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　我が国周辺水域の漁場環境や我が国の漁業の実情をみると、①我が国周辺の資源水準は、
魚種ごとに多様で全ての魚種が減少又は低迷しているわけではなく、②我が国の漁業生産量
の減少は藻場・干潟の減少や温暖化等漁場環境の変動も強く影響を受けている状況にありま
す。
　また、我が国の資源管理は、①投入量規制や技術的規制を基礎とし、②我が国の海面漁業
生産量の４割近くを占める７魚種で漁獲可能量（TAC）制度を実施し、一部の漁業種類に
おいては、漁業者あるいは漁船ごとに漁獲枠を割り当てて管理する（IQ）制度を実施する
など、必要に応じて産出量規制を実施しています。また、③適切な資源管理が行われている
事例では行政、研究者、漁業者等の関係者間での円滑な連携・調整等が図られています。そ
の一方で、④資源管理の成果を我が国の漁業者に適切にもたらすために、外国籍船を含む密
漁・違法漁船等に対する厳正な監視・取締りの実施がますます必要となっています。
　さらに、各国の実情をみると、①適切な資源管理の実施に当たっては漁業経営の安定への
配慮が重要となっており、②適切な資源管理措置を実施していても大きな自然環境の変動に
よる資源変動は避けられず、その対策も必要であること、③譲渡性個別漁獲枠（ITQ）制度
は、漁業経営の効率化をもたらす一方で、小規模漁業者が淘汰され地域社会が衰退する例も
みられること等が示されています。

（１）漁場環境の保全及び生態系のバランスの維持の確保

（漁場環境の保全）
　一般的に、商売を行う際には仕入れ先との良好な関係を保つことが重要とされていますが、
漁業者にとっては海面・内水面が水産物の仕入れ先に当たります。
　我が国周辺の漁業資源の状況は魚種によって様々であり、全ての資源が一様に悪化してい
るわけではありませんが、全体としては引き続き資源量の回復に取り組んでいくことが重要
となっています。また、漁業資源が適切に成長し、再生産を可能としていくためには、良好
な漁場環境の維持が不可欠です。海面・内水面は陸上の環境とも密接につながっているため、
陸上での植樹や無秩序な開発行為の規制といった、一見すると海面や内水面とは関係がなさ
そうな取組も漁場環境の保全につながります。
　また、漁業資源を持続的に利用していくためには、再生産が可能な範囲で漁獲するだけで
はなく、産卵や稚魚の成育等に重要な藻場や干潟等の保全及び再生に取り組み、漁場やその
周辺の生息環境を漁業資源にとって最適な状態となるよう整備していくことが重要です。こ
のように漁場環境を良好な状態に保全した上で漁獲規制や種苗放流を行わないと、漁業資源
の成長や再生産がうまくいかず、期待した効果を挙げることは困難となります。
　また、良好な漁場環境の維持が持続的な漁業にとって必要であることについて、漁業者及
び漁業関係者が、広く一般市民にも理解と協力を求めていくことも必要です。
　このような多様な取組を様々な立場の者が協力して効率よく推進するためには、それら活
動を総合的に組織化し、一体として環境保全に取り組む「沿岸域総合管理」や「里海」の諸
活動を推進することが重要であり、活動の核となる漁村コミュニティを維持し、市町村や漁
業協同組合等の諸団体が活動を指導・調整していくことが必要となります。

