
第３回水産物の安全確保に係る水産政策のあり方検討会議事概要  
   
１．水産物の安全確保等に関わる現行制度について  
   
（事務局）食の安全安心について食品安全関係法の見直しが進んでいる。８月に食品衛生法の改正もあっ

た。現在の見直しなり全般的な動きを御紹介して御検討願いたい。  
 第４回は論点整理を行い、そのまとめの方は、委員の都合を考慮してお知らせしたいと考えてい
る。この検討会は年明けまで延びると考えているので、その時はよろしくお願いしたい。 

   
（事務局より食品の安全性確保に関連する法整備について説明。）  

   
（委 員）食品衛生法の関係について、昨年、韓国の生カキが原因で赤痢が発生し、生食のカキの輸入が禁

止され、今でも継続していると思う。これは食品衛生法上の採取禁止の関係で規制しているのか。 
   
（事務局）正確には厚生労働省に確認してみないとわからないが、生ガキは食品衛生法の第４条第３号の

「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を害う虞があるもの」に該当し輸入
が禁止されているのではないかと思う。  

   
（委 員）持続的養殖生産確保法のｐ５の３の線で示した部分の「十分配慮する」の配慮は、だれに対して求

めているのか。  
   
（事務局）養殖業者、漁協、漁連の漁業権の免許がある者に対し、養殖資材の選定・使用にあたっては環境

保全への配慮をするよう求めているものである。  
   
（委 員）多く摂取すると有害となるダイオキシン、水銀の残留規制はどこに定めているのか。  
   
（事務局）まず、ダイオキシンについては第１回の検討会の際、水産庁が平成１１年度から１３年度にかけて

実施した実態調査の結果を参考資料として配布させていただいているが、ダイオキシンは特別措
置法で規制されており、現時点では、残留規制値は定めていないが、摂取量についてはガイドライ
ンで定めている。  

水銀については食品衛生法に基づく残留規制値は定めていないが、暫定規制値が定められて
いる。天然の魚類はばらつきが多く、なかなか規制値を定めづらい面がある。また、一部地域にお
いて自主規制を行っているところもある。 

   
（委 員）漁業権なしで行っている陸上養殖は基本方針の対象となるのか。  
   
（事務局）持続的養殖生産確保法の基本方針のうち、漁場改善制度の部分については、公有水面の養殖を

対象にしているが、私有水面は自己責任ということで対象にしていない。公有水面においては漁場
環境の問題は養殖業者だけの問題ではないので、公有水面の養殖に限って対象としている。  
 なお、もう一本の柱である特定疾病のまん延防止措置は私有水面も対象としている。 

   
（委 員）特定疾病のかなりの部分が外国から稚魚を媒介して入ってきている。稚魚を輸入して養殖をするの

が実態なので、検疫というものが魚病のまん延防止に有効であると思っている。検疫措置の強化
が必要なのでお願いしたい。今の私有水面の件については、陸上養殖する場合は海から取水し海
へ排水するので、今後、法律改正等の中で議論されるのであれば、国、都道府県の行政が関与で
きるシステムをお願いしたい。  

   
（事務局）水産資源保護法が平成８年に改正され、養殖用種苗の輸入について一定の制度が措置されてい

るところである。水産動物の種苗については、輸入しようとする者が特定疾病にかかっていないと
いう相手国の証明書を申請書に添付して農林水産大臣の輸入許可を受けないと輸入できない仕
組みになっている。現在のところ、３種類の種苗について１０種類の疾病を特定疾病として定めてい
るところである。それ以外についても国内養殖の方々から検疫については強化できないかといわれ
るが、魚の特性から家畜について実施しているような検疫制度をとるのは馴染まない。国際的にも
我が国のように、相手国政府の検疫証明書をもって輸入のチェックを行うのが一般的となってい
る。その他の種苗については、輸入しようとする者が相手国において病気の発生がないかを判断し
て、そのおそれのない国から輸入していただきたい。さらに、必要に応じて水産庁の委託事業によ
り日本水産資源保護協会において輸入魚介類の疾病モニタリング事業を実施しており、一定の病
原菌について検査等ができるシステムを用意している。このような対応が魚の特性から考えると今



