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                   要約 

国連環境計画は、乱獲、気候変動による海水温度の上昇、海水の酸性化、魚の産卵や成

長の場になる藻場の減少などで、2050年までにほぼすべての水域で漁獲量が減少し、マグ

ロやカツオなどの大型魚は全滅すると、海洋の生物多様性の評価と見通しを発表した。将

来の漁獲を先食いする恐れがあり、漁業形態は大きく変わらざるを得ないと指摘している。

「親の敵と魚は見たら逃すな」という日本の漁業が変わり始めている。漁獲量や時期、出

漁日数・漁船の削減、混獲を避ける漁具の利用など厳しい取り組みが行われている。 

海のエコラベルには、MSC（海洋管理協議会）認証ラベルとマリン・エコラベル・ジャ

パン(MEL-J)の2種類がある。どちらも持続可能な漁業と海洋資源保護を目的としており、

目指すべき到達点は同じだ。しかし、海のエコラベルの存在は日本の消費者に十分伝わっ

ていない。漁業政策、関係者の努力を消費者は応援する必要があるが、双方に大きな乖離

がある。アメリカでは MSC 認証製品が、巷のスーパーで手軽に買える。消費者にとって

こんな楽なことはない。欧州のレストランでは、MSC 認証素材の使用をメニューにうた

う店舗が現れ始めている。将来世代も魚を食べ続けていけるよう海のエコラベルの普及と

消費者の選択が、漁業資源の将来を左右する。日本の消費者の認知度向上と利用促進、行

動がいま問われている。 
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１． 世界の水産資源の現状と日本の課題 

（１）世界の水産資源の現状 

世界の水産物生産量は需要拡大に伴って増加し、1970 年から約 30 年間で 2 倍以上とな

った。しかし、水産資源不足を背景に、1990 年代以降は生産量が停滞している。人口増加、

所得水準上昇、嗜好の変化、健康志向により、水産物需要は今後増すと予測されている。

世界の水産物需給が将来逼迫すると、乱獲、枯渇がさらに加速する。海外には高級食材の

フカヒレを狙い、サメのヒレだけを切り取って港へ持ち帰る違法な漁もある。  

国連食糧農業機関（FAO）は、主要な漁業資源のうち 52％は緊急に管理が必要であり、

このままでは 2048 年までに天然の魚介類がいなくなる恐れがあると米サイエンス誌に発



表した（2006 年 11 月）。国連環境計画（UNEP）は、2050 年までに地球上のほぼすべて

の水域で漁獲量が減少し、平均体長が 23cm のマルアジのような小型種が多数を占めるよう

になり、マグロやカツオなどの大型魚はほぼ全滅すると予測する「海洋の生物多様性の評

価と見通し」と題した報告書を 2010 年 10月に出した。報告書の中で、18 海域のうち日本

を含む北西太平洋地域は、ほとんどの魚種で回復不能なほど乱獲が進んでいると分析して

いる。漁獲量減少の原因は、乱獲や気候変動による海水温度の上昇、海水の酸性化、魚の

産卵や成長の場になる藻場の減少、埋め立てなど干潟の減少による水質機能の低下、未処

理で流される生活排水や農業で使う肥料に含まれる窒素の増加による水質汚染などがある。

将来の漁獲を先食いする恐れがあり、現在の漁業形態は大きく変わる必要に迫られている。 

（２） 日本の漁業をとり巻く現状と課題 

日本は世界で 6 番目の広さの 200 海里があり、世界でも有数の豊かな海の資源に恵まれ

ている。しかし、わが国の漁獲量はわずか 20年で半減した。魚の卵が孵化し、えさ場にも

なる藻場は 30年で 4割減少した。海藻が生えず、海の砂漠化といわれる磯焼け現象が広が

っている。全国の干潟の 4割は、埋め立てなどで天然の水質浄化機能を失っている。“ねこ

そぎ漁”とは、他の生物や稚魚まで一緒に獲ってしまう漁法だ。魚を獲り過ぎず、海の生

態系を保護する更なる努力が求められている。 

             海面漁業魚種別漁獲量推移 

       
農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」  

 

「親の敵と魚は見たら逃すな」という日本漁船の有り方が、大きく変わり始めた。混獲

を避けるため漁獲量や時期、魚の大きさを定めたり、他の生物がかかりにくい漁具を使う

など厳しい取組をしている。漁獲量や出漁日数制限、漁船を減らす、休漁、稚魚の放流、

小さな魚を獲らない、海をきれいにするなど多様な取組が行われている。漁船ごとの漁獲

枠があると、ほかの船と漁獲量を競い合う必要がなくなり、相場を見ながら高く売れる大

きな魚をじっくり狙える。量から質の競争への転換は、水産資源の維持と収益性を両立さ

せた。日本近海は世界の海洋生物種の 15％が確認されており、生物多様性に富んでいる。

暖流と寒流がぶつかり合い、干潟から 6 千 m を超す深海まで地形も複雑だ。豊かな海が無

類の魚食好き民族を育てた。私たちはいま、食の基盤を見直す必要に迫られている。大切

なのは海への思いやり。「獲る人も食べる人も、海のことを想ってほしい」と、カツオの 1

本釣り漁師は言う。 



日本海北部のハタハタは資源が激減し、秋田県は 1990 年代に 3 年間の禁漁に踏み切り、

回復に向かった。愛知、三重県のイカナゴ漁は、産卵状況の確認をしながら、漁の解禁日

や終漁日を決めている。水産資源は漁業関係者のものではない。全世界の世代を超えた人々

のものとの考え方が出発点にある。将来世代も魚を食べ続けていけるよう、持続可能な漁

業を推進し、水産物を守る取組が求められている。FAO の統計によると、日本は 1 人当た

りの水産物消費量は 60.8kg。世界第 3位の位置にあり、水産物消費量の大きな国といえる。

日本の消費者の行動が、世界の漁業資源の将来に大きな影響をもたらしている。  

 

