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Definitions（定義）:
Import Control Scheme or Catch Documentation Scheme: a traceability system which scrutinizes incoming seafood 
consignments in order to verify the legality of the product
輸入管理体制または漁獲証明制度：製品の適法性を検証するために流入する委託販売水産食品を検査する追跡可能なシステム

Unilateral import controls: measures adopted by individual market States
片務的輸入管理：市場国が独自で採用している措置

Multilateral import controls: measures adopted by Regional Fisheries Management Organizations
多国間輸入管理：地域の漁場管理組織が採用している措置

Catch Certificate: a document that accompanies a product through all stages of the supply chain
漁獲証明書：ある製品に関して、サプライチェーンの全段階を通してついて回る書類



IUU and the Importance of Import Controls（IUUと輸入管理の重要性）

• Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is a fundamental issue that is preventing 
governments and RFMOs from achieving sustainable fisheries.
違法・無報告・無規制（IUU）に行われている漁業は、サステナブルな漁業を実現しようとする各国政府やRFMO（地域漁業管理機
関）にとって根本的な問題となっている。

• New approaches to address IUU fishing, accompanying flag state control, include port and 
market state measures.
IUU漁業への新たな取り組み方としては、旗国の管理措置に加えて寄港先や市場国の措置をも含める。

• The weaker the governance of port and market states, the more likely it is for illegal fish and 
fishery products to enter1.
港や市場国の管理が甘いほど、違法な魚や海産物の流入する可能性が高まる。

• Over the past 10 years, port and market states have been:
過去10年間、港および市場国は以下のことをしてきた。

✔ Ratifying and implementing the Port State Measures Agreement (FAO, 2009)
     寄港国措置協定（FAO〔国際連合食糧農業機関〕、2009年）の批准および施行

 ✔ Implementing trade-related measures to control imports
     断固とした輸入管理が、違法な海洋食品の市場流入を防ぐ

• Robust import controls stop illegally-sourced seafood entering the market.
強固な輸入規制は、違法に調達された魚介類が市場に参入するのを防ぐ。

1Hosch and Giles (2016)



Existing Unilateral and Multilateral Systems（既存の片務的システムと多国間システム）

EU Catch Documentation Scheme（ EUの漁獲証情報管理制度）

- Unilateral（片務的システム） :

• Also known as the Catch Certification Scheme (the Catch Certificate is an integral part of the 
system)
漁獲証明制度としても知られる（漁獲証明書がこのシステムの要である）

• Covers all marine wild caught fish (with some minor exemptions)
海洋で捕獲したすべての天然魚を網羅（わずかな適用除外あり）

• Catch certificate must be validated by the flag State certifying that the products are in 
compliance with national and intl. fishing laws and CMMs
漁獲証明書は、その製品が国および国際的な漁業法やCMM（保存管理措置）に準拠していることを旗国が認証するも
のである

• EU Member States use a risk-based approach to scrutinize certain certificates
EU加盟国は、特定の証明書を検証する際にはリスクベース・アプローチを採用

• CATCH is the new voluntary database for catch certificates, enabling real-time monitoring and 
data exchange
CATCHは新たな有志のデータベースであり、漁獲証明書に関するリアルタイムのモニタリングやデータ交換を可能に
する



US Seafood Import Monitoring Programme（ 米国水産物輸入監視制度）

• Covers 13 types of seafood identified as the most vulnerable to IUU fishing
IUU漁業に対して脆弱性が高いとされる13種の水産物を網羅

• Importers must hold an International Fisheries Trade Permit
輸入業者は国際魚業貿易許可証を所有していなくてはならない

• The importer must upload catch and landing documentation to the International Trade Data 
System and keep records regarding the chain of custody of the fish from harvest to point of entry 
into the US
輸入業者は、捕獲と到着の証明書類を国際貿易データシステムにアップロードし、その魚の捕獲から米国内に入る時点ま
での一連の管理に関する記録（Chain of Custody）をとっておかなければならない

• The National Marine Fisheries Service carries out random and target audits on IFTP holders
米海洋漁業局は、IFTP（国際魚業貿易許可証）保持者を対象に無作為の監査を実施する

• Responsibility lies with the importer not the flag State
責任は旗国ではなく輸入業者に課せられる

- Unilateral（片務的システム） :

