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なぜ海についてレポートするのか？
それは本当に終わったことなのか？　野生世界から食料を調達するのはも
うこれが最後で、いずれはやめることになるのだろうか？　これが最後の
野生動物の食べ物か？　私たちと野生動物との最後の物理的なつながり
は、一見では分からないたいへんなごちそうだったのか？
       - mark kurlansky, cod

海は、地球上で最も広大な自然で、その食物システムについてはあまり
レポートされる機会が少ない存在の一つである。１０億の人々が食事か
ら摂取する主なタンパク源は魚であり、総計で毎年９０００万トンの魚
介類が世界の海から漁獲されている。この重量は中国の総人口に相当す
る。国際連合食糧農業機関（FAO）は２年に１度、「世界の漁業と養殖」
（SOFIA＝The State of World Fisheries and Aquaculture）という有用
な報告書を発行しており、その時の漁業のトレンドを紹介している。この
レポートと他の情報源から総合的に判断すると、過去６０年間に世界の野
生海産物の漁獲量は４倍にもなっている。

しかし、野生海産物の捕獲は全体の話のうちの半分にすぎない。漁獲高
の伸びに加えて、淡水と海水による養殖、つまり一般的に養殖と総称さ
れる営みは、1960年代に年間200-300万トンに過ぎなかったのが、今や
6000万トンにも上っている。実に年6.9%の伸び率である。これは、養
殖が世界一迅速に魚介類を育てられる行為であるからだ。養殖は今後も増
え続けていくだろう。というのも、農業に適した陸地の耕作地はすでに限
界に達している。気候変動、土壌劣化、淡水の不足などが陸上での食糧シ
ステムを拡大する大きな阻害要因となっている。したがって、将来の世代
にとって海は人類の食料源として重要な役割を果たすことになるだろう。

しかし、食糧を海に依存する度合いが増えていくのに平行して、私たちは
海の豊穣さやその回復力を脅かしている。まず人為起源の気候変動が海洋
環境にストレスを与えている。海水温が現在どんどん上昇していること
が、海に深刻な影響を与えるだろう。魚の回遊パターンを変えるだけでな
く、極海域のアイスキャップ、特に北半球においては従来、漁業に適さな
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かった巨大なエリアで漁が可能になりつつある。次世紀には、世界中の大
企業や先進国が国民を賄う食糧を確保するため、有利な地位を得ようと画策
し、新しいこの漁場における魚介類を巡る競争がエスカレートするだろう。

海はまた、人間が環境に与える影響に反応し、化学的に劇的に変化してい
る。工業化により大気にもたらされた二酸化炭素の影響で、海水の酸性化
が着実に進行している。今日の海はまた、近代農業と排水処理施設が海洋
環境に排出する窒素やリン系養分の流入が深刻化している。余分な栄養が
海洋に加えられることで藻が繁殖して酸素が欠乏してしまう現象が世界の
約400カ所以上で起きている。この現象は「富栄養化」と呼ばれ、その海
域は酸欠状態になっている。このような貧酸素状態の海域では、漁業を行
うことが難しくなっている。広大な海域で貧酸素化しているのは、東シナ
海の中国・揚子江沖やメキシコ湾の米国・ミシシッピ川の河口域、そして
バルチック海のスカンジナビアとロシア沖などで、合計、245,000平方
キロメートルにも及んでいる。

海産物を産する海がこのような多くの問題を抱えている一方で、一般的に
はシーフードのほうが陸上でとれるタンパク源より健康的だと考えられて
いる。海産物が汚染されているのではないかという心配があるにもかかわ
らず、最近の食と健康に関する研究では、シーフードを日常的に食べるこ
とは、母体内での胎児の発達や、心臓の健康、神経の弾力性などに欠かせ
ないという結果が出ている。なかでも注目すべきは、一流の科学雑誌であ
る「アメリカ医学学会誌」(Journal of the American Medical Associa-
tion)で、これまでの研究成果をメタ分析して総合的に評価した結果、海
産物を食べることはリスクに比べてベネフィットのほうが遥かに勝ってい
ると結論付けたことだ。

このようなニュースは全て、海と私たちの未来に不安を感じさせるもので
ある。その一方、海のさまざまな課題を報道するジャーナリストにとっ
て、このような状況はよいテーマの宝庫でもある。漁業の未来に関して、
利益相反や考え方の相違といった対立から起こるさまざまな問題を扱うこ
とが、もっともよい報道になるからだ。そういう意味において、海は相容
れない利害に富んだ環境にある。海は気候変動、人口増加、野生動物の保
護、エネルギー開発、最先端の養殖、その他さまざまな課題が複雑に絡み
合っている場所なのである。海の問題に関する豊富な知識を身につけ、積
極的に取材体験を積み重ねたうえで、さまざまな分野間の利害対立に対し
て、海というリソースを将来にわたってどのように分かち合うべきか社会
全体のよりよい理解につながるように貢献する。そうすることで、新進気
鋭のジャーナリストとして、キャリアを築くことができたり、胸をときめ
かせたりすることができる。海に関するさまざまな課題に関して、とくに
中国のジャーナリストは、解決に向けた対話へと導く国際貢献ができる状
況にある。中国ではいま、野生の魚介類を世界で最もたくさん穫っている
だけでなく、圧倒的に最大の養殖も行っているからだ。

しかしその話に立ち入る前に、まずはいくつかの基本的事項を確認するこ
とと、そして記事が正確な科学に基づいていて、読者の興味を得るように
するためのデータや分析を選択することが必要だ。さあ始めよう。



シーフード：野生生物か食糧か？
アフリカの平原を、1マイルの幅で網を広げた2台の狩猟の車が、スピー
ドをあげて走り回っている様子を想像してほしい。映画「マッド・マック
ス」から抜け出してきたようなこの空想的な一団は、すべてのものをすく
いあげる。ライオンやチーターのような捕食者、サイやゾウのような動き
の遅い絶滅危惧種の草食動物、インパラやウィルドビースト（ヌー）の群
れ、イボイノシシや野生のイヌの仲間。妊娠したメスも連れ去られ、ほん
とうに小さな小動物だけしか網の間から逃れることができない。地表に残
されたものは、大きな鋤で耕されたような無残に引きずられ汚くなった大
地だけだ。この実に効果的で非選択的な動物の殺戮方法は、海の世界では
「トローリング」と呼ばれる。現在も世界中で行われている。北極のバレ
ンツ海から南極沖まで、インド洋と中央太平洋の熱帯の海から温暖なコッ
ド岬沖までも。
	 					チャールズ・クローバー「The	End	of	the	Line（飽食の海）」

世界的な漁業の拡大

シーフードは野生から得られる最後の食糧である。私たちは１万年前の人
々が野生動物を狩ったのと同様に、野生の海洋生物を採取している。まる
で私たちは新石器時代の洞窟から出てきたかのように、野生動物の群れを
前にして、いかにその生存を持続させながら食べていこうかと考えあぐね
ているのだ。

１９７０年代中ごろまで、野生の魚を穫ることに関して我々がやっていた
ことは、新石器時代人が地上で狩猟していたこととたいして違いはなかっ
た。この間違った管理方法は、海の中で魚の数がどう決まるかという知識
を人間が持っていなかっために生じたものである。無理からぬことだ。人
間の歴史のほとんどの間、魚を穫る能力は、自然のなかの再生産の能力と
バランスが取れていた。魚介類は元来とても実り豊かなものなのである。
ほとんどの魚は数百万とまではいかなくても、数十万の卵を産む。その結
果、もし”人為的な除去”が起きても、魚には比較的早く資源を回復するだ
けの能力をもっていた。産業社会以前に“乱獲”が地域的に起こったとして
も、地球規模の乱獲は２０世紀半ばまで認識されることはなかった。

魚と人間のダイナミックな力関係の変化は、おそらく第二次世界大戦によ
って生じた科学技術の進歩の結果もたらされたといっていい。戦時の研究

漁業の拡大地図



開発によって海洋技術は大きく進歩した。ソナーが登場し、魚群や魚の棲
息域を船から遠隔操作で正確に見つけることができるようになった。石油
を原料とした化学繊維が発達し、軽い釣り糸や網ができた。漁船に乗せる
ディーゼルエンジンはより軽く、強力になり、出漁の範囲と時間を伸ばす
ことが可能になった。そしてついに、船で持ち運べる冷凍技術が発達、漁
船は外洋に出て、釣った魚をその場で冷凍しながら、船上の冷凍庫が一杯
になるまで漁を続けられるようになった。このような成長の背景には経済
と政治の後押しもあった。第二次世界大戦後の食糧難を解決する方法とし
て、各国政府は漁業に補助金を出した。政府はまた、漁船団が自国の沖合
から外洋に出て行くことを、国の主権を主張する便法としても使った。

以上のことがいわゆる「漁獲エフォート」を大きく増加させた。漁獲エフ
ォートとは、FAOの定義によると「単位時間当たりの漁業で使われる特定
漁業用機材の総量」のことである。第二次世界大戦の終わりから現在まで
に、世界の漁船は７５％増加して４００万隻となった。しかも、その各々
の船が漁獲量を大幅に増加させた。総漁獲量は１９２０年に２０００万ト
ンだったのが１９８０年代の終わりには９０００万トンまで増加。現在、
世界の海はあまりにも多くの船や網、釣り針が存在していることは広く知
られている。世界銀行のレポート「沈んだ大金」（Sunken Billions）に
よると、世界の漁船団の数は、魚を持続可能な規模で穫るのに必要な数の
２倍以上あるという。

この結果が「乱獲」と呼ばれる現象である。乱獲とは一定数存在する「資
源」ともよばれる魚介類が　その生産力の平衡点を超えて収穫されること
である。乱獲のコストは世界で一年に５００億ドルと見積もられている。
先に引用したのと同じ世界銀行のレポートによれば、世界の７５％の漁業
資源が「採算ベースを下回る状態」にある。言いかえると、漁のしすぎで
最大限の持続的生産量を保つことができない。そして、そもそも過去２０
年間、世界の年間漁獲量が９０００万トンで保たれているという数字につ
いては、空想であると考える科学者もいる。プロス・ワン・ジャーナル（
ＰＬｏＳ　ＯＮＥ）に掲載された最近の研究では、過去半世紀間の出漁海
域は拡大の一途と報告している。漁獲量が世界全体では横ばいにもかかわ
らず、海域は拡大し続けている。言いかえると、歴史的なレベルの漁獲量に
達するために、ますます広い海域で漁をしなければならないということだ。

overfiShing 乱獲
漁獲量が最大持続生産量
（MSY）より多いとき
に発生する。魚の個体数
がMSYよりも少なくな
った時を乱獲という。

fiShing effort 
漁獲エフォート
漁獲するために投入さ
れる資本、労働などの
投入量のことで、漁船
の隻数や漁具数、操業
回数（日数）などで表
す。漁業管理の方程式
では、よくEで表され
る。