第４節 我が国周辺水域の漁業資源の持続的な利用と
　我が国漁業の持続的な発展のために
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（生態系のバランスの維持）
　漁業資源は水圏生態系の要素であり、他の生物を捕食する一方で、他の生物の餌ともなっ
ています。このため、漁業活動も、水圏における漁業資源を含む多様な生物の共存の中で、
持続的に行っていく必要があります。このような中、一部の鯨類を始めとする、漁業と競合
して捕食活動を行う生物が近年増加傾向にあることから、これらの生物が生態系にどのよう
な影響を与えており、人間が漁業活動を行っていく中でこれらの生物の適切な資源水準はど
の程度なのか等について引き続き調査・研究を進めることが重要です。特に、外来種は、我
が国に定着した場合には、生態系や水産業等に被害を及ぼすおそれがあることから、「入れ
ない」、「捨てない」、「拡げない」の外来種被害三原則を遵守し、その導入を防止することが
重要です。
　また、種苗放流を行う際にも、当該魚種の生息域や餌生物の資源量等、生態系のバランス
を考慮して実施することが重要です。とりわけ、地球温暖化等により漁場環境等は大きく変
化していることから、放流時期等についても、従来の時期が適切かどうか再検討が必要な魚
種もあると考えられます。
　平成26（2014）年の「食の新潟国際賞＊１」において、ひよこ豆の品種改良に取り組み「佐
野藤三郎特別賞」を受賞したインドのラクシュミパティ・ゴウダ氏は「品種が多ければ多い
ほど、異なる環境や気候変動に対応でき、収穫は確実になる」と述べています。地球温暖化
による海洋環境の変動が指摘されている現在、漁業においても、多様性のある生態系の保全
を意識した漁場環境の整備と漁業資源の管理を適切に行うことによって、安定的な漁業生産
を実現することができると考えられます。

（漁場環境の変化等に合わせた操業）
　「意識・意向調査」によると、漁場の探索においては依然として「長年の経験に基づく知
識や勘」や「漁師仲間同士の情報交換」が重視されています（図Ⅰ−４−１）。しかし、近
年の漁場環境の変化に伴い、生物の生息・回遊場所が変化することも多くなっています。特
に回遊性魚種は、海水温の変動により漁場が形成される場所や時期が大きく変化するため、
過去の経験や知識だけでは漁場の探索等に支障を来すことになると考えられます（図Ⅰ−４
−２）。
　このため、出漁に際しては、長年漁業現場で培った知見だけでなく、最新の海水温情報や
直近の漁況等を分析して漁場を探索することが一層重要となります。現在では各種機関が漁
海況情報を提供しており、これらの情報も簡単に入手することが可能となっています。
　また、漁場環境等の要因により、従来より漁期が短くなったり、魚群が分散するといった、
これまでみられなかった状況も発生していることから、このような変化に合わせた操業を行
っていくことも必要となっています。

＊１　「食と生命」を基本テーマとし、食の確保や、確保した食が抱える栄養価や安全性についての課題解決に向け大き
く寄与した業績を顕彰。
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（完全養殖技術等の推進による天然漁業資源への漁獲圧力の軽減）
　資源状態が大幅に悪化している魚種については、適切な資源管理措置の実施とともに完全

＊１　表層と底層の海水が互いに混ざり合うこと。植物プランクトンの成育に必要な栄養塩は自重により底層に溜まり
やすいため、鉛直混合が強く起こるほど栄養塩が表層に運ばれ、植物プランクトンが繁殖しやすくなる。

資料：農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」
（平成26（2014）年12月～27（2015）年１月実施）

資料：桑原他（2006）に基づき（独）水産総合研究センター（平成27
（2015）年４月１日、名称を国立研究開発法人水産総合研究セ
ンターに変更）が作成
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図Ⅰ－４－１　漁場を探す上で重視して
いるもの

図Ⅰ－４－２　11月における現在と将来の
サンマ漁場の変化
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特に意識していない

