
．はじめに

日本は有数の水産物生産国でありまた消費国でもあるが，その歴史を振り返ると，輸出国

から輸入国への変化や，遠洋漁業船団による海外漁場への進出およびその展開を経験してき

た．遠洋漁業に非常に大きな影響を与えたのが，各国による排他的経済水域設定である．

年まで行われた第 次国連海洋法会議において，沿岸国が各々 海里排他的経済水域を

設定する権利を有することが新たに認められた．その結果，以前であれば領海外の公海とし

て自由な漁業活動が可能であった漁場は，沿岸国の管理下におかれることとなった ）．排他

的経済水域を設定することで，それまで遠洋漁業国が得ていた天然資源から生み出される利

益を，沿岸国が入手することが可能となり，それとは反対に日本などの漁業国は漁場を失う

こととなった．そこで操業を可能とするよう働きかけることが求められた政府は，それまで

利用してきた漁場の管理権を有する沿岸国との間で漁業協定を締結するべく， 国間で漁業

交渉を行ってきた．マグロ類の主要漁場の つである太平洋中西部は多くの島嶼諸国が存在

している．これらの国々の近海は有数のカツオ・マグロ漁場となっているが，これら島嶼国

は小国であり漁獲する能力が不足している点に特徴がある．本稿では，小国である沿岸国

と，遠洋漁業国とが参加する漁業交渉に焦点をあてて分析を行なっていく．なお本稿が考察

の対象とするのは， と呼ばれる総漁獲努力量抑制メカニズム導入以前

の同地域でもたれていた入漁交渉についてである ）．

中西部太平洋水域に存在する島嶼諸国は 海里の排他的経済水域を設定することで，漁

業資源を自国の利益につなげることができるようになったが，これら諸国は，その経済規
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模・漁業産業の規模等の要因から，自国で十分に資源を利用し収益をあげることが困難な場