Source: un food and agri-
culture organication, 2012

世界の漁業トレンドに関す
るFAOによるまとめ



改革のはじまり
漁業管理は科学と政策の交差点で起きる。多くの魚種は広範囲の回遊をす
る。もちろん国境は認識してくれないので、漁業開発の合理的な計画を立
てるためには多国間の合意が必要となる。しかし人類史のほとんどの期
間、そのような合意は不可能だった。なぜなら、そもそも誰が海を所有
しているのかということからして全く意見が一致しなかったからだ。漁
業管理の第一歩として、海の所有についての標準化がある程度なされ、こ
の四半世紀の間に重要な要素の合理化がいくぶん実現できた。１９７０年
代以前は、どの国も外洋に管轄区域を持っていなかった。１６０９年にオ
ランダの政治哲学者ユーゴー・グロティウスが論文「自由の海」（Mare 
Liberum）を発表した。このなかでグロティウスは、その国の近海を超え
た海域はすべてにとって自由であるべきだと主張した。以来３５０年間、
この論文が漁業管理を支配する不文律だったのだ。

変化は１９５０年代に始まった。個々の国が漁業資源の枯渇深刻化に気
づき、排他的経済水域(EEZs)を宣言しはじめた。最初に、ペルー産アン
チョビで有名な世界最大の漁業国であるチリとペルーが、海岸線から２
００海里（約３７０キロメートル）までの領海の排他性を主張した。ほ
かの国々も次々とこれに従ったが、とりわけ米国は１９７６年、一方的
に２００マイルのEEZを宣言、マグヌスン・セブンス・アクトと呼ばれる
漁業資源管理改革の法律の一部が適用されるとした。最終的には、国際
連合がEEZの考え方を国連条約のいわゆる「海洋法に関する国際連合条
約」（UNCLOS　Ⅲ）の中で成文化した。この条約は１９８２年に起草
され、１９９４年に発効した。中華人民共和国をふくむ１６４カ国が調印
したが、現在にいたっても米国は調印していない。各国のEEZを以下の地
図に示す。

近代の管理： 最大持続生産量、権利に基づいた
管理体制、地域社会に基礎をおいたモデル
海の所有権が明確になると、多くの国が海洋資源をじっくり眺め、理性的
で持続可能な海洋生物を捕獲するための検討プロセスに入った。しかし、
もっとも先進的な国や、よくトレーニングされた科学者ですら、魚の個体
数や捕獲可能な数についてランダムサンプリングと理論上の数学モデルに
頼ることしかできない、ということを考慮しておく必要がある。誰も海の
中の魚の個体数を正確に数えることはできない。魚の個体数を決定するモ

excLuSive economic 
Zone (eeZ) 
排他的経済水域
国連海洋法条約に基づ
いて設定される経済的
な主権が及ぶ海域のこ
とで、その国の海岸か
ら３もくしくは２００
海里（１海里は１．８
５２キロ）

uniteD nationS con-
vention on the LaW 
of the Sea (uncLoS) 
国連海洋法条約
排他的経済水域を沿岸
から200海里の範囲内
と定めた。アメリカを
除く164の国で批准さ
れている。

Exclusive Economic 
Zones of the World

排他的経済水域

Source: 
MarineRegions.org, 
2013
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デルにはたびたび不備が発見され、持続的に長い期間捕獲できる個体数を
過大評価してきた歴史がある。

魚の個体数に関する歴史的な過大評価と平行して、管理者は８０年前に漁
業管理のために導入された「最大持続生産量」（MSY）という概念を適
用した。アメリカ海洋漁業局のMSYの定義は「一つあるいは複合の資源
を一般の生態環境条件で長期的に可能な捕獲量、あるいは産出量の最大平
均値」だ。MSYの考え方の前提にあるのは、魚介類はそれぞれの現存推
定数と繁殖率と捕獲率（漁獲エフォート）によって算出される最大値まで
捕獲でき、されるべきだということだ。

MSYのやり方で漁業管理を行うことの主な批判は、漁業資源開発のモデ
ルが十分に他の変数を取り込んでいないということである。たとえば、海
洋生態系のなかの漁業以外の自然環境が個体数変動の要因となることや、
著しい漁獲エフォートによって混乱させられた生態系内での個体数変動な
どは考慮されていない。加えて、批評家は「捕獲レベルや管理の仕方の影
響、捕獲時の魚の個体数の状況などに関する情報が十分でないので不確か
さが増大している」と主張している。そのため、１９９５年、国連に「国
連公海漁業協定」（UNFSA）が設立され「予防のための標準」が取り入
れられ、これら不確実性のいくつかが考慮されるようになった。加えて「
生態系に基づいた漁業管理」を支持する生物学者も増えている。生態系に
基づいた漁業管理の構想とは、理論的には、与えられた環境内で全体とし
てさまざまな範囲の種が安定的に長続きするように、複数種のパラメータ
を設定しようとする考え方である。

UNFSAを適用するかどうかは国によってまちまちである。しかし、コン
ピュータの計算能力が向上し、サンプリング方法が改善したため、科学
者がよりよい漁業モデルを作れるようになった。漁業国であるアイスラン
ド、ノルウェー、米国、オーストラリア、ニュージーランドでは過去２０
年の間に水産資源の安定化と再構築をねらった漁業政策を推進している。
米国では、１９９６年に策定された管理計画を通して、４４の魚種の資源
回復に的を絞っている。米国のNGO団体である「天然資源保護協議会」

maximum 
SuStainabLe YieLD 
(mSY) 
最大維持可能漁獲量
現状の環境条件で魚類
の 再 生 産 に 大 き く 影
響 を 与 え る こ と な く
連 続 し て 得 ら れ る 最
大漁獲量。Potential 
yield（潜在漁獲量）
とも言われる。 

ノルウェーの漁業 
血管Roaldnes

creDit: 
m tovik, 
MarrineTraffic.com



（Natural Resources Defense Council）のレポートによれば、「これら
の魚種資源のうち６４％は資源回復に成功したと考えられる。すなわち、
２１種が回復もしくは回復目標を超えたと認定され、７種は回復に向け大
きく進展した。つまり少なくとも回復目標の５０％を達成、あるいは回復
計画実行以来２５％以上個体数が増加した」としている。

漁業の立て直しに最も貢献したと思われるのは、「権利に基づいた割り
当て」の設定だ。個々の譲渡可能な割り当て（ITQs）、あるいはキャッ
チ・シェアと言われる様々な形の権利に基づいた漁業システムによって、
特定の漁獲量を限定数の漁業者に割り当てる。この狙いは、特定の漁場に
入る漁師の数を制限することと、各漁師に漁獲量の最大値を指定すること
である。このような方法は１９５０年代にはすでに始まっていたが、１９
７０年代中頃から加速的に真剣に取り組まれるようになった。このような
枠組みができる前には、漁業はしばしば季節的に規制されていた。管理者
は漁場を特定日に開き、数ヶ月後あるいは数日後にも閉鎖する。この方法
は結局「魚の取り合い」という結果に終わった。多すぎる漁船が禁漁期に
なる前に少しでも多くの魚を穫ろうとしたのである。

権利に基づいた漁業管理システムのもとでは、管理者が科学にもとづいた
漁獲量をあらかじめ決定し、漁業団体に割り当てる。それで許可が与えら
れる漁船数が制限され、理論的には管理者はより正確な捕獲量を把握でき
ることになる。このような方法は生態系を保護する方向に働く。２００８
年に科学雑誌「サイエンス」に掲載された論文によると、このような方法
で管理された海域では、生態系の崩壊が、管理されない海域の約半分にと
どまっている。権利に基づいた漁業管理システムの成功例はウエブサイト
http://catchshares.edf.org/design-storiesで見ることができる。　

しかし、権利に基づいた漁業の枠組みを実行するには社会的なコストを要
する。それは、ジャーナリストは執拗に追うべきテーマだ。権利を割り当
てることによって、より少ない数の強力な漁業者に権利が統合されがちに
なる。譲渡可能なというITQsの特徴は、より大きな会社が小さな漁業者
からその権利を買えることである。その結果、たとえば世界最大の漁業国
の一つであるチリでは、国中の漁業権の９割をたった７つの企業が支配す
る結果となった。このことが沿岸部の地域社会をむしばみ、漁業を過度に
企業化したと批判する声もある。

この現象に対する解決策の一つに、地域社会に基礎を置いた「地域密着
型管理」(CBM)システムと呼ばれる新しい考え方がある。CBMシステム
も、割り当てという方法を採用するが、ほとんどの割り当てシステムは地
域との関係を考慮せず漁業者に漁業権を割り当てるが、CBMでは、まず
地域全体のための割り当て枠を手に入れ、権利をその地域内の漁業者に分
配する。理論的には沿岸に住んで働く人々のために最も有益になるはずと
いう方法だ。米国のNGOエコトラストの定義によるCBMのゴールは「そ
の枠組みの中で、漁師とその地域社会が、漁獲や漁場のアクセス権利、規
則の遵守、研究やマーケティングなど、全てに関して決定を下すことを含
めて、管理に関する主要な責務を担う」システムであるとしている。

認証と船団の更新
漁業者に対する権利に基づいた管理システムの論議は、国際市場ではより

inDiviDuaL tranSfer-
abLe QuotaS (itQS)
譲渡可能個別割当方式
漁獲可能量を漁業者、
漁業団体や漁船ごとに
配分して分与する方式
のうち、分与された該
当量を他の漁業者にも
譲渡できるように措置
する方式。キャッチ・
シェアと似ている、時
には同義語。 ITQsは
よく売買され、理論的
には効率的な漁業が実
現されるが、漁獲エフ
ォートが一カ所に集中
してしまうとの批判も
ある。

catch Share 
キャッチ・シェア
ある水産資源の漁獲可
能量（TAC）の一部を
事前に一つまたは複数
の漁業者、組合、地域
などに割り当てる漁業
管理方策。個別漁獲割
当制度（IFQ）や特定
の地域コミュニティに
よる独占的な漁場使用
を 認 め る 地 域 利 用 権
（TURFs）などがあ
る。 漁期の前に漁獲
量を決定することによ
り、理論的に乱獲を制
限する。

co m m u n i t Y- b a S e D 
management
地域密着型管理
漁師の地域コミュニテ
ィーに漁業権を与える
もう一つの形式。ＣＢ
Ｍは生息地の保護や水
質の保全などを含むこ
ともある。



評価を得て地球規模の持続可能な認証の枠組みの論議へと展開した。もっ
とも広く知られているのは「海洋管理協議会」(MSC＝Marine Steward-
ship Council)である。１９９７年に、世界野生動物基金(WWF)と国際的
な小売業コンソーシアムのユニリーバ（Unilever)とのパートナーシップ
をとおして、MSCは世界の漁業に対する標準を模索した。これらの標準に
は、長期にわたる漁獲の持続性、漁業の海洋生態系への影響、そして混獲
など多くのことが盛り込まれた。混獲とは、漁の目的魚種ではないその他
の種の生物を漁獲することで、大きな問題になっている。１６００万〜１
７００万トンの意図しないで捕獲された魚介類が毎年捨てられている。今
日までに、MSCは世界中の２００の漁業を認証している。これはこれで意
義深いことではあるが、この数字はまだ世界の漁業の１０％未満である。

