
第Ⅰ章 特集 伝えよう魚食文化、見つめ直そう豊かな海

第１節 伝えよう、魚食文化

（１）我が国が育んだ豊かな魚食文化

（日本人の生活と密着した水産物）

日本人なら、誰しも魚が日本文化の中に溶け込んでいると

の印象を持っていることでしょう。お正月のお節にも、小魚

を煮付けた田作りや昆布巻きなどの水産物を使った総菜は不

可欠です。成人式や結婚式といったお祝いには、尾頭付きの

鯛が供されます。幸福をもたらすとして信仰されている七福

神のうち、タイを抱えた恵比寿様は、現在、商売繁盛の象徴とされていますが、もともとは

漁業者が大漁を祈願した漁業の神でした。さらに、海や河川、湖は、食生活だけでなく、レ

クリエーションや自然との触れ合いの機会も提供してきました。このように日本では、水産

物が日々の生活と密着しており、季節の節目に行われる儀式の中にも組み込まれてきたので

す。

（自然の恵みを余すことなく利用してきた、日本人の知恵）

豊かな海に囲まれ、高い生産性を持つ汽水域や湖にも恵

まれた日本人は、地域や季節に応じて多種多様な水産物を

利用してきました。その歴史は古く、縄文時代の貝塚から

はアサリの貝殻、アジやマダイの骨が出土しています。そ

して、獲れた水産物の保存性を高めるとともにおいしく食

べるための方法を生み出しました。塩分と乾燥によって独特の食感と濃縮された旨味を引き

出した干物のほか、近海で獲れた小魚を保存する目的で生まれた練り製品は改良が重ねられ、

カニ風味カマボコは、欧米において人気の食材となっています。鰹節や昆布などはその旨味

をだしとして利用するなど、自然の恵みを余すことなく利用してきました。

（江戸に生まれ、世界に広がる「にぎりずし」）

江戸時代には、にぎりずし、天ぷら、佃煮、鰻のかば焼といった料理が東京湾でとれた水

産物を使って誕生しました。また、和歌山県や千葉県では捕鯨が盛んになり、鯨肉も食べら

れるようになりました。中でも、にぎりずしは江戸のファーストフードとして誕生し、今や

世界中に広まり、日本が世界に誇る魚食のひとつとなっています。

（左）海外の日本食レストラン
(上）江戸時代に生まれた料理にぎりずし、天ぷら、鯨肉
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コラム

世界に広がる我が国の魚食文化

海外において日本食は、健康的、美しい、安全・安心、高級・高品質として高い評価を得てい

ます。健康志向が高まる中、海外の日本食レストランの数は急増しており、日本の食文化を身近

に体験できる機会を提供しています。

米国には日本食レストランが約９千あるといわれ、その数は10年で2.5倍に増加しています。こ

のうち寿司をメニューとして提供するレストランは約６割も存在します。かつては生の魚を食べ

る習慣がなかった米国でも、寿司は「Sushi」としてすっかり定着し、カリフォルニア・ロールと

いった新たな寿司も生み出されています。

さらにロシアも欧米の影響を受け、日本の魚食文化が

伝わっています。経済発展に伴い、伝統的に食されてき

たニシンやスケトウダラに加え、ティラピアやアメリカ

ナマズといった多種多様な水産物を消費するようになっ

ています。日本の魚食文化は、その国の食文化と融合し

て形を変え、定着しつつあります。

このように日本で育まれた魚食文化が世界に広がるこ

とは、食を通じた国際交流が深まるとともに、世界の食

文化や食生活の豊かさに貢献するとして期待されていま

す。

（魚食を支える匠の技）

にぎりずしの誕生によって、マグロを醤油に漬け込んだりコハダを塩と酢でしめるといっ

た、すしネタの保存性を高め、魚介類の旨味を引き出すための調理方法も発達しました。

また魚を調理する際には、用途に応じて様々な包丁を使い分けています。骨を切る時には

出刃包丁を使い、刺身はその切り口によって食べた時に感じる舌触りや旨味が異なるため、

その特徴を活かすように、魚に応じた工夫が刺身包丁に施されています。

さらに魚を食べる際には、魚の骨や皮をお箸できれいに取り除く、のりを一枚だけお箸でと

るなど、箸を上手に使う技術も自然と身につけてきました。

水産物の消費が拡大するにつれて、流通業も発達してきました。東京都中央卸売市場（築

地市場）は、江戸時代、幕府に魚を納めた残りを漁師たちが日本橋で売り始めたことが始ま

りといわれています。仲買人達はより良い魚を求めるため、魚の鮮度を目の色で判断したり、

マグロの尾を切り落とし、その断面の色や脂の溶け具合で品質鑑定を行うといった目利きの

技が発達しました。

すしネタの調理風景の写真を追加

写真・イラスト
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* 1 ７つの海：時代によって指す場所は変化するが、現在は「北極海、南極海、インド洋、北大西洋、北太平洋、南大西

洋、南太平洋」を指す。

こうして、仲買人や寿司職人など水産物に関連した独特

な技術をもつ職業が発達しました。我が国の魚食は、個別

専門化した技術を持ったプロ集団がそれぞれの役割を果た

すことで発達してきたのです。

（「魚食文化」とは何か）

日本には包丁などの道具、様々な調理法で生み出される多彩な料理、箸の使い方など、魚

を食べることを中心とした、独特の「魚食文化」が存在します。

単に魚を沢山食べるとか、食卓に魚を並べるだけでは「魚食文化」とは言えません。魚を

獲る技術や処理、品質を評価する目利き、加工・保存の方法、調理道具や方法など、魚を中

心とした食生活の中で受け継がれ、蓄積されてきた知恵や知識を総称する概念が「魚食文化」

と言っても良いのではないでしょうか。

では、「魚食文化」を支えている「魚食」の現状はどうなっているのでしょうか。

コラム

欧米から見た日本人と魚との関わり

1948年に出版されたGHQ天然資源局の報告書には、日本及

び日本人にとって魚介類が如何に密接に結びついているかに

ついて興味深い記述があります。

例えば、「日本は世界に冠たる漁業国であり、漁業者にと

って世界の７つの海
* 1
のうち６つの海を航海するなど朝飯

前」、「日本の漁業者にとって興味の湧かない海洋生物などな

く、魚であれ、海藻であれ、余すところなく、無駄なく、利

用している。」。また、日本においてこれほどまで漁業が発達した最大の理由として、日本周辺に

魚介類の高い生産性を有する好漁場があり、特にアジ、サバ、イワシといった変動の激しい浮魚

を上手に利用していると分析しています。この他、魚屋で楽しげに魚介類を買い求める主婦の様

子、漁に勤しむ活気ある漁業者、山奥の農村においても５月になると鯉のぼりを掲げるなど日本

人の日常生活や行事の中にいかに魚が溶け込んでいるかについて言及されています。

日本橋付近で仕入れをする振り入り商人
「東都名所高輪二十六夜待遊興之図」
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（２）魚食形態の変化