２．資源回復計画 

島根、鳥取、兵庫、新潟の 4 県を船籍とするカニかご漁業が、水産基本法にある「資源

が著しく減少し緊急な回復措置が望まれる水産魚種については、資源回復計画を策定して

実効ある資源管理を図るべし」という主旨のもと、ベニズワイガニの資源回復に着手した。

資源回復計画は、今や全国で 50 以上の魚種や漁業を対象として策定されている。回復計画

が登場する以前から、かなりの数の水産資源が危機的状況にあった。境港漁業調整事務所

の管内では、ベニガニのほかに沖合底曳き網が対象とするアカガレイ、ズワイガニ、まき

網が対象とするアジ、サバ、イワシの回復計画などが実施されている。 

深海生物であるベニガニは未知のことが多い。アジ、サバやイカ、ズワイガニなどのよ

うに科学的に資源量が把握されておらず、過去の乱獲で小型化し、管理手法が十分確立さ

れていない。少しでもたくさん獲りたいのが漁師の本音だが、休漁、減船、小型ガニの獲

り控えが実施された。ベニガニは価格が安いカニのため、これらの取組でさえ大変厳しい。

通常は漁業者の決定が優先されるが、陸上の加工業者や仲介役である漁連や仲買も交えた

地域産業の維持・振興として資源管理をとらえ、三者による十分な議論を踏まえて進めて

いく体制を整えた。漁業と陸上産業は両輪だ。三者協議会の組織体制は、資源管理という

“漁師のやせ我慢”を理解し支え合う関係者育てていく上でも重要な取り組みといえる。 

 

３．二種類ある海のエコラベルと消費者の認知度 

日本国内で使用されている海のエコラベルは二種類ある。海洋管理協議会（MSC＝

Marine Stewardship Council）の認証ラベルは、水産資源や海洋環境を守って獲られた水

産物に与えられる制度として、世界自然保護基金(WWF) とスケトウダラの加工食品を販

売していたユニリーバ（英・オランダ）が主体となって 1997年に発足した。一方、マリン・

エコラベル・ジャパン(MEL-J＝Marine Eco-Label Japan)の認証ラベルは日本独自のも

ので、漁獲制限や休漁・禁漁区を設定し、水産資源の持続利用や資源管理を積極的に行っ

ている漁業者の支援制度として 2007 年に発足した。 

              
MSC（海洋管理協議会）のラベル       MEL-J マリン・エコラベル・ジャパンのラベル 

（MSC のホームページより）            （MEL-J のホームページより） 



2010 年 10 月に COP10：生物多様性条約第 10 回締約国会議が開かれた際、名古屋国際

会議場の前で生物多様性交流フェアが開催された。環境省、農林水産省、国土交通省をは

じめ、産官学民の 200 数十の企業・団体が、生物多様性保全をアピールするため、３週間

にわたりブース出展した。MSC、MEL-J もブースを出展していたので、双方の担当者か

ら話を伺った。どちらも持続可能な漁業と海洋資源保護を目的としており、目指すべき到

達点は同じであった。しかし、双方の関係性はけっしてよいものとは言えなかった。持続

可能な漁業の推進とＰＲに向けて、水産業界の一体感は得られているのか。 

海のエコラベルの申請から認証に至るまでには、多大な経費と労力、年月がかかる。

MEL-J が MSC 設立 10 年後に日本の独自制度として発足した背景には、単一種を大量に

とる欧米の漁業体系と、多種魚を少量とる日本の漁業体系との違い、申請に際しての言語

の壁、翻訳料を含めた申請料金の高さなどが大きく立ちはだかっていた。海洋管理協議会

日本事務所の漁業認証担当者に尋ねたところ、報告書等は英語と日本語で発行されるが、

日本にオフィスのある認証機関もあるため、日本語でのやり取りは可能。国際的な認証制

度である性格上、その国の言語と英語の両方で審査経過を発表することにより、関係者の

審査への参加を促進し、より透明性の高い精度を目指していると回答をいただいた。 

MEL-Jは日本独自の認証制度だ。商品が自国内にとどまらず、いずれ世界に向けて輸出

された際に、はたして世界の人々はMEL-Jラベルの意味を正しく理解し、持続可能な漁業に

基づいた商品として認識するか。他の水産品と差別化がはかれるか。MSC 認証商品アイテ

ム数は、世界各国で加速度をつけて増えている。MEL-Jラベル商品は制度発足後、年数が浅

いこともあり、MSC認証商品に比べ市場に出回っている数は圧倒的に少ない。インターネッ

ト販売や地場産地で販売されているが、残念ながら筆者は日頃利用している近隣販売店で、

MEL-Jラベル付き商品を見かけたことがない。MEL-Jが日本独自のラベルであることから、

いずれ世界の中で孤立しないか。ラベルやマークは、国や言語が異なっても世界の誰もが

理解できる魅力的な特性を持つ。MEL-Jの取組は、その利点を活かしきれていない。むし

ろ混乱を招くのではと懸念を抱く。英語の壁があるとはいえ、日本国内でMSC認証を取得

している漁業者もいる。水産業界で足並みが揃っていないのは残念である。 

筆者が担当する消費者講座で、2 種類の海のエコラベル付商品が市場に出回っているこ

とを受講者に尋ねると、知っている人は極少数にとどまる。農林水産省の「食料・農業・

農村及び水産資源の持続的利用に関する意識・意向調査」によると、海のエコラベルを知

らないと回答した人は 74.2％に達する。海のラベルの知名度は低い。一方、購入にかかる

意識調査では、価格や鮮度が同一であれば、エコラベルのマークが付いた水産品を選択す

ると回答した人は 69.9％おり、多少高くてもエコラベルのマーク付水産品を購入すると回

答した人は 16％いる。海のエコラベルのＰＲと情報発信を強化すれば、多くの消費者が認

証商品を優先して選択し、漁業関係者の努力を支持するものと予測する。 



       