合もあった．そこで，それまで操業していた遠洋漁業国との間で入漁交渉を行い，その対価

として入漁料を受け取ることで自国資源から利益を得ることとなった．この水域で漁獲を行

なってきたのが，日本やアメリカなどの遠洋漁業国である．

日本はこれら島嶼国との間で 国間交渉をおこなってきた．相手国からの入漁料引き上げ

要求に対し，時に入漁中断や協定破棄を挟みつつ，急激な入漁料引き上げを回避してきた．

この間，島嶼諸国は日本に対して，一括での交渉を求めることもあったが日本は応じず，個

別での入漁交渉が続いてきた．

他方，アメリカはこの地域にある島嶼諸国との間で 年に，カツオ・マグロ巻き網漁業

に関する多国間協定を締結した．協定は，有効期間として 年から 年までの 年間と

し，協定加盟国の排他的経済水域内での入漁を 隻に対し許可する対価として，毎年 万ド

ルを 年間支払うというものである．また分配は協定加盟国のうち島嶼諸国の漁業を調整す

る が管理することとし， ％は米国漁船の漁獲推計に応じた比例配分とするが，残り

％については加盟国に対して一律に均等配分するというものである．この協定は有効期間

の最終年である 年に改定され， 年間の延長に合意し，入漁隻数 隻，支払いは 万ド

ルとなった ）．このような米国との協定により約束された入漁料は，漁獲量から算定すると

約 ％の水準にあたるとされる．他方，日本の支払う入漁料は水揚高の ％となっている ）．

米国は一括交渉を選択したが，日本は島嶼諸国の要請にもかかわらず，個別国との 国間

での入漁交渉を選択してきた． （ ）や （ ）が言及しているように，

諸国と米国の間では多国間協定が成立したが，日本との間では成立せず個別協定の採

択となっている原因について十分な考察がなされていないように思われる．こうした差異に

ついて考察するため，本稿では，遠洋漁業国と各沿岸国による入漁交渉を分析する．個別国

の漁場の規模や豊かさ，また経済規模等の要因が交渉に影響していると考えられるため，沿

岸国に非対称性を導入した経済で，日本型の個別交渉とアメリカ型の一括交渉の つの交渉

形式を考え，両者による交渉結果について比較し，多国間ベースで行なう入漁交渉は 国間

ベースで行なう場合より高い入漁料を支払うことになるのかという問いを考えていく．

．モデル

漁業国（プレイヤー ）と，沿岸国 か国（プレイヤー とプレイヤー ）の計 か国か

らなる世界を考える．各プレイヤーは次の点で異なる．プレイヤー は，漁業資源を採集し

市場に販売して収益を生む能力を持つ一方で，漁場そのものを保有していないために単独で

は漁業資源から利益を得ることができない．プレイヤー およびプレイヤー は，漁場を持

つが，漁獲能力を持たないため，やはり単独では漁業資源から利益を得ることができない．

ゆえに各プレイヤーは，漁業資源から利益を得るために協調して行動する誘因を持つ．本稿
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の目的は，漁業国と沿岸国との間で入漁交渉が成立するか，また成立した場合の配分はどの