　地球温暖化は、海水温の変化を引き起こすだけでなく、海面からの蒸発量の増加や豪雨の増加による塩

分の変化、海流の流れる方向の変化、海の垂直方向の温度差の拡大による鉛直混合
＊１
の弱まり等、様々

な変化を引き起こします。海洋生物は海水温の変化や塩分の変化に敏感であり、例えば水温が１度程度変

化するだけで生息場所を変える性質があります。また、仔
し

稚
ち

魚
ぎょ

は遊泳力が弱く、海流に乗って索餌場へ運

ばれて成長していきますが、海流が変わると仔
し

稚
ち

魚
ぎょ

が索餌場にたどり着くことが困難となり、死滅してし

まう可能性もあります。さらに、鉛直混合が弱まると低層の栄養塩が表層に供給されにくくなるため、海

洋生産の基礎である表層での植物プランクトンの増殖に支障が生じるといった悪影響が懸念されます。

　我が国では、平成22（2010）年度から、「気候変動に対応した循環型食料生産の確立のためのプロジ

ェクト」を実施しており、水産分野についても地球温暖化の影響評価と適応策の技術開発を進めています。

この一環として、平成26（2014）年現在、シロザケ、サンマ、スルメイカについて、地球温暖化の進展

による資源への具体的影響に関する研究が進められています。

　シロザケでは、回帰時期が遅くなる一方で、春の海水温が低い地域では稚魚の発育に良い影響を与える

可能性が指摘されています。またサンマでは、魚群の日本近海への接近が遅れるほか、接近する際には魚

群がまとまって接近するため、それぞれの海域で漁獲できる時期が集中し、漁期が短くなる可能性が指摘

されています。スルメイカについても同様に魚群がまとまって移動するため、それぞれの海域での漁期が

短くなる可能性が指摘されています。日本海のスルメイカの移動をシミュレーションした結果では、夏を

過ぎると魚群は沿海州沖まで北上し、その後朝鮮半島沿岸に向かって回遊することから、日本近海に漁場

が形成される期間は短くなるとの結果が出ています。

地球温暖化による漁業資源への影響予測コラム
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養殖＊１技術を確立し、完全養殖による生産へ移行することにより、天然資源に負荷をかけず、
市場に安定的に供給することが必要です（図Ⅰ−４−３）。そのような魚種の一つであるニ
ホンウナギは、我が国の食文化に欠かせない食材の一つでもあることから、将来にわたって
安定供給できるよう、国内外における資源管理の取組を一層推進することが必要です。現在、
シラスウナギも含め、商業化に向けて様々な魚種の大量生産技術の開発が進められています。
　また、養殖用の餌料（魚粉）は、原料を資源変動の激しい多獲性浮魚類に依存しているこ
とから、資源変動が養殖生産に与える影響を少なくするため、養殖用の餌料を多様な原料か
ら製造できるよう技術開発を進めていくことが必要です。

（２）我が国の状況を踏まえた資源管理措置の実施

（資源の持続性を確保するための措置）
　第２節及び第３節で紹介したとおり、我が国及び諸外国においては、投入量規制、技術的
規制、産出量規制といった非常に多岐にわたる資源管理手法が用いられています。今後とも、
これら手法を適切に選択・組み合わせることにより、水産資源の維持・回復を図り、漁業者
や地域社会にとって望ましい資源管理の取組を行う必要があります。
　特に我が国においては、政府の公的な管理に加えて、漁業者の自主的な取組が重要な役割
を担っています。「資源管理のあり方検討会」の取りまとめにおいては、これら公的管理と
自主的管理の両方について高度化を図った上で、両者の適切な連携を図ることが提言されて
います。今後、資源管理指針・計画体制について見直しを行うなど、資源管理の強化に向け
た官民挙げての努力が必要とされています。
　特にTAC制度については、「資源管理のあり方検討会」において、TACを生物学的許容漁
獲量（ABC）と等量とすることを原則とし、仮に乖

かい

離
り

があるとしても極力ABCに近づける
ことが提言されました。同様の点は平成20（2008）年に開催された「TAC制度等の検討に
係る有識者懇談会」でも指摘されています。これまでも改善の努力が図られてきた結果、例
えば、これまでTACがABCを超えていたスケトウダラ日本海北部系群については平成27
（2015）年度漁期からTACはABCと同等となりました。今後とも、資源の長期的な保存と持
続的な利用を図るために、適切なTAC制度の運営に努めていく必要があります。
　またTAC制度の対象魚種については、現行の７魚種で我が国の海面漁業生産量の４割近

資料：水産庁調べ
注：平成26（2014）年末現在の状況。

マダイ
ヒラメ
トラフグ
サケ類

クロマグロ
アユ
コイ
アマノリ　等

ニホンウナギ
キハダマグロ
マサバ　等

図Ⅰ－４－３　完全養殖の概念図 図Ⅰ－４－４　完全養殖技術の開発状況
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＊１　対象となる生物の生活史を人工飼育下で完結させること。魚類の場合、人工飼育下で親魚から卵をとり稚魚を育て、
その稚魚を親魚まで育成し、さらにもう一度卵をとることで完全養殖になる。