Existing Unilateral and Multilateral Systems（既存の片務的システムと多国間システム）



Existing Unilateral and Multilateral Systems（既存の片務的システムと多国間システム）

- Multilateral（多国間システム）:

CCAMLR CDS
CCAMLR（南極の海洋生物資源の保存に関す

る委員会）のCDS（漁獲証明制度）

ICCAT e-BCD
ICCAT（大西洋マグロ類保存国際委員会）の

e-BCD（電子クロマグロ漁獲証明）

CCSBT CDS
CCSBT（ミナミマグロ保存委員会）の CDS（漁

獲証明制度）

IOTC Statistical Documents
ICCAT（大西洋マグロ類保存国際委員会）の

統計ドキュメント

• Covers Patagonian Toothfish
マゼランアイナメに関するもの

• Covers Atlantic Bluefin Tuna
大西洋クロマグロに関するもの

• Covers Southern Bluefin Tuna
ミナミマグロに関するもの

• Covers Bigeye Tuna
メバチマグロに関するもの



Key Data Elements（主要データ要素）

• Key Data Elements (KDEs) are defined as 
critical data that are required to 
successfully determine product legality and 
to trace a seafood product through all 
relevant stages of the supply chain2.
主要データ要素（KDE）とは、製品の適法性を的確に判定する
ために、そしてサプライチェーン内の関連するすべての段階を
通して海産物を追跡するために、必要となる重要データのことで
あると定義づけられている。

• KDEs usually focus on information relating 
to the ‘who’, ‘what’, ‘when’, ‘where’ and 
‘how’.
KDEは通常、「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「どのように」という
情報に重点が置かれている。

• However, research shows that existing 
unilateral and multilateral import control 
schemes are not fully aligned.
しかしながら、既存の片務的および多国間的な輸入管理体制
は互いに十分な調整がなされていないことを研究が示してい
る。

2The Oceans and Fisheries Partnership (2017)
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The Need for Harmonization（調整の必要性）

• In the coming years, we expect more market States to adopt their own import control 
rules.
この先の年月で、より多くの市場国が自国の輸入管理規定を採用することを我々は期待する。

• The NGO community believe that the adoption of import control schemes to improve 
traceability is key for identifying and stopping IUU-caught seafood from entering 
markets.
NGO諸団体は、 IUU漁獲による海産物を特定して市場への流入を防ぐには、より追跡可能な輸入管理体制
の採用こそが重要であると信じている。

• However, a lack of standardization and harmonization among systems can lead to a 
situation where import controls are poorly understood and design flaws may pass 
undetected and repeated in new systems.
しかしながらシステム間に標準化や一致が欠如していることにより、輸入管理があまり理解されておらず、新
たなシステムの構造上の欠陥から IUUが検知されないまま繰り返し通ってしまっている状況にある。

• For fishers and supply chain actors that currently or may in the future seek to sell or 
process catch for multiple markets, the cost of complying with different systems could 
be considerable.
現在または将来において複数市場向けに魚を販売または処理しようと模索する漁業者やサプライチェーン当
事者たちにとって、異なるシステムに準拠するための代償は相当なものとなる。



EU IUU Coalition report（EU IUU連合報告書）

TECHNICAL REPORT

A COMPARATIVE STUDY OF KEY DATA ELEMENTS IN IMPORT CONTROL SCHEMES 
AIMED AT TACKLING ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING IN THE 

TOP THREE SEAFOOD MARKET STATES:

THE EUROPEAN UNION, THE UNITED STATES AND JAPAN

（水産物市場上位3カ国―欧州連合・米国・日本―における違法・無報告・無規制の漁業への対処を目
的とした輸入管理体制における重要データ要素の比較研究）

http://www.iuuwatch.eu/

http://www.iuuwatch.eu/
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U.S. Government & Industry Efforts
Counter Illegal Fishing & Traceability

米国政府および業界の取り組み
違法漁業対策とトレーサビリティ

  



About FishWise
Non-profit Sustainable Seafood Consultancy
Trusted Advisor to Companies > 15 years

