は1905年全面改正され，新た

に漁船および漁船機関に対しても奨励金が交付されることになった。すなわち，交付対象とな

った漁業への蒸気機関には l実馬力〔IHP）ごとに10円以内，石油発動機には 1純馬力（BHP)

ごとに20円以内の補助金が与えられることになった。なお同法はその後7回の改正を経て1947

年まで機能した。

漁船奨励金の効果を評価するために，漁船機関に対する奨励金の交付実績と動力漁船のよ曽分

を期間ごとに示す（表－4）。 1905-32年の累計では漁船機関への交付件数はl,244件あった。

他方同期間の動力漁船の増加隻数は45,469隻であったから，交付比率は2.7%とわずかである。

しかしそれを期間別にみると1905-10年は21.0%, 1911-15年は15.4%など1920年までは無視

できない割合を示している。動力漁船の初期普及段階では，政府の補助金政策は重要な役割を

果たしたと評価できる。

内燃機関が漁船機関として最初から有利であったわけで、はない。たとえば1909年の遠洋漁業

奨励法の改正時には，蒸気機関に対する奨励金は10円から15円に増額されたが，発動機への奨

励金は20円のままに据白え置かれた。奨励金の算定基礎である馬力の計測は発動機は BHP，蒸

気機関は IHPにもとづいていた。 BHPは IHPから摩擦によって無効となった馬力数を控

表 4 i漁船奨励金の影響

期間 交付件数動力漁船数増分交付比率

1905-10 123 

1911-15 298 

1916-20 442 

1921-25 270 

1926-32 111 

累計 1,244 

注）交付対象は漁船機関のみ。

584 

1,932 

3,269 

7,028 

32,656 

45,469 

21. 0 

15.4 

13.5 

3.8 

0.3 

2. 7 

出典：交付件数 ：古島 ・二野瓶1958,44-45頁。
動力漁船数増分 ：『政商務統計表』『決林省統計表』

~~ 下1903, 5頁。
M 山口1965, 168, 171頁。
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表－5 日本船舶トン数階級別燃料消費量

船舶 トン数 汽船

100～ 500 8. 04(100) 

500～ 1,000 13.55〔100)

1,000～3,000 18.90(100) 

3,000～ 6,000 28.35(100) 

6,000～10, 000 45. 00(100) 

10,000～ 98.00(100) 

（英トン）

内燃、機船

1. 43(18〕

2. 86(21) 

5. 70(30) 

9.83(35〕

16.32(36) 

52.24(53) 

注）数字は1隻1日当たりの燃が｝消費量で， （ ）内の
数字は同一階級の汽船の燃料消費量を100とする指

数。
出典 ：；燃料協会1931，燃料統計の部，73頁。
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除したものであるから，両者の奨励金は実質的にはほぼ同額となった。既に述べた1910年代前

半の新造蒸気機関漁船の一時的増加には，このような政策変化の影響が大きかった。

しかし蒸気機関漁船のブームもわずか数年間だけで、あった。その最大の理由は，蒸気機関で

はエンジン，ボイラー，燃料，惟水の容積が嵩むため，同一トン数の発動機漁船に比べて餌

量，漁獲物の積載量が大きな制約を受けたことにあっ♂。燃料消費量に関して言えば，船舶ト

ン数が小さくなるほど蒸気船は発動機船に対して不利になる（表ー5）。漁船トン数は表－5に

掲げた規模よりもさらに小さいから，発動機を利用することによる燃料節約の有利性は一層高

まる。その結果発動機漁船推進者の立場から誇張した言い回しではあるが，4.0トンの蒸気漁船

と 20 トンの発動機漁船の聞には能力に差がないとまで言われるようになっ f~~o
蒸気機関はもっぱら捕鯨， トロール漁業などの100トン以上の大型遠洋漁船に搭載された。

