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水産業の危機感共有し脱炭素にも挑戦

限界とみられる。トータルしても水産業による

か、水産物がどれだけの役割を担えるかを報告

は 、世 界 の 食 料 た ん ぱ く 質 が 不 足 し てい く な
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生産そのものがアマゾンなどの自然破壊の元凶

ぱくを餌に利用する試みも進んでいるが、大豆

る以上、漁 業同 様の制限を免れない。大豆たん

場 合、単 価の安い魚や魚 粉、魚油を餌にしてい

そ の よ う な 未 来 に お いて 、日 本 の 水 産 業 は

水産物の貢献は２割程度ということである。

界中で必要な５億㌧の食料たんぱく質に対して

できないという結論となった。つまり、 年に世

から８０００万～１億３００万㌧までしか増産

世界の海面漁業生産は、すでに上限に達して
％増と推定されている。養殖も魚類の

億人から

重要な役割を果たしていけるのだろうか。また、

年には現在の

としてすでに問題視されているので、これから

グローバルな市場のなかで競争力を持ち続けら

した。世界の人口は

１００億人へ増加が見込まれる。この論文では、

大きく大豆やその他の陸上農産物に依存できる

すでに限界に近づいており、広い海洋に生産増

陸上における、畜産などのたんぱく質生産は

した進歩を見込んでも、養殖の食料たんぱく質

産する産業の育成まで求めている。しかしそう

そこから魚類の餌になる油分、たんぱく質を生

経済水域（ＥＥＺ）を含む北西太平洋海域は、Ｆ

て 知 られてきた。実 際 、日本 とロシアの排 他 的

日本のまわりの海は、昔から豊かな漁場とし

豊かな漁場だった日本近海に変化

大の場を求める期待が高まるが、結論からいう
と期待したほど増産は見込めない。

ＡＯ（国連食糧農業機関）の統計によれば、長年、

養殖増大を奨励している。特に海藻については、

50
の生産は現在の２倍から４倍に増産することが

んぱく質が必要と推計する。

そこで論文は、餌を使わない二枚貝や海藻の

人口増加と途上国の経済発展が、肉類など動物
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の海は暖流と寒流がぶつかる好漁場で四季折々

れてきた。小学校の教科 書にも、日本のまわり

占める世界で最も生産性の高い漁場の一つとさ

世界の海面漁業生産量の５分の１～４分の１を

否定できない」と警鐘を鳴らした。しかし、具体

回と同様かそれ以上の不漁が発生する可能性も

の３魚種（スルメイカ、サンマ、サケ）以外で、今

「過去は繰り返さないかもしれない」また「今般

分だ（図２）
。もちろん漁法により異なり、大量

ていることになる。つまりペットボトル約１本

グラムの魚をとるために０・４㍑の燃油を使っ

の漁業の燃油消費量を総漁獲量で割ると、
１㌔

問いが投げかけられつつある。単純計算で日本

使うイカ釣り漁業などでは高くなる。漁業は燃

漁獲する巻き網では少なく、集魚灯や冷凍機を

的対策は示せていない。

求められる脱炭素への取り組み

さまざまな魚がとれると記述されていたことは、
多くの日本人が記憶するところだろう（図１）
。
それが近年 、急速に変 化してきている。かつ

暖流

料多消費型の産業であり、燃油消費量は同じ第
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化の影響とひとまとめにして言及されるが、そ
の メ カニ ズ ム を 解 明 す る デ ー タ 収 集 も 調 査 研
究もまだ緒に就いたばかりで、対策の検討はこ
れからである。 年４月から６月まで開かれた、
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はまれであったし、何かがとれなければそれに
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しゅん じゅん