より良い形の漁業管理がなされるケースが現れたのに加え、経済的に豊か
ないくつかの国は漁獲エフォートを全体として減らす、すなわち漁船団を
縮小させることを政策目標にしている。米国などでは、過剰と見なされた
船を政府が買い上げて退役させる買い戻しプログラムを、水産当局が実行
しようとしている。船団の全体数がとどまることを知らないＥＵ諸国で
は、とりわけこれが大きな問題になっている。

先進工業国が漁獲エフォートを減らそうとする一方、新興国は逆の方向に
向いている。以前、「大西洋マグロ類保存国際委員会」(ICCAT)にいたジ
ョゼフ・パワーズは次のように言う。「交渉中の割り当てについて話し始
めると、まず豊かな国がかつて行った歴史的な漁業が槍玉にあがる。今マ
グロの大量捕獲が行われているアフリカの発展途上国の人は『あなたがた
は決定を下して、長年我々を押さえつけてきたが、あなたがたがマグロを
釣り始めてから現在までに釣ったのと同じだけ我々は釣る権利がある』と
言うだろう。そして、ブラジル、ナミビア、北アフリカの国々が彼らの分
け前を欲しがっていることも分かるだろう」と。この四半世紀、漁船団の
拡大に関してもっとも意欲的なのは中国である。

bYcatch 混獲
漁獲対象以外の誤って
漁獲される海産物。例え
ば、エビ養殖池からエビ
を１ポンド（４５４グラ
ム）水揚げする時、6キ
ロも混獲される。

まき網漁業者は、ベト
ナムの中央海岸にイカ
とイカのための魚。 
photo by David mills, World-
Fish, 2009. 



大きな抜け穴：公海と高度回遊魚の漁業

国々が各自の排他的経済水域の主権を主張しながら、その地域での漁業が
改善した例もある。しかし、沿岸の国営化はある意味では、ただ単に乱獲
の問題を沿岸から沖合へと移動させただけともいえる。国々は２００海里
の範囲で管轄区域を持っているが、それを超えると「公海」と呼ばれる誰
の所有でもない多くの国によって漁業が行われる海域となる。結果とし
て、公海での漁業は他のどのタイプの漁業よりも早く、ある推計によれば
次に示すように８００％の割合で伸びている。

もっとも目立つ伸びは分類上サバ科の２３種。これは一般的に「マグロ」
と呼ばれ、外洋に広く分布し、一生のあいだに何千キロメートルとは言わ
ないまでも何百キロも回遊する高度回遊魚である。マグロや他の高度回遊
魚は「地域漁業管理機関」（RFMOs）という国際機関を通して管理され
ている。合計で１７のRFMOsがあり、それぞれの海域における管理が委
任されている。しかし次の地図に示すように面積が広大であるため、これ
まで管理が効果的に行われてきたという保証はない。

マグロ漁や公海上で行われるすべての漁業はまた、国家間で「違法・無警
告・無規制・漁業」（IUU漁）と称される不法・無秩序かつ報告されない
漁業にも深く影響されている。「海賊漁業」としても知られるIUU漁は、
国際管理の枠組みの外で行われており、漁業を合理化しようとする世界的
な試みを混乱させている。漁業から得られる２３５億ドルもの富がIUU漁
によって毎年失われており、これは地球全体の漁獲の２０％にものぼる。

公海上IUU漁問題が大きく懸念されているのは、南極周辺のしばしば最後
のフロンティアと目される海域での漁業である。現在、南極海域は南極
海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)と呼ばれるRFMOの管理下にある。か
つてこの海域ではマゼランアイナメ（Dissotichus）、通称チリ・シーバ
スのIUU漁が顕著だった。南極オキアミ(Euphausia	superba)漁もまた、
生態学者たちの気をもませている。南洋で規制することが難しいだけでな
く、オキアミが魚類や海洋性哺乳類の主要なエサであるからだ。オキアミ
はダイエットサプリメント業界や養殖業界に供給されるため、ますます多
く捕獲されるようになっている。

high SeaS 公海
国の排他的経済水域の
200海里（370キロ）
の境界を超えた海域。
公海漁業は監視や規制
をすることが困難で、
世界の違法漁業のほと
んどがここで行われて
いる。

regionaL fiSherieS 
management 
organiZation (rfmo) 
地域漁業管理機関
国の排他的経済水域の
外側の公海領域を管理
する17カ国によるかつ
お・まぐろ類に関する
多国籍協議会。

１７のRFMOsの
管理区域 
Source: 
PewEnvironment.org



海洋保護区—２１世紀の漁業の中心的論争
海洋保護団体の中には、どんなに漁業を規制してうまく割り当てようと
も、海の広い部分を海洋保護区（MPAs）として守る必要があると考えて
いる人もいる。底引き網漁のような工業的な漁業技術は海洋生態系にい
ったんダメージを与えると、その環境が元に戻るまでに何年もかかる。現
在、MPAsなどの海洋保護面積は全海洋の２％未満でしかない。しかし、
いま海洋保護区を求める機運が世界的に高まっている。この動きは特に
過去１０年間、太平洋の島々で顕著に見られる。クック島やニューカレド
ニア島などをとり囲む広い範囲が新しい海洋環境保護を受けることになっ
た。南極のロス海の広い範囲を海洋保護区にして守ろうという機運も高ま
っている。

MPAsの目標を達成する鍵の一つが、産卵可能な大きなメスの保護であ
る。大きく成熟したメスの魚（Big Old Fat Female Fish＝BOFFF’s）
は、小さな個体に比べて指数関数的に膨大な数の卵を産むが、多量に漁獲
されている地域では、一般的に保護が難しい。

世界中の環境保護者による包囲網にもかかわらず、水産業は歴史的に
MPAsに反対してきた。また、ワシントン大学の水産学者レイ・ヒルボー
ンのように、MPAsを実現することには著しい否定的側面が存在すると断
言する科学者もいる。この議論は、ジャーナリストにとって今後長期的
に、追求すべき問題である。

結論と参考文献
野生魚の管理と海の管轄の問題は日々動いている。今後、その変化を追
跡して一般読者が理解できるようにレポートすることは、ジャーナリス
トにとって大きな挑戦だ。海上にいる船にアクセスすることはいつも容易
とは限らない。とくに沖合漁業の船は数ヶ月とはいわないまでも数週間
は、一度漁に出たら戻ってこない。政府のデータも信用できないことがあ
る。UBCのダニエル・パウリーによると、たとえば中国はFAOへの報告
の中で１９９５年から１９９９年までの漁獲高を著しく大げさに述べてい
た。それでも、漁業の問題は報道する価値がある。人類にとって生き残り
の鍵であり、合理的な管理は今世紀中に到達可能な課題のひとつである。
報道をすすめて課題解決へと促すために、以下の参考文献が役立つだろう。

marine protecteD 
area (mpa)
禁漁区、保護区
漁業が大幅に削減また
は完全に排除される区
域。海洋保護区が魚介
類の避難場所として機
能し、隣接する非保護
地域の漁業資源を豊か
にする効果があると指
摘する声もある。

traWLing
遠洋底曳き網漁業
おもに大規模な網を海
底に沿って引く漁法。
魚 介 類 を 大 量 に 捕 獲
し、海底環境に重大な
被害を与える。

iuu fiShing 
違法・無報告・無規
制・漁業
国際的なルールを無視
し て 無 制 限 に 取 る 漁
業。 漁獲割当などの管
理措置が無視されるた
め、科学的な資源管理
ができなくなり、負担
金の未払いなどで国家
や機関の税収への打撃
も大きい 。



世界中の魚種に関する検索条件
つきのデータベース。日本語に
も対応している。

  
国連FAOの漁業に関するページ
（英語）。世界の漁業行政デー
タに関する最も良い情報源。

ブリティッシュコロンビア大学
による「Sea Around Us」プロ
ジェクトの可視化データ。

モントレー湾水族館の
「Seafood Watch」プロジェク
ト。魚種で検索し、持続可能性
を表示させることができる。さ
らに個々の魚種に関して詳しい
説明もあり、個々の魚種の資源
量や原産国について書かれてい
ることもある。

東南アジア漁業開発センター 

個々の船がどこにいるかを追跡
できるサイト。

海洋管理協議会（Marine 
Stewardship Council）のホー
ムページ。認定された漁業とそ
の認定条件のリスト。

国際的な認定は受けていない
が、よい管理に移行しつつある
「漁業改善」を追う「Sustain-
able Fisheries Partnership」
のページ。

マグロに関するよい情報センタ
ー。ISSFのミッションは科学
に基づいてマグロの長期的保護
と持続可能な資源利用のイニシ
アティブをとることである。

米国の国立海洋大気庁
（NOAA）の公式サイト。

モントレー湾水族館の漁業資源
の持続可能性のサイト。魚種ご
との持続可能性ランキングがあ
る。それぞれのランキングペー
ジの一番下に記されている魚種
ごとのレポートが役に立つ。

世界の漁業保護に関する検索可
能なデータベース。

WWF（世界自然保護基金）の
シーフードのページ。

世界の海洋保護区一覧

非営利団体「Pew Environ-
ment Group」のシーフード
イニシアティブ。

おそらく漁業産業に関する最も
良い出版物。閲覧するには購読
料が必要だが、海について常に
カバーするならそれだけの価値
がある。

シーフードビジネスの雑誌。シ
ーフードビジネスに関して最新
情報が得られる。

なぜ海についてレポートするのか？ | ウェブサイト
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The End of the Line, 
Charles Clover
乱獲に関する世界
的な暴露本

Fish Population 
Dynamics, 
J. L. Gulland.  
予測のつかない魚
の個体数変化に関
する極めて技術的
な説明。

Overfishing, 
Ray Hilborn.  
科学をベースにし
た漁業管理につい
ての、よりプロの
漁業者の見方につ

Four Fish, 
Paul Greenberg.  
鮭、鱸、鱈、マグ
ロの養殖と天然も
のに関する調査。

The Sushi Economy, 
Sasha Issenberg.  
グローバルな魚の取
引に関する革命につ

Tuna: a Love Story, 
Richard Ellis. 
マグロの世界的な
話。

Hooked: Pirates, 
Poaching and the 
Perfect Fish, 
Bruce Knecht.  
チリシーバスに的
を絞った違法漁業
の調査。

Cod 
Mark Kurlansky
大西洋のタラに関す
る素晴らしい「一代
記」で世界の漁業の
状況が歴史的な観点
から描かれている。



淡水養殖と海洋養殖：海の変化
私たちは海を育てその動物たちの世話をするべきだ・・・狩人のようにで
はなく農民のように海を利用すること。これが文明社会のなすべきことで
ある。狩りに代わって飼育することが。
	 	 	 	 	 	 	 	 ジャック・クストー