しかしそれも日本近海の漁業資源の枯渇化に伴い，1920年代後半から航続力の大きいディー

ゼル漁船に代替されるようになった。たとえば機関別にトロ ール漁船1隻当たりの年売上高利

益率を計算すると，蒸気機関（サンフ・ノレ60隻〉は11.0%であるのに対し， ディーゼル機関（向10

隻〉は21.1%となり（1931～34年の平均値〉，この分野においても内燃機関船の収益能力の優位性

は明らかである。

1910年代初期の漁船機関の試行錯誤の時代を経て，発動機の有利性は徐々に漁業家に理解さ

れ始めるようになった。加えて内燃機関の製造技術が進歩し，より安価な軽油，重抗IIも利用可

能となった。 これらも発動機が漁船機関と して定着する重要な要因となった。なお忘れてなら

ないことは，発動機の普及に果たした博覧会や共進会の役割である。漁船機関に関する各種の

博覧会等は1903年から1937年までの聞に園内だけでも24.回聞かれた。そ こでは単に製品が出

品 ・展示されるにとどまらず，実地の運転審査なども行われた。それらは新製品の性能に関す

る情報伝達の点で重要な役割を果たした。

こうして1910年代後半から漁船の動力化はもっぱら発動機によって展開することとなった。

そこで以下では， 発動機による漁船の動力化と漁業の技術進歩の関連を明確にするために，計

量経済学的手法を用いて戦前の漁業生産構造を分析する。

帥 1910年代前半の漁船機関の価格については， 蒸気機関75円／IHP(40IHP以上13例の平均〉，新潟鉄
工所製 30BHP発動機100円／BHPという例がある（加藤1914,48, 50, 55, 56頁〉。機械効率を考慮
すると，両者はほぼ同額あるいは発動機がやや安価であった。しかし1900年代前半では20馬力の価格が
蒸l,845円，発3,000門で、あったからく加藤1903,9頁〉，発動機の蒸気機関に対する相対価格はこの間に
急速に低下したと思われる。

同 田島1932, 83-84頁。なお1918年の遠洋漁業奨励法の改正で発動機への奨励金は20円から30円に増額

された0

(1G ~林省水産局1936, 26頁。 トローノレ漁船の新進価格（船体および機闘のみ〉については，蒸気機関船
(320トン） 813円／トン，ディーゼノレ船（470トン） 725円／トンという1937年の調査IJT.例がある（皇内

1943, 127, 137-38頁〉。
肋 日本舶用発動機会1959,254頁。
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4.技術進歩の計量分析

本節で、は漁業の技術進歩の構造を分析するために， トランスロ グ費用関数を用いる。 トラン

スログ関数は，生産要素間の代替の強力性に関する制約条件がないために，多変数の投入要素

をもっ生産構造の分析には非常に有効な分析手法となる。簡単にモデルを紹介しておく。

規模に関する収穫一定を仮定すると，一般的なトランスログ費用関数は次式となる。

In C(P;, T）＝α。＋b f3i In P；十戸，T+l/2b b rij In P; In Pi 

+ b rit In P;T + 1/2 rttT2 ）
 

T
よ（
 

ここでCは総費用，P；はi生産要素の価格，Tはl時聞を表す。（1）式を対数微分し，シェファ

ー ドのレンマ（Y・iJU/iJPi=X;;Yは上記費用関数と双対関係にある生産関数，Uは単位当たり費用，

xiはi生産要素の投入量〉を適用すると，

V;=(3；十b riiinP1+ritT (2) 
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となる。ここで（2）式の V；は t生産要素の コストシェア，（3）式の Vけまディビジア型の全要素生

産性を表す。またノミラメーター聞には以下の制約条件がある。

b f3;=l, 7ii=7Ji 

b7;1=b r1i=O (4) 

したがって， （4）式の制約のもとで（2),(3）式を推定すれば必要なパラメ ーターが計測できる。

fiを z要素の限界生産力とする。生産量とβ／Jベi(Kof=i,j）が一定ならば，生産要素 iとjの

聞の代替の弾力性は， σii=dln(X;/X1)/d ln(/J//i）と定義される。 a;1とアレンの偏代替弾力

性 （AESu〕および価格弾力性白心との関係は，。ij= V1(AESi}-AESjj)=YJij一方jjとなる。

具体的な捻定手続きは以下の通りである。総費用（C）は沿岸， 内地沖合， 汽船トロ ーノレ，

捕鯨の漁獲額に等 しいも のとする。 生産要素〔Xi）は資本 （K：漁船トン数〉，燃料 （F 石油消費

量〉，労働（L）の 3種類とする。ただし資本については，動力漁船 と無動力漁船の質の差を考

慮して両者を合計した。燃料は蒸気機関漁船についても考慮しなければならないが，図－ 1か

~$ 漁業生産は狩猟活動である。生産対象に移動性があること〈魚の回官庁〉， その発見能力に限界がある
こと，魚の再生産が自然条件にも大きく依存することなどから，漁業における生産要素の投入量と生産
量との関係は極めて複雑になる。この点は十分注意しなければならなL、。