出展：農林水産省「食料・農業・農村及び水産資源の持続的利用に関する意識・意向調査」（2011 年 5 月

公表）   注：情報交流モニターのうち、消費者モニター1,800 名を対象。回答率 90.3％。（1,626 名）  

 

世の中には商品の性質や情報を表す様々なラベルが存在する。デザインの異なる海のエ

コラベルがわが国に２種類あることは、消費者に煩雑さや複雑化を招いている。MSC、

MEL-J 双方の持ち味を活かした関係者の地道な努力を知り、海のエコラベルの普及を強く

応援していきたいが、なぜ業界で統一できなかったか、残念な気持ちが残る。持続可能な

漁業の推進に向けて、水産業界の足並みが揃っていないことは、消費者へのアピール不足

につながっている。消費者への訴求に対する弱点が、ここにあると考える。 

＜生物多様性保全と関連がある環境関連のマークやラベルの一例＞ 

       

  エコマーク   森林認証      間伐材マーク     ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ   ﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄ･ｱﾗｲｱﾝｽ認証  『緑の循環』認証 

 

４．海洋管理協議会（ＭＳＣ）の海のエコラベル 

（１）目的と現状 

海洋管理協議会（MSC）の水産品認証制度は、一網打尽や通年をとおしての漁業の有り

方を見直し、いつまでも魚を食べ続けることができるよう、水産資源や海洋環境を守って

獲られた水産物に与えられる認証エコラベルである。カナダ近海のグランドバンク海域で、

スケトウダラの漁場が乱獲により壊滅状態になったことを契機に、1997 年に世界自然保護

基金(WWF) と、スケトウダラの加工食品を販売していたユニリーバ（英・オランダ）が

主体となって設立した。1999 年からは、両組織から独立した非営利団体となっている。 

ユニリーバが認証制度に積極的にかかわった背景には、同社製品の原材料の 3 分の 2 が

農業に依存していることに起因する。自社のガイドラインをサプライヤーに普及させるこ

とで持続可能な原料調達を可能にし、事業リスクを減らす戦略がある。独自に作ったガイ

ドラインを 1社で適用するだけでなく、WWF など権威のある環境団体を巻き込んで認証

制度を確立すれば、サプライヤーに普及することができ、継続的な原料調達が可能になる。

認証マークの付いた水産品は、一般商品と比較し「差別化」できる。持続可能な商品展開



が可能になり、長期的な事業拡大につながる。認証取得やロゴマーク使用料は直接ユニリ

ーバの利益にならないが、こうした認証戦略を日本企業も見習う必要がある。 

イギリスに本部を置く MSC（海洋管理協議会）が、「持続可能な漁業のための原則と基

準」に基づき、漁業を第三者の認証機関が認証した水産物には MSC の認証マークが与え

られる。消費者が MSC ラベルの水産物を選ぶことで、厳しい取り組みをしている漁業者

を支えることができる。認証漁業は、全世界で 119件（2011 年 6 月末）。持続可能な漁業

のための MSC 環境規格に則り審査され、規格を満たしていることが実証されている。 

日本では、京都府機船底曳網漁業連合会のズワイガニ漁とカレイ漁が、2008年 9月に初

めて認証を取得した。ズワイガニの「保護区」づくりに、1980 年代から取り組んできた。

保護区内の海底にコンクリートブロックを沈め、網を引くことをできなくした。アカガレ

イをとる底引き網も、網目を工夫して小さな魚やズワイガニが混獲されないようにした。

「我々は歯を食いしばって資源管理の努力をしてきた。海のエコラベルを通して、消費者

に取り組みを知ってもらいたい」と、川口哲也・代表理事は期待する。 

2009 年 11月には、高知県黒潮町の土佐鰹水産グループのカツオ 1本釣り漁業が取得し

た。また、北海道のホタテガイ漁が 2010 年 4月に審査が開始された。「第 20 回地球環境

大賞」（フジサンケイグループ主催）の記念特別大賞に、京都府機船底曳網漁業連合会が選

ばれている。（2011 年 2 月） 

（２）MSC ラベル認証製品の販売状況 

MSC 認証の仕組みは、漁獲する漁業の現場、水産物の加工・流通過程で審査が行なわ

れる。 MSC ラベルをつけてお店に並ぶのは、厳しい審査をパスした信頼ある製品だけだ。

消費者は MSC ラベルによって、それが水産資源や海洋環境に配慮した製品であることが

分かり、安心して水産物を買うことができる。 

MSC ラベル入り製品は、11,008 品目が世界約 80 カ国で販売されている（2011 年 7 月

末）。アイテム数は、加速度をつけて増えている。国別割合をみると、1 位ドイツ 3,205 品、

2位オランダ 1,053 品、3 位イギリス 982 品、4位フランス 667品、5 位アメリカ 663 品。

日本は 12番目で、327 アイテムの MSC ラベル付き製品が売られている。日本は漁業大国

といっても、資源管理では立ち遅れの感が強い。 

MSC ラベル付き製品数の推移       MSC 認証商品の国別割合 

         