69

第４節　我が国周辺水域の漁業資源の持続的な利用と我が国漁業の持続的な発展のために

第
Ⅰ
章

第
１
部

くをカバーしていますが、さらに、現在、TAC対象種に次いで漁獲量の多いカタクチイワシ、
ブリ、ホッケ、マダラ、ウルメイワシについて、TAC管理の必要性やその効果等について、
広域漁業調整委員会や水産政策審議会において検討を継続することとしています。
　なお、資源管理のためにどのような手法を用いるにしても、そのための科学的な知見が必
要となることはいうまでもありません。我が国では、（独）水産総合研究センター＊１を中心に、
都道府県の試験研究機関や大学等が参加した全国的な調査研究のためのネットワークが構築
されており、今後ともこの協力体制の下、水産資源の評価や海洋環境の分析等を始めとした
所要の活動を継続して行く必要があります。また、このような科学的知見が漁業者を始めと
した関係者に周知されるとともに、漁業者からも漁獲データを提供するなど、相互の理解と
協力を更に強化することが望ましいと考えられます。

（我が国漁業の在り方と資源管理措置）
　我が国では、沿岸から沖合・遠洋にかけて、大小様々な漁船が数多く操業しており、その
漁法も非常に多様なものとなっています。漁業の態様や漁獲される魚種についても、地域に
よって大きな違いがあります。このように多様な漁業が発展してきた背景の一つとして、多
様な水産物をその季節に応じて利用するという我が国の食文化があります。我が国の漁業は
このような国内需要に対して水産物を供給するための産業として歴史的に発展してきた経緯
があります。また我が国では、全国津々浦々に、水産業に大きく依存する地域社会が形成さ
れており、漁船漁業はその中での中核を担っています。一般的に経済効率に劣るとされる小
規模な沿岸漁業も、多様な水産物の供給により魚食文化に貢献し、地域社会を支えており、
比較的大型の漁船によって操業している沖合・遠洋漁業に勝るとも劣らない重要性を有して
います。
　我が国の資源管理においては、このような漁業の多様性を前提に、国民への水産物の安定
供給や地域社会の維持といった多面的な役割を考慮することが求められます。このため、地
域や漁業の実情を踏まえ、漁業者の自主性を尊重した漁業管理制度や体制が整えられてきた
ことは、第２節に述べたとおりです。今後の我が国の水産資源管理を検討していくに当たっ
ては、我が国の漁業や沿岸社会の在り方についても十分に留意する必要があります。
　このように資源管理のための制度や手法が、その国の漁業や沿岸社会の態様と密接に関連
していることは、日本に限ったものではありません。第３節で紹介したノルウェーやニュー
ジーランドはそれぞれIQ方式・ITQ方式を導入していますが、両国とも漁獲された水産物の
ほとんどを海外市場に出荷する水産物輸出国です。これらの国では、IQ方式やITQ方式を導
入することにより漁業の構造調整を促し、限られた経営体を残すことによって国際市場にお
ける競争力を確保したことが知られています。一方で、特にITQ方式を導入した国では、個
別漁獲枠が特定の者に集積することにより、零細な自営漁業者が離職に追い込まれ地域社会
が疲弊するなどの悪影響がみられています。米国においてITQ方式に制限を加えた上で、ケ
ースバイケースで徐々にその導入が進められていることは、漁業に依存する地域社会に対す
る配慮からといわれています。
　我が国においても、水産物の輸出促進等、水産業全体としてグローバル化する経済社会へ
の対処が求められていますが、国内市場への水産物供給や地域社会の維持といった役割も依

＊１　平成27（2015）年４月１日、名称を国立研究開発法人水産総合研究センターに変更
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然として重要であり、産業としての経済効率の改善と、漁業が有する多面的な役割との適切
なバランスを確保することが課題となっています。もちろんこの問題は資源管理の手法のみ
で解決できるものではなく、総合的な施策（ポリシー・ミックス）が必要となりますが、「資
源管理のあり方検討会」でも議論されたとおり、IQ方式を始めとした管理手法が、我が国
においても実施可能で効果を発揮できるか、どのような影響があるか等を検証することが、
このような議論を行うにあたり重要です。