~~ トランスログ関数を用いた要素間の代替関係の分析に際しては，アレンの偏代替の弾力性が使われ
る場合が多い。しかしそれは価絡磁力性の変形であ り， 要素｛日目絡の変化率と要素投入量の変化率との比
率で表される「本来の代替の蝉力性」とは異なる。 3つ以上の生産要素に関する「本来の代替の弾力
性」についての導出は，森嶋1967,148-50頁および Kangand Brown 1981, pp. 82-84を参照。な
お AES;1=AES1iではあるが συ＃σJiであること， συ の定義式の分母の相対価格（/J／.九〉の変化
はj財（乃〉で生じることに注意されたい。
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表－6 ノミラメ ーターと代替の強力性の推定結果

ノミラメーター 推定値 t 値 パラメ ーター 推 定値 t 値

/3K 0.3372 90.10 7LL 0.1769 16.63 

{h 0.6033 120.76 7LF -0. 0223 -2.56 

(3F 0.0595 9.53 7FF 0.0352 3.25 

fit -0. 0166 -1.22 /Kt 0.0031 8.56 

7KK 0.1675 18.96 7Lt -0. 0096 -18.42 

7KL -0.1546 -25. 42 7Ft 0.0065 10.21 

7KF -0. 0129 -2.01 7tt 0.0017 1. 20 

代替の弾力性

σKL 0.2149 8.23 σLF 0.4752 3.15 

σKF 0.4696 3.10 σF K  0.2802 3.00 

σLK 0.2093 6.94 σFL 0.4043 3.30 

らわかるように量的に極めてわずかであったこと，燃料消費に関する情報が得られなかったこ

となどの理由によって無視することにした。要素価格 （P；） については， 燃料価格 （PF）は重

油価格と軽油価格の加重平均値 （第2節よりウェイトは7:3), 賃金 （PL）は漁夫賃金，資本価格

(Px）は総費用から燃料，労働各費用を控除した残余の資本費用を資本投入量で除して求めた

〈詳細は統計付録5を参照〉。

計測すべき方程式は全部で4本 （VK, v F. v L, -V，） だが， コストシェアの 3本の方程式の

1本は他の 2木と独立ではないので O:::V;=l）それを除外し，残りの 2木と全要素生産性に関

する方程式体系を反復ツェノレナ一法によって推定した。推定期間は1907～39年である。推定結

果とパラメ ーターを用いて計算できる代替の弾力性の値は表－ 6に掲げる。推定結果を経済学

的に有意なものとみなすための単調性，凹性のテス トはすべてお：iuたされた。

まず漁業の技術進歩の性格について吟味してみよう。/3tは推定期間中のマイナスの技術進

歩率の平均値と解釈することができる。したがって技術進歩が存在すれば，その符号はマイナ

スとなる。推定結果によれば1907～39年の技術進歩率の平均値は 1.7%ということになる。ま

た r11は技術進歩率の時間に関するマイナスの変化率である C<JVt!aT= -rtt）。これが推定結果

のように正値であったことは，技術進歩率が時間と共に低下したことを表す。しかし漁業生産

の特殊性を考慮すると，この結果は技術進歩率それ自体の逓減ということよりも，遠洋漁業の
回

発展による漁業資源の枯渇化を意味していると考えた方がよいと思われる。

技術進歩の生産要素に関する偏りは ritによって示される。 7itはi財のコストシェアの時

間に関する変化率，あるいは i財の価格変化に関するマイナスの技術進歩率を表す。 r;i>C<) 

Oの時， i使用（節約〉 的技術進歩が存在したことになよ推定結果によれば， 戦前日本の漁

制 注同も参照。なお漁業資源枯渇の具体的な状況については山口1965,284-89頁。
制 V;=P;X;/PQ(Pは生産物価格，Qは生産量〉だから，P;/Pを一定と仮定すれば，av;1aT=