（進む「魚離れ」 ～魚種別購入量ではサケは増加、イカは減少～）

豊かな海の恩恵を受けて、我が国では多彩な魚食文化が発展しました。しかし、近年、我

が国においては、若年層を中心に急速に「魚離れ」が進行しています。

１人１日当たりの魚介類消費量は、平成13年（40ｋｇ/人年）をピークに、18年には32ｋ

ｇ/人年（概数）にまで減少しました。また、「家計調査年報」（二人以上の世帯（農林漁家

世帯を除く））から、昭和40年と平成18年の１人１年当たりの購入量を比較すると、生鮮魚

介類の購入量が約３割減少しました。これを魚種別に比較すると、サケ、マグロ、カツオ、

サンマの購入量は1.5倍以上に増加している半面、サバ、アジ、イカといった水産物の購入

量が半分以下に減少しています。

図Ⅰ－１－１ １人１年当たり魚介類購入量の推移

（「調理しやすさ」、「食べやすさ」が我が国の魚食形態を変えた）

農林水産省が19年に行った「平成19年度食料品消費モニター第１回定期調査」によれば、

「生サケ」の購入量が増えた理由は「調理が簡単だから」、「イカ」の購入量が減った理由

は「調理が面倒だから」との回答が最も多くなりました。調理のしやすさが水産物の購入に

影響を与えていることが示唆されます。

また、同調査で子どもが好まない魚介料理は「煮魚」、好む料理は「刺身」と回答した人

が最も多くなりました。主な理由として「食べづらい（骨を取るのが面倒）から」が最も多

い回答でした。回転寿司は子どもに人気があるにも関わらず、魚介料理が嫌われるのは、食

べづらさが影響していると考えられます。

（消費者ニーズを追求した「扱いやすさ」が変化を加速した）

バブル経済崩壊後、所得の減少を受けて消費者の間には「低価格志向」が強まりました。

また、共働きの増加や単身世帯の増加といった社会情勢の変化によって、家庭での調理時間

が減少し、「簡便化志向」が顕著になりました。

大型量販店はこうした消費者ニーズに応えるため、切り身や加工品など調理がしやすい形

態のもの、マグロやサケといった流通量が多くロットがまとまった輸入品を中心に取り扱う

ようになりました。

昭和40年
１人１年当たりの水産物購入量

食材の写真で比較

（イメージ）

写真作成中

平成18年
１人１年当たりの水産物購入量を

食材の写真で比較

（イメージ）

写真作成中
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こうした消費者ニーズの変化は、国内の漁業にも影響を与えました。輸入品の増加は、国

内で生産される水産物の価格低迷を招くと同時に、資源の回復力を上回る漁獲競争によって、

我が国の生産力が低下しました。また、少量多品種を特徴とする我が国の漁業形態と消費者

ニーズのミスマッチが生じ、国産水産物の供給量は減少しました。

その結果、消費者はいつでも水産物を購入することができ、調理の手間を省くことができ

ましたが、日本周辺で獲れる多種多様な水産物の美味しさを味わう機会が減少したと考えら

れます。

図Ⅰ－１－２ 消費者ニーズと流通・生産の関係

水産物は、カルシウムをはじめとするミネラルのほか、ＤＨＡやＥＰＡ等、栄養素の宝庫

です。最近では、魚を多く食べるほど心筋梗塞になりにくいといった研究結果も報告されて

います。魚離れは、国民の健全な食生活への悪影響が懸念される事態といえます。

特に国産水産物の魚離れは、長期的には市場での水産物の品質管理などの目利き、包丁を

使った家庭での調理技術、魚を通じたコミュニケーションなど、日本人が長年培ってきた魚

食文化の衰退を招くとともに、それを支えてきた産業を縮小させるとの指摘もあります。

では、日本人には国産の水産物に対する志向はなくなってしまったのでしょうか。このま

ま魚食文化は衰退してしまうのでしょうか。



* 1 農林水産省「平成18年度食料品消費モニター第１回定期調査結果」

* 2 農林漁業金融公庫「18年度消費者動向調査」
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（３）国産の魚の消費で守る魚食文化

（地場の魚が食べたい）

「低価格志向」及び「簡便化志向」という消費者ニーズを尊重した結果、魚食形態の変化

が加速したと考えられます。しかし、食品に対する消費者ニーズは「低価格」、「簡便化志

向」だけではなく、極めて多様化しています。

平成19年度食料品消費モニター第１回定期調査においても、消費者が「魚に関して感じる

こと」は、「価格が高い」の他に「地場の魚が食べられない」、「鮮度が悪い」といった回答

が多くなっており、魚介類の産地や品質に対する関心も高まっています。

（国産魚に対する志向は失われていない）

農林漁業金融公庫の消費者動向調査において、８割以上の人が鮮魚に対して国産志向を持

っていることが明らかとなりました。（図Ⅰ－２－１）

また、国産鮮魚については９割以上の人が、国産養殖魚鮮魚でも７割以上の人が安心感を

持っているという調査結果
* 1
（図Ⅰ－２－２）や、国産食品に対して「安全」であるという

イメージが高いという調査結果
* 2
もあります。

これらの調査結果から、消費者が国産魚に対して抱く安全で安心感があるという認識が、

国産志向を支えていると考えられます。

今後、国民の健全な食生活と我が国が育んできた豊かな魚食文化を守るためには、消費者

の安全で安心感があって、かつ国産の魚の消費を増やしたいというニーズに応える努力が流

通業、生産者に求められています。

資料：農林漁業金融公庫「平成19年度消費者動向調査」
資料：農林水産省「平成18年度食料品消費モニター第一

回定期調査結果」

図Ⅰ－２－２ 鮮魚について、どこの産地のもの

を購入しようとしているか
図Ⅰ－２－２ 食品に関する安心感・不安感
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（魚介類を使った伝統料理は今も健在）

地場で獲れた水産物を使った地域ごとのユニークな料理は、今でも郷土料理として各地に

伝わっています。その中には、鮒ずしやくさやなど独特の風味を持つものや、しょっつる（魚

醤）といった調味料もあります。海のない地方にも、塩蔵や乾燥して水産物が輸送されてい

たため、近畿地方の山間部でもサバを使った寿司が郷土料理として親しまれ、現在も郷土の

味が受け継がれています。

図Ⅰ－３－１ 水産物を使った「農山漁村の郷土料理百選」（一部）

資料：農林水産省「農山漁村の郷土料理百選」
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（４）魚食文化を伝える ～新たな胎動～