のところ適当なのではないかと考えている。  
   
（事務局）陸上養殖における取水の話について、今、お答えできないが、排水についてはいろいろな規制が

かけられている。取水は海産魚は海水であるが、淡水魚は河川水であったり地下水であったりする
場合がある。取水の問題については、食の安全なり環境の問題で懸念されることがあれば御指摘
いただけると大変有り難い。   

   
（委 員）取水についてはつぶさに実態を把握していないが、また、機会を見てお話しさせていただきたい。輸

入については相手方の証明書がつけばいいという話だが、輸入物は実態として中国・東南アジア
が多いことから相手国政府の検疫体制について疑問をいだいており、日本政府の方でチェック体
制をとってほしい。  

   
（委 員）全国水産試験場長会議や独立行政法人のブロック推進会議の中で、今、話題となっていることと同

じ話がたくさん取り上げられる。先程、事務局が説明された３種１０疾病では不十分ではないかとい
う話もある。相手側の無病証明書はどうなのかというと、同じ対象種であってもカナダや中国では病
原菌を持っていたけれども発生はしなかった。ただ、日本へ持ってくると、環境が変わったために発
病する可能性があるというようにいろいろな危惧がありうる。また、魚病の原因となる病原体・ウイ
ルスは人には感染しないのが通説である。人体への影響について皆様方は不安をお持ちだろうと
思うが、安全という観点で人体への影響については考えなくてもよいということが通説だといいたか
っただけである。 

   
（事務局）人体への影響については委員から説明いただいたが、まさにその通りであり、魚病が直接、食の安

全の問題と連動しないと認識している。検疫についてはどういうシステムのイメージを持たれている
のかがわからないが、例えば、カンパチについて何らかの制度ができないかということをよく耳にす
る。カンパチの種苗をどこで採取しているかというと中国の海南島の周辺海域であるが、そこでどう
いう疾病があるか、どういう検査をすればよいか、そういったものが全く不明な状況である。もし、カ
ンパチを現在の輸入防疫システムにのせると輸入はストップしてしまう。魚病がまん延していないこ
とが証明できる地域からの輸入が存在しないので種苗の輸入ができないことになってしまう。そうす
ると現在のカンパチ養殖が成りたたなくなってしまう。それをどういうふうに考えていくかという問題
であると思う。現在、魚の検疫システムは世界的にも同じだが、人工的に管理されたところで生産さ
れている種苗について、そこで数年間病気が発生していないという事実に基づいて証明書を出して
いる。従って、そういうシステムをとると天然種苗を輸入することはほとんどが不可能になってしま
う。そういうところをどう考えていくかが重要であると思うので、補足させていただいた。  

   
（委 員）食の安全ということでカキの食中毒の話があったが、魚介類をよく食べる日本人としては、それらを

生で食べることが多い。食中毒が起きてから原因を調べるという従来の方式がそのままで残るの
か、それとも水産政策として海水のモニタリングから汚染の発生を予測して対策をたてる可能性が
あるのかどうか。具体的にはカキに伝染するウイルスが冬の食中毒の一番の原因物質となってい
るわけだが、ウイルスで汚染されている海域でとれるカキはどうしても汚染されるということで、ウイ
ルスのモニタリングが予防の最大の策であるといわれており、そのことを含めて食の安全確保にモ
ニタリングが盛り込まれる可能性があるのか教えていただきたい。  

   
（事務局）海中で食中毒の原因を追及していくことはもっともなことだと思う。  

 現在、モニタリングが可能となるよう予算を要求しているところであり、法制度で義務付けるのは
難しいので、予算措置で、各県の事業としてモニタリングをやっていければよいと思っている。 

   
（委 員）ＳＲＳＶについて生産者団体として、どういうことをやっているかを話したいと思う。主産県である宮城

県、岡山県、広島県では一週間毎にカキの養殖漁場の水質検査をしている。ＳＲＳＶが発見されれ
ば、そこのカキは生食用として出荷しないようにしている。加熱用、フライ用して使っていただくよう
限定的な出荷をしている。  
 過去にＳＲＳＶによる中毒があり、補償を求められた苦い経験もあり、そのことを踏まえ、自ら自主
検査をして消費者に対して安全・安心を担保している。 