ようなものかを明らかにすることである．続く各小節で，分析のために必要な設定及び仮定

を説明する．

．漁業資源

各沿岸国は自国の排他的経済水域内に漁業資源を個別に保有しており，資源ストック間の

相互依存関係はないものと仮定する．また，資源に関する情報は全てのプレイヤーにとり既

知とする．

．プレイヤー

はじめに資源を保有するプレイヤー および について説明する．両プレイヤーはともに

資源を保有するが，資源を利用して収益を生む能力は持たない．しかしそれぞれが自国資源

に対して独占的な利用権を保有しており，これを貸与して対価を得ることで保有資源から収

益を獲得できる．プレイヤー とプレイヤー の違いは， が と比べて豊かな漁業資源を

保有している点にあるとする．この保有資源の違いが，漁業国であるプレイヤー の決定に

影響を与える．

漁獲能力を持つプレイヤー は，漁場から資源を採集し市場に売却して収益を得る．市場

に存在する消費者は，どの漁場から採集されたものかは問わないものと仮定する．プレイ

ヤー の漁場での漁獲量を ，プレイヤー の漁場での漁獲量を で表す．プレイヤー は

需要に関する知識を持ち，それは以下の線形逆需要関数により表される．

次に漁獲に関わる費用について説明する．漁獲に関する費用関数は，漁獲量の自乗に比例

すると仮定する．また沿岸国が保有する資源量の格差を次のように定義する．同一漁獲量で

比較して，プレイヤー の漁場での活動に係る費用はプレイヤー の漁場における費用の

倍（ただし， ）であることをもって，プレイヤー が保有する資源量が相対的に

豊富であることを表す．以上より，プレイヤー が漁業活動より得る利潤は以下の式で与え

られる．

これまで述べてきたように，各プレイヤーは単独で漁業資源から収益を生むことができな

い．そのため協力することが必要となるが，それは漁業国を含む 人以上のプレイヤーによ

るものとなる．この漁業国と沿岸国による協力およびその成果の分配をどう決定するか，そ

の過程を入漁交渉とみなし，モデルでは協力的交渉問題として定式化する．

．交渉の枠組みについて

本稿では，ケーススタディでとりあげた中西部太平洋水域に存在する島嶼諸国と日本もし

くは米国との間で行われたカツオ・マグロ資源に関する入漁交渉で観察された交渉枠組みの

違いを説明することに焦点をおく．日本が島嶼諸国それぞれと個別に行った交渉形式と，米

は正数かつ定数



国が島嶼諸国全体と行った交渉形式について，以下のように定式化する．まず日本が行った

交渉を考える．日本は各島嶼諸国と 国間で個別に交渉を行い，かつ，これら 国間交渉が

同時期に並行して行われていた．そこで漁業国が一方の沿岸国と 国間交渉を持ちながら，

同時に残る沿岸国とも 国間交渉を行う状態を想定し，以下で並行交渉とよぶ．これに対し

て米国が行った交渉は，漁業国および沿岸国がすべて参加して行われる交渉であった．すべ

ての国が一同に会して全体で交渉を行う状況を多国間一括交渉と呼ぶこととする．この交渉

により漁獲量および漁獲量 単位あたりの入漁料を決定する．プレイヤー は交渉結果に従

い漁獲を行い，両沿岸国プレイヤーに入漁料を支払う．両沿岸国プレイヤーは交渉結果に従

いプレイヤー から入漁料を受け取る．

．利得の定義

以上をもとに各プレイヤーの利得を定義する．両沿岸国に対する漁獲量 単位あたりの入

漁料率を，それぞれ ， とする．沿岸国であるプレイヤー および の利得を ， で

表すものとし，以下のように定義する．

漁業国であるプレイヤー の利得（ ）を以下に定義する．漁獲から得た利潤から両沿岸

国に支払う入漁料を差し引いた残余がプレイヤー の利得となる．

以上のモデルを用いて，次節より交渉解の導出を行なう．

．交渉解の導出

最初に，並行交渉が行なわれた場合を考え，その交渉解導出過程を示す．続いて，多国間

一括交渉が行なわれた場合の交渉解について説明し，両交渉から得られた解について比較静

学を行なうことで解の特徴づけを行なう．解概念としてナッシュ交渉解を用いる．

．並行交渉による配分

遠洋漁業国と沿岸国 との交渉問題の定式化および解の導出

参加プレイヤーの利得関数（ （ ） （ ））および交渉決裂点（ ）

は，もう一方の交渉結果（ ）を所与として，以下のように与えられる．（
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プレイヤー とプレイヤー による個別交渉を とよび，問題をナッシュ積により表

す．

これを（ ）について解く．それにより得た解が以下のものである．

これらは同時に行なわれているもう つの 国間交渉の解（ ）を所与としたものであ

るから，もう一方の交渉と整合性を持つ解を求めることが残されている．そのために，プレ

イヤー とプレイヤー によるもう一方の交渉についても交渉解を導出しておく．

．遠洋漁業国と沿岸国 との交渉問題の定式化および交渉解の導出

沿岸国 と沿岸国 は，費用パラメターを除いて対称的であることから，同様に交渉問題

を作成し解くことで，プレイヤー とプレイヤー との交渉結果を得る．

．整合性条件を満たす解の導出

プレイヤー とプレイヤー ，およびプレイヤー とプレイヤー による つの個別交渉

問題の解を得たがこれらはまだ不十分な解である．両者は相互に依存しているため，整合性

を持つ解を求めることが残されている． ， ， ， の 本の方程式からなる連立方程式

より以下の解を得る．

（



交渉解から導かれる均衡での利得は以下のとおりである．

．多国間一括交渉による配分

．多国間一括交渉問題の定式化と解の導出

解くべき問題は以下の通りである．なお，漁業国はどちらか一方の沿岸国と共謀して交渉

から離脱することはしない．したがって交渉に対する漁業国の威嚇点は，各沿岸国の水域で

の漁獲量となる場合に得る利得，すなわち利得ゼロとなる．以下の が 人プレイヤー

によるナッシュ積である．

．多国間一括交渉における交渉解

上の を（ ）について解く．それにより得られた多国間一括交渉解は以下の通

りである．

多国間一括交渉では各プレイヤーは均衡において等しい利得を得る．

．比較静学

交渉結果に関する比較静学を行い，均衡解の特徴づけを行なう．沿岸国 における漁獲費

用パラメター（ ）および，需要関数のパラメター（ ）の変化による影響をみる．結果をま

とめたものが以下の表である．
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．漁獲費用パラメター（ ）の上昇