前述のように、国産の魚介類を食べる機会を増やしたいというニーズは存在します。また、

日本には世界に誇る豊かな魚食文化が根付いています。

日本の魚食文化の良さを見つめ直し、後世に伝えようとする試みが動き出しています。

ア 魚介類の「おいしさ」を伝えたい

簡便化志向や低価格志向が高まる一方、値段が高くても、安全で信頼できる食品、自分が

満足できる食品を購入したいといった品質を重視する消費者も増えています。

こうした消費者のニーズに応えるため、消費者に積極的に情報を公開したり、産地や品質

を重視した店づくりで店舗の個性化を図る創意工夫が行われています。

（店頭で伝えたい）

これまで鮮魚店は、地域に密着した販売を行うことにより食生活を支えてきましたが、近

年、担い手不足や大型量販店との競争激化により店舗数が減少しています。販売員との対話

によって得られていた水産物の旬や産地、おいしい食べ方などの活きた情報を得られなくな

ったことが「魚離れ」を加速させたとの指摘もあります。

そこで、食品スーパー等大型量販店においても対面販売を強化し、消費者の多様なニーズ

に応えようとする動きがあります。

鮮魚はお客様とのコミュニケーションのきっかけづくり［東京都］

【客の要望に応じて調理。若い主婦の利用も増加】

東京都内にあるスーパーマーケットでは、鮮魚売り場に

スタッフが常駐しています。魚のおいしい食べ方や旬を伝

えたり、購入した鮮魚を刺身や焼き物用など、要望に応じ

てさばきます。「お客様から、『この前勧めてもらったお魚、

美味しかったよ』と声をかけていただきます。最近では、

魚の調理方法を聞きたい、家庭での魚の残さやプラスチッ

クトレーの処理を軽減させたいという若い主婦の利用も

増えています。」と最近の変化を語る鮮魚担当者。

【鮮魚の対面販売が顧客とのコミュニケーションを活性化】

「うちに鮮魚を買いに来てくる顧客は、あらかじめ夕食の献立を考えているわけではありませ

ん。どんな魚があるかを『のぞき』に来て、その時の旬の魚やその美味しい食べ方・調理の仕方

などをスタッフに相談することで、献立を決めています。肉ではこうした顧客とのやりとりはな

く、鮮魚の対面販売が顧客とのコミュニケーションを活性化しています。」と、鮮魚担当者も、

鮮魚の対面販売にやりがいを感じています。

対面販売の様子

写真作成中
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【コミュニケーションの大切さを再認識】

昔のいわゆる「魚屋さん」では、顧客と店舗の対話が当たり前に行われ、会話の中から魚の旬

や調理方法を学んでいました。対話の重要性を再認識した量販店では、鮮魚の衛生管理や加工技

術、販売方法まで一貫した研修制度を導入し、鮮魚販売のプロを育てる取組も増えています。今、

コミュニケーションの大切さを再認識する必要があるのではないでしょうか。

（語り部となって伝えたい）

生産者を招いた料理教室を開催したり、民間によりマイスター制度が設けられるなど、魚

の旬や栄養、目利きや調理・取扱方法などを世の中に広める努力が行われています。こうし

た取組は、消費者の水産物に対する知識を増やすとともに、魚食文化の継承にも大きく貢献

しています。

「さかな」の語り部・伝道師。「おさかなマイスター」制度がスタート

【「おさかなマイスター」がスタート】

「魚離れ」が進む中、「さかな」の語り部、伝道師を育て

るため、19年10月から民間の資格認定制度「おさかなマイ

スター」がスタートしました。

【消費者と生産者のパイプ役に】

水産物の旬や栄養特性、産地や漁法、目利きや調理方法、

取扱方法など水産物に関する幅広い知識を学ぶとともに、

食べ比べを行い、味の違いも学びます。一般消費者を対

象とするコースの他、水産業界で働いている人などを対象とするコースの開講も予定（20年４月）

されており、受講後の修了試験に合格すると「おさかなマイスター」として認定されます。今後、

消費者と生産者のパイプ役的な存在になることが期待されています。

【今後のマイスターの活躍に期待！】

受講生は年齢層も幅広く、会社員や主婦など職業も様々です。参加者からは、「知識だけでは

なく、食べ比べもできる「比較”さしみ”論」が興味深い」という期待が寄せられています。ま

た、「プロから専門的な知識を学んだことを、今後のビジネスにも役立てたい」といった意気込

みも聞かれました。スーパーでの対面販売や、小中学校での食育において、今後のマイスターの

活躍が期待されます。

（インターネットを活用して伝えたい）

インターネット市場は、売り手にとっては、新たな顧客と販路開拓につながるとともに、

消費者にとっても多くの商品の中から簡単に比較して購入できるというメリットがありま

す。また、最近では消費者から発信される「口コミ」が新たな消費者の購買につながったり、

企業のマーケティングにも利用され、商品開発にもつながっています。

熱心に講義を聞く受講者



特集-10

新たな販路開拓と水産物消費の拡大へ

【消費者との交流を深めたい ～福島県 相馬双葉漁業協同組合 相馬原釜支所 青壮年部の取組～】

青壮年部では、これまで消費地に出向いて水産物の産直活動を行

っていました。しかし、生産者と消費者ではかなりの意識の格差が

あること、県内には地元で獲れた水産物がほとんど流通していない

という問題点に直面しました。

そこで、インターネット販売を通じて、県内外の消費者に漁業の

様子や浜の風景、イベント情報の発信することにしました。また、

商品を購入した消費者との交流も深めています。

【少量品種をまとめてインターネット販売】

インターネットでは、漁協に水揚げされたカレイ類やホッキ貝のほか、ドンコ（エゾイソアイ

ナメ）といった地場で好まれる水産物も販売しています。さらに、量がまとまらなかったり、サ

イズが合わずにセリにかけれらなかった魚をまとめて、「理由（わけ）あり魚セット」として手

頃な値段で販売しています。漁業者にとっては新たな収入源になるとともに、商品を購入した消

費者からも「なかなか入手できない新鮮な魚が食べられてうれしい」と好評を得ています。

【飲食店向けにも水産物をインターネット販売 ～全国の漁業協同組合の取組～】

19年５月、全国の漁業協同組合が飲食店情報を提供する民間企業と提携し、インターネットを

活用して漁獲された水産物を飲食店に販売するサービスを開始しました。漁業者にとっては、前

浜ごとに漁獲される多様な水産物の販路開拓につながります。飲食店にとっても旬の魚介類を使

って個性的なメニュー作りができるというメリットがあり、国産の水産物消費拡大の効果も期待

されています。

（水産物の魅力を伝えよう ～品質や安全性、産地を重視～）

流通業は、獲れた魚を無駄なく美味しく消費者に届けるため、流通経路や保存・加工技術

を発達させ、魚食文化を育んできました。

しかし、消費者の低価格志向や簡便化志向に対応するために、効率化を進めた結果、ロッ

トや規格がそろう冷凍品や輸入魚が増え、我が国周辺で獲れる多様な水産物が店頭から姿を

消しました。これが「魚離れ」を招く一因になったと考えられます。ただし、消費者の意識

も、価格から品質や安全性、地場の資源を重視する方向に変わりつつあります。

今後は、表面的な消費者ニーズに応えるだけではなく、水産物に関する豊富な知識と情報

を活かし、消費者に新しい発見や感動を与えるとともに、新たな需要の開拓を行うことが必

要です。また、安価で安定的な水産物と地場で獲れる新鮮な水産物をうまく組み合わせて提

供することも大切です。

青壮年部の活動
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イ 食育 ～魚食文化の良さを学び、子どもたちに伝え、広げたい～

「魚離れ」の進行によって、国民の健全な食生活への悪影響が懸念される事態となってい

ます。そこで、食への理解を深めてもらえるよう、流通業などにおいても食育の取組が行わ

れています。

一人でも多くの人が自分の食生活や水産物の良さを見つめ直し、次の世代に魚食の良さを

伝えようと努力が続けられています。

唐戸魚食塾［山口県 下関市］

【「魚食」都市 下関を目指す】

山口県下関市にある唐戸市場において、専門家を招いて魚の

種類や栄養素、漁獲から流通・販売までの流れなどを学ぶとと

もに、唐戸市場で手に入る水産物を使い、併設された魚食普及

センターで料理をして食べることを通じ、楽しみながら魚食を

学びます。

【ボランティアスタッフで運営】

市場・流通関係、加工関係等の民間業界、県、市、大学等

産官学に所属するボランティアスタッフで運営しています。調理実習では、生産地から漁業協同

組合女性部の方を講師として招き、おいしい食べ方、調理方法について指導を受けています。

【自分でさばく楽しみを実感！】

イカのさばき方を教わった参加者からは、「初めてさばいたけれど、思っていたよりも簡単だ

った。」、「家で調理して家族に食べさせたい。」といった声が寄せられています。

毎日の学校給食を通じて、食育を推進する地域も増えています。地場で獲れた水産物や、

利用度の低かった水産物を使った新たなメニューを提供し、資源の有効利用を図るとともに、

子ども達に魚食の良さを伝えています。子どもの頃に身に付いた食習慣は、大人になってか

らも影響を与えることを考えると、子どもの成長に合わせて食育を推進することが重要です。

我が国の魚食文化は、今や欧米を中心に世界的に評価されており、日本が誇れる文化のひ

とつとなっています。今一度、魚食文化の良さを見つめ直しましょう。

各家庭の魚料理発表会に向け調

理を行う受講生
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ウ 我が国周辺の資源が豊富な魚を食べよう ～自給率の向上へ～