   
（委 員）モニタリングをされているといわれるが、現実には冬場のカキの食中毒はけっして少なくない。  

 これは、モニタリングをしていることの意味がないということになるのではないか。 
   
（委 員）モニタリングには、大変高度な技術を要するということで、結果がでるまでに若干、時間を要すること

となる。タイムラグがあるのは事実である。ただ、生産者がそこまで気を使って一生懸命努力してい



ることは認めていただきたい。１００％大丈夫だとはいいきれないが、検査して分析結果が出るのに時間がか
かる。その後に生食用としては出荷停止をしているので、タイムラグが生じてしまう。  

   
（委 員）漁業者の立場で規制について話していただいたが、例えば、酸処理の資材あるいは薬品について、

それを造る方の責任。例えば、この前、無登録の農薬を販売して生産者に大きな迷惑がかかった
わけだが、養殖の場合も薬を製造している人は必ず売りたいわけであり、企業の論理なり考え方に
ついて説明願いたい。  

   
（事務局）法律上、薬事法にしても、飼安法にしても、今日の資料として配布している化審法にしても、まさに

メーカー側に対しての規制を内容とする法律が存在している。そういったものについて、法律に基
づいてメーカー側の責任を明確にしているのが第一である。そしてその法律に基づかないものも一
部あるが、ノリ養殖に使う酸処理剤については、全漁連を中心に専門家による自主的審査を行って
いる。さらに、成分等について追加的な調査をしている。適格品として認められないものは系統組
織として使わないことになっているので、その点はメーカー側も十分理解して対応しているというこ
とで今までやってきていると思う。  
 これまで、海面養殖業においては、いろいろな生産資材を使っているが、いずれにしても、例え
ば、ＴＢＴ０などが問題になったことはあるが、これ以外に人為的に使っているもので従来問題とな
ったことは今のところはない。 
 もし、問題になるようなものが使われると、養殖生産物がおかしくなってしまうことで生産者が使わ
なくなるし、問題になるような物質が使われたことも聞いたこともないし、メーカー側もあえて使う必
要もなかったし、これからもないだろうと思う。 
 このことは法律上の規制があれば当然だが、なくても、実態上、このままいくだろうと考えている。 

   
（委 員）確かにお話の通りだと思うが、世の中、何が起きるのかわからないのが現状であるので、例えば、

お魚のパックはスーパーマーケットをみても養殖は養殖としか書かれていない。別の食品について
は、例えば、今回、６月に起きた協和香料化学事件というのは、香料の中に日本で認められていな
い添加物が使われていた。極めて微量なものであるが、使っていけないものが使われていたという
ことで、内部告発で会社が倒産してしまった。おそらく、体に影響はなかったと思うが、たくさんの食
品に使われていたことが問題だった。先程のお話でメーカー側が良心的にやっていることはわかる
が、消費者が見るとただ養殖と書いているだけであり、香料について厳密な規制があるということを
考えると、他のものと比べてかなり落差があるように思う。  

   
（委 員）海での養殖は、自然の物を自然の状態で飼っており、ただ環境が変わっているから、いろいろな問

題が発生している時に、例えば、防汚剤を使ったり、薬品を使ったりする場合があり、それ以外の
危害物質はほとんど魚の口には入らない。鯉の餌にしても魚由来の魚粉なので、魚粉自体が問題
となれば話は別だが、特に香料を入れて育てているわけではないので安心である。ただ、化学物
質である防汚剤や薬品についてはかなり慎重に選定して使用基準なりをきっちり決めて使用してい
かないといけないと思う。先程の防疫の話だが、日本に生き物として入ってくるものは、日本の漁場
で隔離して養殖をした時に新たな病気が発生しないかを検討材料として議論していただけたら防疫
の面でメリットがあると思う。  

   
（委 員）薬品は化学物質なので消費者にとって気になって仕方がない。それが何に使われているのか、どん

な風に使われているのか、そこが一番関心の高いところだと思う。  
 今年の７月に農薬が問題となった。実は、宮崎県でも一部無登録の農薬を使っており、県の方で
も自主的に一部出荷規制をしたことがあった。農薬についても、参考１として農薬取締法の一部改
正法案が配布されているが、薬品をどうしても使わなければならないのであれば、少なくとも何が使
われているのかわからないと問題なので、水産用医薬品で未承認のものは原則使用を禁止すべき
であると思うがいかがか。 

