
漁獲証明制度に関する現状と課題



「水産政策の改革について」（平成30年６月）における「漁獲証明制度」関係部分
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水産物におけるトレーサビリティ

 水産物におけるトレーサビリティとしては、①ＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業対策、②輸出促進
（外国による規制への対応）、③販売戦略（ブランド化や適切な資源管理を行っていることのアピール
等）の３つの側面がある。

輸出促進 販売戦略
【現在の対応】

 地域漁業管理機関で合意さ

れた貿易措置（大西洋クロマ

グロ等の輸入水産物に 漁獲

証明書の添付を要求等）を、

外国為替及び外国貿易法（外

為法）に基づく輸入貿易管理

令に位置付け、実施。

【現在の対応】

 外国政府からの求めに

応じ、海外輸出向け日本産

水産物に対し漁獲証明書等

を発行。

【現在の対応】

 豊洲市場では、卸売業者
等が北海道漁連等の生産者
団体が発行する「原産地証
明書」がないアワビを取り扱
わないと自主規制。適切な資
源管理への貢献をアピール。

 資源の持続的利用や環境
に配慮して生産されたことを
消費者に情報提供する取組
として水産エコラベルの取組
が拡大。

ＩＵＵ漁業対策

※ IUU漁業とは、無許可操業、無報告又
は虚偽報告された操業、無国籍の漁船、
地域漁業管理機関非加盟国の漁船によ
る違反操業など、各国の国内法や国際的
な操業ルールに従わない無秩序な漁業
活動のこと。
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IUU漁獲物をめぐる世界的な動き

● ＦＡＯは、2001年にＩＵＵ漁業対策の考え方を取りまとめた国際行動計画を発表。

加盟国が行う自主的なものとして、ＩＵＵ漁業を防止、抑止、排除することを目的に、

・ 旗国の行うべきこと（漁船の登録、漁船の記録、操業の管理など）

・ 沿岸国の行うべきこと（ＥＥＺ内の漁業管理、ＩＵＵ漁船の許可の制限など）

・ 寄港国の行うべきこと（港湾管理（寄港国によるＩＵＵ漁船の寄港の禁止、漁船検査など））

・ すべての国が行うべきこと（国際的に合意された市場関連措置）

などについて規定。

 また、マグロ類（大西洋クロマグロ、ミナミマグロ）については、違法に漁獲されたマグロの取引を防止
するため、2007年以降、各地域漁業管理機関（RFMO）が漁獲証明制度を導入。

 旗国・沿岸国の義務については漁業法に基づく漁船の登録、許可制等を、寄港国の義務である港
湾管理については寄港国措置協定の批准等を、すべての国の義務である市場関連措置については
ＲＦＭＯへの参画や二国間での取決めを実施し、国際行動計画上の取組は実施済み。

 マグロ類についても、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき、ＩＵＵ漁船が漁獲したものや正規
登録されていない漁船・畜養場による生産物でないか等を確認し、ＲＦＭＯの資源管理措置に違反し
たマグロが輸入されないよう確認。
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世界的な動き

我が国の対応

（※ ＩＵＵ： Illegal fishing（違法漁業）、Unreported fishing（無報告漁業）、Unregulated fishing（無規制漁業））



国際的なIUU漁業対策における漁獲証明制度

○ 違法漁業防止寄港国措置協定（PSM協定）
IUU漁船の寄港禁止等、効果的な寄港国の措置の実施を通じてIUU漁業を防止する協定であり、2016年

に発効、我が国は2017年に締結。我が国は外国人漁業の規制に関する法律に基づきＩＵＵ漁船リストに非
掲載漁船のみに農林水産大臣の寄港許可の発出やＩＵＵ漁獲物等の我が国への陸揚げ、転載を目的とした
寄港を禁止する措置を実施。

○ 地域漁業管理機関（RFMO）
各RFMOにおいて、IUU漁船リスト（いわゆるブラックリスト）、統計証明制度（輸出国により正規漁獲物であるこ
とを証明する制度）、漁獲証明制度（漁獲国、蓄養国、輸出国が正規漁獲物であることを証明する制度）等
を導入している。