これまで、低価格・簡便化志向といった消費者ニーズを反映した流通業の発展によって、

消費者は国内外の水産物を、好きな時に好きなだけ手に入れることができるようになりまし

た。しかし、食卓から季節感がなくなり、地場の水産物を食べる機会も減少しました。また、

資源水準とは不釣り合いな需要によって、マグロなど一部資源の減少を招きました。世界的

な水産物需要は今後さらに増加すると予想されており、限られた資源をめぐって需給がひっ

迫する可能性も指摘されています。

消費者がこれからも豊かな海の恵みを受け続けるためにできることは、自分の食生活を見

つめ直すことです。多くの食料を海からの生産に依存している私たちにとって、日本周辺の

資源が豊富な魚を食べるという意識も必要ではないでしょうか。

（国民１人１人が季節に応じて食べる量を増やし、魚介類の自給率を向上させよう）

では、何をどのくらい食べればよいのでしょうか。我が国周辺のサンマやカツオといった

魚は現在資源が豊富な上に、比較的安価で、旬のおいしさがつまっています。現在、我が国

の食用魚介類の自給率は59％ですが、図に例示したような旬の水産物を楽しみながら消費す

ることで、自給率が向上するとともに、漁業や食文化を守ることにつながります。

図Ⅰ－４－１ 食用魚介類の自給率１％向上に必要な、国産魚を使った旬のメニュー例

資料：農林水産省「食料需給表」を基に水産庁で作成
注：１）図中における｢自給率｣とは、食用魚介類自給率である。

２）各品目それぞれで、1%ずつ向上する。
３) この試算における前提は、以下の通り。
①食用魚介類供給量(純食料および粗食料)を平成17年の値で固定し、そのうち1%に当たる量を上記の国産品目で賄う
場合として試算。
②上記品目の消費増に見合う分、輸入に頼る他の魚介類の消費が減少すると仮定。



* 1 漁業資源をめぐっては、鯨と人間は競合関係にあると言えるため、漁業資源の適切な管理という観点から、鯨を含む

バランスのとれた生態系の管理と利用が必要です。
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地元の水産物を使った食事や伝統文化を愛する心を持ち、提供される水産物の資源状況に

関心を持ち、合理的に選択する消費者になることが大切です。限りある水産資源を次の世代

に伝えるという行動の積み重ねが、日本の漁業と魚食文化を守るためにも重要なのです。

コラム

資源量の豊富な魚介類を食べるクジラ

現在、日本周辺を含む北西太平洋

において、我が国は鯨類捕獲調査を

実施しており、クジラが何を食べて

いるかなどを調査していますが、ミ

ンククジラの食性について、興味深

い結果が得られています。

北海道太平洋側を回遊するミンク

クジラの場合、マイワシが沢山いた

時はマイワシを食べ、マサバが沢山

いた時はマサバ、現在は、サンマや

カタクチイワシを多く食べる傾向が

あります。生存のため大量の水産資

源を捕食するクジラは、その時々で

資源量が豊富な魚種を利用していま

す。
* 1

（我が国周辺の水産物の利用で、物質循環の「環」をつなぐ）

地元で獲れる水産物を消費することは、環境にとっても大きな効果が期待できます。

私たちの生活からは、チッソやリンといった栄養分が排出されます。この栄養分は、適度

な場合は、海の生態系による食物連鎖を通じて魚類などの水生生物を育み、海を豊かに維持

します。しかし、過剰な場合は、赤潮や貧酸素水塊などを引き起こし、生態系に打撃を与え

る恐れがあります。食生活の多くを輸入に頼ることは、輸送に伴う環境負荷を与えるだけで

なく、海へ流れ込む栄養分を増加させてしまうのです。

豊かな海洋環境を作り出すためには、適度な栄養分を海に供給し、その栄養分を陸域に還

元するという、栄養分をめぐる物質循環を円滑にすることが重要です。

陸域からの栄養分は、植物プランクトンや海藻によって吸収され、動物プランクトンや魚

介類の餌となります。漁業は、魚介類や海藻を食料として陸域に回収する役割を持つ唯一の

産業です。そして、消費者は、地場で獲れた水産物を消費することで、栄養分を海に供給す

る役割として、物質循環に深く貢献しています。

資料：Tamura and Fujise（2002）、（財）日本鯨類研究所、

商業捕鯨調査船によるサンプル調査結果（1985年以前）
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つまり、「日本周辺で獲れる水産物の消費を増やし、魚食文化を守る」ことは、豊かな海

洋環境を維持する「解決策」のひとつなのです。そして、我が国の漁業、流通といった経済

活動を活性化させることにも貢献します。

漁業者、流通業者、消費者は、自分自身が物質循環の「環」をつなぐ存在であることを認

識し、それぞれの連携によって、我が国周辺で獲れる水産物を持続的に利用することが重要

です。

図Ⅰ－４－２ 漁業・流通・魚食の連携で加速させる物質循環の「環」

今、豊かな海の恵みの中で発達した我が国の魚食文化は、人々の努力によって次の世代へ

繋がれようとしています。

では、魚食文化を支えてきた我が国周辺の海はどうなっているのでしょうか。
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第２節 見つめ直そう、豊かな海

水産物は海から生産されるもので、魚食と海は切り離すことができません。それゆえ、我

が国の魚食文化を支えるためには、豊かな海を維持しなくてはなりません。

豊饒の海と称えられた我が国周辺の海は、今、どうなっているのでしょうか。

（１）我が国の生産力が低下

（我が国周辺水域の水産資源は、半数近くが低位水準）

我が国周辺水域はもともと生物の多様性に富み、生産力が高い豊かな海域です。しかし、

近年、資源の回復力を上回る漁獲圧力や産卵・生育の場となる沿岸域の開発等を背景に、資

源評価を実施している水産資源のうち、半数近くが低位水準にあります。

図Ⅱ－１－１ 19年度における我が国周辺の資源水準の状況（概要）

（我が国周辺水域の生産力は低下傾向）

定置網漁業は、魚の来遊経路に固定した漁具を設置して漁獲する漁業です。広い海域で漁

場を移動して漁獲するまき網漁業や釣り漁業と比べ、海洋環境や資源変動の影響が漁獲に現

れやすいという特徴があります。大型定置網１か統当たりの漁獲量は、平成元年以降減少傾

向を示しており、生産力が低下していることが示唆されます。

図Ⅱ－１－２ 大型定置網１か統１年当たりの漁獲量

資料：水産庁・独立行政法人水産総合研究センター「我が国周辺水域の漁業資源評価」

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」に基づき水産庁で作成
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（底魚類も減少傾向）