　
　持続可能漁業コンサルティングNPO
　15年以上にわたり企業の信頼を得るアドバイザー

Our Business Partners



FishWise Approach

Strategic
Partnerships

Action &
Collaboration

Practical Guidance

戦略的パートナーシップ 実践的なガイダンス アクション・協力



A Global Problem:
Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing

世界的な問題：「違法・無報告・無規制」IUU漁業

Economic Losses　
経済損失

Overexploited Fisheries　
水産資源の過剰な利用（乱獲）

Other, Darker Extremes: Human Rights Abuses 　
その他の行き過ぎた問題：人権侵害



Addressing IUU Fishing Requires Many Stakeholders
IUU漁業への対応には、多くのステークホルダーの関与が必要

Efforts From the United States（米国の取り組み）:

1) Recent Legislation to Combat IUU (SIMP)
　IUUと戦うための法律(SIMP)

2)Business Traceability Efforts
  ビジネスのトレーサビリティの取り組み

SALT: A Global Resource
ソルト：グローバルなリソースプラットフォーム



Seafood Import Monitoring Program 
(SIMP)

輸入水産物モニタリングプログラム(SIMP)



Seafood Import Monitoring Program 
(SIMP)

2018 Federal Legislation: 
Prevent IUU products from entering the USA
Risk-Based Approach: 13 priority species

2018年連邦法：
IUU製品の米国流入を防止
リスクベースドアプローチ：13種の優先魚種



SIMP Data Requirements
SIMP情報の要件 

Foreign Producers
外国生産者

Harvest & Landing 
Vessel Name/Flag State
Fishing License
Gear Type
Species
Landing Date
Area of Capture

US Importers 
米国輸入者

Reporting
Harvest Data Submitted 
to Government 

Record Keeping
Chain of Custody up to 
Point of Import
Transshipment, 
Processing Events

漁獲・水揚げ
漁船名・旗国 
漁業の免許
漁具
魚種
水揚げ日
漁獲水域

報告
収穫情報を政府に提出

記録
輸入地までの加工流通
行程管理
積み替え、処理工程



Limitations: Unilateral Legislation
制約：片務的な法律

Incentives
Sell to markets with less 

stringent regulations

Foreign Producers
外国の生産者

US Importers
米国の輸入者 

動機
より規制が緩い市場に販売



US Retailer Traceability Efforts
米国小売企業のトレーサビリティの取り組み



Business Case For Traceability
トレーサビリティのためのビジネスケース

Food Safety/Product Recalls

Supply Chain Logistics 

Policy Compliance

Risk Mitigation

Photo Credit: SALT

食の安全・ 製品リコール

サプライチェーン物流

ポリシー・コンプライアンス（政策の遵守）

リスク軽減



Risks of Untraceable Murky Supply Chains
トレースできない、不透明なサプライチェーンのリスク

“Global Supermarkets Selling Shrimp Peeled By Slaves”
「世界的なスーパーマーケットが奴隷労働にて皮むきしたエビを売っている」



Status Quo: “One Up One Down” Traceability
現状：「ワンアップ・ワンダウン」トレーサビリティ

Product Tracked In & Out of Facilitie
Lacks Continuity of Information 
製品の施設への出入り毎のトラッキング
情報の専属性に欠ける

US Retailer Traceability Efforts
米国小売業者によるトレーサビリティの取り組み



Electronic, Interoperable Traceability
電子的・相互運用可能なトレーサビリティ

Information Flows Through Supply Chain
Third Party Platforms, New Technology 
情報がサプライチェーンを通して流れる
第3者のプラットフォーム、新しい技術

US Retailer Traceability Efforts
米国小売業者によるトレーサビリティの取り組み



Current Projects 現在のプロジェクト

Third Party Traceability Platforms
第3者によるトレーサビリティプラットフォーム

Albertsons Companies, Whole Foods, Wegmans

Blockchain Pilot Projects 
ブロックチェーン・パイロット・プロジェクト

Walmart (farmed shrimp)
Other Actors: Bumble Bee, National Fisheries Institute

US Retailer Traceability Efforts
米国小売業者によるトレーサビリティの取り組み



Downstream Traceability from SIMP
SIMP上流のトレーサビリティ

SIMP Regulations
SIMP規制

Port of Import
輸入港

Domestic Supply Chain?
国内サプライチェーン？

SIMP Information Reported to US 
Government, Remains Confidential
SIMP情報は米国政府に報告され、
機密情報として取り扱われる
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Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cambodia, Canada, China, Costa Rica, Germany, Ghana, Guatemala, El 
Salvador, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland,  Italy, Japan, Kiribati, Marshall Islands, Mexico, 

Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Philippines, Senegal, Singapore, Solomon Islands, 
Spain, Thailand, United States, United Kingdom, Vietnam, Yemen

SALT Inputs Map
SALT インプット マップ

Countries participating in Data & 
Partner Labs or completing the 
surveys. 