淡水養殖と海洋養殖：欠乏が豊富を生む
漁業アナリストがベンチマークに使う図表を改めて見ると、国連のFAOの
データによる過去７０年間の海産物捕獲について特筆すべきは、野生魚の
漁獲高が増加して一定数に落ち着いたこと以外に、淡水養殖（淡水環境で
の水産物の養殖）と海洋養殖（塩水、海洋での養殖）の利用が伸びたこと
である。簡単に、このレポートでは以降双方とも「養殖」と呼ぶことにす
る。環境問題の一般書や科学論文でも両方とも養殖という言葉が使われて
いるからだ。

この図の濃い青色部分は、全海洋で飼育された水産物の量を示す。まず世
界中の漁獲高が下がり始めると同時に、養殖による生産量が急上昇したこ
とを指摘しておこう。これは偶然の一致ではない。海洋から獲ることので
きる野生の魚の量が限界に達したのに、世界人口が伸び続けたのだ。これ
はまさに、近代的な養殖技術が誕生した１９７０年代末以降、海の幸を食
べ続けようとするならば養殖に向かうしか方法がなくなったことを示して
いる。しかし、１９５０年から２０００年までの漁獲量の頭打ちとともに
やってきた、たびたびの養殖業のブームでは無視できない環境負荷がかか
った。海を報道するジャーナリストは、そのコストのしくみを理解し、漁
業と養殖の間の二律背反を理路整然と議論できるようにする必要がある。

チリの海洋生物の
養殖, ecotrust 2013
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だけでなく塩水での養
殖にも使っている。

maricuLture 
海洋生物の養殖
淡水生物の養殖を意味
する対立語として。



養殖業のはじまり
養殖そのものの歴史は古いが、世界的に広まって重要な漁業の一部となっ
たのはごく最近のことだ。およそ紀元前４０００年、古代エジプト人は強
大な川に隣接する池でナイルティラピア(Oreochromis niloticus)を養殖
していたらしい。中国もまた、早くから養殖を導入し、世界で始めての養
殖マニュアルを制作した。 中国の学者ファン・ライが書いた「The Chi-
nese Fish Culture Classic」（中国の古代養殖）は、紀元前４７５年ごろ
に書かれたもので、魚を飼育するための方法論を初めて標準化した。
 

それから２０００年にわたる水産養殖の歴史のほとんどが、さまざまなコ
イ科の仲間(family Cyprinidae)などを主要品種とした淡水魚を育てるこ
とに焦点が当てられた。コイは漁場で養殖するのに適したさまざまな特性
があったため、自然に最初の養殖魚に選ばれた。養殖に適している特性は
以下の通り。  

 - 成長が早い 
 - 幅広い種類のエサを食べ、幅広い水温で生息する  
 - 狭い場所で込み合っていることに耐える 

  ファン・ライ著 
「中国の古代養殖」
（紀元前４７５年）
  の複写 

世界の漁業トレンドに関する
FAOによるまとめ

Source: un food and 
agriculture organication, 
2012



コイ養殖の初期の様式はだいたい環境に配慮した、むしろ良好なものだっ
た。このようなコイの養殖は、中国のカイコやコメの世界的な広がりとほぼ
並行して始まったと考えられている。カイコの抜け殻はコイの優れた飼料に
なることが分かっている。コイの糞は稲のよい肥料になるし、このためコイ
の池では稲がよく育つ。このように、古代の養殖様式は実際には、さまざま
な生物をさまざまな用途に利用し、廃棄物をリサイクルし、年間を通じて農
家に食物を提供する「複作」（polyculture）だったといえよう。  

複作システムのもう一つの良い例が、中国のゲイワイ（gei wai）システ
ムだ。海岸線に沿った高潮によって池に入り込んできた小さな海洋生物を
捕らえては大きく育てることをしている。このシステムは、香港に近いマ
イポ湿地自然保護区で現在でも実際に行われているところが見られる。  

青の革命：近代養殖の台頭  
水産養殖の歴史を見ると、大半が小規模生産の職人仕事だった。それが第
二次世界大戦後、近代世界水産市場で大きな位置を占めている主要魚介類
の養殖が始まったことから大きく変わり始めた。今日では、すべての養殖
海産物の生産量の50パーセントは魚で、25パーセントが海苔などの水生
植物、25パーセントが甲殻類（エビ、カニ）と貝類（アサリ、カキ、ム
ール貝など）だ。最も養殖されている魚はいまだにコイだ。しかし、過去
40年で、いくつかの新しい魚が加わって、養殖業の発展と貿易の拡大に
貢献している。これらの新しい養殖魚には、サケ、小エビ、ティラピア、
ナマズなどがある。 

サケ：サケ科の魚は総称してサケ（鮭）と呼ばれる。多くの魚とは違っ
て、栄養豊富な卵から孵化するためサケは養殖に向いている魚である。卵
から孵化したばかりの仔魚は卵の嚢で何日も生きた後、工業的に作られた
飼料ペレットで育てることができる。これは、ほかの魚で必要な幼虫など
の生き餌の必要がない。サケの養殖は、1960年代から70年代にノルウェ
ーとスコットランドで始まった。その後１０年あまりの間に、選択育種に
よって漁師がサケの成長率を倍増させることができるようになった。大西
洋にしかいなかった固有種のサケ「サルモサラー」は、いまや世界市場を
制覇している。養殖サルモサラーの数は今や、太平洋と大西洋のすべての
種類の野生のサケを合計した数よりも大きい。これは偶然ではなくて、大

卵黄嚢をぶら下げた
サケの「仔魚」 

CREDIT: US Department 
of agriculutre, 2011



西洋のサケの野生個体群がどん底に落ちたときにサケの養殖が始まったの
である。大西洋の野生のサケは「商業的絶滅」状態で、商業的サケ漁はも
はや不可能になってしまった。

小エビ（シュリンプ）：エビと呼ばれる「十脚目」（Decapoda）の節足
動物は科学的には数千もある。それらのわずかが飼育化されている。何世
紀もの間、エビは半野生の方法で飼育されてきた。卵から孵化したばかり
の野生子エビを河口から収集し、大きくなるまで池で成長させる。 1940
年代、日本の科学者、藤永元作（もとさく）博士が世界で始めて、クルマ
エビの完全養殖に成功した。つまり、卵から孵ったエビのこどもを大人に
まで育て上げ、完全に人工的に子供を生むという「閉じたサイクル」を
達成したということだ。これらの初期の成功から1960年代には他種のエ
ビ、たとえばブラックタイガー(Penaeus monodon）や現在世界で最も
生産量が多いバナメイエビ(Litopenaeus vannamei)なども養殖されるよ
うになった。 

テラピア：スズキ目シクリッド科の一部の魚で、日本ではイズミダ
イ、チカダイなどとも呼ばれている。世界の養殖生産トン数でいう
と、ティラピアは６種の養殖コイの後の７番目の魚。中国だけで約
120万トンを生産しており、そのほとんどが輸出されている。ナイ
ルティラピア（Oreochromis niloticus）、モザンビークティラピア
（Oreochromis　mossambicus）の２種のティラピアが多く養殖されて
いる。どちらも、アフリカが原産で、小規模なシステムで数千年の間、養
殖されていた。それが第二次世界大戦後、アジアを通して世界中に広がっ
た。またイスラエルとノルウェーが、ティラピアがより早く成長できるハ
イテク養殖プログラムを開発した。ティラピア養殖の大きな利点として、
飼料に動物性タンパク質が必要ないことが挙げられる。また、その淡白な
味は、タラのような枯渇しつつある魚の代替としても喜ばれている。 

ナマズ：ナマズ目に属する「淡水ナマズ」は成長が早く雑食性であるた
め、世界中で養殖が行われている。米国は早くから養殖を始めた国の一つ
で、1970年代にアメリカナマズ（blue catfish)とブチナマズ（channel 
catfish）を大量に養殖した。しかし1980年代、ベトナムがパンガシウス
科のナマズを繁殖させ、世界のナマズ産業を支配するようになった。国際
市場で「tra」「basa」「swai」と呼ばれるパンガシウス科のナマズは、
東南アジアで養殖される主要な輸出品の一つなのである。パンガシウスは
また、タラなどの代替魚として白身魚市場に出回っている。 
 
スズキとタイ：海洋魚の養殖が始まったのは、まだごく最近のことで
あり、まだ発展途上の段階である。 ヨーロッパスズキ(Dicentrarchus 
labrax) とタイ科のいくつかの仲間（シーブリームと呼ばれる）のヨーロ
ッパの二種の魚は、今日拡大を続けている多くの海洋養殖の基礎となった
原型といえる。多くの海洋魚と同様に、スズキやタイは生まれた時は生き
餌が必要で、それらの養殖には、クルマムシ(phylum Rotifera)やアルテ
ミア(主にArtemia salina)などの微小な生餌を開発することが不可欠であ
る。スズキとタイは現在、誕生から次世代への継続というライフサイクル
が人工飼育で実施できるが、他の種で実施できないかといろいろと試みら
れている。中でも、スギ(Rachycentron canadum)とブリ属のいくつか
の仲間が注目されている。実際、これから数十年の間に、どの魚は養殖
すべきで、どの魚は野生捕獲であるべきかを決めなくてはならない時が来
る。そうして、より多くの魚が養殖されることになるだろう。 



二枚貝（カキ、ホタテ、アサリとムール貝）：二枚貝の文化は何百年もの
間存在していたが、しかし魚類と同様、科学者たちが二枚貝の完全養殖に
どうにか成功できるようになったのは、ごく最近のことだ。魚類とは違っ
て、二枚貝を育てるためにエサを供給する必要はない。彼らは、ごくごく
小さな植物プランクトンが含まれた水をろ過することで、生きている。こ
のため、二枚貝の培養は一般的に、生態学的に有益とまではいわないが害
はもたらさないと考えられている。 

コンブなどの海藻：世界の水産養殖製品の全重量の２５％が海藻で、その
大半が中国で生産されている。二枚貝のように、海藻には栄養素を供給す
る必要はないし、窒素の栄養塩を栄養源としているので海水中から窒素の
ような養分を除く機能もある。  

養殖が引き起こす環境問題  
食品を生産するシステムにおいては、何事も無償ではできない。人間の食
糧供給を増やす試みはすべて、必然的にどこかの環境に影響を与える。養

殖に関しては、やっと最近になって環境問題の視点から認識されるように
なった。養殖業を取材しようとする記者は、よく養殖の環境への影響につ
いてよく理解している必要がある。重要な環境影響は次のとおり。 