     出展：海洋管理協議会          出展：海洋管理協議会 

日本で MSC ラベル製品が初めて販売されたのは、2006 年 7 月。同年 11 月にイオンが

販売を開始し、続いて西友、日本生活協同組合も MSC ラベル製品の販売を開始した。こ

の他に、ナショナル麻布スーパーマーケット、明治屋ストア、紀ノ国屋、ＪＡ全農長野県



本部、ＪＡ全農いばらき、東武ストア、大地を守る会、ヤマナカ、京王ストア、ダイエー、

伊勢丹新宿店、しずてつストア、大阪屋ショップ、大丸、小田急百貨店、アオキスーパー

などでも販売されている。 

商品アイテムは、塩紅鮭、たらこ、辛子明太子、紅鮭筋子醤油漬け、ます筋子醤油漬け、

いくら醤油漬、ますいくら醤油漬け、塩サバ、赤カレイ、銀ダラ、紅鮭スモークサーモン、

キングサーモン粕漬け、一本釣りかつおさしみ、紅鮭フレーク、銀ダラ西京漬け、銀鮭西

京漬け、銀鮭寒風干し、刺身たらこなどがある。中には、紅鮭茶漬けセット、一本釣り藁

焼き鰹たたき、一本釣り鰹ガーリックステーキといった変わり種もある。MSC ラベル付

き商品アイテムは年々増えている。 

イオンは 2010 年 3 月に「イオン生物多様性方針」を策定し、国連の定めた国際生物多

様性の日の 2010 年 5月 22日から MSC ラベル製品の取り扱いを拡大した。プライベート

ブランド(PB)であるトップバリューの「海のエコラベル」付き商品に、サバやマス筋子、

紅サケ筋子など 4品目を追加し、全国約 1200 店で販売を開始した。また、COP10 が開催さ

れた 2010年 10 月下旬から、サバやカレイを使った PB 商品を 11 品目 22 種類に拡充し、

品ぞろえを強化した。  

基本方針に、【わたしたちは生態系について事業活動を通じ １.「めぐみ」と「いたみ」

を自覚します。２.「まもる」「そだてる」ための活動を実行します。３.活動内容をお知ら

せします。】を確立している。行動指針には、【持続可能性に配慮し資源管理された生鮮品

やそれらの加工品についての目標を設定し、取引先さまと共有しながら、仕入れ・販売活

動を行い、お客さまにその情報を発信します。持続可能性に配慮した生物資源の認証（MCS、

FSC など）された商品を積極的に取り扱い、情報を発信します。】と明記している。 

一方、生活協同組合のチラシは、【今日の分だけ「いただきます」海のエコ。“選ぶ”で

守ろう水産資源。生協は「海のエコラベル」商品をとおして、海と魚にやさしい漁業を応

援しています。】と明記している。2010年 5月にリニューアル発売し、日本生協連の販売

する MSC マーク対象食品は 20 品目に増えている。 

   