定着性の底魚資源は、漁獲や漁場環境の影響を特に受けやすいという特徴があります。小

型底びき網及び沖合底びき網漁業で漁獲されるひらめ・かれい類の漁獲量は、昭和50年代以

降減少傾向が続いています。

図Ⅱ－１－３ ひらめ・かれい類の漁獲量の推移

コラム

世界の主要漁場の漁獲動向 ～底魚資源の減少と進む小型化～

我が国周辺を含む北西太平洋に加え、米国東部沿岸のニューイングランド周辺及び欧州の北海

は世界の三大漁場に含まれますが、各々の漁場では底魚類が次々に開発された結果、魚体サイズ

の小型化、資源状況の悪化が指摘されています。

図 ニューイングランドの主要底魚類の漁獲量 図 北東大西洋及びバルト海の主要底魚類の漁獲量

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」を基に水産庁で作成

資料（右）：国際海洋開発理事会報告書に基づき水産庁で作成

資料（上）：米国連邦漁業局HPに基づき水産庁で作成
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（「海のゆりかご」の減少）

藻場・干潟は「海のゆりかご」ともいわれ、沿岸域の生態系を維持する上で重要な海域で

す。藻場は、多種多様な生物の産卵の場や幼稚魚の生育の場であり、海水の浄化や透明度を

回復させる機能があります。干潟には、貝類、ゴカイ等の多様な生物が生息し、有機物を分

解して海水を浄化させる機能があります。

藻場や干潟は、全国の沿岸域に広く存在していましたが、磯焼けや水質汚染、埋立等によ

り消失が進みました。藻場は20年間で琵琶湖とほぼ同じ面積（約650㎢）が、干潟は50年間

で福岡市とほぼ同じ面積（約330㎢）が消滅し、水産資源の減少、漁場環境の悪化の要因と

なっています。

図Ⅱ－１－４ 干潟と藻場が持つ多面的な機能

図Ⅱ－１－５ 藻場及び干潟面積の経年変化

漁業者は、藻場造成や干潟の耕耘によって貴重な生態系を守り、水質浄化機能を維持する

役割を担っています。しかし、漁業者の減少・高齢化が進行し(21.2万人、65歳以上の割合

が３割以上（18年））、漁村の活力が減退するとともに、生態系を保全する機能の低下等も

懸念されています。

資料：環境省「自然環境保全基礎調査」
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（２）輸入にばかりは頼れない

（地球規模での環境変化）

世界的な海洋環境の変化もおきています。とりわけ、地球温暖化は、海流の変化、海水温

の上昇等を引き起こすと予想されており、こうした海洋環境の変化は生態系に影響を与え、

ひいては海の恵みを享受してきた私たちの生活にも影響を受けることが予想されます。

既に、世界各地で海水温の上昇が主たる原因と考えられるサンゴの白化現象が報告されて

います。また、水産総合研究センターの研究結果によれば、回遊性の魚種の漁場が北上し、

サンマの漁場は100年後、日本近海でほとんどなくなる可能性が示唆されています。また、1

9年には、暖水性のサワラが日本海で漁獲量が増加し、その一因として中期的な水温上昇の

影響ではないかとの説もあります。こうした環境の変化が生物多様性に与える影響が危惧さ

れており、地球規模での環境問題への対策が必要となっています。

図Ⅱ－２－１ 日本近海の海域平均海面水温（年平均）の長期変化傾向（℃/100年）

（世界的な水産物需要の増加 ～輸入に頼ってばかりはいられない～）

世界の資源状態について、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の「世界漁業・養殖業白書(2006

年）」には、海洋水産資源の利用は約半分が満限利用の状態で、四分の一が過剰利用・枯渇、

四分の一が適度な利用・低・未利用の状態となっていると報告されています。

世界的な水産物需要は、人口増加や健康志向の高まりを背景に伸び続けています。特に中

国は、経済発展に伴う水産物の需要増加により供給量が急激に拡大しており、世界の供給量

の３割強を占めています。ＦＡＯよると、今後大幅な生産増加は見込めないため、需給ギャ

ップが拡大すると見込まれています。

他方、我が国では「魚離れ」が進行していること等から、輸入以外による供給量は1980年

我が国周辺の九州・沖縄海域、日本海

中部・南部海域、日本南方海域におけ

る年平均海水温は、100年あたり0.7～1.

6℃の割合で上昇しました。これは全海

洋の年平均海面水温上昇率0.5℃の1.4

～3.2倍にあたります。

評価をしている範囲が狭いため自然変

動の影響を受けやすく、水温の上昇が

必ずしも温暖化の影響とはいえません

が、日本周辺海域の海面水温の上昇が、

平均値を上回っていることは事実です。

資料：気象庁「日本周辺海域の海面水温の長期変化傾向について 」

注：①数値は、年平均海面水温の100 年あたりの上昇率（℃/100 年）。

②[*]で示した海域では、年平均海面水温に統計的に有意な長期変化傾向は見出せなかった。

③オホーツク海域は1960 年代以前のデータ数が少ないため、解析の対象外。
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代以降減少傾向が続いており、世界に占めるシェアも著しく低下しています。我が国は国内

供給量の約４割を輸入に頼っていますが、近年、世界的な需要増加から国際価格が上昇した

結果、国際市場において、我が国の輸入業者が望む価格で購入できない事態（いわゆる「買

い負け」）も起きています。もはや輸入に頼ってばかりはいられない情勢となっています。

図Ⅱ－２－２ 世界の食用魚介類供給量と国別シェア（上）と日本の食用魚介類供給量の推移（下）

資料：FAO Food balance sheets（日本以外）及び農林水産省「食料需給表」（日本）

注 ：１）1990年よりFood balance sheetsの換算率が変わったため、90年以前の値とは連続しない。

２）日本を除く2004年以降のデータは推計値。

３）｢輸入以外による供給量｣は、国内生産量のうち輸出量を除いたものであり、在庫増減は含まれていない。
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（３）我が国の恵まれた環境を活かそう

（恵まれた環境を活かし、国内生産力を高めよう）

世界的な資源水準の低下や水産物需要の高まりにより、我が国が必要量を輸入できない事

態も生じていることから、今後は国内の生産力を高めていくことが重要です。

我が国周辺水域は、元来、世界でも類のない恵まれた海域です。四方を海に囲まれ、世界

で６番目の広大な排他的経済水域（200海里水域）を有します。我が国周辺海域は、暖流（黒

潮）と寒流（親潮）が交差し、世界で最も生産性の高い北西太平洋海域に含まれています。

また、亜寒帯から亜熱帯に位置するため北方性の魚から南方性の魚まで多種多様な魚介類、

汽水域や湖の淡水性を含めると魚介類3,000種類以上の魚が生育する、世界でもまれな国な

のです。

図Ⅱ－３－１ 各国の排他的経済水域

図Ⅱ－３－２ 世界の水域別漁獲量

資料：The Global Maritime Boundaries
注：200海里水域を点線で示した。

資料：米国国務省資料「Limits in th
e Seas ー Theoretical Areal alloca
tions of Seabed to Coastal States」 資料：FAOFishstat「Capture production 1950-2005」