   
（委 員）前回の資料で、飼料に使用される添加物のリストを見て、これは不十分であると思った。これは飼料

に含まれる一般的な栄養成分とか有効利用するための若干の添加物だけのものであり、実際に医
薬品とか抗生物質については資料として提出されていない。これらの物質についても資料にまと
め、議論の中にのせた方がいいのではないか。先程の先生の意見には賛成だ。今まで、農薬でお
こったこと、厚生労働省関連でおこったことをきちんと学んで、どう対処するかを議論していくことが
大事ではないかと思う。  

   
（委 員）水産用医薬品と餌飼料について、使用者に対して何にどういった具合に使用したのかを記録するこ

と、一定期間記録を保存して、要求に応じて対応できる体制を作ることも一つの方法ではないか。  



   
（事務局）水産の餌に抗生物質・抗菌剤を添加することは認められていない。薬事法でそれぞれの魚種毎に

使用できる抗生物質を定めている。  
 ブリ、ハマチについて、ある抗生物質を使用する場合は経口投与するわけだが、それは飼料添加
物と区別して扱っている。決して餌に添加するものでないことが第一点である。それから薬事法に
基づくものは、その使用基準に基づいて使用している。制度してはきちんとしたものとなっていると
思う。 
 現場でも各都道府県の専門家の指導を受けていると理解している。 
 先程の委員の御意見は御指摘のとおりであると思っているし、現在、薬事法、飼料安全法は見直
しの作業に入っており、今回、見直しの中身を公表できる状況にないということなので提出していな
いが、ただいまの御意見を見直しを検討している担当者に繋げていきたいと思う。 

   
（委 員）出荷時には、残留値が設定されていないものは残留してはならないという基準になっている。出荷

時の検査は生け簀毎に行われていて、検査したデータがどういった形で伝達されていくのかについ
てお教え願いたい。  

   
（事務局）例えば、残留規制の検査については、厚生労働省の方で検査している部分については御説明でき

るものはないが、水産庁の方で養殖水産物について抗生物質の残留について検査を各都道府県
の方にお願いして実施している。抗生物質については特定の２種類の物質について残留規制値と
いうことで0.02ppmを定めているが、それ以外は残留してはならないことになっている。各都道府県
の方で年間900～1,000検体を検査してもらっているが、残留があったという報告はない。    
 出荷時にどうやってサンプルの検査をしているかは、手元に資料がないため御説明できないが、
各都道府県の担当部局の方でやっていただいているので、偏りのない検査をしていただいていると
思っている。 

   
（委 員）出荷時の検査だが、市場の方では抜き取り検査をしている。出荷直前の養殖魚に薬剤使用すること

は経済的に不可能である。病気は、その種類によって発生する時期が決まっている。稚魚期には
効果があるので薬品を使っているが、大きい魚体に使うことは採算が合わないため現場ではほと
んど使っていない。それに加えて、都道府県や保健所の検査が行われていると思っている。医薬品
の使用基準に基づいて休薬期間が決められているので、そういったことを消費者に知らせることに
よって安心という観念をもっていただきたいと思っている。検査をするしないという問題よりも、どう
いった薬をいつ投与したかを消費者に知らせることによって安心というものを提供していきたいと思
う。抜き取り検査も引き続きやっていただきたいと思う。  

   
（委 員）薬品を投与して、試験所で調べていただくときは整理しておいて１トン～２トンが出荷されてることに

なってしまうので、事故が起きないとこういう問題が起きないような気がするが、これ以前について
伺いたい。  

   
（委 員）飼料添加物として認められているいないにかかわらず、可能であれば、どのような医薬品が養殖に

使用されているのか、どういう時期に投与されるのかについて資料として明らかにしていただきた
い。畜産では抗生物質を餌料効率を高めるために入れているが、それは養殖については全く使用
されていないと理解してよいか。  