東京大学海洋アライアンスシンポジウム        生活協同組合 COOP で販売されている 

「食卓に迫る危機－次世代に海を引き継ぐために」    MCS 認証商品の一例 

会場に展示されていた MCS 商品 2010 年 3 月 12 日    出展：日本生活協同組合のＨＰより 

筆者は 3 年前から店頭で販売されている MSC ラベル製品を注視しているが、国際生物

多様性年であった 2010 年は、サケの切り身やイクラ、たらこ・明太子、鰹のたたきなど

MSC 商品アイテムが急速に拡大し、スーパーや百貨店などの販売店に並ぶ商品群が一気



に増えたと実感している。中には、水産品売り場に MSC ラベルを大きくしたカラーポッ

プを掲げ、ラベルの意味をわかりやすく消費者に示している店舗もある。 

一方、MSC 認証漁業の水産物を扱う認証を取得した企業・団体数は、世界 65カ国以上

で 2,200 を超えている（2010 年 8 月）。日本でも多くの企業・団体が認証を取得しており、

世界の認証取得企業・団体の連絡先等の詳細も、海洋管理協議会のホームページで検索で

きる（英語標記のみ）。まずは毎日の食卓で、MSC 認証商品を味わうことからはじめたい。 

しかし、海のエコラベルがついた水産品を販売していないスーパーや百貨店が、まだ市

場の大多数を占める。海のエコラベルの存在や意味を、十分理解していない販売者もいる

だろう。このような小売り店や企業は、環境取組に熱心な事業者とは残念ながら言えない。

地道に企業努力を重ね、環境配慮商品を積極的に販売している事業者を、消費者は海のエ

コラベル商品を選ぶことで、応援していくことが重要になる。消費者も時代に即した的確

な情報をキャッチし、賢い消費者になることが求められている。 

（３） 先進的な欧米の取組 

欧米の小売企業大手スーパーマーケット Wal-mart（米）、ASDA（英）、Marks & Spencer

（英）は、取り扱う天然魚のすべてを MSC 認証漁業から調達していくと発表している。

ユニリーバの担当者は、「スーパーマーケットでの買い物が世界を変える」と述べている。 

米マクドナルド社は世界海洋デーの 2011 年 6 月 8 日、持続可能な取り組みの大きな一

歩として、ヨーロッパのすべての店で MSC認証の魚を提供することを発表した。マクドナ

ルド社は持続可能な原料調達を強化しており、その一環としてヨーロッパ 39 カ国約 7000

店舗で、フィレオフィッシュが MSC ラベル付きになる。10 月以降、毎日 1300 万人以上の

人々が、MSC 認証を取得した持続可能な漁業からの魚を食べることができるようになる。 

欧米のレストランでは、MSC 認証素材を使用していることをメニューにうたう店舗が

現れ始めており、環境意識が高い欧米の生活者の支持を集めている。KLM オランダ航空

は、ワールド・ビジネスクラスの乗客の食事に、MSC 認証の水産物を提供するプロジェ

クトを開始している。 

家族がアメリカにおり、2年半の間に８回渡米した。アメリカの多くのスーパーでは、

海のエコラベルを気にすることなく MSC 認証商品を買える。Whole Foods マーケットで

は、冷蔵ショーケースに並べられていた魚の切り身すべてが MSC 認証だった。鮭の切り

身のパックやスモークサーモン、カニカマボコなど、MSC マークの付いた商品が、消費

者の目にとまりやすい通路側に陳列されていた。日本では MSC 認証のカニカマボコは、

まだ市場で販売されていない。アメリカでは MSC ラベル商品を探さなくてもよい。消費

者にとってこんな楽なことはない。ラベルの存在や意味を知らなくても、いつのまにか生

物多様性保全の購買行動につながっている。世界 193 の国と地域が加盟している生物多様

性条約に、残念ながらアメリカは加盟していないが、経済界の生物多様性保全にかける投

資規模や実践力は、日本と大きく異なる。経済分野で世界のイニシアティブをとる準備は

粛々と進めていると感じる。だからこそ、アメリカ政府が生物多様性保全の明確なビジョ

ンを示し、生物多様性条約に 1日も早く加盟することを切望する。    



     

Whole Foods マーケット MCS 認証商品：切り身    スモークサーモン    スモークサーモン 

米：オハイオ州シンシナティ 2010 年 12 月 12 日 

         

Whole Foods マーケッ MCS 認証商品：カニカマボコ   Wal-martMCS 認証商品：カニカマボコ 

米：オハイオ州シンシナティ 2010 年 12 月 12 日     ケンタッキー州フローレンス 2009 年 11 月 13 日 

 

