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（１） 持続的な利用のための資源管理

（地域漁業管理機関の枠組みに基づく資源管理）
　ここまでみてきたように、世界では、人口の増加とともに食料に対する需要が増大し、そ
れに伴って水産物需要も飛躍的に伸びています。こうした中、適切な管理により将来にわた
って水産資源の持続的利用を確保することは、かつてなく重要性を増しています。我が国の
漁業にとっても、水産資源の持続的利用は重要な課題です。とりわけ、我が国の漁業を取り
巻く国際的な状況が大きく変化する中で、国際的に利用される水産資源を、いかに関係する
国・地域と協力しつつ適切に管理し、持続的に利用していくかということは、我が国にとっ
て喫緊の課題となりつつあります。
　一方、特に公海水域における漁業の管理を中心として、現在の国際的な資源管理の枠組み
には不備がある、不十分だといった批判的な目が向けられることも少なくありません。例え
ば、世界海洋委員会（GOC）＊１が平成28（2016）年に公表した最終報告書では、現在の公
海水域のガバナンスは十分ではないとの基本認識に基づき、「国際社会は、地域漁業管理機
関が効果的な管理を行っている水域を除き、全ての公海水域において商業漁業の全面禁止を
検討すべき」といった極端な提言がなされています。
　しかしながら、「国連公海漁業協定」の発効以降、水産資源の国際的な管理に向けた世界
的な体制は強化されつつあります。その中で中心的な役割を果たす地域漁業管理機関は、そ
れぞれの管轄する漁業について、過去から現在にわたる知見やデータを収集し、蓄積してお
り、また、漁業に関する直接的な規制措置を、法的拘束力を有する形で導入する機能を有し
ていることから、専門的な知見に基づく有効な取組を実施することが可能です。
　さらに、地域漁業管理機関においては、これまで、必ずしも適時に十分な措置がとられて
こなかったという反省を踏まえ、機能の強化に向けた取組が進められています。その一つが、
各地域漁業管理機関で2000年代後半から実施されているパフォーマンスレビューです。パフ
ォーマンスレビューでは、適切な保存管理措置がとられているか、遵守や取締りに関する措
置は十分かといった観点から地域漁業管理機関がそれぞれの目的を果たしているかどうかを
評価し、その結果に基づき必要な改善策を検討します。
　また、特にカツオ・マグロ類の地域漁業管理機関に関しては、我が国の主導により、IUU
漁業の廃絶や漁獲努力量の抑制等、世界規模での取組が必要な課題に対して協調して対応す
るための５つの地域漁業管理機関による連携の枠組みがつくられ、取組が進められています。
　今後とも、国際的に利用される水産資源を持続的に利用するためには、漁業に専門的な知
見を有する地域漁業管理機関の枠組みに基づき、適切な資源管理を推進していくことが不可
欠です。地域漁業管理機関をベースとして、関係する各国・地域が、機関同士の協力や調和、
機能の強化を図りつつ、資源管理を確実に実施し、資源の持続的利用を確保していくことが
求められており、我が国としても、こうした取組に積極的に参画していくこととしています。

＊１　環境保護団体等の支援を受けて平成25（2013）年に設立された独立組織。各国の元国家元首、閣僚、実業家等に
より構成。
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（科学的根拠の重要性）
　適切な保存管理措置による水産資源の管理には、科学的な根拠が不可欠です。地域漁業管
理機関においては、加盟国・地域から報告されたデータ等に基づいて資源評価を実施し、そ
の結果を踏まえて実際にどのような管理措置をとるかを決定します。信頼し得る精度のデー
タ収集とその分析があって初めて、地域漁業管理機関は有効な資源管理を行うことができる
のです。一方、水産資源には、その全体像を直接見ることができない不可視性、季節やその
他の要因に従って分布を変える移動性、環境条件等により資源量が大きく自然変動する変動
性といった特徴があります。したがって、水産資源の資源評価は、過去、現在及び未来のい
ずれもが推定とならざるを得ず、必然的に不確実性が内在しています。このため、「国連公
海漁業協定」においては、資源の保存管理措置の導入に当たって「入手することのできる最
良の科学的根拠に基づくものとすること」が求められるとともに、不確実性がある中であっ
ても科学的なデータや証拠が十分でないことを理由に保存管理措置をとらないのではなく、
むしろ一層の注意を払って一定の安全性を見込んだ予防的な措置をとること（予防的アプロ
ーチ）が規定されています。
　例えば、管理戦略に基づく資源管理は、不確実性を織り込んだ上で頑健な資源管理措置を
行うという点において、予防的アプローチの考え方に沿ったものです。また、NPFCのよう
に設立されたばかりの地域漁業管理機関においては、資源評価が完了する前であっても、資
源を枯渇させないための措置を予防的にとりつつ、資源評価を段階的に進めていくことが必
要です。
　これと並行して、各国・地域から提出されるデータ等の質の改善や、分析手法の向上によ
り、資源評価の精度を高めて不確実性を低減していくことも重要です。不確実性の低減は、
資源管理の有効性の確保のために重要であるだけでなく、資源の利用可能性とも深く関わっ
てきます。不確実性が大きければ大きいほど資源の確実な管理・回復を図るために見込まな
くてはならない安全性の幅も大きくなり、より保守的で厳しい措置が必要となります。精度
の高い資源評価により不確実性が低減できれば、その分大きなTACが設定できるなど、安
全性が確保された範囲内で資源を利用できる幅が広がります。
　各地域漁業管理機関においては、これまでも、資源管理に関わる科学情報の精度向上に向
け、各国からのデータ収集の強化、科学的事項を扱う科学事務局の設置、科学委員会への外
部専門家の招