（３）漁業経営の安定と両立した実効ある資源管理施策

（漁業経営と資源管理）
　漁業経営と資源管理の調和は、漁業を産業として持続させていくために重要な要素です。
漁業経営の維持を無視した厳しすぎる資源管理措置は、資源状態が極端に悪化していない限
り適切ではないと考えられます。さらに、漁業資源は、漁場環境という常に変動している要
因に大きな影響を受けており、その意味で絶対的に有効な資源管理手法は存在しないことか
ら、各資源管理手法のメリット及びデメリットを踏まえて適切な資源管理手法を選択し実施
することが必要です。また定期的に漁業資源や漁場環境の状況を点検し、必要に応じて柔軟
に資源管理手法を変えていくことも重要です。
　しかし、極端に資源が悪化した場合には、漁業経営よりも資源管理を優先した厳しい措置
を採らざるを得なくなる場合もあります。資源管理措置の導入を先延ばしするほど、より厳
しい資源管理措置の導入が必要となり、漁業経営に悪影響として跳ね返ってくることから、
目先の利益にとらわれず長期的視野に立って必要な資源管理措置を検討し、実施することが
重要です。
　また、資源管理措置は基本的に漁業資源を安定させ持続的に利用するための措置であるこ
とから、その実施に際しては、生産量の増加に依存するのではなく、一定の漁獲量に多くの
付加価値を付けていく経営戦略が重要となってきます。
　現在の漁業経営においては、漁獲物の水揚げが多いと単価の下落を招き、逆に利益が減少
する場合もあります（表Ⅰ−４−１）。また、大規模化が進んだ現在の水産物流通では、安
定した品質・数量・規格の水産物の供給が求められており、安定した水揚げを確保すること
も重要な要素となっています。

　このように、適切な資源管理措置による資源の安定化は、漁業生産量の安定につながり、

資料：農林水産省「漁業経営調査報告」
注：主として大中型まき網漁業を営む会社経営体（500トン以上）のデータから作成

出漁日数当たり
漁獲量（トン／日）

平均魚価
（円／ kg）

出漁日数
（日）

漁労利益
（千円）

漁労売上高
（千円）

漁獲量
（トン）

平成20（2008）年度 12,490 1,639,101 △ 1,938 502 131.2 24.9
　　21（2009） 17,280 1,834,440 △ 69,504 560 106.2 30.9
　　22（2010） 18,939 1,878,826 △ 13,174 615 99.2 30.8
　　23（2011） 11,647 1,976,360 39,553 516 169.7 22.6
　　24（2012） 13,729 2,493,525 180,751 748 181.6 18.4
　　25（2013） 13,750 2,206,887 △ 32,672 692 160.5 19.9

表Ⅰ－４－１　漁獲量の増加が利益の増加につながるとは限らない事例（主として
大中型まき網漁業を営む会社経営体の経営状況の推移）
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結果として経営の安定にも資すると考えられます。とりわけ大量かつ安定的な供給が求めら
れているマグロ類や多獲性浮魚類等を主な漁獲対象とする遠洋・沖合漁業については、その
ような傾向にあると考えられます。さらに、自己の漁船規模に見合った生産量を確保するこ
とで漁業経営が成り立つようになれば、むやみに大漁を追い求める必要もなくなるため、漁
獲競争に陥ったり、競争のための過剰投資をする必要もなくなります。また、燃油代の節約
等による漁労支出の軽減効果もあると考えられます。こうした効果が期待できる漁業では、
IQ制度の導入も選択肢に入ってくると考えられます。
　漁業経営上の問題点として、漁業資源が量的にも分布の面でも予測が困難であることが挙
げられます。将来の漁獲量が不透明であれば、必要な設備投資も控えるようになり、その結
果、効率的な漁業もできなくなってしまいますが、資源管理の実施により将来の漁獲量にあ
る程度の見通しを持てるようになれば、計画的な漁業経営が実施でき、適切な規模の設備投
資も行うことが可能となるものと考えられます。さらに、定期的な設備投資が行われること
によって漁船・漁具・漁労機器等の生産体制も維持され、将来的に漁業技術の衰退や、機器
の不足により漁業ができなくなるなどの懸念もなくなります。このような資源管理措置が有
する漁業経営へのプラスの効果について、漁業者等の理解を促進していくことが必要です。