飼料魚の乱獲：いくつかの養殖魚は植物飼料で育てられるが、とくに最近
増えているサーモンなど多くの養殖魚は、野性の小魚を魚粉や魚油に加工
したエサを必要とする。すなわち多くの場合、養殖魚を１キログラムを育
てるのに野生魚を１キログラム以上消費する。この知見は、有名な科学誌
「ネイチャー」の2000年の論文で発表された。ネイラーらの論文による
と、飼料魚対養殖魚の比（Fish In　Fish Out ratioまたはFIFO）が、飼料
用魚を３キログラム以上も投入しても、食用養殖魚がやっと１キログラム
しかとれないと推定している。この報告が発表されて以降、養殖魚業界も
より効率的に飼料魚を利用するようになってきた。しかし、「レンフェス
ト飼料魚タスクフォース（Lenfest Forage Fish Task Force)」による報
告書「小魚の大きなインパクト」（Little Fish Big Impact）などその後

creDit:
American Museaurm of 
natural history / cbc,
2009



の調査によると、飼料魚の乱獲が海洋食物網を損なっていると主張し続け
ている。世界の野生漁獲量のおよそ２０％が飼料魚であり、その大半が養
殖に利用されている。  

汚染：海水魚、甲殻類、さらには二枚貝の養殖は糞便とエサの食べ残しと
いう形で廃棄物を生み出す。これら大部分の窒素系廃棄物は沿岸海域の酸
素不足を招いたり、特定沿岸地域での海洋生産性を低下させたりする可能
性がある。さらに、抗生物質や防汚剤や農薬の使用は、養殖が海洋環境に
もたらす問題となっている。 

生息地の破壊：すべての水産養殖の中で、おそらくエビの養殖が最も多く
の批判を浴びている。エビは熱帯や亜熱帯のマングローブ林の海岸の池や
貯水池で養殖される。初期ころは、養殖場からの水質汚染物質が蓄積する
と池はそのまま放棄され、次々と新しい池に養殖場が移動していった。細
菌による感染症のビブリオ病やウイルスによる白点病などの魚の病気が
蔓延して養殖池が放棄されたこともあった。この放棄によって、これま
で野性の魚を育て、高波の被害から守ってきた何十万エーカーものマング
ローブ林の生態系が破壊された。マングローブ林の伐採は近年、いくつか
の場所では減っており、特にタイではマングローブ林の伐採は違法となっ
たが、その一方で新たな問題も起こっている。 2009年には、致死性の早
期死亡症候群（ EMS ）と呼ばれる新しいエビの病気が中国で発生し、東
南アジア全体に広がっている。 そして、2013年には、EMSによる損失が
10億ドル以上にも上った。 

逃亡：最近まで、養殖魚が生簀から逃げ出す問題には適切に対処できずに
いた。養殖池の魚やエビは多くの場合、隣接した環境の魚やエビと遺伝的
に異なる種であり、生態学者らは「逃亡した魚やエビは野生個体群の遺伝
子を希釈してしまう」と警告している。サケの養殖が特に問題で、海に設
置されたネットの生簀から毎年何百万のサケが海に逃げ出している。淡水
池で育てられたティラピアも同様で、彼らは逃げ出したらそこの流域を乗
っ取ってしまいかねない。 

魚の病気伝染：野生環境で養殖を行うことは、野生環境に病気を蔓延さ
せる媒介となりかねない。多分、最も報告例が多いのはサケ養殖におけ
る病気伝染であろう。伝染性サケ貧血は、1990年代にチリで発生して以
来、世界の他地域でも見つかっている。貧弱なバイオセキュリティとサケ
の稚魚の世界的な流通は、国から国へ、そして大陸から大陸へと病気の
伝播を加速させた。サケの寄生虫であるウオジラミ（Lepeophtheirus や
　Caligus）は頻繁に見られる、もう一つの養殖の副作用と言える。ウオ
ジラミは、宿主である魚の皮膚に取り付き、そこから栄養を吸い取る。こ
れは特にサケの稚魚に有害だ。養殖業への批判のなかに、野生のサケの移
動ルートの近くにある大規模養殖場がウオジラミを増やして野生のサケに
感染させている可能性があるとの指摘がある。    

養殖の世界基準の登場  
ここ10年間で、政府や大型スーパーマーケットなどが養殖の環境と食品
安全の基準設定について、ますます憂慮するようになった。水産養殖管理
協議会（ ASC ）は、世界自然保護基金（World Wildlife Fund）の水産
養殖管理検討会という円卓会議から生まれた。この会議では、生産者を招
いて、抗生物質の使用から飼料要求率（体重を一定量増やすために必要な

forage fiSh 
飼料性魚類
ハマチやマグロなど養
殖魚のエサになる小型
魚で、アンチョビやイ
ワ シ 、 サ バ な ど 。 現
在、世界的の漁獲量の
約20％が養殖魚や豚や
鶏、ペットのための飼
料性魚類である。



飼料の重量）、労働者の安全基準までＡＳＣ認証制度の根幹となる幅広
いさまざまな基準作りが行われた。現在、12生物種に対する8つの規格が
策定されている。ドイツのケルンにある民間の非営利組織「グローバルＧ
ＡＰ」（適正農業規範）は、大規模小売業者のための透明性に重点を置い
て同様の安全基準を定めている。もうひとつの基準が、世界水産養殖同盟
（Global Aquaculture Alliance）だ。

基準作りにおいては環境に対する配慮も重要だが、魚介類の食の安全性も
重要である。２００８年に中国の養殖魚用の飼料にメラミンが添加されて
いた事件は、水産養殖製品への不安と不信を引き起こした。そして1990
年代以降、消費者は抗生物質の過剰使用ー特にエビ生産に対して心配する
ようになった。  

結論、研究の今後の課題  
養殖はまさに、食品システムの安全性と持続可能性を追求しながら現在発
展している最中の産業である。時として若い産業であるゆえに批判される
ことも多い。しかし陸上での食料生産に比べて、養殖は明らかに多くの利
点がある。養殖水産生物は一般に冷血動物であり、中性浮力があり、多産
で成長が早いという事実から、陸上の家畜よりタンパク質をより効率的に
生産できる可能性があることを意味している。  

一方、地上での畜産とは異なり、養殖業では多くの場合、現場にはどうし
ても養殖している動物と近類種の野生動物が近くに生息していることにな
る。一部のシーフードの生産者たちは、養殖の気まぐれに海をさらさない
ように養殖場を海から隔絶された場所に移動させようとしている。そうは
言っても、そのような施設の多くは、まだあまりにもエネルギー集約的な
のでコストがかさみすぎる。科学者たちは野性の飼料用魚への依存を減ら
すことを可能にする代替飼料の開発を進めている。また、まだ市場にはお
目見えしていないが、実験室レベルでは「遺伝子組み換え魚」の可能性も
視野に入っている。 

これとは対照的に、水産養殖へのより生態学的なアプローチも注目を集
めている。資源を再利用するという原点に戻った複合養殖が、カナダな
どいくつかの場所で大規模に行われている。魚類の給餌養殖と貝類養殖、
海藻養殖などの施設を同一地域に並べて統合的に操業管理するしようと
する「多栄養段階統合養殖」（Integrated Ｍultitrophic Ａquaculture 
＝IMTA） がある。これらの試みは、新進のジャーナリストも注目してい
る。こそのような調査研究を支援するため、以下のサイトに詳細なデータ
や報告書が参照できる。  



養殖における種のリスト 
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選択肢 
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禁漁環境要因  
世界はまだ歌っている。でも、警告は正しい。我々はすでに多くを失い、
そしてもっと失なおうとしている。やってくると気づいている危険もある
が、気づいていないものも確実にあるのだ。
								カール・サフィナ「怠惰な視点から」（The	View	from	Lazy	Point）	

野生魚の合理的な管理や健全な養殖基準の導入すれば海を健全に保つに十
分だと単純化して考えがちだ。しかし現実は、大規模な人的活動が豊富な
海の幸に深刻な影響を与えている。漁業と養殖の管理問題と同様、これら
の問題は複雑でジャーナリストが注目すべき問題でもある。海に悪影響を
与えている主要な環境問題をすべて徹底的に議論することはこのツールキ
ットの範囲を超えているが、以下にみなさんが今後取材するときに役立ち
そうなトピックスの簡単な概要を以下に示す。  

河口水域と塩水沼地の減少 
一見、海は巨大に見える。その広範な広がりを見て、我々はそこにたくさ
んの魚が生息しているように思ってしまう。でも、どこのどれだけの生物
が生息しているのか調べてみると、意外と海ははるかに小さい。  

上記のマップは、海洋食物網の基礎を形作っている植物プランクトンが集
まる海域での「基礎生産」と呼ばれる無機物から有機物が生産されている
ゾーンを示している。これを見ると、これらの生産性が高いゾーンは、陸
から栄養素が海に流れ込む海岸地域であることが一目瞭然である。これら
は海の生物学的ホットスポットである。各国が200海里までの水域をかれ
らの資源豊かな排他的経済水域と強く主張したがるのは、一つにこうした
理由からだ。 

大陸の一番端は川が海と出会うところで、河口と呼ばれる生態環境が形成
されている。この河口地域で、市場で見られる海産動植物の7割がその生
活の少なくとも一部を営んでいる。河口の最も重要なエリアは、草やウジ
虫、貝、その他の生物が複合的に生態系を形成する塩水沼地である。これ

米国では 富栄養化 
Credit: NOAA. CoastWatch

eStuarY 
河口水域
河口の淡水と海水の境界
に生じる生態系。河口は
熱帯雨林よりも単位面積
あたりの食物エネルギー
を生産する、世界で最も
生産性に富んだ生態系の
一つである。

phYtopLankton
植物プランクトン
海洋の食物連鎖系の基
礎。魚のエサになる動
物プランクトンによっ
て食べられる。このよ
うにしてエネルギーは
太陽光から食物連鎖の
頂点にある脊椎動物に
伝わっていく。



らの環境は、小さな海洋生物たちに安全な避難場所を提供している。塩水
沼地は、地上で最も生産的な生態系である。平均的な塩水沼地は、熱帯雨
林の10倍もの炭素固定能力がある。 

塩水沼地もますます開発によって荒らされている。ここ2世紀の間に、沿
岸の湿地は住宅や農業、産業用地を建設するために排水されてしまった。
途上国では、このプロセスが過去半世紀の間に大きく加速している。中国
では沿岸開発が急激に進んでおり、自然の湿地の3割が1990年から2000
年のたった十年間で失われた。海面上昇によってこの損失はさらに続く
と予想されている。海面上昇は、汽水性湿地を塩水浸しにして植物を枯ら
し、塩水沼地を崩壊を促進する。  

ダム／水力発電 
世界の魚の大部分は、その一生の一部を川に依存している。サケ科などの
回遊魚 、チョウザメ科 、シャッドやニシンなどのニシン科 、ウナギ目
のすべては、一生の一時期を河川で過ごす。ここ200年間、ダムの出現で
これらの魚のライフサイクルが大きく阻害されるようになった。灌漑、近
隣の水車、広範囲の発電まで様々な目的のために人間は川にダムを構築し
た。その目的がどうであろうと、ダムは回遊魚の遡上のじゃまをする。現
在、世界中に48,000の高さ15メートル以上の大型ダムが存在する。大型
ダムだけを考えても、世界の主要な河川の6割がダムによってブロックさ
れている。もっと小さいダムは何億とまでは言わないが何千万とある。