(P;/P）・1acx;1Q)JaTJ= r;iとなる。 r;i>C＜〕0ならば，時間の変化とともに生産量1単位当たりの
t財の投入量（X;/Q）はif:'／加〈減少〉する。
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業の技術進歩の偏りは燃料使用的 （rFt=O.006のかつ資本使用的 Cui=o.oos1）で，労働に関し

ては節約的 （rLi-0.0096）という結果となった。

つまり，漁船機関の利用は漁場の拡大，操業時間の延長，航海時間の短縮などの点にのみメ

リットがあったわけではない。それは投網，曳網，捲揚網等の作業にも応用され，したがって

労働力節約効果も発揮した。たとえば島根県の底びき網漁業では，ユ918年に発動機による漁具

の捲揚装置の開発に成功した。またマグロ延縄漁業では， 1930年代前半に揚縄が機械力によっ
回

て行われるようになった。 このような漁労工程は従来は人力に依存していたのであるから，動

力の使用は必然的に労働力を節約することになった。内地沖合漁業について，動力船と無動力

船別に漁船 1トン当たり乗組員数を描くと，1924年以降からの動力船における低下が目立つ

（図ー2）。このような格差拡大傾向が，動力利用による労働節約効果に起因したことは疑し、ぇ
ω 

ないだろう。

代替の弾力性の値（σρ は，それが大きいほど要素聞の代替が容易であるこ とを意味する。

漁業の場合は，燃料と労働（σLF）および燃料と資本（σKF）の代替の弾力性がそれぞれo.48, 

0.47と大きい。これは燃料価格の動向が漁業の投入構造を決定する最も重要な要因であったこ

とを示している。また（σFL）も0.40と相対的に大きく，賃金上昇があった場合，比較的容易に

無動力船から動力船へ転換可能な技術構造が存在していたことを意味する。資本と労働との代

替性（σKL，σLK）が燃料と労働との代替性ほど容易ではなかったのは，燃料が動力漁船の変化

を直接反映したのに対し資本には労働力節約の余地が相対的に乏しい無動力漁船が含まれて

いたからであろ う。

興味深いことに，燃料と労働，資本と労働とし、う生産要素の組み合わせに関する σりとσjiの

値がほぼ同一であるのに対し，燃料と資本の代替の弾力性の値については σFKが σK F よりも

顕著に小さい。つまり資本価格が上昇しても資本から燃料への要素代替は起こりにくいが，燃

料価格の上昇は燃料から資本への要素代替を容易に引き起こす。既に述べたように，灯油機関

から軽，重油機関へというより安価な燃料を消費する漁船機関への転換，まずこ焼玉機関からデ

ィーゼノレ機関へとし、う重油機関の中でのより燃料効率の優れた機関への転換は， もつばら燃料

費の節減を目的としたものであった。 したがって， 資本と燃料の投入組合せが資本価格よりも

燃料価格の変化に大きく影響されていたとし、う本稿の計測結果は，このような歴史的事実とも

整合的である。

例 日本漁船史編集委員会1986,342頁；平沢1961, 74-75頁。鰹l木釣漁業における動力利用のメリッ
トについても平沢1961,203-04頁。

制 「漁船統計表』によれば，全動力船の 1トン当たり乗組員数は0.80人（1934年うから0.57人（1939

年〕に低下したのに対し， 5トン以上の類、動力船の場合はそれぞれl.30人， l、34人と不変であった。
制 注怖を参照。
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農業： 1920,23年：佐藤1927,7頁。

1927、31,33,35,37,39年： 栗原1964可256真。

他の年次は直線術開した。

製造業 ：南1976,226頁。
電気事業．逓信省電気局『電気事業要覧』各ffl板。

自動車：日本統計協会1988,547頁。
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5.石油機関，石油の需要家として動力漁船