（資源管理が経営に及ぼす影響の緩和策の重要性）
　資源管理措置の導入や強化によって、漁獲量の減少と経営の悪化といった負の影響が生じ
る可能性があり、また、適切な資源管理措置を実施していても、海洋環境の変動により資源
量が急減する事態も考えられます。このような懸念から、漁業者が資源管理措置の実施に慎
重になる場合もあります。
　こうした不安を払拭するためには、漁業生産量が急減した際の激変を緩和する「資源管理・
漁業経営安定対策」の円滑な実施、販売力の強化や６次産業化の支援措置のほか、資源管理
措置の実施が漁労現場の負担にならないようにするための技術開発の促進が重要です。特に、
小型魚の効率的な選別や、小型魚等を生きたまま再放流できる技術等は、欧米諸国を始めと
して世界的に求められています。
　また、漁獲物の価値を高めて販売することにより利益率を高めることができれば、生産量
が減少した場合でも漁業経営に与える影響を緩和することができます。このような販売力強
化の方法としては、品質を劣化させない冷凍方法、魚体を傷つけない取扱い、６次産業化に
よる自社加工等により付加価値を高めること等が考えられます。また、複数の経営体がまと
まるなどにより品質・数量ともに安定した供給が可能な体制を整備した上で、販売・マーケ
ティング部門を強化し、安定した販売先を確保する方策も考えられます。漁業経営体は、元々
販売・マーケティング部門を持たない場合も多く、また、小規模な漁業経営体ほど新たな部
門を設けることは負担が大きいことから、販売力を有する流通・小売企業等との提携や、ノ
ルウェー水産物審議会のように関係者の共同出資により強力な販売・マーケティング組織を
設立し、そこを通じて販売・マーケティングを集約化して行うことも有効と考えられます。
　さらに、小規模な沿岸漁業や内水面漁業のように安定的な品質・数量の供給が困難な漁業
では、直販や自営旅館・食堂等での販売をメインにして流通経費を節減するなど、販売面で
の工夫も考えられます。小規模な直売場や食堂では、販売する水産物やメニューは当日の水
揚げ次第とし、新鮮さと今日は何が食べられるかという期待感をアピールするなど、小規模
であることを逆手にとった経営手法も考えられます。
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（４）共有資源である海面・内水面の漁業資源を利用する者の相互協力

（漁業資源の利用者間の幅広い協力）
　我が国周辺の海は、世界の海とつながっています。地図上では排他的経済水域や領海等を
表す様々な境界が引かれていますが、漁業資源にとってはそのような境界は意味がなく、自
由に生息・回遊しています。このため、我が国周辺の漁業資源には、我が国の漁業関係者だ
けでなく、遊漁者や我が国周辺海域で操業する外国漁船等、幅広い者が関係しています。こ
のため、漁業資源を的確かつ円滑に管理していくには、遊漁者と良好な関係を保つとともに、
我が国周辺海域で操業する外国漁船を厳正に管理することが必要です。また、陸上環境は、
内水面や海洋環境と密接なつながりを有しているため、それらの保全のためには、植林や排
水の浄化等の陸上環境の整備が重要であり、また、開発行為が内水面や海洋に与える影響に
ついても考慮し、必要に応じて関係者間で調整を行うことが重要です。

（漁業資源の利用者間の調整）
　資源管理においては、関係者間の協力と調整のための組織がしっかりと構築されていると
ころほど、資源管理が適切に行われる傾向にあります。公海における国際的な漁業管理では、
関係各国間の協力と調整のための機関として地域漁業管理機関が設けられていますが、ここ
でも対象となる漁業資源の動向を踏まえ、加盟各国の利害を科学的知見に基づいて調整する
ことが、より適切な漁業資源の管理のために重要となっています。
　このように、漁業資源を確実に管理するためには、漁業資源を利用する関係者間の調整の
場をしっかりと構築することが重要です。地域においては、漁業者の団体である漁業協同組
合が指導力を発揮し、その機能を担うことが期待されますが、全国的に利用されている漁業
資源については、全国的な関係者間での協力と調整の仕組みの構築が、また、マグロ等国際
的に利用されている漁業資源については、地域漁業管理機関を通じた協力と調整が重要とな
ります。