このすべてが、川と海の間に生物学的エネルギーの交換を遮断し、生物種
の多様性を減少させている。中国は現在、ダムの新設の世界的リーダーと
なっているが、水力発電の開発は途上国で急増している。 「魚道」や魚
が遡上するための梯子など魚がダムを通過できるよう支援するさまざまな
工夫が、水力発電による電力供給を求める地域住民との間の妥協案として
時にはなされている。しかし最近の研究によると、これらほとんどが回遊
魚の遡上を支援する効果がなく、ダムはほとんどの場合回遊魚の個体数を
激減させる結果となっている。 

富栄養化／低酸素  
一定の窒素とリン系養分が海に流入することは、海の生産性に大きな影響
を与える。実際、これら二つの栄養素が沿岸に存在するからこそ、植物プ
ランクトンが発生して、海洋食物網の基礎を形成することができる。しか
し、過ぎたるは及ばざるがごとしである。過去100年間、主に化学肥料や
家畜から出てくる堆肥、家庭や工場からの排水などで、海洋環境に流入す
る窒素とリンの負荷は急増してきた。このように過剰な窒素とリン系廃棄
物が川の流域に流れ込むと、現存の濾過摂食性飼料魚やその他の生物たち
が消費できる以上の光合成藻類が大量に発生してしまう。この大量の藻類
が死ぬと、細菌がそれらを分解し、呼吸する過程で大量の水中酸素を消費
する。ある条件下で大量の酸素が消費されると、水が低酸素状態あるいは
酸素不足となり、そこに生息する生物たちの生命が危険にさらされる。こ
こ10年間、ジャーナリストは、この低酸素領域を「デッドゾーン」と称
した。完全には死んでいないものの、酸素不足で漁獲量が減少している地
域がある。 

低酸素を解消する多くの方法がある。先進的な農業技術や、過剰な栄養や

DiaDromouS fiSh 
回遊魚
サンマやイワシ、サケ
など、産卵場所（孵化
直後の幼魚期）と成魚
の生活を送る環境が淡
水と海水で異なる魚類
の総称。 

SaLt marSh 塩水沼地
河口は通常湿地に生育す
る草、貝、細菌、ワーム
や他の生物が存在する複
雑な生態系を形成してい
る。塩水沼地は、地球上
で最も生産的な生態系の
一つである。

世界のダム建設国 
Source: international 
Journal of hydropower and 
Dams, 2005
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藻類を消費してくれる海藻や二枚貝の養殖などだ。ソビエト連邦の崩壊と
ドナウ流域での肥料補助金制度の終了のあと、黒海の世界最大「デッドゾ
ーン」がほとんど消失したことは注目すべきである。とはいえ、地球規模
でいうと、デッドゾーンは拡大している。南極大陸を除くすべての大陸
で、生態系に影響を与えているデッドゾーンは全部で245000平方キロメ
ートルある。中国の最も注目すべき低酸素地域は、長江デルタの西沖の東
シナ海、黄河デルタ沖の黄海、珠江デルタ付近で、季節ごとに発生する。

海洋酸性化 
おそらく、いま海が直面しているもっとも心配な問題が、最近観察された
海洋酸性化と呼ばれる現象だ。酸性化は、化石燃料を燃やすことで大気中
に二酸化炭素が大量に放出された結果である。この現象は一般的に地球の
気候変動と関連付けられているが、海洋も同様に大きく影響を受ける。 

二酸化炭素が海水に溶けると、水素イオンは炭酸イオンと結合して重炭酸
塩となる。通常、炭酸イオンは石灰化生物が自分の貝殻を作るために利用
する。 しかし、海水中でCO2が高レベルで溶解すると、競合する化学反
応が起こって、炭酸イオンをとらえて重炭酸塩にしてしまう。このように
して炭酸イオンが海水中から除去されると、貝類が貝殻を作ることがどん
どん難しくなる。 

海洋酸性化の影響が顕著に見えるのが、サンゴ礁の減少だ。酸性化はま
た、カキやアサリなどの二枚貝の養殖に影響しているようだ。しかし、
酸性化で危機に瀕している大問題がある。海の食物連鎖の最も低い段階で
は、エネルギーが植物性プランクトンから動物性プランクトンへと移行す
る。つまり、植物のような微生物を動物のような微生物が食べるというわ
けだ。小さな動物性プランクトンを大きな動物性プランクトンが食べ、そ
れらの動物性プランクトンを今度は魚が食べる。酸性化が大きな問題とな
る理由は、ほとんどの動物性プランクトンがカルシウムの殻を持っている
ということだ。だから、動物性プランクトンが大きく減るということは、
確実に海の魚の量が減少することを意味している。  

この海洋酸性化は世界中の海で確認されているが、もっとも指摘されてい
るのは太平洋だ。太平洋の米国北西部地域の貝養殖業者はここ数年、貝の
幼生が十分に貝殻を形成できないまま死んでしまうことを経験している。  

海水温の上昇 
海水の気温は、地上の気温より遅い速度で上昇しているが、たとえ微小で
も海水温の変化は深刻な混乱を引き起こす可能性がある。極地の氷冠の融
解は、グローバルな活動をしている漁船にとってより多くの海が漁場にな
ることを意味し、それらの新しい漁場に関する合意がないために大規模な
乱獲を招く可能性がある。  

さらに重要なのは、海水温の変化が多くの市場に出ている食用魚の回遊パ
ターンを変えているようだということ。その変化の結果がどうなるかを予
測することはまだできないが、漁獲管理方法や漁獲割り当て、漁業領域境
界の広範な見直しが必要になる。温度が変化すると北極と南極で流氷が溶
け、淡水を大量に極地の生態系へ放出する。すると海水中の塩分濃度が変
化（リンクされた報告書の17ページを参照）するかもしれないし、さら
には魚の分布をも変化させる可能性がある。  

ocean aciDification
海洋酸性化
空気中の二酸化炭素が
過剰に海洋に溶け込む
と起こる化学反応。海
は自然の状態ではアル
カリ性だが、化石燃料
の燃焼で少しずつ酸性
になっている。これは
動物プランクトンや二
枚貝、サンゴのような
石灰化生物の殻の形成
に影響する。

carbonate ionS 
炭酸イオン
貝やサンゴ、ウミユリ
など炭酸カルシウムの
殻を作る石灰化生物は
海水中のカルシウムイ
オンを利用する。海洋
の酸性化は海水中の炭
酸イオンを減らすとと
もに、多くの海洋生物
が丈夫な殻を作ること
ができなくする。

eutrophication
富栄養化
海や川、湖の水に含ま
れる栄養素が過剰な状
態で、特にリンや窒素
が海洋環境に大きな負
荷をかける。海洋や水
圏生態系が過度に窒化
されると、藻ブルーム
（ある種の植物プラン
クトンの大発生）が発
生することもある。こ
の藻が死ぬと、細菌が
それを分解したり、呼
吸する過程で自ら酸素
を消費して水生生物が
生きていくには貧酸素
状態になる。



最も忘れてならないことは、温まった海は海洋食物網の基本構造を乱す可
能性があるということである。これは、すべての海洋生物を支えている植
物性プランクトンと動物性プランクトンの重要な関係の話に戻る。植物性
プランクトンは昼の光を求めて増える。つまり冬の終わりに向かって日が
長くなるにしたがって、これらの光合成生物が日光を利用して増える。一
方、動物性プランクトン増殖は光ではなく温度によって刺激される。この
ため、温かい海では動物性プランクトンは植物性プランクトンが現れる前
に増殖する可能性がある。このことが動物性プランクトンの大量死を引き
起こし、その結果として、動物性プランクトンをエサとしている仔魚たち
が同様に次々と死ぬことになる。 

水銀、ＰＣＢ、そしてその他の工業汚染物質  

一般読者の海洋環境に関する一番の関心事は、おそらく工業汚染物質とそ
れが海産物汚染にどう関係しているのかということだ。これは、多くの海
洋問題と同様、20世紀になって出てきた環境問題であり、化学工業にお
ける技術革新が引き起こした問題でもある。海産物の体内に蓄積されて世
界的な公害問題となった汚染物質としては、メチル水銀とポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）の二つがとくに有名だ。

メチル水銀が金属水銀と異なる点は、それがプラスのイオンになってい
て人体の分子と容易に結合することだ。日本の新日本窒素肥料（のち「
チッソ」と改名）が１９５０年代から１９６０年代にかけて、アセトアル
デヒドを製造する工程で、触媒として使用した硫酸水銀がメチル水銀に変
化し、このメチル水銀を無処理で水俣湾に排出した。このメチル水銀が水
俣湾の魚類の体内に蓄積され、それを食べた地域住民が重篤な重金属中毒
症を発症した。約３０００人が水俣病と認定されている。主な症状は、手
足などの知覚障害や小脳性運動失調、求心性視野狭窄、中枢性聴力障害な
ど。

今日のメチル水銀による汚染は、石炭を燃やすことで起こると思われてい

methYLmercurY 
メチル水銀
水 銀 に メ チ ル 基 （ Ｃ
Ｈ ３ ー ） が 結 合 し た
化 合 物 の 総 称 。 お も
に、CH3HgX（X＝Cl
やOHなど）のモノメ
チル水銀を指すことが
多く、いずれも毒性が
強い。日本の水俣病を
引き起こした原因物質
もモノメチル水銀。川
や海などに放出された
工場の副生成物や残留
農 薬 な ど か ら 形 成 さ
れ、食物連鎖によって
魚などの生体内に蓄積
する傾向がある。メチ
ル水銀に汚染された魚
を食べると、人の腸壁
から急速に吸収され、
神経機能障害を引き起
こす。

ZoopLankton 
動物プランクトン
微細な動物、植物プラ
ンクトンをエサとし、
その代わりにニシン、
アンチョビ、イワシな
ど鰓でエサを濾して食
べる魚のエサとなるプ
ランクトン。   

写真家ユージン・スミ
スが１９７１年、胎児
性水俣病の上村智子さ
んを母親が入浴させて
いるシーンを撮影、世
界に水俣病の問題を訴
えた。



る。水銀は岩層の間の石炭の層「炭層」に含まれており、高熱にさらす
と、水銀が「メチル化」を起こして人体に吸収されやすいメチル水銀にな
る。中国やインドの石炭火力発電所から多くの水銀が排出されており、海
洋中の水銀濃度上昇との関係が議論されている。

ポリ塩化ビフェニル(PCBs)は１９世紀後半に発明された。化学的に安定
しているため製造過程に利用しやすいと考えられ、冷却剤や酸化防止剤と
して使用されてきた。２０世紀に入るとポリ塩化ビフェニルの排出により
環境がおびやかされ、１９６０年代になる頃には発ガンや心臓病の増加と
の関連が指摘され始めた。結果、ポリ塩化ビフェニルの生産は１９７６年
にアメリカで禁止になった。それにもかかわらず、化学的に安定した物質
であるため、海洋環境に長年残留しており、今後も残留し続けるだろう。