   
（事務局）家畜等については成長を促進させるため使用することはあるが、水産については一切認められて

いない。  
   
（事務局）養殖水産物に使用できる水産用医薬品の種類については資料があるので提出したい。これは、養

殖生産者にきちんと伝わるよう、改正される都度に報告を現場までしている。魚種毎に使える医薬
品が定められており、その医薬品の用量・用法、休薬期間についてそれぞれ定められている。  

   
（委 員）消費者との意見懇談会を開いたときに、水産に使用されている薬品がこんなにあるのかという反応

であった。人間と一緒で、いろいろな病気があるので、それに対する薬品が一つずつあるわけで、
資料の配布の際に説明しないと混乱すると思う。  

   
（委 員）以前、ノルウエーのサケ養殖の取材をした時に、単位面積当たりの生け簀の数を規制して、環境を

守っているということを聞いた。いただいた資料の持続的養殖生産確保法の基本方針の中に「近
年、養殖漁場では過密養殖等で環境が悪化している」とされているが、今のような単位面積当たり
の生け簀の数の規制がなく、「飼育個体数又は飼育密度の制限を行うこと」というのは、それぞれ



自治体の指導によって定義をしなさいということで、全国一律の基準といったものはないということか。  
   
（事務局）ノルウエーに比べて日本は水温の高いところに位置していることから有機物の分解速度が高い。

日本国土は南北にかなり広いということで、東北・北海道の海と九州の海では水温が違い、有機物
の分解速度にも違いがある。内湾での養殖が多いことから内湾によっても海水の交流の違いがあ
る。養殖の魚種もマダイ・ハマチ等多種類にわたっている。魚種によっても排出される有機物が違
う。このように養殖漁場によって立地条件が違うことからこういう基本方針にしている。現時点で
は、海域の条件により、どの程度の密度が適当かということについての科学的知見がまだ確立さ
れていない。近い将来、そういうことがいえるよう結果を出していきたい思っている。  

   
（委 員）基本方針の中で「養殖漁場が悪化している・・・改善していく」とされているのだが、この漁場の状況

というのはどういう形でチェックされているのか。  
   
（事務局）基本的には各都道府県の水産試験場等による調査が中心となる。養殖業者あるいは漁協等が自

主的に水質・底質等の検査をしていることと思う。もし、委員の中で現場の知見がある方がおられ
れば御紹介いただければ有り難いのだが。  

   
（委 員）北海道の例だが、ホタテガイの場合、管理マニュアルを全ての海域について作成させるという状況

になっていない。ホタテガイは重要産業であって、北海道の漁業生産の大部分を占めていることも
あり、大学、水産試験場、地元がそれぞれ、例えば、水温・塩分の調査を始終やっている。クロロフ
ィルＡとかBOD、CODも調査しているが、後の２つは公害のモニターを兼ねている。あと、環境モニ
ターだけでなく、委員会等で適正漁獲量を計算した上で養殖の生産量を決定しているのだが、適正
値が環境の変動とかホタテガイ以外のものの排出や生態の物質変換効率が結構違うということで
シビアな状況まで至っていないのが実状。先程の御質問については、北海道として一斉に管理マ
ニュアルに従って取り組むということにはなっておらず、個別に取り組んでいるのが実状。  

   
（委 員）宮崎県だと魚類養殖が主体になるが、各海域毎にランクを設け、個々のランクに相当する放養尾数

の範囲を決めて、それぞれ個別に対応している。チェックする項目はＤＯとか有価物の量とかであ
り、漁場に負荷がかからない範囲をあらかじめ設けた上で、その範囲を超えないよう務めていると
ころ。  

   
（委 員）食品衛生法の問題かもしれないが、市場の衛生管理の面で水産に関しては気になる。土足で歩い

ている所に魚が転がっている状況でセリをやっているところを見ると、せっかくきちんと養殖して出
荷しても流通のところで衛生管理が不充分であると汚染のおそれが出てくるわけで、そこを視点に
していただきたい。  

   
（事務局）御指摘のとおり。そのことが食中毒の原因や鮮度を悪くする原因となっている。現場でもこれをどん

どん改善していこうと、場合によってはハサップ的な概念も取り入れていかないといけないと最近よ
くいわれているようだ。委員の方でその点の詳細について御紹介いただきたい。  