37 Countries

187 
Organizations

227 Contributors



Industry 業界
Albion Fisheries

At-Sea Processors Association
Avery Dennison

Bali Seafood International
Bumble Bee Seafoods
EachMile Technologies

National Fisheries Institute 
New England Seafood International

Norpac Fisheries Export
Orca Bay Foods

OPAGAC
Pacific Islands Tuna Industry Association

Sea Delight
SourceTrace Systems

SolTuna Limited
Thai Union North America

Trace Register
Walmart

Woolworths

Government Agencies 
政府機関

Cambodia 
Ghana Ministry of Fisheries and Aquaculture Development 

Indonesia MMAF
Kiribati Seafood Verification Agency 

Mexico NCAF
Myanmar 

New Zealand MFMRS 
NOAA Fisheries

Philippines BFAR
SEAFDEC

Senegal Protection and Monitoring of Fisheries Directorate
Solomon Islands 

Thailand Fisheries Dept 
USAID

US Dept. of Labor 
 US State Dept.

Vietnam Ministry ARD

Other Experts その他専門機関*
Aquaculture Stewardship Council - China Blue Sustainability Institute - Conservation X Labs - David Suzuki 
Foundation - EDF - EJF - Hen Mpoano Ghana - Global Fund to End Modern Slavery -GR Japan - Fair Trade 
USA - FishChoice - Future of Fish - Funding FISH - Humanity United - IMCS Network - Interpol -  IPNLF - 
Issara Institute - ISSF -IUCN -  Kongsberg Satellite Services - Labour Rights Promotion Network  - Marine 
Stewardship Council  - Monterey Bay Aquarium - NRDC - OceanMind - Pew Charitable Trusts - Schmidt 
Marine Technology Partners - Seafood Legacy  - SFP -  The Nature Conservancy - Vericatch - Verifik8 - 

Walmart Foundation - WWF     * Illustrative



SALT Advisory Committee 
Embassy of Japan 日本大使館

Environmental Justice Foundation

European Union 欧州連合

Future of Fish

Moore Foundation ムーア財団

NOAA

North Atlantic, Inc. (NAI) / Bali Seafood Initiative (BSI)

Packard Foundation パッカード財団

State Department 米国国務省

Thai Union タイ・ユニオン

USAID

Walton Family Foundation ウォルトン・ファミリー財団

WWF 



Website 
Sharing & Collaboration

 
ウェブサイト

共有&協力

 

Learning Events
学習イベント

New Tools 
Electronic Catch Documentation 

& Traceability

新しいツール
電子漁獲証明書

＆
トレーサビリティ 

SALT Work



New Salt Website
SALTの新しいウェブサイト

www.SALTtraceability.org

https://www.salttraceability.org


Explore Global Traceability Efforts 
トレーサビリティのグローバルな取り組みを探る 

https://www.SALTtraceability.org

https://www.salttraceability.org/seascape-map/
https://www.salttraceability.org


Connect To Global Resources
グローバルなリソースにつながる 

https://www.SALTtraceability.org

https://www.salttraceability.org/resource/the-modus-operandi-and-data-requirements-of-eu-ccs-vs-the-us-simp/
https://www.salttraceability.org


In Summary
まとめ

Addressing Illegal Fishing Requires Many Stakeholders
Globally: Governments & Markets Play a Role 
SALT:  A Global Initiative to Coordinate and Collaborate

IUU漁業への対応には多くのステークホルダーの関与が必要
グローバルに: 政府と市場が役割を果たす
SALT: 協調と共同作業を行うグローバル・イニシアチブ

www.SALTtraceability.org



Thank you!  
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宮城県気仙沼市の概要
Summary	of	Kesennuma,	Miyagi