漁獲費用パラメター（ ）の上昇は，沿岸国 における漁獲費用が上昇し， におけるそ

れに近づくことを意味する．これにより並行交渉・一括交渉双方において，漁獲量（

）は，沿岸国 での漁獲にかかる費用が相対的に低下することを受けて，沿岸国 で

の漁獲量（ ）は減少し，沿岸国 での漁獲量（ ）は増加する．しかし総費用の上昇から

総漁獲量（ ）は減少する．

並行交渉により決まる料率は，漁獲費用パラメターの上昇により沿岸国 （ ）では上昇

するが，沿岸国 （ ）は条件に依存する ）．沿岸国 に対する料率が上昇する理由は，沿

岸国 における と比べての漁獲費用が相対的に低下することを受けてのものである．沿岸

国 にたいする影響は以下の条件に従う．

条件 以下の条件が満たされている場合，漁獲費用パラメター（ ）の上昇により，沿岸

国 の漁獲に対する支払料率（ ）は上昇する．

一方で多国間一括交渉における料率への影響を見ると，漁獲費用パラメターの上昇により

両沿岸国での漁獲量を変更するが，ゼロ威嚇点に基づいて均等に分配するとしているため，

漁獲量の変化を相殺するように料率も変更され，沿岸国 に対しては上昇するが，沿岸国

に対しては下落する．

漁獲による利潤（ ）をみると， の上昇は平均費用の増加をもたらすため，どちらの交

渉においても下落する．

沿岸国の利得は並行交渉時の沿岸国 を除いて全ての場合で低下する．多国間一括交渉で

は分配の原資が低下することに依存し，この場合漁業国の利得も同じく低下する．並行交渉

）漁獲費用パラメター（ ）の変化が沿岸国 に対する入漁料率（ ）にあたえる影響はパラメター間の関
係に依存する．

これは分子の符号に基づくため，以下の符号条件からパラメターの条件 が導かれる．

表 漁獲費用パラメタ─（ ）・需要パラメタ─（ ）に関する比較静学の結果

並行交渉 条件 条件

多国間一括交渉

並行交渉

多国間一括交渉



時には，沿岸国 での操業条件が悪化することから沿岸国 への支払は低下するが，相対的

に操業条件が改善する沿岸国 への支払は上昇することになる．

並行交渉における漁業国の利得は，以下の条件に従うが，これは沿岸国 の役割が小さい

とき（ が大きく需要が相対的に小さいときで，かつ，沿岸国 と の費用格差が大きくな

いこと）に，漁獲量を に付け替えることで支払を大きく削減できる場合もしくは，沿岸国

に対する料率自体もあわせて下げることでやはり支払を大きく削減できる場合となる ）．

条件 以下の条件が満たされている場合，漁獲費用パラメター（ ）の上昇により，漁業

国の利得（ ）は上昇する．

以上をもとに，沿岸国 への入漁料率および，遠洋漁業国の均衡利得にたいする影響に関

しては，図 にパラメター間の関係を示している．
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．需要パラメター（ ）の上昇