まず主要用途別の石油機関馬力数の推移を図－3に示す。石油機関の使用はまず製造業から

始まった。 しかし1900年代後半からは発動機漁船が急速に普及する。漁船馬力数は1910年に製

造業を上回り，以後1940年まで首位の座を維持し続けた。商船の馬力数は1920年代に急増し19

30年になると農業用の馬力数を凌駕し， 1930年代後半には漁船に急接近するまでになった。製

造業では1910年代に一時的に馬力数は減少するが，10年代後半から再び増加傾向をたどった。

農業用石油機関は1920年代前半に急速に普及し，製造業，電気事業を大きく 上回った。それは

1923年以後陸上用石油機関の中心となった。電気事業では1920年代後半から30年代半ばに増加

率が高まったが， 30年代後半になると馬力数は逆にやや減少した。自動車は台数ベースで描い

たので、他の用途と直接比較することはできない。それは1910年代後半から20年代を通じて急増

したが， 30年代になると増加傾向は若干鈍化した。

以上の結果からわかるように，戦前における石油機関の普及は陸上部門よりも船舶とりわけ

漁船が中心となった。つまり漁船は内燃機関に対する最大の市場を提供した。動力漁船の発展

が漁船用発動機の開発と進歩に負うことは既に述べたところであるが，その逆に内燃機関製造

工業の発展も動力漁船への投資に依存していた事実も強調される必要がある。漁業と内燃機関

工業の相互依存関係に注目すべきであろう。

本稿が分析の対象とした時期に関しては，漁船の石油消費量についての正確な数字は存在し

ない。しかしそれを推計する試みは，当時においてもいくつかなされている。最も一般的な前

提条件は， 燃料消費率は l馬力時当たり 2合5勺（0.451 l), 年間稼勤時聞は2,000時間で，発
国

動機漁船 1馬力当たり年間5石（901.95l）消費するというものである。また発動機漁船の運転
闘

には燃料油の 8%に相当する潤滑油も必要と した。本稿もこれらの前提条件を採用する。すな

わち燃料消費率5石／馬力 ・年を既に推計した発動機漁船馬力数に一乗じて燃料消費量を求め，

さらにその 8%を潤滑油消費量とし両者の合計値を漁船の石油消費量とする。漁船が燃料と し

て消費した石油ほ第2節で、述べたように重 ・軽 ・灯油であったから，それらと潤滑油を加えた
町

わが国における供給量に対する漁船の石油消費量の割合を計算してみる。

漁船の石油消費割合は， 1912年には3.8%に過ぎなかったが発動機漁船の増加に伴い上昇し

帥大日本水産会1916,116頁；津下1926,2頁。推計期間中の燃料消費率を一定とすれば，技術進歩に伴
って燃料消費効率は向上するから，後のl時期ほど消費量は過大に推計される危険性がある。しかし逆に
年間稼勤時間は，操業海域の一層の拡大などによって後の時期ほど延長する可能性があるから，年間稼
勤時間を固定した前提条件のもとでは消費量はむしろ過小に推計されるだろう。したがって，ニつの前
提条件を時間的に固定化したことによる推計結果のバイアスは，結果的には相殺される傾向を持つだろ
う。

帥注帥を参照。
制 ここで用いた戦前月］の石油製品別供給量の推計結果については，牧貯1989として発表：する予定であ

る。
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て1927年には48%に達した。すなわち漁船だけでわが国の重 ・軽 ・灯・ 機械（潤滑〉油供給量