５．マリン・エコラベル・ジャパン（ＭＥＬ-Ｊ）の海のエコラベル 

（１）目的と現状 

マリン・エコラベル・ジャパン（MEL-J）のエコラベルは日本独自のもので、水産資源

の持続利用や、生態系保全を図るための資源管理を積極的に行っている漁業者を支援する

制度として、2007 年 12 月に発足した。FAO(国連食糧農業機関）が 2005 年 3 月にローマ

で採択したエコラベルガイドラインの考え方に沿っている。日本漁業の特性に適した水産

資源の管理のあり方と不可分の関係にあり、日本の漁業者の実情・実態にマッチした認証

ラベル取得にかかる経費負担をできる限り抑制したコストパフォーマンスとなっている。

漁獲制限や休漁・禁漁区を設定し、漁業者自らが水産資源を守る。資源と生態系保護に積

極的に取組んでいる漁業を認証し、その製品にマリン・エコラベルをつけて応援する仕組

みとして、徹底した資源管理で差別化をはかっている。マリン・エコラベルの水産物を消

費者が選ぶことで、漁業管理をしていこうとする漁業者を増やすことが狙いだ。消費者が

マリン・エコラベルの水産物を選ぶことは、海と食卓の未来を救うことにつながる。  

魚、貝、エビといった海の生き物は自然に繁殖し、成長するスピードを考えて適切な量

を獲ればいつまでも食べ続けることができる。適切な量を超えて獲り続ければ、海の生き

物は減り、将来食べるのが難しくなる。魚を獲る際にウミガメや海鳥、小さな魚など他の

生物が巻き添えになる混獲を避けなければ、豊かな海の生態系が壊れてしまう。巻き網漁

は稚魚や狙っていない魚も一緒に獲る。カツオ目的の巻き網に、小さいメバチマグロやキ



ハダマグロが混獲されている。 小さい魚は大きな魚のエサになるが、成長前の魚を獲ると

資源バランスが大きく崩れる。 

マリン・エコラベル・ジャパンに認証された漁業は、日本海べにずわいがに漁業（鳥取

県境港市：日本海かにかご漁業協会）をはじめ、静岡県の由比港漁業協同組合/大井川港漁

業協同組合のサクラエビ、十三湖シジミ漁業 （青森県五所川原市：十三漁業協同組合）、

いかなご船びき網漁業 （愛知県知多郡南知多町：愛知県しらす・いかなご船びき網連合会）

がある。流通加工業者は中小企業が多いこともあり、行政、研究機関、商工会議所などし

かるべき組織による支援と、資金的な助成が必要という側面を抱えている。 

（２） 愛知のしらす・いかなご漁認定経緯 

愛知県のいかなご漁は、昭和 50 年代に大不漁を経験した。不漁は 5 年ほど続いた。海

洋環境の変化もあったが、過剰漁獲によって親魚が減少したことが大きな原因であった。

この状況を受け、研究機関を交えた資源管理をスタートした。2009年のいかなご漁の操業

日数はたったの 4日間のみ。漁獲量は 1,020 トン。漁業者にとって厳しい判断となったが、

そのおかげで 2010 年の漁獲量は 1 万 500 ㌧にまで回復した。   

登録に向け様々な準備を進め、2010年 3月に生産段階と流通加工段階の認証を取得した。

「漁師だけがエコラベルをとっても、マークが流通しなければ意味がない。加工業者のみ

なさんにも認証をとってほしい」と、海の漁師から加工業者に依頼があった。昔は春に 1

か月ほど加工すれば、半年食べていけると言われたほど、こうなご（いかなご）は加工業

者にとっても重要な魚種であった。春の短い期間でいかなごを大量に扱い、それが一年間

の業績を左右するだけに、資源管理の重要性を以前から認識していた。資源が枯渇すれば

漁業者より先に加工屋の方が先につぶれてしまうと、昭和 50 年代に味わった苦い経験が後

押しし、17社の加工業者が流通加工段階の認証を取得した。流通段階認証を取得するには、

トレーサビリティが必要になってくる。加工業者にとってどの船がいつごろ獲ってきたこ

うなごが、どのような歩留まりだったかは非常に重要な情報である。長年生産履歴はしっ

かり管理されていたため、その点は苦労はなかった。しかし、申請には手間とコストがか

かる。書類作成などの作業は、商工会議所が全面的にフォローした。 

漁業者と加工業者が一体となって取り組み、科学的なデータに基づいて解禁日・終了日

を設定し、親魚を保護することでいかなごの持続的利用を図っている。 生産者、加工業者、

行政、研究機関が協調する関係性の構築と、産官学の連携が必要となる。環境にやさしい

取り組みは、これからますます重要になる。マリン・エコラベル・ジャパン（MEL-J）の

エコラベルを取得した愛知のこうなごは、消費者の安心につながる。 

（３） 青森のシジミ漁認定経緯 

青森県北西部に位置し、津軽半島北西部の岩木川の河口にある十三湖は、海水と淡水が

混合した日本海とつながる汽水湖だ。十三湖シジミ漁業は、2009 年 5 月に生産段階と流通

加工段階の認証を取得した。シジミ資源の持続的利用のため、20 年以上前から自主的に資

源管理や環境保全活動に取り組んできた。 

十三漁協は、昭和 58 年頃から操業時間の制限や休漁区・禁漁区の設定、漁具の規定、

採捕量の制限、使用漁船の馬力制限、組合員による監視・検認システムの構築など、長い



年月をかけて漁業者自らが貴重な水産資源を持続的に利用するための資源管理体制を強化

してきた。シジミ漁の操業時間は午前 7 時に出船し、現地を午前 11時に切り上げなければ

ならない。１隻１日あたり 140kg までの漁獲制限がある。 

漁場により操業期間は異なるが、一般漁場は 4 月 10 日～10 月 15 日までとなっている。

7月中旬から 8 月中旬までの産卵期は休漁する。その代りとして、7 月中旬から 8月中旬ま

で岩木川休漁区の操業が解禁となる。１隻１日 40kgまでの漁獲制限があり、大きいサイズ

のシジミのみを採捕する。 

漁を終えた漁船は、漁協の荷捌き場がある漁港の突堤脇を通過し、違法操業をしていな

いかを確認するため、検認者に船上を見せなくてはならない。漁業者同士が互いに監視し

合うことで、資源管理に対する意識を高めるため、検認者は漁業者が交代で担当している。

違反をした場合は、罰金や操業停止などの罰則が与えられる。検認者と同様に、密漁の監

視も漁業者が交代で行っている。 

2005 年からはトレ―サビリティシステムを導入し、携帯電話で産地保証と生産者の顔が

見える QR コードをとり入れたトレ―サビリティーラベルを商品のパッケージに付けてい

る。生産者にとっては手間がかかることだが、今は安心安全が消費者に求められているこ

とを生産者も認識し、水揚げから流通、販売までの異物混入や産地偽装を防止するための

厳しい管理を行っている。正しい情報を伝えて、消費者に安心して食べてもらうためにも、

MEL ジャパンのロゴマークは品質の証明の手助けになっている。 

          

MEL-J 認定こうなご：愛知県    MEL-J 認定冷凍シジミ：青森県 トレ―サビリティーラベル 

 

（４）由比港漁業協同組合の挑戦と地場産業の活性化 

静岡県の由比港漁業協同組合は、漁場争いや稚エビの乱獲で水揚げが急減した 1977年、

「桜えびが消える」と、漁船ごとの漁獲目標や操業区域を漁業組合が管理し、収入はプー

ルして組合員に平等に分けた。漁期は春と秋だけに限定した。年 1千トンを割り込んだ水

揚げは、1998年以降 1,300トンを上回っている。2009 年 5 月には、マリン・エコラベル・

ジャパンから持続可能な漁業と認証された。輸入が増えている台湾産とも差別化が図れ、

ブランド価値は上がっている。漁業者の英断と関係者の強い結束力が、成功事例を導いた。 

2010 年 11月に静岡市で開かれた、海のエコラベルをテーマとした環境フォーラムで、

由比港漁業協同組合長とご一緒した。その際、由比港の「浜のかきあげや」に立ち寄った。

揚げたての桜えびの天ぷらはサクサクとして美味しかった。由比港漁業協同組合が地産地

消の一環として、県内外から訪れる観光客や地元住民を対象に、桜えびの需要拡大と地場

産業の活性化を目的に開設している。客足は順調に伸び、大きな成功事例として、全国か

ら注目が集まっている。海のエコラベルを普及させるためには、消費者に効果的にアピー



ルする戦略が重要となる。 

 