メチル水銀とポリ塩化ビフェニルは、環境における生物蓄積とそれぞれの
生物での生物濃縮の傾向がみられる。どちらの物質も分解され難いため、
海洋生物が食物として消費されても残留し、食物連鎖に引き継がれてい
く。つまり、捕食生物は、食物連鎖においてその下のすべての生物が食べ
た汚染のほとんどすべて引き継ぐことになる。その結果、マグロ、サメ、
メカジキのような捕食性の魚は、餌となる魚の生物濃縮のせいで、小さな
魚よりも汚染している傾向がある。寿命の長い魚は、汚染蓄積の時間が長
いため、海洋中の水銀やポリ塩化ビフェニルにさらされる危険がある。世
界各国がこうした化学物質の危険性に気付き始めたため、産業での利用を
禁止しようとする動きがある。特に成功例はアメリカの連邦水質汚濁防止
法で、

水質浄化法（Clean Water Act) としてよく知られている。だが、残留性
有機汚染物質（POP）とみなされているような新しい化学物質は次々に開
発され、その安全性の確認もままならず市場に出回ってしまう場合が少な
くない。海洋ジャーナリズムに取り組む記者は、こういった新しい化学物
質の環境への影響を最初に明らかにする立場にあるのだ。

Bioaccumulation and 
biomagnification in marine 
organisms 

poLYchLorinateD 
biphenYLS or pcbS 
ポリ塩化ビフェニル
ポリ塩化ビフェニル化
合物の総称で、塩素の
数 や そ の 位 置 に よ り
209種類の異性体が
存 在 。 な か で も コ プ
ラナーＰＣＢは毒性が
極めて強い。発がん性
があり、魚などで生体
濃縮される。溶けにく
く、沸点が高く、熱で
分解しにくく、不燃性
で、電気絶縁性が高い
ため、電気機器の絶縁
油 、 熱 交 換 器 の 熱 媒
体、ノンカーボン紙、
潤滑剤、可塑剤、接着
剤、難燃剤など様々な
用途で利用された。昭
和43年に米ぬか油にＰ
ＣＢ等が混入して、西
日本を中心に食中毒が
発生するカネミ油症事
件があった。

http://mercurypolicy.scripts.mit.edu/blog/?p=499
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海について報道するために
―海洋の問題を解決するための目標設定と

ジャゴールと解決法
２０世紀は海洋開発で大きな変化があった。陸のシステムと同様、海洋環
境においても、野生の魚の漁獲にしっかりとした取り決めがないまま開発
が進み、規制がしっかりされていない家畜の飼育法と同様の道をたどっ
た。だが２１世紀始めごろにもなると、制限も規制もない開発は続けられ
ないということが明らかになった。世界中の消費者へ、魚介類を安定した
一定量供給しつづけるには、海洋について深い理解を示して効果的に規制
しなければならない。事実上、海には余分な漁獲量を見込めるだけの新し
い魚はもういない。多くの地域では、養殖可能な環境も限界にきている。
前進するためには、漁業や養殖業における目標、そして漁業を報じるジャ
ーナリストの目標として、世界規模でのシーフードの供給を安定させる解
決策を編み出し推奨することが必須である。

漁業と養殖をめぐる状況が改善するよう、記者は５つの目標を目指すとい
いだろう。

１．科学的見解に基づき、法的にも正しい、野生魚類の管理を目指す. 漁
場に侵入できる漁船を制限し、漁獲量を事前に分割する漁獲割当量のシス
テムは、海洋の野生魚類を減少させないことに役立っていることがわかっ
てきた。今後数十年間の大きな課題は、公海を含む世界の漁場すべてを管
理できる体制にすることだ。残念だが、多国間にまたがる魚種の漁獲制限
に政治がしばしば介入する。出来る限り、漁獲制限設置においては科学が
政治力に勝たなければならない。ジャーナリストが漁場の改革についてよ
く把握し、知見を深めながら報道すれば、世界で科学的見解に基づいた漁
獲割当システムの確立に貢献できる。

2. 漁場管理に地域社会が参加する. 沿岸の地域社会は、近隣漁場の水質と
状態維持に対して独自の利害関係を持っている。法にのっとった管理をす



ると、より安定した漁獲量が見込める。漁師のコミュニティも法的取り決
めをする過程に参加するよう配慮し、漁獲割当量を決めるプロセスから排
除されることはあってはならない。ジャーナリストは、漁師のコミュニテ
ィ内の話題に光をあて、漁師の権利がどこで侵されたか、どう守られるか
を指摘していく役目がある。

3. 養殖業の世界的な健全さを確立し、養殖環境の標準化をめざす. 養殖
は、本文ですでに述べられているように、地球上で最も急速に成長してき
た家畜飼育である。養殖業の成長度は社会が意義ある法規を定めるスピー
ドよりも早い。その結果、沿岸地域の生息環境が悪化し、世界のシーフー
ド供給源に不純物をもたらし、養殖業者の労働環境も公平でないものにな
ってしまう。昨今出来上がった組織、例えば水産養殖管理協議会（ASC）
や世界水産養殖同盟（GAA）は、全世界レベルで新たな基準を導入した
が、多くの企業や国家がそういった基準を企業内や自国の基準として取り
込まず、毎日の管理体制に生かされていない状況である。社会全体が、養
殖業界へこのような基準の導入を促すべきだ。

4. 基本的な魚の生育環境について理解を深めて保護する.  自然の海洋にあ
る漁場が持久できるかは一連の生態系による。だが、その鍵となる生態
系こそ、人口増加や海洋開発の影響を強く受ける。野生魚の漁業を安定
的なものとして改善するための国家の政策には、塩水沼地、マングロー
ブ樹林の保護と回復、回遊魚の回遊する川の水路の整備、海底のトロー
リングからの主要環境保護、その他重要な生息物の保護などを含めなけ
ればならない。海洋を取材する記者は、漁場の搾取現状を報じるだけで
はなく、魚介類の生育環境をむしばむさまざまな環境要因を探って報じ
ることが大切だ。

5. 汚染や二酸化炭素排出に対する大規模な環境保護運動にかかわる.  世界
的な環境保護運動の動きと水産業はときに切り離して議論されてしまう。
しかし、本文でここまで議論してきた通り、汚染した工業廃水が海洋環境
へ流出することや過度の二酸化炭素が大気へ排出されることは、海の生き
物に大きな影響を及ぼす。海洋を報じるジャーナリストは、できるかぎり
大きな環境保護団体に向けて科学的に基づいた知見を紹介し、汚染対策
と、二酸化炭素排出量削減への地球規模での基準づくりにも働きかけるべ
きだ。



ジャーナリストへの助言
読者に対して知識の架け橋となる
以上に述べたような野心的な目標をめざし、一般の読者が海洋の環境問題
に関心をよせてもらえるようにするのは、なかなか難しい。海洋といえ
ば、多くの読者にとってあまり知らないことばかりである。ジャーナリス
トは、さまざまな基本的な知識を読者に伝え続ける必要がある。海産物の
何パーセントが野生で、何パーセントが養殖なのか。おのおのの地域の海
洋は、どこに所有権があるのか。どのように海洋は管理されているのか。
水産業での漁獲の仕組みは。それぞれの漁業方法が環境へ及ぼす影響は。
魚介はどのように養殖されているか。どんな養殖の仕方が一番持続性があ
るのか。こういった水産業の基本は、一般読者にはあまり知られていな
い。海洋問題を頻繁に取材しているジャーナリストは、基本的な情報に何
度も繰り返し報道していると思うかもしれないが、われわれが望んでいる
のは「雪だるま効果」、つまり海洋学や漁場管理についてすでに基礎的な
情報を持つ読者の中核にどんどん多くの一般読者が加わっていくことだ。

これに加えて、読者は海洋生物とはかけはなれた話題から海洋の問題を知
ることが多い。陸上生物は、両眼視で、四肢で、温血など人間と共通して
いる部分が多い。一方、魚類はこういった特徴を持ち合わせておらず、人
間である読者にとってよくわからない生き物である。ジャーナリストは、
人間と魚類との距離感を縮め、海洋生物の多様性や海の不思議を伝え、そ
の深遠さに読者が興味を持ってくれるように工夫しなければならない。

まずは、読者の食生活にかかわりのある話題を選んで報じてみることだ。
鍵となる魚の種類をみつけたら、インターネット上で得られる情報を集め
てみる。Fishbase.orgは、インターネットで調べものをする取っ掛かり
として優れている。ジャーナリストは魚の一般名や学名で検索ができ、生
息数や分布などの基礎情報を得られる。内容は中国語など、いろいろな言
語に翻訳されている。Seafoodwatch.orgなども、それぞれの魚について
詳しい情報があり、国ごとの情報なども得られる。

データを参考にしながら、それぞれの魚や貝についての進化やライフサイ
クルを紹介する記事も書くことができる。サケは、遠距離にある海域と自



国の中心地域にある川とをつなぐので、これも面白い記事になる。マグロ
は、公海と多国籍海域における漁業権交渉という切り口で記事が書ける。
エビは、沿岸部の環境問題、塩水沼地の減少、マングローブ樹林の破壊と
深くかかわっている。こうした身近な魚介類のほかに、水産市場に現れた
新参者の話題もある。新種の魚介類が市場に出回ると、環境問題や経済へ
の影響が記事になる。例えば、なぜ中国では外来種だったはずのティラピ
アが中国で現れたのか。なぜ以前は風変わりな料理とみなされていたマグ
ロ寿司が、いま中国でブームなのか、といったテーマだ。

時間の管理とアクセス
漁船に乗って、水産について報道しようとしたら、日常の取材で忙しいの
に海の上で長時間をかけて取材する時間がみつからないかもしれない。海
洋にいる漁船での取材を許可してくれている国もある。たとえば、アメリ
カのジャーナリスト、ローワン・ジェーコブセンはニューイングランドの
タラの危機について、自ら乗船取材をして素晴らしい記事を執筆した。し
かし、このごろの漁船は数カ月とまではいわないが数週間は海上におり、
取材には相当な時間がかかる。ここまで海上での時間を過ごさなくとも、
水産業にまつわる記事執筆のできる方法を紹介しよう。

漁船と漁場を遠隔地から追跡する  GPS機能の充実とインターネットによ
り、パソコンを通じて海上の漁船を追跡できる。MarineTraffic.comのウ
エブサイトは、世界中の漁船を比較的容易に探査できるようになってい
る。記者は遠距離で仕事しながら、文字通り宇宙空間から漁場違反を見つ
けることもある。２０１３年、ダラール・アルアブデュラッザークはブリ
ティッシュコロンビア大学のデスクトップパソコンから、ペルシア湾にあ
る筌（うえ＝竹を筒状または底のない徳利状に編んだもの）の画像を見
て、漁獲割当量を明らかに超えた数を観察した。Google　Earthの海洋の
画像の助けもあり、ここ数年は机上でも色々な調査ができるようになっ
た。この機能を使えば、ジャーナリストが海上の漁船に乗らずとも海洋の
地理をだいぶ理解できる。

地元の水産試験場を訪問し、知りたい魚の調査をしている研究者を取材
それぞれの地域には地元の水産試験場があり、漁業権や漁獲量を定めたり
漁師のコミュニティと連絡を取り合ったりしている。年間漁獲量や一定の
時期ごとの漁獲量を確認すること担っている。水産試験場の取材は水産や
漁場について記事を執筆する準備として良い第一歩になるだろう。