の約半分を消費していたことになる。その後石油供給量の増加によって漁船の消費割合は低下

したものの， 1936年においてもなお26%を占めていた。したがって戦時経済統制の一貫である
闘

石油配給制度をめぐっては，漁業家と政府 ・石油業者との聞に深刻な対立が発生した。

6.結論

本稿は1905-40年の期聞を対象として，日本漁業の技術進歩の中核をなした漁船の動力化に

ついて分析した。その主たる結論と含意をまとめると以下のようになる。

① 漁業生産の成長は，特定の生産要素の投入増よりも技術進歩に負うところが大きかった。

また技術進歩の中では，漁船における動力の採用とより効率の優れた漁船機関の開発がとり

わけ重要で、あった。

②動力漁船のトン数は1930年代前半に無動力漁船を上回った。動力漁船の普及によって操業

日数・ 海域は拡大レ漁獲高も増大した。動力漁船の機関はもっぱら発動機（内燃機関〉であ

った。それは，漁船のような小型船舶では蒸気機関よりも発動機の方が燃料効率，スペース

節約などの点で優れていたからであった。また政府の補助金政策，博覧会 ・共進会なども動

力漁船の普及を促進した。

③ トランスログ費用関数から推定した漁業の技術進歩率は年率 1.7%であった。技術進歩の

バイアスは，燃料 ・資本使用的，労働節約的であった。生産要素の組み合わせに対しては燃

料（石油〉価格の動向が最も大きな影響を及ぼした。

④漁船は石油機関の最大の需要家であった。わが国の内燃機関製造工業の発展は，漁船用石

油機関に対する旺盛な需要に支えられていたと言ってもよいだろう。発動機漁船の普及はわ

が国の内燃機関工業の発展に多大な貢献をしたことになる。また石油消費量に関しても漁船

のシェアが園内供給量の半数近くを占めていた時期もあった。

⑤ 四囲を海に包まれている白木の地理的条件は，諸産業の中では何と言っても漁業にとって

最も好都合であった。この条例＝を有効に活用するための最良の手段が，漁船の動力化であっ

た。漁船の動力化による漁業の発展は，安価な魚、からの動物性タンパク質摂取による国民の
回

栄養水準の維持 ・向上に貢献した。また，農産物貿易には早くも1890年代に輸入超過傾向が

現れたのに対して，水産物貿易は1930年代の一時期を除いて恒常的に輸出超過であり，漁業

は外貨獲得の面でも重要な役割を果たした。

伺山口1965,382-83頁。
制 Boserup1981, p. 163では可耕面積の狭い白木で深刻な食糧問題が発生しなかったのは，漁業の発展
に負うところが大きかったとの興味ある指摘が見られる。
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〔統計付録〕