しょうへい

聘等、それぞれの機関の実情に応じて様々な体制が整えられてきました。
　今後とも、入手することのできる最良の科学的知見に基づいて適切な資源の保存管理措置
を導入すること、それと同時に、科学の精度向上を図っていくことにより、資源の持続的な
利用を推進することが重要であり、地域漁業管理機関の主要な加盟国である我が国も、貢献
していくこととしています。

（資源の保護及び利用の両立）
　世界中で、多くの漁業者、加工業者、水産物流通業者等が水産資源に経済的に依存してい
ます。また、水産物は世界の動物性たんぱく質供給の約２割を担っており、栄養豊富な食料
として多くの人々を支えています。こうした中で資源の持続的利用を図っていくためには、
科学的な根拠を踏まえた上で、社会・経済的な観点から資源の保護と利用の均衡点を見出す
ことも必要です。
　資源の保護と利用は両立できるものであり、また、適切なバランスで両立すべきものです。



55

第４節　国際社会の中での持続的な漁業に向けて

第
Ⅰ
章

第
１
部

資源の保護のみを考えれば、全面的な禁漁が最も効果的な措置かもしれませんが、その結果
として漁業の存続が不可能となれば、いくら資源が回復したとしてもそれを有効に利用する
ことはできません。また、資源の保護のみに着目して過度に利用を制限しようとすれば、関
係国間の対立を招いて本当に必要な措置の導入が困難となるだけでなく、仮に規制措置が導
入されたとしても、関係する漁業者の理解や協力が得られず遵守が不十分となり、期待され
た効果が発揮できないことも考えられます。資源の管理は、科学的根拠に基づくとともに、
漁業やそれに依存する地域のコミュニティの存続、食料供給等の社会・経済的な面に配慮し、
漁業者の理解や協力を得て進めていくことが肝要です。このことは、海洋生態系全体の保全
や生物多様性の保護を目的とした漁業の管理についても同様です。
　ただし、資源状態が極度に悪化すれば、資源の回復を優先する厳しい措置の導入をせざる
を得ません。こうした事態に陥ることを避けるためにも、予防的アプローチの視点を踏まえ
て長期的視野から必要な措置を講じ、資源を持続的に利用しつつ、適切な水準で維持するこ
とが重要であると考えられます。

（２） 確実な実施体制の構築

（全ての直接的な関係国が参加する実施体制）
　地域漁業管理機関が有効に機能する上で欠かせないのが、それぞれの機関が管轄する漁業
に携わる漁業国・地域や沿岸国・地域等、その漁業に直接的に関わる全ての国々が参加する
ことです。様々な国際的な法的枠組みと同様に、地域漁業管理機関の決定事項はそれぞれの
機関の加盟国や協力的非加盟国等、その機関の決定に従うことを自ら決定した国・地域にの
み法的な拘束力を持ちます。このため、全ての関係する漁業国・地域と沿岸国・地域が地域
漁業管理機関に参加し、一体となってEEZ内外の資源管理措置を実施していくことが求めら
れます。
　各地域漁業管理機関においては、これまでも、それぞれの管轄水域等において資源管理措
置に反した漁業に従事していることが疑われる漁船の旗国に対し、管理の強化や機関への参
加を呼びかけてきました。また、例えばICCATにおいては、加盟国がこうした非加盟国等
からマグロ類を輸入することを禁止する措置を導入し、旗国による管理の強化と機関への参
加を促して一定の成果を上げています。
　新興国を中心として、開発途上国の漁業が成長を続けていることを踏まえれば、今後、国
際的な漁業に参加する国々がますます増加していくことも考えられます。全ての直接的な関
係国・地域が地域漁業管理機関による資源管理に参加する体制を整えることは、今後とも重
要な課題です。