どのプラスチック製品を使っている。養殖もそ
ーバルスタンダードはまだ示されておらず、こ

とは論をまたない。この分野での水産業のグロ

こうした状況に対応するために何をなすべき

日本の水産業の将来を考えるときだ。

していては活路が見出せない。人智を結集して

戦も突きつけられている。だからといって逡巡

うだ。しかも水産業には、藻類養殖を除き、農林
こで日本がフロントランナーになれれば、国際

か、答えは簡単には見つからないが、いくつかの

が日本製品の優位性を保つうえで大変重要なこ

業のようなＣＯ ２吸収効果はない。怒られるのを
市場の主導権を握ることも不可能ではない。い

に至る各過程で排出された温室効果ガスの総量

商品の原材料調達から、生産、流通、使用、廃棄

フットプリントという言葉が脚光を浴びている。

また、脱炭素をはかるう えで、近年カーボン

からも水産業は脱炭素を追及するべきだろう。

に漁業者は常に不安にさらされてきた。この面

意する必要がある。米国カリフォルニア州の培

を引き付けようとしているものもあることに注

どを敵視し、みずからへの投資や消費者の関心

て歓迎すべきことであろうが、既存の水産業な

産業づくりは、食料たんぱく質の逼迫を見越し

魚の技術開発も懸念すべきだ。こうした新たな

さらに、大豆たんぱくの利用や培 養肉、培 養

者の間で共有する仕組みをつくってはどうか。

そこで、いま起きている不安なことを水産業

るが、危機感を話し合う場ではない。

場情報の伝達サイトは情報共有のツールではあ

人のことは意外にわからない。水揚げ情報や市

報が漁 場ごと、業 種ごとに区切られていて、他

の養殖業者の不安を道東の漁師は知らない。情

陸の不漁状況を九州の漁師は知らないし、ブリ

グラムＣＯ ２）より低い。カーボンフットプリン

㌔

ている。これは豚肉（７・２㌔グラムＣＯ ２）や鶏

ラムあたり８・７㌔グラムＣＯ ２排出と計算され

より多いというネガティブキャンペーンを含ん

油総量は、コロナ前の航空業界の総燃油使用量

映像では、世界中の底引き網漁業が消費する燃

策に寄 与 する」とアピールしている。その宣 伝

「自分たちの製品は漁業よりはるかに温暖化対

とに期待したい。こうした取り組みはマスメデ

情報を自発的に集める仕組みが発展していくこ

ばよい。こうした危機感共有の場からデータや

場合には、若手やボランティアの助けを借りれ

はないか。漁業者自身が書き込むことが難しい

用した仕組みづくりは比較的容易にできるので

など、個別の問題の対 応に追われていても、危
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物の鮮度維持のため大量の氷と漁具やトロ箱な