・1.漁船トン数の推計

① 発動機漁船

1920～34年：農商務〈農林〉省水産局は全国の発動機漁船に関する調査（隻数， トン数，馬力数〉をこの

期間ほぼ毎年実施していた。しかしこの結果による船隻数と『良一商務統計表』 『農林省統計表」の船隻

数は若干異なる。そこで本推計では，水産局調査から 1隻当たりトン数を計算しそれに「農商務統

計表』 『農林省統計表』の発動機漁船隻数を乗じてトン数を計算した。水産局の調査結果は以下の資料

Vこよる。

1920年 ：『石油時報』 515号（1921年11月），95頁。

1921～23年 ：同590号（1928年3月），58頁。

1924～28年：同615号（1930年4月），297頁。

1929～31年 ：同655号（1933年8月），643頁。

1932, 34年：同693号（1936年10月），939頁（33年はトン数が不明なので前後の平均値を使用〉。

1935～4θ年 1920～34年（除33年〉の 1隻当たりトン数と 1隻当たり馬力数とを用いて両変数聞の回帰関

係を計算する。その結果に統計付録3で求めた1935～40年の 1隻当たり馬力数を代入して 1隻当たりト

ン数を求め，それに『農林省統計表』の発動機漁船隻数を乗じた。

1905～19年：『漁船統計表（昭和9年版〉』から各トン数階級別に 1隻当たりトン数を計算し，それに対

応する 『農商務統計表』の発動機漁船隻数を乗じて合計した。

② 蒸気機関漁船

く1隻当たりトン数〉

1922～34年：原則として『農商務統計表』および『農林省統計表』の漁船規模分類に対応する『漁船統計

表（昭和9年版〉』の鋼船l隻当たりトン数の数字をそのまま使った。ただし1926～34年の50トン未満

グラスは20～49トンの数字を使った。

1935～40年 ：『漁lil'd統計表（昭和9年版〉」『向（昭和14年版〉』をベンチ ・マー クとして，銅船の各トン

数階級別に 1隻当た りトン数を計算する。 他の年次については各階級毎に両年の値を直線補間 ・延長

しTこ。

1905～21年： 1905～14年については全隻数に対し『漁船統計表（昭和 9年版〕』の銅船の 1隻当たりト ン

数の数字を適用し， 1915～21年の期間は 3つのトン数階級別に同統計の鋼舶の平均トン数を使った。

くトン数〉

上記の 1隻当たりトン数に『農商務統計表』『農林省統計表』の対応する トン数階級の船隻数を乗じて

蒸気機関漁船のトン数を求めた。

③無動力船

く1隻当たりトン数〉

1915～34年

20トン以上， 5～19トン ：「漁船統計表（昭和9年版〉』から計算されるそれぞれの 1隻当たりトン数

をそのまま使用した。

5トン未満戦前の『漁船統計表』からはこのクラスのトン数は不明であ る。したがって，水産庁

1949, 97, 126頁の 5トン未満船の中で1940年以前に進水した漁船150,197隻の平均トン数0.84トンを用

L、7こ。

1935～40年： 5トン未満については上記の値をそのまま使い，その他のクラスについては『漁船統計表

（昭和9年版〉』と『同（昭和14年版〉』の l隻当たりトン数をベンチ ・マー クとして直線補間 ・延長し

た。

1901～14年：この期間は『農商務統計表』に漁船規模による分類がなL、。したがって1915～17年の 3カ年
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の全隻数1隻当たり トン数の平均値を使った。