６．ドルフィン・セーフマーク 

アメリカではイルカやアザラシの保護の気運が高まり、1972年に海洋性動物保護法が制

定された。マグロの群れはイルカと一緒にいることが多い。1970 年頃から大型ナイロン製

網を使ったマグロ漁法がはじまり、イルカが網の中に巻き添えになり大量窒息死が発生し

ていた。1991年に制定されたイルカ保護消費者情報法により、イルカを混獲しないよう工

夫して獲ったツナ缶詰や猫缶など、巻き添えになったイルカが一定基準以下のマグロ加工

品に、ドルフィン・セーフマークを付けるようになった。デザインは複数あり、海洋性哺

乳動物の保護に熱心なアメリカのほか、欧州、モロッコにもマーク付商品がある。アメリ

カオハイオ州シンシナティに本社のあるスーパーマーケットチェーン kroger には、ドル

フィン・セーフマーク付ツナ缶が多数販売されていた。日本は幸いイルカの混獲を招く漁

法ではなく、はえ縄漁によってマグロを捕獲しているため、マーク付与を実施していない。 

      

 

７．おさかなガイドブックと消費者への情報発信 

日本人が多く消費する水産物の原産地や厳しい資源状況を解説した「おさかなガイドブ

ック」が、2010 年 7 月に発行された。生物多様性条約市民ネットワークの沿岸・海洋生物

多様性保全に関わる作業部会のメンバーが執筆、編集した。ウナギや寿司などを食べる時、

漁業資源問題や海の生物多様性保全に思いをはせてとの思いが込められている。筆者も一

部を執筆した。海のエコラベル製品を消費者が積極的に選ぶことを提言し、魚の種類や原

産地に関心を持つことで、消費者も海の生物多様性保全に貢献できると行動を呼び掛けた。  

手軽な価格でおなかいっぱい食べられる回転寿司は、マグロやイカ、タコ、エビなど、

メジャーな寿司ネタを大量に提供するために、世界各地から集められている。安さを支え

ているのは、世界中の海の生物多様性だ。しかし、クロマグロやミナミマグロはもともと

資源が少なく、トロ人気を背景に資源が減少してきている。ブラックタイガーやバナメイ

エビの養殖は、東南アジアのマングローブ林が伐採される一因になっている。この他、サ

ーモンやあなご、うになど１４種の原産国や特徴などを解説している。 

鮭弁当のページでは、サケの養殖に使う餌や、薬品による環境汚染問題を指摘。わが国

で消費されるサケの半数は輸入品であり、チリなどで盛んに養殖が行われている。色や脂

肪ののり具合など、消費者ニーズに合わせたサケを生産できる。しかし、欧米では養殖サ

ケの安全性に対する不安から、日本の天然サケが輸出される逆転現象が起きている。また、

ちくわや蒲鉾、さつま揚げなどの練り製品に、白身魚のすり身として使われるスケトウダ

ラの漁獲量が減少していることを指摘。コンビニで毎日大量に販売・消費されているおに

ぎりや、ノリ弁当としてご飯の上にのせられているノリの一大産地は、長崎の諫早湾干拓



事業が問題となった有明海だが、今もなお水質悪化によるノリの不作が懸念されている。 

フィッシュバーガーは、様々な魚が一口に白身魚と呼ばれ、魚の名前も知られずに世界

中で手軽なファストフードとして食べられ続けている。大量に獲り過ぎた今では資源が危

ぶまれている魚や、新たな白身魚を求めて、とうとう成長の遅い南極海近くの深海魚であ

るマゼランアイナメにまで手を付けてしまっている。白身魚たちのる現状を知らずにいる

現代の消費者が、食べつくしの責任を負うことになるかもしれないと警告している。 

スーパーや和食店でみかける養殖ウナギは、すべて天然ウナギのこどもを捕獲して大き

く育てている。しかし、かつて日本でも消費されていたヨーロッパウナギは絶滅危惧種に

指定され、国際取引が規制されている。ニホンウナギも資源が安泰ではない。ウナギは、

長年の研究にもかかわらず産卵生態はいまだ謎が多い魚といわれている。養殖さえすれば

大丈夫というわけには簡単にいかない。 

一方、国産の魚の産地は水揚げされた港で決まるため、実際に漁獲された海域から遠く

ても、価格が高く売れるブランド産地の港にわざわざ出かけ、水揚げする漁業者もいる。

大西洋やインド洋で漁獲しても、日本の漁船ならば国産になり、わが国の食糧自給率に含

まれる。輸入魚の産地は獲った船の船籍で決まるため、大西洋の魚が「台湾産」になるこ

ともある。表示産地名の周辺で獲れたものとは限らない。このからくりは、一般消費者に

は大変わかりづらい。表示産地の信憑性を高めるためにも、仕組みの改善を求めたい。 

 

８．食卓から考える生物多様性 

地球温暖化への対処として、トウモロコシによるバイオ燃料づくりが広がった途端に、

食料危機が起きた。一つの解決が、別の問題を悪化させている。現代は、３つの F＝エネ

ルギー（Fuel）、食糧（Food）、金融（Finance）のトリプルショックのただ中にいるとも

いわれている。エネルギー資源、食料、水をめぐる闘い、中国とインドのビリオン（人口

１０億）級の需要増が絡み、このままでは世界規模で「エコ・ウォーズ」が繰り広げられ

る可能性がある。多様な組織が連携し、水産資源の破たんを止めないといけない。いかに

被害を最小限、かつ効率的に押さえ込むかが重要となる。政策目標が入り口とすれば、実

効性は出口にあたる。海のエコラベルの普及と消費者の関心、環境配慮に基づく能動的な

購買行動は、自然環境や自然の恵みとの関係を築き直す大きなチャンスとなり得る。 

 