（参考）RFMOにおける措置例
・IUU漁船リスト（まぐろRFMO, NAFO, CCAMLR, NPFC）
・統計証明制度（メバチ、メカジキ）（ICCAT, IATTC, IOTC）
・漁獲証明制度（大西洋クロマグロ、ミナミマグロ、メロ）（ICCAT, CCSBT, CCAMLR）

○ 二国間の枠組
・ ロシアとの間では水産物の密漁・密輸出対策に関する二国間協定を締結し、特にロシアで密漁されたカニ

について我が国への輸入を防止する措置（外為法に基づき輸入時における漁獲証明書の添付を義務付け
する措置）をとっている。

・ 中国、韓国、ロシアといった周辺国との二国間漁業交渉等において、毎年、違法漁業の実態についてレ
ビューや再発防止を議論している。

・ 日EU（2012)、日米（2015)、日タイ（2017)の二国間で、IUU漁業対策で協力する旨の共同声明を採択し
ている。

 国際的なＩＵＵ漁業対策のため、違法漁業防止寄港国措置協定、地域漁業管理機関及び二国間
の枠組において様々な取組が行われている。
 特に、一部のRFMOにおいて、ＩＵＵ漁業による漁獲物が国際的に流通しないよう、輸入時に正規の

漁獲物であることを確認する制度を導入している。
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外国政府が水産物の輸入時に求める漁獲証明の概要

 ＥＵ、米国、韓国は、ＩＵＵ漁業対策の一環として、輸入水産物に対して漁獲情報等の証明・提供を要求
する独自の措置を実施。

E U 米 国 韓 国

開始時期 2009年12月 2018年１月 2016年６月

対象魚種

全ての水産製品

※養殖魚は対象外。
※加工製品も対象。

指定された一部の魚種の水産製品
（マグロ・カツオ、マダラ、ナマコ類等）

※養殖魚も対象。
※加工製品も一部対象（缶詰等）。

指定された一部の魚種の水産物
（大西洋産ニベ科、サンマ）

※対象魚種の生産は天然のみ。
※加工製品は対象外。

必要な
情報項目

（例）

漁船の船名・旗国
漁船の登録番号
漁業許可番号
漁獲水域
水揚げ年月日
重量
水産物の製品名
原料の魚種
漁獲年月日 等

漁船の船名・旗国
漁船の登録番号
漁業許可番号
漁獲水域
水揚げ年月日
重量
魚種 等

漁船の船名・旗国
漁船の登録番号
漁業許可番号
漁獲水域
操業期間
重量
魚種 等

情報の
提供方法等

 日本側の輸出業者の申請に
基づき、所定の情報を含む国
（水産庁）が発行した証明書を、
ＥＵ側の輸入業者が関係当局に
提出。

 米国側の輸入業者が、日本側の
輸出業者から提供された情報及び売
買関係書類に基づき、所定の情報を
米国指定のシステムに登録。

 日本側の輸出業者の申請に基づ
き、所定の情報を含む国（水産庁）
が発行した証明書を、韓国の港湾
に入港する船舶の船長又は海運
代理店が関係当局に提出。
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我が国における水産物の輸入規制の導入状況

 これまで我が国における水産物の輸入規制は、地域漁業管理機関（RFMO）等のマルチ機関や二国
間の合意があるものに対して措置。
 他方、国際共有資源に関し、我が国の資源管理の効果を確保するために市場関連措置の導入が必

要と考えられるものであっても、以下のような場合には、輸入規制の導入に至っていない。
① ＲＦＭＯの管理対象種について、一部の国の反対により、実効ある資源管理措置や市場関連措置が

合意されない場合
② 適切なRFMOが存在しない場合

輸入規制の有無 国際機関等における議論の状況 対象魚種

輸入規制がある

地域漁業管理機関等で合意された市場関連措置に
ついて実施。

大西洋クロマグロ（ICCAT）
ミナミマグロ（CCSBT）
メバチ、メカジキ（ICCAT, IATTC, 
IOTC）
メロ（CCAMLR）
一部のサメ類（CITES）

二国間で合意された貿易措置について実施。 ロシア産カニ（日露間協定）

輸入規制がない

地域漁業管理機関等はあるが、市場関連措置の導
入に合意が得られておらず、導入に至っていない。

例：サンマ（NPFC）
※ NPFCでは本年７月に公海のTAC設定
が合意されたものの、国別配分等につ
いては合意されていないこともあり、
市場関連措置導入の議論は行われてい