（旗国の責任の履行）
　国際的な資源の保存管理措置の実施に当たっては、それぞれの国・地域が、自国を旗国と
する漁船の管理に関する義務を確実に履行することが不可欠です。公海における旗国の義務
は、地域漁業管理機関の保存管理措置を実施するための規則の整備、許可制度等を通じた漁
船の管理、自国の漁船に対する監視取締りを通じた遵守の徹底等、多岐にわたります。各旗
国がこうした義務を果たすことにより、国際的に合意された保存管理措置が有効に機能する
のです。前節でみたように、各国・地域が自国の漁業を適切に管理する上での課題は様々あ
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りますが、各国・地域がそれぞれの課題を克服し、確実な遵守を図ることが必要です。
　各地域漁業管理機関においては、各国・地域による遵守状況を毎年詳細に確認し、必要に
応じて改善を促すなど、遵守の強化が促進されています。また、WCPFCにおいては洋上に
おける取締活動を共同で実施するといった取組も行われています。さらに、地域漁業管理機
関に加盟する意志を持たない国・地域を旗国とする漁船によるIUU漁業に対処するため、地
域漁業管理機関のルールに従って漁獲された漁獲物である旨の証明書がなければ加盟国・地
域への水揚げや輸入を認めない漁獲証明制度の導入や、寄港国において漁獲物の検査を実施
する寄港国措置の導入等も進められており、旗国の責任を補完する役割を果たしています。
　他方、統治機構が脆弱な開発途上国を中心として、遵守を確保するための体制づくりに大
きな困難を抱える国・地域もあります。こうした国々が旗国としての責務を果たしていける
よう能力構築（キャパシティビルディング）により支援することも重要な課題です。こうし
た取組は、地域漁業管理機関やFAO、そして二国間の枠組みにおける国際協力など、様々
な機会を通じて実施されています。我が国は、海外漁場の確保及び資源の持続的利用のため
の国際的な協力体制の構築に向けて実施している海外漁業協力の一環として、アジアや太平
洋島嶼国等の行政官等に対する研修や専門家の派遣を実施しており、こうした国々における
漁業管理の能力構築に貢献しています。

　インド洋のカツオ・マグロ類を管理するIOTCは、加盟国の多くがインド洋に面するアジア及びアフリ

カ諸国です。これらの国々では、漁獲統計データの収集システムが十分に整備されておらず、IOTCにお

いて精度の高い資源評価を実施する上での課題となっています。

　このため、我が国は、（公財）海外漁業協力財団を通じ、資源評価の実施上重要となるインドネシア及

びタイに専門家を派遣し、漁業統計データの収集及び処理を改善するための技術指導と人材育成を実施

しています。

　このうち、インドネシアにおいては、零細漁業者からの

サンプリング調査に関する技術指導を行い、同国の課題と

なっている零細漁業の推定漁獲量の精度向上を図っていま

す。この海外漁業協力プロジェクトは、IOTC沿岸国の漁獲

統計データの精度向上と人材育成に寄与し、カツオ・マグ

ロ類資源の持続的利用に直接的に貢献するものと高い評価

を受けています。

　我が国は、海外漁業協力を通じ、水産資源の持続的利用

に向けて我が国と共通の立場をとる国々との協力関係の構

築を図っていくこととしています。 （写真提供：（公財）海外漁業協力財団）
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H"U"N プロジェクト」が始動（（研）水産研究・教育機構）
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ム
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（３） 責任ある漁業国・水産物消費国としての日本

