
水産資源を安心して持続的に利用するためのガイドとなる水産物の評価結果（案）の公表に関する意見再公募 集約結果
番号 意見の内容 対応

1

1.1.1.1：分布と
回遊
1.1.1.2：年齢・
成長・寿命
1.1.1.3：成熟と
産卵

評価対象魚種について、これら情報の把握実態を評価項目を含めることは
不適切である。

ここでアセスされる情報はいずれも科学的根拠に基づいた客観的な評価を
実行するための前提条件として必要なものであり、評価対象魚種を選定す
るための事前準備に使われるべき内容である。または、適切な判断指標
（レファレンスポイントなど）が定かでない場合に、補完的に評価に取り
入れるといった扱いが適当と考える

評価手順書については、今回のパブリックコメントの対象にはなっていないが、今後の評価手順書の改訂に向けて
いただいた意見を参考にして参りたい。
本プロジェクトは基本的に水産研究・教育機構のアウトリーチ活動の一環であり、どのような調査研究が行われて
おり、どのような情報が整備されているかについても公表するという性質を持っている。また、事業者からの要望
により評価を実施する一般の水産エコラベルとは異なり、将来的になるべく多くの水産生物を対象に評価する必要
があるため、調査研究の存否を前提に評価作業を進めることは適当ではない。また、どの程度の調査データが蓄積
されているかは評価精度に大きく影響するため、その状況についても評価することが適当であるという理由に基づ
いて、現在施行中の評価手順が構築されている。

2
1.2.１：対象種
の資源水準と資
源動向

判定不能、不明に点を与えるべきではない（そもそも評価対象とすべきで
はない）

資源水準を把握することは、本プロジェクトの評価中で も重要な項目の
一つである。資源水準が明らかでない魚種については、他のいかなる項目
で評価可能であったとしても、結果に対する十分な説明責任が果たせると
は言えない。

評価手順書については、今回のパブリックコメントの対象にはなっていないが、今後の評価手順書の改訂に向けて
いただいた意見を参考にして参りたい。
本プロジェクトは基本的に水産研究・教育機構のアウトリーチ活動の一環であり、どのような調査研究が行われて
おり、どのような情報が整備されているかについても公表するという性質を持っている。また、事業者からの要望
により評価を実施する一般の水産エコラベルとは異なり、将来的になるべく多くの水産生物を対象に評価する必要
があるため、何らかの情報により資源水準や水準の推移が推測できるものについては積極的にその情報を評価する
こととしている。このため、本プロジェクトにおいては判断材料の有無を対象選定基準とはしていない。したがっ
て選定した種の中に「判定不能」の種が出てくることも想定した評価手順とし、判定不能の場合は予防原則を適用
し評価は 低としている。また、いずれの情報も存在せず、判定不能なものについては、その旨判定して利用に際
しての注意を喚起することも必要であると考えている。一方で、情報の有無が評価結果を大きく左右することがな
いよう、評価点の配分や計算方法には評価手順書の中で配慮を行っている。

3
1.3.3：資源評価
結果の漁業管理
への反映

1.3.3.１、1.3.3.2の続きとして、「科学的根拠を有する管理目標や漁獲
制御規制が設定されている」を評価項目として追加すべき

1.3.3では、資源評価結果が漁業管理に反映されている根拠として、その
実態に対する科学的な適正を問うべきである。例えば、ＭＳＣの基準で
は、管理目標値（LRP, TRP）の適正やHCRの内容、また漁業戦略（HS）が
精査される。これらの適正や代替可能な管理手法が導入されているか否か
を問う内容になっていない現在の手順書では、長期的な視点で漁業管理の
科学的適正を評価することは不可能である。

評価手順書については、今回のパブリックコメントの対象にはなっていないが、今後の評価手順書の改訂に向けて
いただいた意見を参考にして参りたい。

4
「地域の持続
性」全体

手順書における、待遇の公平性や差別を判断する基準も不明確である。
評価手順書については、今回のパブリックコメントの対象にはなっていないが、今後の評価手順書の改訂に向けて
いただいた意見を参考にして参りたい。

1 全体評価

WWFの魚種アセスメントでは、Pacific Chub  mackerel（Scomber
japanicus）については、総合評価は も低い結果として扱っている