〈トン数〉

上記の l隻当たりト‘ノ数に 『政商務統計表』『農林省統計表』の対応する船隻数を乗じて無動力漁船の

トン数を求めた。

2.新進漁船トン数の推計

すべての漁船種ともトン数階級別の l隻当たりトン数に該階級の新進漁船隻数を乗じて推計した。なお

発動機i漁船の 1隻当たりトン数の推計方法は， トン数階級別隻数の情報を活用すべく上記の蒸気機関漁

船に同じく した。新造漁船隻数は『浪商務統計表』および『決林省統計表』。

3. 発動機漁船馬力数の推計

1905～34年 ：統計付録l①の水産局調査による 1隻当たり馬力数に『必商務統計表』『炭林省統計表』の

発動機漁船数を乗じた。水産局の調査結果は以下の資料による。

1905～11年 ：『水産界』 431号（1918年8月）， 32頁。

1913～19年 ：日本舶用発動機会1959, 6頁。

1920～34年 ：統計付録1①に同じ。

1912年は調査結果がなく， 1933年は『石油時報』 684号（1936年1月）， 68頁。

1935～40年：農林省『漁船統計表〈昭和9年版〉』『同（昭和14年版〉』をベンチ ・マークとして，各トン

数階級に1隻当たり馬力数を計算する。他の年次については各階級毎に両年の値を直線補間 ・延長し

た。それに『段林省統計表』の対応するトン数階級の発動機漁船隻数を乗じた。

4. 石油機関商船（20トン以上〉の馬力数のJ仕計

Lloyd’s Register of Shψ•ping から毎年 6 月末時点における100 トン以上の内燃機関船のトン数データ

を得ることができる。当年度と次年度2年間の平均値を計算して当年末時点のトン数とする。 『日本船名

録（昭和9年版〉』から20トン以上の内燃機関船のトン数を求め，毎年の100トン以上船舶の20トソ以上船

舶に占める割合が一定と仮定して， 1934年の両統計の内燃機関船の比率を LRSの系列に乗じて，各年の

20トン以上の内燃機関船のトン数を求めた。また1934年の『日本船名録』を使って馬力数が明示されてい

る内燃機関船につきトン当たり馬力数の平均値を計算し，内燃機関船の各年のトン当たり馬力数が不変で

あると仮定して，それを先のトン数の系列に乗じて毎年の馬力数を推計ーした。

機帆船についてはすべて内燃機関船とみなす。 20トン以上の機帆船トン数の系列は鈴木1957, 85頁から

得られる。 これに機帆船のトン当たり馬カ数を乗じる。 これは次のように求めた。まず1934年の『日本船

名録」から機帆船のト ン当たり馬力数の平均値をもとめる。次に20トγ以上漁船の トン当たり馬力数が，

1921年（「水産界』 483号1922年12月，768頁），1934, 39年（「漁船統計表』〉の3カ年についてわかる。そ

れらをベンチ ・マークとして， 1934年の『日本船名録』の機帆船のト‘ノ当たり馬力数をリンクさせて各年

のトン当たり馬力数を推計し， それに機帆船のトン数を乗じて機帆船の馬力数を求めた。

しかし上記の系列には漁船も含まれているので，それを控除しなければならなし、。 20トン以上の発動機

漁船の隻数は『農商務統計表』および『山林省統計表』から得られる。またすでに指摘した1921, 34, 39 

年につき20トン以上漁船の l隻当たり馬力数が求められるから，他の年次はそれを直線補間し，それに船

隻数を乗じて20トン以上の漁船の馬力数を求め，先の2つの馬力数の和からこれを控除した結果を20トン

以上の商船の馬力数とした。

5. トランスログ費用関数

①漁獲額 ：『農商務統計表』， 『~林省統計表」。

② 漁船トン数：統計付録lを参照。なお動力漁船と無動力漁船のトン数を合計する際には両者の能力差

61 



技術と文明 5巻l号倒

を考慮し，1930年のトン当たりの価格比2.2倍（＠参照〉を前者のトン数に乗じて調墜した。

③石油消費量 ー本文第5節に示したように発動機漁船l馬力当たり燃料油は年間5石，潤滑油はその 8

%消費するものとした。発動機漁船馬力数は統計利録3。

④漁業労働者数：梅村1988,227頁の系列し

⑤漁夫賃金（日給〉：大川・ その他1967,245頁。なお1934年以降はデータがないので，漁夫賃金系列と

相関が高い日雇人夫の賃金系列で延長した。なお労働日数は年間180日と仮定した。

⑥ 動力漁船，無動力漁船価格 ：農林省水産局1932,51頁。

⑦石油価格：重油，軽油価格は長期の系列が得られない。そこで断片的なデータからある年次について

存在する価格の平均値を計算し， それらを接続して求めた。 各資料は以下の通り。

『漁船機関』 81号（1931年6月）， 12頁。井口1963, 159頁，付32頁。岩崎1917,115, 154-55頁。小

林1927,44頁。鉱山懇話会1932,854-55頁。宮川1950a, 71頁 ；1950b' 181頁。燃料協会1939,453 

-54頁。『燃料協会誌』 110号〔1931年11月〕， 1242頁。『石油l時報」 521号（1922年5月）， 30頁 ；655号

(1933年8月）， 645頁； 699号（1937年4月）， 102頁。鉄道省運輸局1927,90-91頁。

③ 全要素生産性 ：ー単位あたりの投入費用と産出価格の比率と して定義する。前者は各要素価格を各年

のそれぞれの コストシェアで加霊平均し，後者は漁獲綴を水産業生産指数（農林省統計情報部1979,

458頁の水産業総合生産指数を使った。ただし1914年以前は1915年の総合指数を沿岸漁業総合生産指数

の系列で延長した〉で除して求めた。これと生産指数から投入量指数を控除して求めた全要素生産性と

は双対関係にあり，表1の要素分解は後者の方法に従った。

③③で指数化した系列の基準値はすべて1925～29年の平均値。
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Technological Progress in the Japanese Fishing Industry 

before Second World War: an Economic Analysis of the 

Mechanization of Fishing Boats 

by 

Fumio MAKINO 

(Tokyo Gakugei Unive1・sity)

The major reason for the growth in output of the Japanese fishing industry before 

Second World War was the technological progress. About 40% of the output increase 

was due to the rise in total factor productivity. The improvement of 五shingactivities 

was made possible by the attachment of small marine engines to五shingboats. The 

off-shore五sh巴rieswere made possible by powered boats, whereas non-powered boats 

W 巴recon五n巴dto inshore五shing.The五rstpowered fishing boat appeared at the turn 

of the century and encouraged by the government subsidies for marine engines, they 

gradually replaced non-powered boats. Their estimated tonnage exceeded that of non-

powered五shingboats by the early 1930’s. 
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Oil engines were much prefered to steam engines due to their cheaper fuel cost 

and the compactness of the engine unit. The increase in popularity of powered boats 

was 'accelerated by the development of marine engines during the 1910’s and 1920’s, 

which consumed less fuel. 

The average rate of the technological change of the五shingindustry was estimated 

to be 1. 7% per year between 1907-1939. 1Productivity improvement was materialized 

by replacing labor with capital investment which enabled the industry to supply itself 

with machines necessary in order to increase quantities. Mechanization was not limited 

to the propulsion of boats. Power was also used for hauling nets and other五shing

operations. Human muscle was replaced by mechanical power. On econometric ex-

amination, fuel price turned out to be the most influential element in determining the 

proportion of factors of production. 
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