日本が中央にくるように、今後編集
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コラム

多種多様な我が国の魚介類

日本とノルウェーの漁獲物構成

我が国と同じく漁業大国であるノルウェー

は、漁獲量の上位８魚種で総漁獲量の約９割

を占めます。他方、我が国の場合、総漁獲量

の９割を占めるには33魚種が必要です。我が

国の魚介類が、いかに多種多様であるかがわ

かります。

また、魚介類はその種類によって含まれる

栄養素も異なることから、期待される健康効

果にも違いがあります。

消費者はこうした特性を活かし、四季折々、

我が国の周辺で獲れる多種多様な魚介類をバ

ランスよく消費することが重要です。

図Ⅱ－３－３ 我が国周辺海域で獲れる多種多様な水産物

資料：農林水産省「水産物流通調査」を基に水産庁で作成

注：図中の説明文は、主要漁港に水揚げされる水産物である。

資料：FAO Fishstat「Capture production 1950-2005」

注：総漁獲量のうち10％未満の魚種については「その他」と表示



（自然と共生するルールの発達）

水産業は、海の恵みの上に成り立つ環境依存型の産業です。我が

国の漁業は、こうした恵まれた環境の下で、国民の生活に密接に結

びつく形で発展してきました。

水産資源を永続的に利用し、地域の秩序を守ってきたルール（漁

業制度）についても古くから発達し、その起源は奈良時代（701年）

に制定された「大宝律令」にさかのぼります。また、江戸時代に制定された「律令要略」に

は、地先の海域は村によって管理されていたとの記述があります。

「資源利用者（漁業者）自身による地先共同資源の保全・管理」という基本理念は現在の

漁業制度においても受け継がれています。この基本理念によって、現在まで無秩序な開発が

抑制され、環境と海の利用のバランスが維持されてきたとも言えます。現在でも漁業者の自

主的な取組を基本とし、持続的な水産資源の利用による安定的な漁業の営みと海洋生態系の

保全が進められています。世界自然遺産に登録されている知床では、これらの両立を目的と

する海域管理計画が策定されました。また、愛知県イカナゴ漁業においても漁獲動向に応じ

た禁漁区域を設定して資源管理を行っています。日本の利用者が管理の役割を担う漁業管理

は"Co-management"として途上国を中心に世界で広まりつつあります。ＦＡＯも「資源利用

者である漁業者が、漁業管理プロセスに関与しなければ、効果的な漁業管理は達成しない。

監視・取締りなど管理コストも低く抑えられる。」として、Co-managementの必要性を訴え

ています。

また、近年、海洋レクリエーションが盛んになり、沿岸域を訪れる人が増え、人々の海の

利用の仕方が多様化しています。沿岸域の場と資源の利用をめぐる秩序の構成の維持にも貢

献してきました。

図Ⅱ－３－４ 漁業制度の歴史

コラム

欧米の資源管理の基本理念

米国等に代表される欧米型の資源管理の理念と手段は日本と大きく異なります。日本は、資源

の利用者である漁業者による自主的管理と政府による公的管理の組み合わせであり、入口規制（操

業隻数、漁船の馬力・トン数など）と漁業調整が基本です。

他方、米国は、政府が資源の管理主体であり、漁業者を含む市民は資源利用者であり、専ら自

己の利潤最大化を追求、オープンアクセス(誰でも参入自由)と出口規制（魚種毎に漁獲量の上限

を定める数量管理）が基本です。

しかしながら、2007年１月に改正されたマグナソン・スティーブンス漁業資源保存管理法では、

漁業協同組合による管理や参入制限の定義づけなどが盛り込まれており、日本の漁業管理に近づ

きつつあるとの意見もあります。

律令要略

「磯猟は地附根附次第也、沖は
入会」

原文記述箇所を添付予定。 資料：○○図書館

うたせ船（熊本県）

地附根附なる地先海域は村によって管理される。

干潟，櫂立等により磯と区別された「沖」に関し
ては、「入会」、つまり領主や村の所属にかかわら
ず自由に操業できる。

特集-22
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第３節 我が国の豊かな海の再生に向けて

先人達は、我が国の恵まれた環境で、海と人との関わりの中で築き上げてきた制度に基づ

き、四季折々の魚を環境に配慮した方法でまんべんなく獲り、無駄なく利用してきました。

その結果、資源の持続的な利用が可能となり次の世代へ資源が継承されるとともに、高い生

産力を支える生物の多様性が維持されてきました。

しかし、資源水準とは不釣り合いな需要によって、マグロなど一部資源の減少を招きまし

た。また、我が国の自給率は59％（18年）まで減少し、約４割を輸入に頼る状況ですが、世

界的な水産資源の悪化や魚介類の需要増により、これまでのように輸入に頼れない情勢とな

っています。

こうした状況を踏まえ、我々の祖先が行ってきた知恵を見つめ直し、情勢の変化に合わせ

て後世に伝えることが必要なのです。

（１）広がる漁業者によるリーダーシップ ～自らの手で海を守る！～

水産資源は、石油のような鉱物資源と異なり、適切な管理を行えば永続的に再生産が可能

です。また、水産動植物の生育環境についても、人の管理によって改善を図ることができま

す。厳しい漁業経営、漁場環境の中でも、豊かな海の再生に向けて取り組む人々がいます。

（次の世代に資源をつなぐ）

継続的に資源を利用するために、漁期の制限や操業区域の設定などの徹底した資源管理に

自主的に取り組み、成果をあげている事例もあります。

次の世代へホッカイシマエビを［北海道 野付郡]