1) 日本、中国ともに、適切なレファレンスポイントは採用されていない
という認識（Yingbin Wang, Ji Zheng and Cungen Yu (2014)）
2) 資源はOverfished状態である（FAO 2014a）他）
3) 漁獲の過少報告の可能性などもあり（日中韓）、かつ資源は
Overfishing状態であるという指摘もある（Pauly 2016)
4) 海上投棄に関する多少の懸念（モニタリングの仕組みが不明）
5) 混獲・未成魚（Juvenile）漁獲が30％を超えている可能性→中国の懸
念が大きいが、日本もデータ不足
6) 著しい生態系の変化を起こすような影響を与えている可能性がある。
高次捕食者への影響（SFRMO 2007）
7) Habitat（生息域）への影響は極めて低い
8) ドメスティックな漁業管理のみであり、地域的な管理体制に欠けてい
る
9) 全体的に導入されている管理措置の効果測定が行われておらず、実効
性が不明である
10) MSCやFIPといったプログラムへの参加がない

本プロジェクトにおける評価結果を既存の水産エコラベル等の評価結果と合わせる必要があるとは考えていないた
め、WWFの魚種アセスメント結果をそのまま採用することは考えていない。さらに、ご指摘には対馬暖流系群と混同
している点もあり、今回の評価で対象としている太平洋系群とは対象海域や系群が異なっているため、一部のご指
摘は当たらないと思われる。
1)日本では親魚をBlimitに回復させるためにFlimitにB/Blimitを乗じるなど、HCRに則り
（http://abchan.fra.go.jp/digests28/rule/rule28.pdf）管理基準を設定している。
2)ご指摘の論文は主に対馬暖流系を対象としており、1990年代の資源状況について論じている。
3)太平洋系群については、水産庁がTACシステムにより日本の漁獲量の正確に把握しており、指摘は適当とは言えな
い。
4)かつてサンマ棒受け網では選別機を積んで一部を投棄していたという報道もあったが、まき網ではそのような事
実はなかった。モニタリングの仕組みとして、市場での各県によるサンプリング調査が実施されている。
5）我が国においては0歳魚の漁獲量についても正確に報告されており、混獲・未成魚漁獲が30％を超えているとの
指摘には当たらない。
6) 太平洋系群については、漁獲量の適正な把握結果を基に資源の利用状況を調査解析しており、現在の資源状況下
では適正なレファレンスポイントの下にTACが設定遵守されている。高次捕食者については、本報告書の中で詳細に
検討した上で判定を行っており、高次捕食者は日和見食性でマサバだけに依存していないことが知られている。
7)については、本報告書の中で詳細に検討評価した上で判定を行っており、ご指摘のようにHabitat（生息域）への
影響は低いことが示された。
8)の指摘は意図が明瞭ではないが、国内の地域漁業を診断する上で、地域的な国際管理体制の存否を問う論点であ
れば、本系群の漁業海域から見て、批判の対象にはならないと考えられる。一方、国内管理体制の存否を問うてい
るのであれば、漁業の大半を占める漁業管理団体が機能しているとともに、国内全域に及ぶTACシステムの存在から
みて批判には当たらないと考えられる。
9)に指摘されている本系群の管理措置の効果測定については、既にIchinokawa et al(2015)の報告があり、有効に
機能してきたことが立証されている。
10)に関連して、本評価においては事業者からの要望により評価を実施する他の水産エコラベル等で認定されている
か否かについては、地域の経済状況等により実施困難な場所や漁業形態も存在することから、評価加点の対象とは
していない。

評価手
順書

該当箇所



番号 意見の内容 対応該当箇所

2
1.2.1：対象種の
資源水準と資源
動向

管理基準値が示されておらず、かつ低位であるため、増加傾向にあるから
２点というのは、客観性に欠ける。1点とすべきではないか

低位である以上、中位を達しない限り２点とするのリスクが高い。

評価基準は評価手順書に示されており、設定された基準に基づいて評価が実施されている。太平洋系群については
日本は親魚をBlimitiに回復させるためにFlimitにB/Blimitを乗じるなど、HCRに則り
（http://abchan.fra.go.jp/digests28/rule/rule28.pdf）管理基準を設定して来た結果、近年資源が回復しつつあ
るため、資源の推移を重視して評価を行うことには問題がないと考える。