が上昇することで逆需要関数は内向きに回転することから，同一価格水準で比較した需

要量は減少する．これを市場の規模が縮小しているとみなす． の上昇により，交渉形式を

問わず沿岸国 ， それぞれの水域における均衡漁獲量は減少し，利潤も低下する．料率は

多国間交渉では変化しないが，並行交渉時のそれは両沿岸国に対して減少する．その結果と

して両沿岸国が得る利得は交渉形式を問わず， の上昇により利得は低下する．多国間一括

交渉の場合は，分配原資である利潤が減少するため，ゼロ威嚇点に基づいて均等に分配する

ことから，どのプレイヤーも受け取り利得は減少する．しかし並行交渉の場合，両沿岸国に

対する支払は減少するが，漁業国の利得は上昇することになる．

．交渉解の評価

．交渉形式の違いによる交渉解および利得の比較

並行交渉と多国間一括交渉それぞれについて均衡解を得たが，次に各プレイヤーにとって

望ましい交渉形式はどちらかという問いを考える．両交渉形式における利得を比較し，各プ

レイヤーが高い利得を得るのはどちらの交渉形式によるかを示す．その結果が以下のもので

ある．

補題

漁業国（プレイヤー ）は常に並行交渉からより高い利得を得る一方で，沿岸国のうち非

効率な漁場を保有する沿岸国（プレイヤー ）は，常に多国間一括交渉からより高い利得を

得る．残るもう一方の沿岸国（プレイヤー ）については，以下の条件が成立するとき，多

国間一括交渉を選び，そうでないならば並行交渉を選好する．

証明

並行交渉と多国間一括交渉の両交渉形式における利得の差をとり，各プレイヤーにとり好

ましい交渉形式を探る．本稿で用いたモデルでは，均衡漁獲量が両交渉形式で同一であると

いう性質を用いることで，均衡支払料率の比較のみから結果を導くことが可能である．

プレイヤー の利得の大小は，漁獲量が交渉形式により同一であることから，沿岸国に支

払う利得の大小のみを比較すれば十分である．多国間一括交渉における総支払額が並行交渉

におけるそれを上回るならば，漁業国であるプレイヤー の利得をより減少させることとな

り，プレイヤー は並行交渉を選ぶといえる．

分子において負値を含むのは分子後半部のみである．しかし，パラメター は



であるとの仮定より，明らかに分子後半部もまた全体で正値となる．よって式は正値とな

り，多国間一括交渉における総支払額は費用パラメターの水準によらず常に並行交渉を上回

る．ゆえにプレイヤー は並行交渉を選ぶと結論できる．

沿岸国のうち非効率な漁場を保有する沿岸国（プレイヤー ）について，多国間一括交渉

による料率（ ）と，並行交渉による料率（ ）との大小を比較する．

パラメター は であるとの仮定より正値となる．よって多国間一括交渉におけ

る料率が常に並行交渉を上回る．ゆえにプレイヤー は多国間一括交渉を選ぶと結論でき

る．

沿岸国のうち効率な漁場を保有する沿岸国（プレイヤー ）について，多国間一括交渉に

よる料率（ ）と，並行交渉による料率（ ）との大小を比較する．

これは分子の符号条件に依存する．正値をとる場合は多国間一括交渉をとり，負値をとる

場合は並行交渉を選好するといえる．

（証明おわり）

この条件を（ ）平面にあらわしたものが，図 である．よってプレイヤー にとり，

プレイヤー が提供する漁場の費用パラメターより十分に効率的であれば，並行交渉に参加

することが示された．
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図 沿岸国 が選ぶ交渉形式



交渉枠組の差異に着目した入漁交渉のゲーム論的分析（柴田）

．交渉形式の選択