   
（委 員）確かに土足やカラスの糞とかカモメの糞が魚市場ではかなり見られたわけだが、我々は今、ハサッ

プ対応ということで、魚介類は床に置かずに必ず受け皿に入れるようにしている。そこには決して土
足であがらないように指導している。また、衛生管理ということでかなりの研修を実施している。これ
は、全国でかなり我々に要望の多い産地市場の衛生管理の向上として務めている。今後は、生食
については食品衛生法上の縛りがあり、切り身やむき身とかは清浄海水を使用する。そのために
は海水滅菌装置を導入し、特にビブリオ等の問題があることから１０℃以下で鮮度保持をするなど
衛生管理を徹底させているところ。  
 まだまだ、１，０００近くの産地市場があるので、完全に全国にいきわたっているとは胸をはってい
える状況ではないが、そういったことに務めているところである。 

   
（委 員）安全確保の枠組みがあるのは理解したが、細かいところは検討しないといけないだろう。また、枠組

みや規定がいろいろな所にある一方で、消費者としては安心が欲しいわけだから、こういったもの
を消費者にわかりやすく見開きもので啓蒙を図っていくことが大事ではないか。消費者は勝手なも
ので、食中毒のようなものは困るが、それを防ぐために薬をたくさん使用しても困るということなの
で、両面をうまく説明して消費者に納得してもらう。養殖業者に対してはこれは結構だが、消費者に
対してはどのように啓蒙していくのか、まとめの段階で検討すればよいのではないか。  

   
（委 員）ハサップについて、生産者も消費者も生で食べる場合には神経質になるのだが、茹でたものに対し



ては熱を通しているから安心だという先入観があり、そこが抜け道となる。現在、茹でたものを冷やす時に海
水を使用していることが多いということを聞き、せっかく茹でてきれいにしたものを、また海水で汚染
してしまうということにもなりかねないので、できれば危害分析をするときに危害分析をされる専門
家の養成といったものを含めて考えていただきたい。  

   
（委 員）滅菌海水を使用してもどしているのでその点は大丈夫だと思っている。茹でたものは滅菌処理され

ているのでビブリオが検出されないということでやっている。  
   
（委 員）先生のところは熱心に対策を進められているので安心だと思うが、全部で行われているわけではな

いのではないか。  
   
（委 員）食品衛生法で定められている。  
   
（委 員）資料を見せていただき、水産庁も気を使っていただいていることがわかるのだが、これを養殖業者

に受け取っていただくだけでなく、関係の試験場等で説明会を開く費用をもっていただくとよいので
はないか。養殖業者は水産大学の出身者だけではないので、マナーを教育していく制度が必要で
はないか。  

   
（委 員）最初の第１回の会合で水産物の安全を考える時に水産物が環境汚染物質にかなり汚染されてお

り、摂取原としてかなり大きなウエイトを占めていることを意見としていわせていただいた。この問題
は水産庁だけの対応で解決するものではないと一定の理解はしているが、水産物がその位置にあ
ることは事実であり、日本人の健康に対して水産物の果たしている役割は非常に大きいと思ってい
る。その点について水産庁には確信を持って日本人の食料あるいは健康の上で、水産物が重要な
役割を果たしている視点をまず底辺に押さえておいて、その上で安全な水産物を提供することを考
えていただきたい。環境汚染物質の問題は水産庁だけで対応できる問題ではないが、この問題を
避けていては責任を果たすことにはならないと思うので、この問題についても水産庁として必要な
省庁に対応をせまっていく。水産庁ができる範囲で関連省庁に意見を出していくことが必要でない
か。  

   
（委 員）今問題となっていないが、遺伝的操作物について、将来的に人の口に入るものは、動きとして環境

として扱っている。今回も環境的として検疫的なものだけでなく環境の側面で考えた方がよいと思う
が、その点について水産庁はどう考えているのか。  

   
（事務局）水産庁内部で検討に着手した状況。今、お話しできるような状況ではなく、検討の状況が進んだ段

階で、御説明させていただきたいと思う。もう少しお時間をいただきたい。  
   
３．その他  
   
（事務局）次回の予定を確認いたしたい。１１月２７日午後２時から水産庁中央会議室で開催させていただく

ので御出席の程よろしくお願いする。   
   
   
   
                           － 以上 － 