　今日においても、我が国は主要な遠洋漁業国の一つです。また、我が国周辺水域の水産資
源の利用に関しても国際的な資源管理との関係が強まっています。加えて、我が国は水産物
の世界的な大消費国です。１人当たりの水産物の消費量は、減少傾向にあるとはいえ世界平
均の約３倍に及び、我が国の魚食文化から生まれたすしや刺身は、今や魚食の新しいスタン
ダードとして世界中で愛されています。さらに、我が国は単独の国としては世界最大の水産
物の純輸入国であり、世界中で漁獲された大量の水産物が流通します。こうした中で、我が
国は、責任ある漁業国・水産物消費国として、国際的な資源の管理と持続的な利用に大きな
責務を負っています。
　まず第一に求められるのは、引き続き、漁船の旗国としての責任を的確に果たすことです。
我が国では、国内の法制度に基づいて地域漁業管理機関で定められた規則の実施を確保して
います。また、VMSによる監視や操業水域への漁業取締船の派遣、陸揚時の漁獲物の検査
等により、遵守の監視・取締りを実施しています。特に、沿岸漁業を含めて多数の漁業者が
漁獲に関わる太平洋クロマグロの管理においては、関係者の意見を聞いて管理手法の改善を
図りつつ、WCPFCの措置を着実に実施していくこととしています。今後とも、こうした取
組により、我が国漁船による遵守の徹底を図っていくことが重要です。
　また、違法に漁獲された漁獲物の流通の防止に努めることも重要な課題です。このため、
我が国では、地域漁業管理機関によるマグロ類等の漁獲証明制度を厳格に運用しています。
さらに、各国と協力してIUU漁業対策を推進するため、「違法漁業防止寄港国措置協定」の
早期締結を目指しているところです。
　加えて、消費面においては、消費者を含む関係者の一人一人が、資源の持続性を考慮した
水産物の消費を心がけることも重要です。そのための判断材料を消費者に与える水産エコラ
ベル認証等の動きが広がりつつあります。また、漁獲から消費に至る各段階で水産物の食品
ロスを削減し、漁獲された資源を無駄なく効率的に活用することも必要な取組です。
　我が国は、我が国漁船の操業水域や漁獲対象魚種に関して設立された地域漁業管理機関に
は原則として加盟し、適切な資源の管理と持続的利用のための活動に積極的に参画してきま
した。今後、世界的に水産物に対する需要が増大していく中で、水産資源を持続的かつ有効
に利用していくことは、ますます重要な課題となっていくと考えられます。今後とも、地域
漁業管理機関の枠組みの中で主導的な役割を果たすことにより、適切な資源管理と持続的利
用の実現に貢献していくことが、我が国に期待されています。

　責任ある水産物消費国として水産資源の持続的な利用に貢献していくためには、消費者一人一人が店

頭に並んだ水産物の資源と漁獲の現状を理解し、持続性に配慮した消費活動を行うことが重要です。消

費者が水産物を購入する際の判断の参考となる情報を提供するため、平成28（2016）年７月、（研）水

産研究・教育機構は、「SH"U"N（Sustainable, Healthy and "Umai" Nippon seafood）プロジェクト」を

始動させました。
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　このプロジェクトでは、我が国で漁獲されている水産物のうち、安定供給のニーズが高い魚種、消費

者になじみのある魚種、保護の必要性が高い魚種等を対象として、①資源の状態、②生態系・環境への

配慮、③漁業の管理、及び④地域の持続性の４つの項目で評価を行い、各項目ごとに５点満点で採点し

ていきます（図）。評価に当たっては、外部レビュー委員会による審議、関係者からの意見聴取やパブリ

ックコメントを実施し、透明性を確保します。こうした評価を経て、各項目の点数の合計が高い魚を「お

さかな推奨リスト」に取りまとめる

予定です。また、健康と安全・安心

といった食べ物としての価値に関す

る情報も加え、評価結果を分かりや

すい形でウェブサイトに公表してい

くこととしています。

　（研）水産研究・教育機構では、平

成29（2017）年４月より、評価結果

を順次公表し、平成31（2019）年末

までに50種程度の公表を目指してい

ます。同機構は、この情報を消費者

だけでなく水産業関係者にも広く活

用してもらうことで、日本の食文化

の維持に寄与し、資源の持続的な利

用の推進にも役立つものと考えてい

るとのことです。

SH〞U〞Nプロジェクトの評価軸

資料：（研）水産研究・教育機構

資源生物研究・モニタリング

資源水準・資源動向

漁業の影響評価

操業域の生態系研究・モニタリング

同時漁獲種

生態系・環境

管理の施策

管理の体制

共同管理

漁業生産の状況

流通・加工の状況

資源の状態

生態系・環境
への配慮

健康と
安全・安心

漁業の管理

地域の持続性

地域の状況
栄養機能

検査体制

SH〞U〞Nのおさかな
推奨リスト