海上での取材前後に、漁師を取材する  漁師からは面白い話が聞けるだけ
でなく、科学者からとはまた違う情報を得られる。科学者は、テーマとす
る魚や貝についての研究に生涯を費やすが、実際に海に出て仕事ができる
機会は研究費が得られるかによって限られる。一方、漁師は魚のすみかで
ある海洋環境でほとんどの生涯を過ごすのである。

魚市場を訪れる 魚市場への取材を繰り返していると、水産業をめぐる経
済や水産漁場の環境についての変化に気付くことがある。２００９年、地
元魚市場でエビの出荷量の減少と価格の上昇があったことから、エビの病
気「早期死亡症候群」（EMS）の最初の兆候が明らかになった。１９９
０年代に魚市場へ足を運び続けていたら、パンガシウスという白身魚のナ
マズとティラピアの漁獲量上昇が見られて、タラのような野生の白身魚の



減少にも気付いたであろう。

国際的に出版されている報告書を参照する  地元の水産機関や漁師は、漁
場データにアクセスすることを許可しないかもしれないし、地元だけの偏
った情報だけを公開するかもしれない。しかし、幸運にもオンラインで多
角的で網羅的な水産データを得ることができるので、ジャーナリストはよ
り正しい情報にもとづいた結論に達することができる。国連食糧農業機関
（FAO）は世界各国からデータを収集しており、ある特定の漁場や海域に
ついて詳細を知りたければまずこれを参照すべきだ。

養殖をテーマに取り上げて報道する 世界で供給されている海産物のおよ
そ半分は養殖によるものであるから、水産について報道する記者はかなり
の時間を養殖の取材に費やすことになる。幸いにも、海の漁場の取材より
養殖の取材の方がしやすい。陸地から養殖場に向かえるし、取材許可は政
府管轄ではなく企業管轄レベルで得られることが多い。しかし養殖された
魚介類の安全性は養殖業者に問題があると考えられており、ジャーナリス
トは養殖現場の取材を拒否される場合もあるかもしれない。あるいは、疑
わしい養殖業者は通常の養殖業務現場とは異なる現場だけを取材用に見せ
ることもあることを心得ておかなければならない。

情報源によくある対立
水産業の取材をつづけていると、さまざまな意見の対立が起こっているた
めにインタビュー相手にさまざまな先入観が入り込んでいることに気づ
く。そのような先入観があることをよく心得ておくことは大切だ。先入観
の例を以下に述べる。

養殖対天然 漁師は、養殖業に抵抗をもっている場合がある。海洋漁業に
よる野生の魚の価格が養殖によって値下がりすると考えており、漁師の生
活にひびくという考え方をしやすい。シーフードの養殖業者は、一方で、
野生の魚の漁を時代遅れで原始的な行為だとみなし、漁業を科学的に管理
するのは不可能と考えがちだ。真実はこの２つの考えの中間にあり、ジャ
ーナリストは双方の考えが先入観であるとふまえたうえで、読者に報道し
ていく必要がある。

職人技の零細漁業対工業的な大規模漁業: 沿岸地域がある国々では、職人
技のような、小規模で沿岸近くで行われる漁業がある。そのような場合
は、少ない収穫量で多くの労働者を雇っている。それとともに、沿岸部
から遠い海域に大きな漁船が出航して、機械を多く使用し、少ない人数で
何トンというレベルの大量の漁獲を得る大規模な工業化した漁業が存在す
る。職人技の零細漁業は大規模漁業に対してしばしば反対の声を上げる。
漁場枠を独占し市場価格を下げていると。一方、大規模漁業は、複雑で多
職人が参加する零細漁業を維持するのは難しいと指摘する。大規模漁業の
関係者は、漁獲量をモニタリングできる技術が備わった漁船だけに数を減
らせば、捕獲量枠を守るのはより容易だと主張する。多くの国々で、両方
の漁業形態を維持してこうした対立が起きないように水産業を運営しよう
としている。ともに正当で強い意見であるから、その狭間は記者にとって
絶好の取材場所だ。

水産科学者と漁師の対立 漁師は、漁場で多くの時間を過ごしているた



め、海や魚について誰よりも知っているという自負がある。水産科学者
は、漁場の定期的な観測はしているものの、漁業に対して先入観を持って
いたり、特定の漁場の自然の実態についてあまり把握していないと見られ
ることがある。漁師と水産科学者の漁獲量の制限値における対立点を正し
く理解することは野生の漁業の取材のカギである。　

地域の問題と国際的トレンド　: 水産業の問題はしばしばグローバルな
レベルで議論される。たとえば、現在の漁業では最大維持可能漁獲量
（MSY）の状態かそれ以上の量になっていると聞かされる。グローバル
な視点では、これは真実だと言える。しかし、漁場はひとつひとつ様相が
違っている。水産に問題が投げかけられている昨今でも、良い管理体制の
漁場では、海域での魚の量は維持されている。何がグローバルの問題か、
何が地域レベルでの問題かを把握していれば、問題の実態をはっきりさ
せ、地域独自の解決策を見いだすことができるだろう。

結論：研究と海洋資源のためのこれからの課題
２１世紀になって、海洋をおびやかす問題がたくさん起きている。今回述
べて来た問題点に加えて、海洋にただようプラスチックの破片や有害な藻
ブルーム、騒音公害など、海洋を巡る環境問題が年々深刻化している。し
かし同時に、非常に大事なことを忘れてはならない。このような環境の悪
化にもかかわらず、そして人類が海にこのような被害をもたらしているに
もかかわらず、海は今も生きており、毎年世界で８０００万トンにも及ぶ
シーフードを生み出している。これはどこの誰を取材したとしても、忘れ
てはならない統計の数字である。人類が生まれてこの世界へやってきて、
人類のゴミが海洋を富ますことも汚すこともしている。我々は自ら自由に
使える、栄養のある生きた海のあるこの世に生まれてきた。将来子どもた
ちもそのような海洋資源の恩恵を受けられるように改善していくことは、
私たちの責任である。



日本の水産業
水産大国としての日本
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日本列島周辺は暖流（黒潮）と寒流（親潮）がぶつかり合うことで、海
洋生物の生産性が極めて高く、世界でも有数の好漁場を形成している。
そのため日本人は古くから水産資源の恩恵を受けてきた、縄文時代のゴ
ミ捨て場「貝塚」から出土した、魚の骨や漁具などからもその様子を知
ることができる。このため、日本は世界でも有数の水産大国であり、ご
く最近まで世界中の海で操業を行っていただけでなく、世界中から水産
物を購入する輸入大国でもある。

魚介類は日本人の主要なタンパク源だ。このため魚介類の食べ方も、刺
身をはじめとして焼き物、煮付け、てんぷらなど極めて多彩で、現在で
は、健康食ブームの波に乗って世界中に日本食が広まっている。

しかしその一方で、乱獲による資源の減少、原油価格の上昇、排他的経
済水域（EEZ）の設定、後継者不足などの問題から、日本の水産業を取り
巻く環境は非常に厳しくなっている。さらに、日本の水産業界には長い
歴史があるだけに、漁業制度や各種補助金制度、複雑な流通システムな
ど日本独特のものが多く、それが漁業の近代化の阻害要因となっている
面もある。日本では漁業者は住んでいる地域や漁業の形態ごとに漁業協
同組合に所属している。漁業協同組合が国や県から許認可（漁業権）を
受けることで、組合員である漁業者は操業を行うことができる。

枯渇が心配な日本の水産養殖
　　　　日本ではじめて養殖業として成功した事例は、昭和初期の香川
県におけるブリ（ハマチ）養殖だったと言われている。以降、様々な魚
介類のための養殖技術の開発が行われてきた。初期の養殖は天然種苗を
採捕し、出荷サイズまで大きくするだけだったが、今では仔稚魚用餌料
の開発や飼育設備の改良等により、卵から親魚まで人間の管理下で行う
完全養殖可能な魚介類も増えてきた。

　　　　養殖は天然の環境とは異なり、魚に極度のストレスを与えるの
で疾病が生じやすい。業者にとって疾病対策は常に頭の痛い問題であ
る。養殖の盛んな地域では、地方自治体の水産研究機関が、病気の特定
や適切な投薬治療方法といった指導を業者向けに行っている。

　　　　日本では水産用医薬品も人体薬と同様、新規開発薬は国の審査
が必要であり、漁網の清掃用に使用されていた有機スズ入りの防汚剤の
ように、有害と判断されれば製造中止などの措置が取られる。過去日本
において水産用医薬品の過剰投与がマスコミによって騒がれたことがあ
ったが、薬理学的見地からいえば、高濃度の薬が魚の体内に残ったまま
出荷され、人間の体内に取り込まれることはない。しかし、日本人の安
全志向に応えるためにも、養殖業者から流通業者まで、トレーサビリテ
ィにもっと配慮する必要があると思われる。
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　日本では養殖だけでなく、天然資源の回復のために、人工孵化させた
稚魚の放流事業も盛んに行われている。東北以北で行われているサケの
孵化放流事業はその一例である。放流事業の効果で激減していた資源が
回復した事例も多い。

ウナギ好きの日本人
ウナギの蒲焼は江戸時代に始まったとされる日本独特の食べ方。当時か
ら高価な食材だった。ウナギ養殖技術が確立されて以降、日本だけでな
くアジア諸国でも日本向けの養殖が始まると、スーパーマーケットの特
売品になるほどの人気商品になった。

ウナギの養殖は稚魚である天然のシラスウナギを捕獲することから始ま
る。ウナギの需要が高くなるほど、日本国内の資源量は減少した。そし
てついに、ニホンウナギ（学名）は環境省から絶滅危惧種に指定され
た。ヨーロッパやアメリカでもウナギの養殖が始まり、最近では東南ア
ジア原産種のウナギまで養殖するようになった。外国産のウナギもニホ
ンウナギと同様、資源量が激減して大きな問題になっている。

ニホンウナギの親魚は日本の河川に生息しているが、成熟すると遥か遠
くのマリアナ海域まで移動し産卵する。そこで孵化した稚魚は成長しな
がら黒潮に乗って日本の河川に戻ってくる。この回遊経路が判明したこ
とで、産卵直後の仔魚期（ラーバ）の餌料開発が可能となり、日本の研
究者によって産卵から親魚になるまでの完全養殖に成功した。完全養殖
は採算コストが高すぎるなどまだ課題が多いが、いつの日か川や海を知
らないウナギが食卓に登る日も来るだろう。

沿岸環境の回復
高度経済成長期、大都市部沿岸域の塩水沼地や藻場は、埋め立てや汚水
の流入により大きなダメージを受けた。当時重要視されていなかった塩
水沼地や藻場は、実は多くの生物の生活基盤であり、それらの消失は生
態系の破壊を意味した。近年塩水沼地や藻場の価値が見直され、それら
の機能回復に関する実証実験や公共事業が行われるようになったが、完
全な回復までにはまだ時間が必要だ。
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