覚悟で言えば、漁業者は温暖化の被害者である

取り組みの方向はあると思う。

極端なことを言う必要はなく、この問題にいち

漠然とした危機は、多かれ少なかれ水産業にか

きなり 水 素で動 く 漁 船に切 り 替 えよ う などと

水産業の高い燃油依存は、経営改善の面から

早く気付き、これから燃油依存低減に取り組む

かわる人たちが皆感じていることではないだろ

と同時に、原因者の一人でもあるのだ。
も長年課題とされてきた。燃油費の漁業経費に

意志を世界に表明し、現実的に可能なことから

うか。しかし地方を巡っていて、具体的問題は水

をＣＯ ２に換算した量のことで、国内でもアパレ

養サーモン開発のベンチャー企業は、まだ寿司
㌦という高価な製品しか生産できないが、

ひっ ぱく

ル産業や加工食品の分野で取り入れる動きが出

一貫

トを引き下げる努力は、漁業の現場ばかりでな

でいる（ＮＨＫニュース）
。こうした観点から水

肉（６・１㌔グラムＣＯ ２）より高く、牛肉（

く、漁 船、漁具、操業 方 法、漁獲 物の保 存、流通

ィアなどを介して、広く国民の問題意識の醸成

にもつながっていくだろう。
日本の水産業は危機的な状況に直面している

機 感の共 有は急ぐべきだと思う 。また、新しい

資源管理や収入安定対策、生産体制の合理化

コラベル）などの例で経験したように、グローバ

ばかりでなく、脱炭素への努力という新たな挑

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）やＭＳＣ認証（海のエ

巻くシステム全体で取り組まなければならない。

60

ル市場で競争していく以上、先を見た取り組み

危機感の共有と対策づくりの場を

産業を問題視する動きはすでに出始めている。

30

販売、消 費、廃棄物処理といった水産物を取り

幸いＳＮＳというツールはあるので、それを利

ている。例えば遠洋漁業のマグロ類では１㌔グ

まず問題意識や危機感の共有が求められる。

占める割合は、漁業種類によって変わるものの、

始める姿勢を早く示すことが、水産業界に求め

％の範囲内にあり、漁業資材費も加えれ

産関係者の間で共有されていないと感じる。三

～
られている。

30

ばさらに大きくなる。燃油価格が高騰するたび

10

が好ましい。水産庁など公的機関が出席者とし

員など広く関係者を集めたオープンな論議の場

う場づくりだ。民間、学会、ボランティア、公務

危機感などを共有したら、次は対策を話し合

する時間を 分でも設けてみてはどうだろう。

の取り組みなどについて、虚心坦懐に意見交換

将来の減産への不安、さらには長期的な脱炭素

る既存のさまざまな協議会の場で、海の変化や

仕組みばかりでなく、地域や中央で機能してい

鍵になる。筆者が前職にあった際、トヨタの技術

収する体制をつくれるかが、対策検討の成否の

もよく見ていくべきだ。こうした広い知識を吸

を求めるべきと思われる。また他国の対応状況

費のシステムを超え、他分野に広く経験と知識

面で対策検討能力が不足する。水産物の流通消

水産の生産者とその関係者だけでは、特に技術

の活動の経験が議論の基礎として必要となる。

検討には、広範な技術的インプットや他分野

関が支援者となって進めることも可能と思う。

大きい魚がとれないから生まれたばかりの０歳

魚が子どもを産むまでとらないという対策だ。

一番単純な方法は、せっかく生まれてきた稚

いうやり方が有効と思われる。

わることなく、まずできることを率先させると

やＭＳＹ（最 大 持 続 生産 量）などの議 論にこだ

の魚種で観察されてきた。資源の長期的見通し

どもが生まれて資源に加わってくる量）が多く

抵抗力を高めようということだ。ここに一つの

て参加することは必須だろうが、結果まで筋書

者と交流する機会があり、この点を強く感じた。

資源管理でも、環境悪化で不安定な加入（子

対策のヒントがあるのではないか。

きを用意する必要はなく、自発的に速やかに進

魚をとるという操業をやめて、子どもを産んだ

その一例として、山形県遊佐町の桝川鮭漁業生

る具体的な取り組みはすぐ進めるべきである。

さらに、対 策 検討の結果を待たず、いまでき

とにまず取り組むという姿勢が大切だと思う。

和の対策は必要になるだろう。しかしできるこ

これは痛みを伴うであろうから、その影響緩

後のサイズの魚をとるという我慢が求められて

産組合の取り組みを紹介したい。この組合では

この好例は、太平洋クロマグロであろう。クロマ

求められる「すぐにやる」取り組み

る。また、大日本水産会やその他の業界団 体や

２０１６年から新しい施設でふ化放流に取り組

グロのＭＳＹの議 論 を棚 上げにして、まず 、総

図２ 魚を1kgとるのに必要な燃油量の推移
（ℓ/ kg)
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体を生まれてきた稚魚に食べさせるなど、創意

の改 善によるところが大きい。また、親 魚の魚

事 業 協 会の関 係 者 に 教 え ら れ たふ 化 育 成 技 術

合った、一般社団法人北見管内さけ・ます増殖

さることながら、メジカ漁獲問題を通じて知り

が記録された。これは新しい施設によることも

なった。

と不漁に陥るなか、例外的な明るいニュースと

ようやく漁獲枠増枠が実現し、主要魚種が次々

せることになった。しかし、そのおかげで、 年、

という努力は全国の漁業者に大変な痛みを負わ

とる対策に集中した。未成魚の漁獲を半減する

漁獲形態を改め、できるだけ卵を産ませてから

98
工夫を加えた。ふ化放流数を増やすのではなく、

21

い環境下でも回帰数が増える結果がもたらされ

守る能力を高めることに注力したことで、厳し

放流する魚が強くなり天敵などからみずからを

る。この点もアピールしていくべきだろう。 

え方にのっとっており、ＳＤＧｓに合致してい

資源管理の例も、資源を循環的に使うという考

サケのふ化放流の例も、未成魚漁獲を減らす

21
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いるのではないだろうか。

ＮＧＯ、さらには日本政策金融公庫など金融機

んできた。その結果、サケの回帰 量が各 地で減

会社経営体（漁船漁業）－漁業経営調査報告より

漁獲尾数の ・７％が成熟前の魚であるという

でにいろいろな草の根的取り組みが始まってい

めることができるのではないだろうか。実際、す
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