3
1.3.3.1：漁業管
理方策の有無

5点の根拠が薄い

TACとABCが等しく設定されて、水産政策審議会で承認されている、とある
が、その内容を詳しく評価報告書では数値も含め精査すべきである。

評価基準は評価手順書に示されており、設定された基準に基づいて評価が実施されているが、今後の手順書改訂の
中では系群別ABCとTACの値を掲載するなど（水産庁のHPにデータは公表）、記述ぶりの明確化を計ってまいりた
い。

4
1.3.3.4：漁業管
理方策の策定

想定されている利害関係者は漁業関係者や有識者に限られていないか。本
来は市民社会も含む多様なステークホルダーとの連携が問われるべきであ
る。よって、5点ではなく、4点とするのが適切と考える

評価を行う際に本来求められるステークホルダー（利害関係者）の定義づ
けをしっかり行い、本プロジェクトを通してより透明性ある水産政策の実
現のためのリーダーシップを発揮すべきである

本プロジェクトは現状を評価することを目的としており、水産政策そのものを制御していこうという思想に基づい
て実施しているわけでは無い。現状でも、漁業管理方策の策定については、多方面の委員からなる水産政策審議会
やその傘下の部会によって行われており、ご指摘の懸念は当たらないと理解している。また、沿岸資源の場合は、
釣り人などの利用者も多く資源変動要因としての環境に関心を寄せる人もステークホルダーに入ってくる可能性も
高いが、沖合資源については、獲る人、買う人（食べる人）、管理する人の３者が基本となり、現在の評価報告書
作成過程の中ではこれらの関係者が意識されていると認識している。その一方で、認証制度や推奨制度が目指して
いるボトムアップ型の資源管理には「買う人」が重要な要素となってくるが、各種のアンケート調査によれば、一
般消費者の意識は個々の漁業と環境との関係を常時認識しているほど成熟していないことから、本プロジェクトで
は一般消費者の意識改革については強く意識しているところである。今後も、資源評価会議における一般傍聴やパ
ブリックコメントの指摘に細心の注意を払うとともに、本プロジェクトにおいても、積極的にパブリックコメント
の募集を行ってまいりたい。

5
2.3：海洋環境・
生態系への影響

情報として、極めて貴重な評価結果である
英訳が可能であれば、今後の国内漁業者の認証審査などで大変有益な情報
である。

今後とも精度の高い解析結果を提示していきたい。

6
3.2.1.1：管轄範
囲

8割はカバーされているから4点、というのは、甘いのではないか。指摘さ
れているように、公海での漁獲動向に応じて状況が変化しうることから、
3点とすべきである

同魚種を漁獲対象とする漁船を有する他国との共同管理体制の確立がなけ
れば、想定されるリスクはかなり高いと思われる

対象魚種の生息海域での水揚量のうち、91%をまき網が占めており、今回対象としている太平洋北区においては82%
を占めている(2.海洋環境と生態系への配慮 評価範囲参照)。このため、管轄範囲の評価としては問題がないと考え
られる。その一方でご指摘のように、昨今の国際情勢はきわめて流動的であり、我が国 EEZ外に於ける中国船によ
るマサバ漁獲については、その影響も大きいと考えられ、1.3.3.5においては1点の評点を与えていることから、
3.2.1.1においてはご指摘のように評点を3点に修正する。

7
3.2.1.2：監視体
制

3点とすべきである

乗船オブザーバーやオブザーバーカメラの搭載がなければ、操業時の混獲
や海上投棄などの問題に対する十分な監視は出来ていない。

太平洋系群の多くを漁獲している大中型まき網漁業においては、VMSを含めた高度な監視体制が整備され、漁獲量に
ついて、報告書や水揚港における監視及び相互監視が機能していることから、現在の評価点で問題はないと考え
る。混獲や海上投棄については現状ではその事実はなく、潜在的な可能性については生態系への影響等の中で評価
すべき内容であると認識している。

8
3.3.2.3：幅広い
利害関係者の参
画

利害関係者の定義が必要

研究者や市民団体から、この資源をめぐり持続可能性を問う声が上がって
いるが、こうした意見はどうやって取り込むのか。透明性の確保がされて
いるとは言いにくいのではないか。