　現在、その資源状況が危惧されているニホンウナギは、我

が国ばかりでなく、中国、韓国及び台湾でも稚魚（シラスウ

ナギ）の採捕や養殖等が行われています。このため、我が国

だけが資源管理を実施してもその実効性を期待することはで

きません。

　ニホンウナギ資源の状況は世界的な注目を浴びており、中

国、韓国及び台湾においてもその危機的状況はよく知られて

います。

　ニホンウナギ資源を今後とも持続的に利用するためには、

関係国・地域の協力が必要との認識が高まっています。この

ため、我が国の主導により、平成24（2012）年９月から数

ニホンウナギの回遊経路

ニホンウナギの国際的な管理に向けてコラム
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　資源管理措置は規制措置であるため、これを確実に実施するためには漁業活動に関する情
報の収集や実効ある監視取締活動が不可欠です。特に産出量規制を適切に実施するためには、
水揚量の報告状況や操業中の小型魚等の投棄等について監視することが必要です。
　同時に、資源管理に関する国際的な取決めに従わず、他国の資源管理の成果を横取りした
り、漁場環境を荒らすような行為に対しても、地域漁業管理機関等を通じた関係国間の協力
の下でそのような行為を止めさせるよう厳重な措置を採ることが必要です。

（持続的な水産物供給に必要な経費に対する流通業者及び消費者の理解）
　資源管理措置の実施による漁業生産量の変動によって短期的に需給が引き締まったり、価
格が上昇する可能性があります。資源管理のこのような側面については、実際に問題が生じ
る前に、流通関係者や消費者等の関係者に対し十分な情報提供を行い、理解を得ることが重
要です。
　消費者にとって、小売価格は水産物を購入する際の判断要素の一つですが、資源管理のた
めの費用、水産物を供給する漁業者の経費及び所得が適正な範囲で価格に反映されることは、
水産物の持続的な供給を確保する上で必要なことであると考えられます。

次にわたって、これら関係国・地域によるニホンウナギを始めとするウナギ類の国際的資源保護・管理に

ついて協議しており、平成26（2014）年９月に日本、中国、韓国及び台湾は、①平成27（2015）年漁

期の池入れ量を前年と比べ２割減とする、②国際的な養鰻管理組織を設立する、③法的拘束力のある枠組

みの設立の可能性について検討すること等で一致し、ニホンウナギの国際的な管理が動き出しています。

　パルシステム生活協同組合連合会（以下「パルシステム」といいます。）は、取引先である大隅地区養

まん漁業協同組合（鹿児島県）とともに、ウナギを食べながら守る取組を進めています。ニホンウナギが

「絶滅危惧ⅠB類」に指定されたことから、パルシステムの組合員からはウナギを食べることに対する不

安の声が多く寄せられたとのことですが、パルシステムは将来にわたってウナギの産地や食文化を守るた

めに、ウナギを食べながら守ることを選択しました。

　パルシステムは同漁業協同組合と連携し、平成25（2013）年４月に「大隅うなぎ資源回復協議会」を

設立し、ウナギの放流事業や生息環境の整備、ポスター広告や学習会の開催を通じた情報提供等を実施し

ています。また、同年から７月限定で、大隅産ウナギ商品の購入時に１パック当たり10円を同協議会へ

寄付する取組や、パルシステムのポイント制度を利用した組合員からの寄付金制度を実施し、ウナギの生

息環境の保全に役立てています。パルシステムではこのような取組を持続させるために、ウナギの資源保

護活動について商品カタログやホームページを通じて組合員に紹介したり、直接組合員と接する配送員を

対象にした学習会や産地の視察会を実施し、組合員の理解が得られるよう努めています。

ウナギを食べながら守る（パルシステム生活協同組合連合会）事例