【アマモを傷つけない環境にやさしい漁業】

北海道野付湾沿岸は、水深１～３ｍでアマモという海草が生

い茂り、ホッカイシマエビの生息地帯となっています。野付地

区では、アマモを船のスクリューで傷つけないために、帆が受

ける潮風を推進力とする独特の打瀬網漁が発達しました。アマ

モ場の保全は、野付湾の重要な漁業であるホッカイシマエビ漁

を支え、安定した生産を持続してきました。

【所得の少ない漁業者に優先的に漁獲量を割当】

ホッカイシマエビ漁の解禁の前には、漁業者自ら資源調査を行い、その年の漁獲量を決定して

います。資源調査結果を基に、漁業者が話し合い、各漁業者が漁獲してよい量を決めます。この

際、所得の少ない漁業者には湾内漁業を優先的に割り当て、所得の均衡化を図ることが制度とし

て定着しています。これは、集落として生産性と経営を維持していくために、海から得られる恵

みを均衡化する仕組みです。

こうした取組の結果、野付地区では後継者も多く、バランスのとれた就業構造になっており、

豊かな生産力と資源の安定、所得の均衡化が実現しています。

野付湾で操業する打瀬船

写真：野付漁業協同組合



ハタハタ資源の更なる回復に向けて

【資源回復の成功事例】

日本海のハタハタは秋田県の「県の魚」にも選定されており、

この地域にとって重要な水産物ですが、1983年頃からほとんど獲

れなくなりました。このため、秋田県では3年間（1992～1995年）

の禁漁を実施するとともに、藻場造成や稚魚の放流を行った結果、

資源が増加しました。この取組は自主的・公的に漁獲規制を実施

した資源回復の成功事例として広く知られています。

【回復後もきめ細かい制限】

資源が回復した後も、秋田県では、県や漁業協同組合などで組織するハタハタ資源対策協議会

の資源予測に基づき漁獲量を規制しています。また、秋田、青森、山形、新潟県の漁業者が協定

を締結し、一定期間の禁漁を行うなど、きめ細かい制限によって漁獲量は増加傾向にあります。

【漁獲枠の削減】

19年９月～翌年６月期の漁獲枠について、秋田県は昨年より１割削減することを決定しました。

これは、資源量が昨年と比べて少ないと見込まれたためで、２年連続の削減です。また、定置網

漁業も魚体が小型であることから、自主的に一時休漁することを決定しました。漁業者にとって

は厳しい選択ですが、漁業関係者、研究が一体となった合意形成に基づく取り決めです。この痛

みが将来実りあるものとなることが期待されています。

（環境を保全する）

水産動植物の生育環境の改善のため、磯焼け等により減少が著しい藻場や干潟について、

５年間で概ね5,000haの保全・創造に取り組んでいます。また、漁業者が中心となった環境

保全活動や外来魚の駆除等により健全な生態系の維持に向けた取組も行われています。

干潟の保全［愛知県 蒲郡市］

【アサリ漁業が基幹事業】

愛知県蒲郡漁協は広大な干潟を有し、アサリ漁業が基幹漁業とな

っています。

【干潟を耕耘】

干潟の底泥は放置すると固く締まり、底質中が酸素不足になっ

て干潟の生物が生息できなくなってしまいます。そこで、耕耘機等によって定期的に干潟の底泥

を掘り返す活動をしています。

ハタハタ

写真：秋田県

干潟耕耘の様子
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【環境保全に貢献】

アオサは繁殖力が高く、干潟の表面を覆ってしまうことがあり

ます。酸素や餌不足に陥って二枚貝のへい死につながることから、

アオサの陸上回収を行っています。こうした活動は、干潟の生物

多様性を確保するとともに、水質浄化機能の低下を防止すること

によって環境悪化の防止に役立っています。

（漁業を担う人づくり）

漁業就業者の減少・高齢化が進む中、我が国の水産業を力強く、活力あるものとするため、

これからの水産業の将来を担う人づくりに向けた取組が進められています。

担い手の確保に向けて［山口県］

【漁師の子弟も安心して漁業に参入】

山口県では18年度から、漁家子弟も含めた就業支援制度がスタート

しました。

他産業からの参入希望者はもちろん、漁師の子弟も進んで親の後を

継ぎ、安心して漁業に参入できるように支援を行っています。

【地域ぐるみで担い手を育てる】

研修者の受け入れ地域では、まず、研修生の「師匠」となる漁業

者（漁労技術の指導者）を中心とした複数名からなる指導者グルー

プを結成します。指導者グループは、研修生への技術指導を行う「師匠」と、研修中の漁村生活

の相談に乗るなどのサポートを行う補助指導者からなり、指導者グループには地域のリーダーで

ある漁業士が加わります。地域においてこのような研修生の受入態勢を整えることで、地域住民

が一体となって指導・助言を行い担い手を育てています。

【就業まで徹底的にサポート】

漁家子弟については、親とは異なる漁業種類を研修に加えることが支援の条件となっており、

就業後の漁業経営の安定・意欲の向上に繋がることが期待されています。また、新規就業者の独

立時には初期投資の負担軽減を図るため漁船等のリースを行うとともに、漁業許可にも配慮し、

就業まで徹底的にサポートしています。

このため、就業者の定着率が向上し、漁業経営の安定と自立にもつながっています。漁業者か

らは「漁家の子弟が研修の対象となったことがきっかけで、都市部に出ていた子供が帰ってきて

漁業を継いでくれる。」との声もあり、今後の新規就業者の増加が期待されています。

アオサの回収の様子

子弟への教育
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（資源を次の世代のために ～資源の合理的利用～）

ここに事例として示した地域では、かつて、資源の減少や漁場環境の悪化により、厳しい

経営状況に追い込まれ、強い危機感が生まれました。しかし、再生させるという信念を持っ

たリーダーがリーダーシップを発揮し、関係者の度重なる話し合いで合意形成を築き上げ、

地域一体となって再生の努力を続けました。取組が成功したのは、こうした漁村の活力があ

ってこそです。また、一見、非効率とも思える操業形態であっても、資源とそれを育む環境

の保全のための知恵なのです。

我が国周辺の水産物は、「資源利用者自身による地先共同資源の保全・管理」という日本

独自の考えによって、受け継がれてきました。一旦は資源が減少したハタハタも、この基本

理念に基づく住民の熱意と行動力によって回復できたのです。そして、この日本型の漁業資

源の保全・管理に関するルールは、途上国を中心に広く世界的に評価されています。

漁業には、国民に安定的に食料を供給するとともに、次の世代に豊かな資源を継承すると

いう重要な役割があります。我が国周辺水域の資源の半分近くが低位水準にある中、この基

本理念を活かし、持続的な漁業生産のために徹底した資源管理を行い、量より質（収益）を

重視した操業により資源を合理的に利用することが重要です。

漁業者を中心としたこうした活動は、生態系の保全を通じて国民全体にメリットをもたら

すものであることから、更なる取組の拡大が期待されています。

（責任ある資源管理と分かりやすい情報提供）

水産資源状況の悪化は世界的な傾向でもあります。このことから、19年３月のＦＡＯ水産

委員会では、減船等からなる漁獲能力の管理に関する行動計画の早急な実施を各国に求める

ことが再確認されました。

我が国としても、1999年に採択したこの行動計画に沿って、我が国周辺水域の資源水準に

応じた漁獲能力の調整など、資源回復計画や資源管理に関する一連の取組強化が必要です。

また、水産資源の健全性や持続性を定量的な指標で示すことに加え、旬や栄養特性など消費

者に向けた情報についても、分かりやすい形で情報提供を行う必要があります。

コラム

欧米での資源状況の情報公開 「フィッシュウォッチ」

米国の連邦政府漁業局では、消費者が魚介類を購入する際、資源状況や魚介類の持つ栄養素を

考慮して選択できるように、米国産の主要魚介類に関する情報をホームページ「Fish Watch（フ

ィッシュウォッチ）」で公表しています。

現在、マダラやキハダ、タラバガニなど36種類の魚介類について、その資源水準や資源管理の

取組内容などの資源状況に関する情報に加え、栄養特性や生物学的特性といっ

た情報も魚種ごとに分かりやすく解説しています。

連邦政府漁業局は、消費者がこの情報を踏まえて魚介類を購入することで、

国民の健康増進とともに、水産資源の持続的利用が期待できるとしています。
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（２）それぞれの人ができることは何か ～期待される国民の意識改革と行動～

（持続性に配慮した水産物の消費）

マグロ資源の管理や地球温暖化などの環境問題への関心の高まりを背景に、生態系や資源

の持続性に配慮した水産物であることを示すエコラベル制度が誕生しました。

日本独自のエコラベル制度「マリンエコラベル」スタート

【エコラベルとは】

エコラベルとは、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲された水産物であることを表す

ラベルです。17年、FAO（国際連合食糧農業機関）の政府間技術会合において、漁業そのものや

加工流通過程での品質管理の取組を定めたガイドラインが合意されました。欧米では民間の認証

機関によるエコラベル制度が徐々に導入されているほか、日本でも流通・加工管理の認証を得た

企業がエコラベルを貼付し、販売しています。

【生態系保全と資源の持続的利用の促進に期待】

我が国においても、マグロ資源の管理への関心を背景に、

水産資源の保存・管理と持続的利用に消費者の注目が集まっ

ていることから、19年12月、我が国の漁業生産や資源管理の

特徴・優れた点を十分に反映した、我が国独自のエコラベル

制度が設立されました。

消費者がエコラベルが添付された水産物を購入すること

で、生態系の保全と資源の持続的利用の促進につながることが期待されています。

（「里海」の再生をめざして）

我が国の豊かな食文化を支え、人間活動と深い関わりを持っている我が国周辺の海を、持

続的に利用しながら保全しようとする動きが徐々に出てきています。最小限の人の手を加え

ることで生物多様性と高い生産力を維持して豊かな海を再生するとともに、伝統文化を育む

ために、「里海」という考え方が提唱され始めています。国においても「里海・海洋の保全」

を重視した農林水産業の施策を推進しています。近年は、都市住民も参加できる「里海」再

生に向けた取組が増加しており、沿岸の環境保全とともに、都市と漁村の相互理解が深まる

ことによる広域的な協働体の形成、漁村の活性化の効果も期待されています。

干潟で学ぶ「里海」再生 ＮＰＯ法人盤州里海の会［千葉県 木更津市］

【干潟の大切さを伝えたい】

かつて東京湾に存在した広大な干潟は、高度経済成長期の埋立

等により大部分が消滅しました。東京湾に残された盤洲干潟にお

いて、生物生息の場、水質浄化機能をもつ干潟の大切さを伝えよ

うと、10名の漁業者が発起人となりNPO法人を発足させました。

アサクサノリ海苔すき体験
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【積極的な情報発信。多くの市民が集う海を目指す】