利害関係者の定義が必要であるというご指摘はプロジェクト内でも認識しており、今後の評価手順書改訂の中で対
応していきたい。また、関連して行われている資源評価会議における一般傍聴やパブリックコメントの指摘につい
ても、細心の注意を払うとともに、本プロジェクトにおいても積極的にパブリックコメントの募集を行ってまいり
たい。

9

労働災害発生状況における死亡者数で、操業の安全性を検証、評価する方
法は適切ではないと考える。現に、すべての魚種の評価報告において、
「（特定魚種の特定地域に該当する）労働災害発生状況に関する情報は入
手できなかった」となっており、適切な評価手順に則って評価が行われた
とは言い難い。

労働、人権に関する項目が含まれている養殖業のエコ認証ASC
（Aquaculture Stewardship Council：水産養殖管理協議会）」の基準が
参考となる。（特に原則６を参照）

本プロジェクトでは、既存の文書資料や公的機関のインターネット上に公開された文書など、第三者が検証可能な
情報を基に評価を行うこととしている。事業者からの要望により評価を実施する一般の水産エコラベルとは異な
り、個別の聞き取り調査等は第三者による検証が困難なこともあり、評価資料とはしないこととしているため、得
られる情報には自ずから限界もあるが、可能な限り情報入手に努め、評価精度を向上していきたい。関連して、NGO
等の調査報告書が入手可能であればその内容についても精査の上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来
的には研究課題としての取り上げも含めて機構内で検討してまいりたい。

10

操業時の安全性の評価が基準としては、下記にあげるような項目が確認さ
れる必要があると考える。
＜操業の安全性について把握すべき情報＞
・操業におけるリスクが特定され、リスクを防止する安全対策がとられて
いるか、保護具などの着用が徹底されているか
・これら安全対策等に関する指導、研修、訓練等が定期的に実施されてい
るか（その記録があるか）
・事故等が発生した場合に記録、報告する仕組みがあるか（組合などの組
織単位で）
ASCについて（WWFジャパンのサイトより）

ご指摘いただいた点は具体的かつ適切であり、労働条件や操業の安全に関する評価にはご指摘にもあるが、1)予防
策の有無、2)聞き取り調査の実施による評価、3)統計上に現れる数値に基づく事後評価が考えられる。確かに2)聞
取り調査実施の方がよりきめ細かい評価が可能となるが、統計を使った評価も社会研究では安全性の代理変数とし
て使われている。また、本プロジェクトでは、既存の文書資料や公的機関のインターネット上に公開された文書な
ど、第三者が検証可能な情報を基に評価を行うこととしており、第三者による検証が困難な個別の聞き取り調査等
は評価資料とはしないこととしている。今後は、安全対策や訓練などの情報についてさらに精査し、入手可能性が
あるようであれば評価基準改訂の中で取り込んでいけるようはかってまいりたい。
　さらに、本項目の内容は大変重要なことから、NGO等の調査報告書が入手可能であればその内容についても精査の
上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来的には研究課題としての取り上げも含めて機構内で検討してま
いりたい。

マサバ
太平洋
系群

4.1.3.1：操業の
安全性
4.2.3.1：操業の
安全性



番号 意見の内容 対応該当箇所

11

情報収集の方法においても、公的機関への報告情報のみで判断することは
極めて困難であると考える。漁業従事者の就労状況および操業における安
全性については、組合等の記録等の情報を集めるか、現場レベルで従事者
にヒアリングをしたり、直接観察を行う必要があり、それを抜きにして適
切な情報に基づいた評価を行うことは難しいと考える。

ASC認証の労働と人権に関わる項目について参照されているSA8000の基準
も参照されたい。

就労状況の聞き取り調査の実施による評価のほうがよりきめ細かい評価が可能となるが、統計を使った評価も社会
研究では安全性の代理変数として使われている。本プロジェクトでは、既存の文書資料や公的機関のインターネッ
ト文書を基に評価を行うこととしており、事業者からの要望により評価を実施する一般の水産エコラベルとは異な
り、第三者による検証が困難な個別の聞き取り調査等は評価資料とはしないこととしている。このため、得られる
情報には自ずから限界もあるが、可能な限り情報入手に努め、評価精度を向上していきたい。
御教示いただいた、SA8000の基準についても精査した上で、必要な点があれば今後の評価手順書の改訂に繁栄して
まいりたい。さらに、本項目の内容は大変重要なことから、NGO等の調査報告書が入手可能であればその内容につい
ても精査の上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来的には研究課題としての取り上げも含めて機構内で
検討してまいりたい。
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労働条件の公平性に関する評価についても、労働災害の報告記録を根拠と
し、建設業界における自殺者数との比較や、水産業における賃金不払いや
労働安全衛生法違反などの事例が報告されていないことを上げて、公平で
あるとの結論を出しているが、報告がされていないことと、問題がないこ
とはイコールではなく、適切に評価されたとは言い難い。つまりは、評価
の根拠となる情報およびその入手手段が適切とは言えない。