これまでの節において，ナッシュ交渉解により解の特徴づけを行なってきた．全員にとり

のぞましい交渉形式は並行交渉・一括交渉のどちらでもないことが示された．どちらが選ば

れるかを考えてみると，どちらも可能性を持つ．その理由として，このナッシュ交渉解では

人による利得分配をどうするかが問題となるが，納得せず交渉から離脱する場合，そのプ

レイヤーは何も得ることができない．沿岸国 は並行交渉による配分に同意しないならばゼ

ロ利得を得る．一方で漁業国を考えると，多国間一括交渉が採用された場合，同意しなけれ

ばやはりゼロ利得を得る．このようにどちらの交渉形式が選ばれたとしても，プレイヤーは

仮に不都合と感じても，離脱してゼロ利得を受け取るよりは，交渉に参加したほうが好まし

い結果を得ることとなる．

その上で，各交渉形式が安定的であるか否かを確認する．それは以下の理由による．これ

らの交渉形式はすべて プレイヤーが結果的に全員参加する枠組みであったが，そのうちの

プレイヤー 人が組んで独自に行動した場合に利得を改善できる可能性があるならば， 人

参加の交渉枠組み自体を採用する誘因に欠ける．プレイヤー全てが参加する誘因をもつ配分

ルールであるかを確認するためにコアを用いて検証する．まず，特性関数により部分提携が

獲得できる利得をあらわす．

各プレイヤーが得る利得（ ）をとする．配分（ ）がコアに属するため

に，満たすべき条件は以下の通りである．

は提携合理性を， は全体合理性を示すものである．本稿のモデルでは，全体提携は各部

分提携よりも大きな値を示すため，全体提携を構築する誘因をもつ．また，コアの非空性に

ついても容易に確認できる．

．ナッシュ交渉解とコア

これまで議論してきた つの交渉形式からそれぞれ得る各プレイヤーの利得ベクトルが，

コアに含まれるか否かを確認していく．



その目的は，ナッシュ交渉解により得られる配分，特に一括交渉をナッシュ交渉解により

特徴付けた配分では，指定した交渉スキームの結果を受け入れるか否かという 択となり，

漁業国の持つ優越的な交渉力を捉えていたか疑問が残っていた．そこで，コアとの関係をみ

ていくこととする．

．一括交渉とコア

プレイヤー および ，またはプレイヤー および が一括交渉により受け取る配分が，

それぞれがペアで部分提携を組み逸脱して得る配分より大きいならば，一括交渉による解は

コアに含まれる．このとき，先に述べた漁業国の力がさほど大きくはないことを示唆するこ

とになる．各配分について比較し，以下の結果を得た．

補題

以下の条件が満たされるならば，多国間一括交渉による配分はコアに含まれる．

証明

一括交渉において（ ， ）または（ ， ）の受け取る配分が，それぞれがペアで部分

提携を組むことにより得る配分より大きいならば，一括交渉による解はコアに含まれる．先

に述べた漁業国の力がさほど大きくはないことを示唆することになる．まず（ ）の組に

ついて確認する．

続いて，（ ）の組について確認する．

式および 式についてみると， 式が正値をとるである場合， 式でも正値をとることか

ら， 式が正値をとるための条件を満たすならば，多国間一括交渉による配分はコアに含ま

れる．（証明終わり）

式を満たすの組合せ（ ）を，パラメターに課された条件とあわせて，図 に示してい

る．図中の領域 であるとき，補題の条件を満たす．一括交渉で特徴付けた配分がコアに含

まれうるのは，漁業国の市場規模が十分大きく，かつ，沿岸国間の漁獲費用格差も小さい場

合となる．
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交渉枠組の差異に着目した入漁交渉のゲーム論的分析（柴田）