漁業者だけではなく、多くの市民が集う海を目指して積極的に情報発信を行い、地域住民が一

体となった交流活動を主導しています。「環境を保護するだけではなく、人間と自然が共存でき

る海が理想です。干潟の豊かさと地域の文化を知って、干潟の恵みが自分の命を支えていること、

干潟が自分の生活とつながっていることを感じてほしい。」と語る代表者。

【アサクサノリの養殖を通じて、広がる人の輪】

地元や首都圏の子ども達も対象に、干潟の生物観察会や海苔すき

体験等を行っています。参加者からは「東京湾にこんな生き物と自

然があるとは知らなかった。」と驚きの声も聞かれました。

また、発足当初より絶滅危惧種アサクサノリの養殖を通じた環境

学習を行ってきました。これまで２度養殖に成功し19年にはLLP（有

限責任事業組合）を立ち上げ、ブランド化にも取り組んでいます。

干潟の生態系の保全とアサリ稚貝の着定促進を目的に、枝付きの

竹を逆に立てた魚礁を設置したところ、ボラの稚魚など生物の生育の場となりました。「子ども

達の楽しそうな笑顔を見ていると、次の活力につながります。」と代表者。さらに、森と海を繋

ぐ川も干潟環境の一部としてとらえ、盤洲干潟に注ぐ小櫃川での環境学習を行うなど、活動の幅

と人の輪はますます広がっています。

（市民の力で海を保全する）

環境問題に対する市民の意識の高まりを受けて、市民参加型の藻場・干潟保全活動が積極

的に行われています。

金沢八景－東京湾アマモ場再生会議［神奈川県 横浜市］

【アマモ場の再生に向けて】

東京湾にはかつて、いたるところにアマモが生い茂り、多種多様な

生物の産卵の場や幼稚魚の生育の場となっていました。しかし、高度

経済成長期の埋め立てや水質、底質の悪化等によりその面積は大幅に

縮小しました。

【市民参加型の活動】

横浜市の金沢八景沿岸部は、今でも市民が海と触れ合える場として残っています。そこで、ア

マモを再生することを通して、金沢八景の豊かな自然を取り戻し、次世代に貴重な海の自然と文

化を継承しようと、15年６月アマモ場再生会議が設立されました。漁業者や遊漁船業者だけでな

く、水産研究機関・大学、企業、金沢八景沿岸部周辺の小・中・高校や市民、ＮＰＯなど様々な

セクターが参加し、協力して取り組んでいます。様々な分野の人が持つ知識と情熱、労力がひと

つのネットワークとなって活動を支えています。

アマモの花枝採集の様子

設置された逆さ竹林魚礁



特集-29

【生長したアマモにアオリイカが産卵！】

天然のアマモ場から花枝を採集し種子を回収後、苗床に種をまき、

生長したアマモを移植するまですべての活動に参加することができ

ます。16年には、移植したアマモにアオリイカが産み付けた卵が30

年ぶりに確認されました。

「アマモが根づくと、瞬く間に多様な生き物たちが現れます。海

の再生が実感でき、取り組む人間までもが元気になります。アマ

モは海の環境再生の一手段ですが、さらに多くの方々がこの活動に参加してアマモ場のネットワ

ークが広がれば、豊かな東京湾を取り戻せるでしょう。」と語る主催者。多くの人の熱意と協力

によって、アマモ場再生の取組は続けられています。

（海は国民の生活を映し出す鏡）

日常の生活で発生する汚濁物質やゴミは、最終的に海に流れつ

きます。消費者の生活は、河川を介して海とつながっているので

す。つまり、海は、国民の生活を映し出す鏡です。

日頃の生活が、海と密接な関係にあることを改めて認識し、資

源や環境に配慮した暮らし方が消費者に求められています。

（国民のパワーが海を変える）

地元の海の環境を守るだけではなく、地球環境の保全のためにも、消費者の日常の生活で

の心がけが重要です。

例えば、水産物を購入する際に、資源の持続性や生態系に配慮した商品を選択するといっ

た行動です。また、様々なＮＰＯや市民団体等が実施している環境保全活動に参加すること

で、環境教育・学習等の機会を得ることができます。盤州里海の会のように、漁業者の生の

声を通して、漁業の魅力や大切さを知ることもできます。漁業者の担い手不足が問題となる

中、地先水面の環境を支える力として、そして将来の漁業を支える力として、市民の力が期

待されています。

金沢八景の事例では、市民参加によってアマモ場を再生しようとする取組を紹介しました。

この海域は、潮干狩りを楽しむ場所としても知られ、アサリ資源保護のために、一日あたり

の採捕量や大きさが条例で定められています。しかし、一部にはそれを超える量を獲ったり、

貝掘り器具でアマモを引き抜いてしまう人もいます。こうした行為は、資源の枯渇を招き、

自らの楽しみを奪うことにつながるのです。

今、国民一人一人の意識改革と行動が求められています。

アオリイカの卵

干潟に流れ着いた空き缶

潮干狩りに訪れた人々（横浜市（５月））
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（３）連携と協働で加速させる海の再生

（海を守る意識の共有化）

海をめぐる現状が大きく変化したことから、水産資源を育む環境・生態系の保全が重要で

あるとの認識が生まれ、藻場の再生や干潟の耕耘といった保全活動が活発に行われています。

さらに、地球温暖化が問題となる中、藻場が炭素固定に果たす可能性も期待されています。

今後、豊かな海を再生していくためには、良好な環境を再生・創出することにより、海の

生産力を高め、持続的な水産資源の利活用を図ることが必要です。

そのためには、まず、資源の状況や海洋環境に関する情報を積極的に公開・発信し、情報

の共有化を図ることが重要です。さらに、一人ひとりが豊かな海を守るという意識の共有化

を図り、役割と能力に応じて、誰もが参加できる取組を拡大していくことが必要です。

（多様な主体の連携）

すべての人の生活は、河川を通じて海とつながっています。今後は、森・川・海のつなが

りを重視する視点に立ち、その流域の取組の連携・協働が期待されています。

これまで海の恵みと環境は、漁業者が主体となって管理を行ってきました。しかし、特に

都市部においては、漁業就業者の減少が進んだことから、漁業者と地域住民が一体となった

活動も増えています。「資源利用者自身による地先共同資源の保全・管理」という日本独自

の理念は、情勢の変化に合わせて受け継がれています。そして、この考え方は、世界的にも

高い評価を受けています。

さらに、漁業者、流通業者、消費者が相互間の働きかけによって連携を図ることで、海の

再生に向けた相乗効果が期待できます。生産・流通業者がエコラベル制度等を利用して商品

の背景にある事情を情報発信し、消費者がこうした取組に関心を持つことも一つの連携です。

行政も含めて水産基本計画に即し、水産施策の改革に着実に取り組んでいくことが重要です。

海の恵みを次の世代に引き継ぐため、自分にできることを見つけ、行動を起こすことが求め

られています。