ない。

関係国と市場関連措置に係る交渉の枠組みがない
ことにより合意がなく、導入に至っていない。

例：スルメイカ
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ＩＵＵ漁獲物の我が国市場への流入を抑止するため、
○ ＲＦＭＯにおいて、一部の国の反対により、実効ある資源管理措置や市場関連措置

が合意されない魚種
○ 適切なＲＦＭＯが存在しない魚種

に対して、我が国独自の輸入規制を導入することを検討する必要

我が国におけるＩＵＵ漁獲物に対する輸入規制の更なる強化

国際共有資源について、ＩＵＵ漁船による漁
獲により、我が国が実施している資源管理
の効果が確保されないおそれ。

責任ある漁業国・水産物消費国として、
ＩＵＵ漁業対策に係る積極的な対応が求められている

ＥＵ、米国等が、ＩＵＵ漁業対策の一環として、
輸入水産物に対して漁獲等の情報提供を
要求する独自の措置を実施。

海外の状況国内の状況

今後の対応
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国内における違法漁獲の状況について

 近年、漁業関係法令違反の検挙件数のうち、漁業者による違反操業が減少している一方で、漁業者で
はない者の検挙件数が増加しており、その手口は悪質・巧妙化。
 違法漁獲が横行することにより、適法に操業する漁業者等の経営や、違法漁獲が多い魚種の水産資源

の持続的利用に対する悪影響が懸念される。

■ 違反者区分別の検挙件数の推移（海面）

夜間操業する潜水器
を用いた違法操業船

は違反者

探照灯の照射等で
取締船の追尾を妨害
写真：山口県

■ 悪質化・巧妙化する違法漁獲

■ ナマコの輸出量及び金額の推移

出典：財務省「貿易統計」
ナマコ調製品及び干しナマコを合わせた輸出量及び金額

出典：沿岸海域等における水産動植物の採捕に係る漁業関係法令違反等の状況調査
（水産庁まとめ）

■ しらすうなぎ、あわび・とこぶし、なまこの漁業関係法令違反の件数の推移
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不 詳

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生産額についても、昭和57年の約3兆円をピークに減少し、Ｈ２７は約1.6兆円。ただし、Ｈ２４より3年連続で増加



【効果的な違法漁獲対策】
・3,000万円という罰金額は、個人に対する最高額の罰金であり、違法漁獲の抑止に極めて大きな効果
・関係機関、関係都道府県の取締機関、漁業関係者等との連携を強化して、今回の改正が効果を発揮するよう努力

改正漁業法における罰則の強化

 違法漁獲の発生状況を踏まえ、犯罪者に対して効果的に不利益を与え、違法漁獲の抑止を図るため、
特定の水産動植物（ナマコ、アワビを想定）を採捕する者への罰則を新設するなど、罰則を強化。

【概要】
採捕禁止違反の罪、違法漁獲物譲受等の罪を新設
無許可漁業等の罪について罰則を引上げ
漁業権侵害の罪について罰則を引上げ

採捕禁止違反の罪
違法漁獲物譲受等の罪 無許可漁業等の罪 漁業権侵害の罪

３年／200万円 20万円

３年／3,000万円 ３年／300万円 100万円

個人に対する罰金の最高額
※法定刑は懲役又は罰金
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〇一旦流通すると、適法に漁獲されたものと違法に漁獲されたものとの判別は困難

不正に採捕された水産動植物の流通を防止するため、

流通段階においても違法漁獲されたものを識別できる仕組みが必要

国内流通における違法漁獲対策の実効性の確保

〇このような中、アワビでは市場と連携した自主的な取り組みとして、生産者団体が出荷
時に原産地証明書を添付

東京都水産物卸売業者協会及びその傘下の卸売業者は、豊洲市場における
アワビ取扱基準を定め、生産者団体（岩手県、宮城県、青森県、北海道の道県
漁連、漁協等）が発行する原産地証明書がない出荷品は取り扱わないとの自主
規制を実施。

10

今後の対応

見分けがつかない

漁業者
（組合員）

卸
・

仲卸
・

加工業者

漁協

違法漁獲

違法なアワビ

適法な
アワビ
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