．並行交渉とコア

一括交渉と同様に，並行交渉についてもコアとの関係を確認するため各配分について比較

し，以下の結果を得た．

補題

いま，以下の条件が満たされるならば，並行交渉による配分はコアに含まれる．

証明

まず（ ）の組について確認する．並行交渉による配分がコアに含まれるための条件

は， 人が得る配分の和がこれら 人による部分提携に支配されないことである．これを満

たす条件を求めていくと以下の式が正値をとる限り，（ ）のペアは部分提携により逸脱

する誘因をもたない．

続いて，（ ）の組についても同様にして確認する．

図 並行交渉，一括交渉とコアとの関係



これら つの式が正値をとるための条件は分子の符号に依存するが，そのための条件は同

じである．その条件は次の通りである．

（証明終わり）

図 に， 式をあわせて表示してある．（ ）の組合せが図中の領域 ， ， に含ま

れるならば，いかなる部分提携からも並行交渉により得る配分以上を獲得することが出来

ず，各プレイヤーは並行交渉による配分を受け入れることが示された．すなわち，費用パラ

メターの格差にそれほど依存することなく，市場規模に依存することがわかった．市場規模

が大きい場合には，漁業国も 国間で並行して行なわれるナッシュ交渉解にもとづく配分を

受け入れるが，市場規模が小さい場合，その外部効果をもとに，両沿岸国に逸脱の可能性を

示し，より大きな配分を要求することが示唆される．

．安定性に関する考察

なぜ交渉解がコアにより支持されるか否かが，パラメター の大小により変化するのかを

考える．全体提携と部分提携を比較したとき， が大きくなると，各部分提携と全体提携と

の差は小さくなる．これは，最初に提携に参加する沿岸国の貢献度が相対的に大きくなるこ

とを意味する．つまり，部分結託による逸脱による成果配分が大きい．ところが並行交渉の

場合，交渉は同時に行われることから，どちらの沿岸国が提携を維持できるか不確定であ

る．その不確定さを利用し，漁業国は両沿岸国に対する支払いを低く抑えることができる．

しかし，十分に が大きいような状態では，沿岸国はこの分配ルールを断念し，漁業国と結

託することで利得を改善する可能性をもつためコアに含まれない．多国間一括交渉の場合

は，効率性の劣る沿岸国 に対して漁業国と沿岸国 の双方が大きく譲歩しているために，

並行交渉の場合以上に漁業国と結託することで利得を改善する可能性をもち，配分がコアに

属するために必要な条件はより厳しくなる．

が十分小さくなると，市場が大きくなることを意味する．このとき，参加の順番による

貢献度の変化は小さくなり，追加的な参加国の位置づけは先行国に近づく． が大きい場合

とは逆に，総漁獲量が増加する．このとき一方の沿岸国のみで漁獲を行なうよりも，両沿岸

国に漁獲量を振り分けることから生じる漁獲費用削減効果が大きく働く．そのため，部分結

託による威嚇の効果が弱まり，漁業国は両沿岸国に対しコスト削減効果による貢献度を認

め，両沿岸国に対する配分を拡大する．沿岸国が受け取る配分は限界的貢献度未満である

が，総利得に占める比率は上昇しており，漁業国が受け取る利得の減少をみることができ

る．
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交渉枠組の差異に着目した入漁交渉のゲーム論的分析（柴田）

．まとめ

漁業国と沿岸国 か国の計 か国からなる世界において，漁業資源を利用する権利を得る

ために漁業国がこれら沿岸国と交渉を行なうとき，各プレイヤーにとり望ましい交渉形式は

何か，そしてそれは安定的かという点に焦点をあてて分析してきた．交渉ゲームの解概念と

してナッシュ交渉解を用いて特徴づけを行なってきた．ここで考えてきた並行交渉および多

国間一括交渉の両交渉形式について，沿岸国と漁業国の利害が背反するため，どちらかを選

ぶとしたとき，全プレイヤーが一致するものではなかった．分配の原資が両交渉形式で同じ

となるために，あるプレイヤーの利得が交渉形式の変更により増加するならば，それは他の

プレイヤーの利得減少を意味することによる．しかし交渉形式が望ましいものではなくと

も，同意しない場合，自らの利得は著しく減少するため各プレイヤーは交渉に参加する誘因

をもつ．ここでナッシュ交渉解は，全プレイヤーが参加する配分ルールであるが，まだ一部

のプレイヤーが結託して行動する可能性をもつ．そこで，どちらかがともかく選ばれたとし

たとき，プレイヤーが集団で離脱する誘因を与えないという意味での交渉枠組みの頑健性を

確認したところ，これらは市場規模（ ）や漁獲費用格差（ ）の水準に依存するが，どちら

の交渉形式も逸脱の誘因を与えない場合があることを確認できた．ただし，並行交渉の方が

許容するパラメターの領域が広いことから，並行交渉は多国間交渉に比べて相対的に安定的

であるといえる．

事例で紹介した日本・米国と島嶼諸国との交渉を本稿の分析結果から考えてみると，最初

の疑問である 多国間ベースの交渉は 国間ベースの交渉に比べて，漁業国はより高い入漁

料を支払うのか という問いに対して，そのとおりであることがモデル分析により示され

た．米国は沿岸国により多くの支払を行なう必要が生じる多国間交渉を行っており，実際に

支払いも漁獲高の ％程度という水準にある ）．一方で日本は並行交渉を行ってきており，

その支払の水準は漁獲高の ％であることをみれば，日本がとる 国間ベースの交渉という

戦略は合理的なものであったとモデルでは支持された ）．
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