ご指摘の点は大変もっともであると考えられる。労働条件の公平性に関する評価には、1)労働条件や操業の安全に
関する対応策の有無、2)聞き取り調査の実施による評価、3)統計上に現れる数値に基づく事後評価が考えられる。
確かに2)聞取り調査実施の方がよりきめ細かい評価が可能となるが、統計を使った評価も社会研究では安全性の代
理変数として使われている。また、本プロジェクトでは、既存の文書資料や公的機関のインターネット上に公開さ
れた文書など、第三者が検証可能な情報を基に評価を行うこととしており、第三者による検証が困難な個別の聞き
取り調査等は評価資料とはしないこととしている。今後は、安全対策や訓練などの情報についてさらに精査し、入
手可能性があるようであれば評価基準改訂の中で取り込んでいけるようはかってまいりたい。さらに、本項目の内
容は大変重要なことから、NGO等の調査報告書が入手可能であればその内容についても精査の上積極的に引用する方
向で検討するとともに、将来的には研究課題としての取り上げも含めて機構内で検討してまいりたい。
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水産業においては、外国人実習生制度の問題や外国人労働者の搾取、労働
時間と休憩時間・休日、 低賃金および生活賃金とその支払い状況などの
問題が懸念されるため、これらの問題の有無や程度を確認する情報を収集
し、評価することが望ましいと考える。

ご指摘の点について、公的機関から得られる情報には自ずから限界もあるが、今年度の法改正に伴って報告が公開
される可能性もあるので、可能な限り情報入手に努め、評価精度を向上していきたい。また、NGO等の調査報告書が
入手可能であればその内容についても精査の上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来的には研究課題と
しての取り上げも含めて機構内で検討してまいりたい。
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いずれの魚種の評価報告においても、労働条件の公平性における外国人実
習生の問題については、「初めの技能習得期間の６か月以上には、労働基
準関連法令が適用される（厚生労働省　２０１６）」ため、「比較的公平
性は高いと考えられる」と結論づけているが、法令が順守されているかに
ついては情報収集も評価もされていないため不十分である。

ご指摘の点について、外国人実習生問題については、法の穴を抜けて実習生を酷使していることが問題であり、法
的な枠組みがあるかどうかは重要なことである。法的枠組みがある場合には、それに違反すると送検事例等となっ
て統計に反映されるため、本プロジェクトではその評価をもって公平性を判断している。本項目については原評価
では説明不足であったことから、「労働基準関連法令が適用され、またそれに違反した送検事例も見られないた
め、比較的公平性は高いと考えられる」と評価を改訂したところである。公的機関から得られる情報には自ずから
限界もあるが、今年度の法改正に伴って報告が公開される可能性もあるので、可能な限り情報入手に努め、評価精
度を向上していきたい。さらに、本項目の内容は大変重要なことから、NGO等の調査報告書が入手可能であればその
内容についても精査の上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来的には研究課題としての取り上げも含め
て機構内で検討してまいりたい。
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強制的な労働状況がないか（従事者が自由に現場を離れることができる
か、外国人実習生や労働者の場合、雇用主によるパスポート等公的証明書
の保持や支払いの保留などがないか）、暴力やハラスメントの有無につい
ても確認することが望ましい。

ご指摘の点について、公的機関から得られる情報には自ずから限界もあるが、今年度の法改正に伴って報告が公開
される可能性もあるので、可能な限り情報入手に努め、評価精度を向上していきたい。また、NGO等の調査報告書が
入手可能であればその内容についても精査の上積極的に引用する方向で検討するとともに、将来的には研究課題と
しての取り上げも含めて機構内で検討してまいりたい。
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