９．生物多様性条約第 10回締約国会議（ＣＯＰ10）から得たこと 

生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）が、2010 年に愛知県名古屋市で開かれた

際、カナダのモントリオールにある条約事務局に事前申請しＩＤを取得。10 月 18 日～30

日の間、名古屋国際会議場で会議を傍聴した。会場内インフォメーションは英語で行われ

た。日本人参加者は約 20％。本会議は第 1・第 2 作業部会に分かれて議論が進められた。

国連公用語の 6 ヶ国語（英、仏、西、露、アラビア、中）と、日本語の同時通訳が行われ、

中には日本語の通訳がつかない会議もあった。会議の時間と場所は、英語でインフォメー

ションボードに随時 UP されるが、開催時間の変更や、非公式会議が次々と設定された。 

遺伝子資源へのアクセスとその利用から生じる利益の配分についての国際ルールであ



る名古屋議定書と、2011 年以降の戦略計画で、人類が自然と共生する世界を 2050

年までに実現することを目指す愛知ターゲット（ポスト 2010 年目標）が採択された

のは、会議最終日の深夜、10 月 30 日午前 2 時だった。愛知ターゲットの目標６に、【水

産資源が持続的に漁獲される】と明記された。目標 10 には、【自然の恵みが提供され、回

復・保全される】とある。 

COP10 で発表された生態系と生物多様性の経済学（TEEB＝The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity）は、生物多様性に配慮をしない今のビジネスを続ければ、

2050 年には世界の GDP が毎年 7％も失われ、生態系サービスを活用すれば、はるかに安

上がりに多くの問題が解決できることなどを具体的に示した。欧州を中心に世界の先進企

業は 2015 年までに持続可能な生物資源への切り替えを完了するとの目標を発表し、次々

と手を打ち出している。持続可能性が、企業が使用資源を選ぶ際の重要な基準になる。 

レスポンスアビリティ代表取締役の足立直樹氏は、「生物多様性を保全するのは、生物

のためではない。人間のためであり、ビジネスのためである。生態系サービスを健全に維

持することが、ビジネスを継続させ、利益を生み出すための鍵となる。自然資本経済への

移行が始まった。生物多様性保全は資源確保戦略であり、今後益々経営の重要な課題にな

る。」と述べている。 

COP10 で議長を務めた日本は、議長国としての責任と役割が、2012 年にインドで開か

れる COP11 まで続く。「国連生物多様性の 10 年」は、生物多様性条約市民ネットワーク

が提案し、日本政府案として 2010 年 12 月 20 日に国連で採択された。白熱した国際条約

の本会議から、生物多様性条約の重要性を改めて認識した。人類の生存と、それぞれの国

益に大きく影響を与える生物多様性条約の今後の行方を見守っていきたい。 

2011 年は、国際森林年である。生物多様性と森林は密接なつながりがある。愛知県は

2009 年から森林環境税を導入した。FSC（森林認証制度）マークの製品や CSPO(持続可

能なパームオイル認証)の仕組み、森林の持つ役割の重要性も再認識する必要がある。 

       
会議最終日プレナリー 2010 年 10 月 30 日     COP10 閉幕を宣言する松本龍環境大臣 

 

１０．消費者の役割と海洋資源保護 

海が置かれている現状や、世界中の漁業資源が急速に減少していることを知れば知るほ

ど、将来の食卓に不安が募る。末永くおいしく海の生きものたちである水産製品をいただ

くために、わが家では海のエコラベルが付けられている水産品を販売しているスーパーを

優先し、積極的に海のエコラベル商品を購入するようにしている。 

消費者には 8つの権利がある。1962 年にアメリカのジョン・F・ケネディが提唱した①



安全である権利、②知らされる権利、③選択できる権利、④意見を反映させる権利。1975

年にジェラルド・R・フォードによって追加された⑤消費者教育を受ける権利。1980 年に

国際消費者機構（CI）が追加した⑥生活の基本的ニーズが保証される権利、⑦救済を求め

る権利、⑧健康な環境を求める権利。これらの権利は、2004年施行の消費者基本法にも明

記され、日本国内において消費者が持っている権利であることが明文化された。 

持続可能な漁業と海洋資源保護に努力を重ねている漁業関係者や漁業政策と消費者の

間には、大きなかい離がある。多くの消費者が漁業資源の減少や海の現状を知れば、魚を

買う時にもっと気をつけるようになる。消費者の選択が漁業資源の将来を左右する。次世

代のためにも、世界共通の漁業資源を持続可能な状態で保全すべく、海のエコラベルの普

及の輪をさらに広げ、消費者の利用を加速させなければならない。漁業関係者の頑張りを、

消費者の一人として応援するためには、海の現状を正しく知ることが重要であり、海のエ

コラベルがついた水産品を選ぶ行動を起こすことが必要だ。できれば欧米のように、販売

されている製品すべてが海のエコラベル付き漁業認証製品になり、意識を持っていない消

費者までもが、いつの間にか環境に配慮した商品を買える仕組みができあがることを望む。 

消費者庁が、消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して、2009

年 5 月に関連法が成立し、同年 9 月 1 日に発足した。はたして消費者行政は、消

費生活の改善に向け順調に進行し、消費者は満足を得ているか。政府に働きかけ、

消費者に呼びかける。消費生活の中で手軽にできる生物多様性保全への配慮を、自分の立

場でできることから行動を起こすとともに、これからも大切に考えていきたい。 
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