⼈⼝ population：65,367       世帯数 household：26,371 （H30年）



株式会社 臼福本店
（遠洋マグロ延縄漁業・廻船問屋・鮮魚卸売販売）

創業 明治１５年（１８８２年）
今年で137年目

日本銀行開業
サグラダファミリア建設開始

２

Usufuku Honten Co.	Ltd
(Pelagic	tuna	long	line	fishery,	port	wholesaler,	wholesaler)

Established	in	1882	(137	year	old)
Same	year	as	Japan	national	Bank	and	Sagrada Familia



4昭和７年 (1932) 気仙沼市魚町 臼福本店前魚河岸



5昭和１０年 (1935) 気仙沼市魚町 臼福本店前魚河岸
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第六昭福丸 近海まぐろ延縄船（木造船） 昭和２７年３月進水
(1952)



7

昭和３８年頃の気仙沼港
Kesennuma Port (1963)



8

第２８昭福丸 近海まぐろ延縄船（鋼船） 昭和４４年３月進水
(1969)



9

第十八昭福丸 遠洋まぐろ延縄漁船 平成２６年２月進水 (2014)
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第１昭福丸

第８昭福丸

第１８昭福丸

第８８昭福丸

第５８昭福丸

第３８昭福丸



11

遠洋まぐろ延縄漁船 pelagic tuna longline fishery

世界（２４ｍ以上の正規登録船） 約1000 隻
日本 180 隻
気仙沼 27 隻

Global (bigger than 24m): 1000

Japan: 180 / Kesennuma: 27
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13

まぐろの食の歴史はとても古く、 宮城県気仙沼市にある「波怒棄館遺跡（はぬきだていせき）」
の貝塚から “まぐろの骨” が発見されており、縄文時代（約5,500年以上前）からまぐろを食べ
ていたことが判りました。（下の写真は、石器が刺さったまぐろの骨）

The history of tuna as food is very old, and "tuna bones" were discovered at the shell heap at 
Hanukidate Ruins in Kesennuma, Miyagi, so it is known that tuna was being eaten during the Jomon
period (roughly more than 5,500 years ago). (The photo below shoes a stone tool sticking into a tuna 
bone.)

まぐろの食文化の歴史 Food culture and tuna



イラスト出典…まるかじり気仙沼ガイドブックP48

まぐろ延縄（はえなわ）
漁業とは？？？

遠洋まぐろ船で使っている『幹縄』の長さは約１５０キロメートル。
おおよそ、気仙沼から仙台間と同じくらいの長さです。

みきなわ



イラスト出典…まるかじり気仙沼ガイドブックP49

１日の仕事のながれ

遠洋まぐろ延縄漁船の乗組員は、厳しい労働環境の中でも、釣
り上げたお⿂を⼤切に扱っています。

投縄作業に約６時間揚
縄作業に約12時間もの
時間をかけて操業を
⾏っています。
釣り上げられた⿂は１
本１本丁寧にエラや内
蔵を取り除き、マイナ
ス60℃に冷えている凍
結庫に⼊れ約１〜２昼
夜半かけて⿂体の深部
（中⼼）まで冷やし込
みをしています。
これにより捕れたての
新鮮な状態で⿂を保つ
ことができます。

Setting the fishing line 
takes about 6 hours, 
and retrieving the line 
takes about 12 hours. 
Take out guts and gills 
one by one and freeze 
at -60℃.



日本の遠洋まぐろ延縄漁業
資源管理への取り組み

Marine	resources	management	of	Japanese	fishery	industry	in	pelagic	tuna	
longline	fishing
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まぐろ国際地域漁業管理機関
Tuna	International	Fisheries	Management	Organization

17
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１９９４年
日本
オーストラリア
ニュージーランド
主要漁業国３国
によって設立



EU １７,５３６t
モロッコ Morocco ２,８９２ｔ
日本 ２,t
チュニジア Tunisia ２,３４４t
保留枠 on	hold ６５０ｔ
その他 others ６,２９０ｔ

合計 ３２,２４０ t

19

２０１９年度 大西洋クロマグロ（東）TAC国別割当漁獲量
2019 Atlantic bluefin tuna (east) TAC catch quota by country

※出典：ICCAT年次会合（第２６回通常会合） 締約国５２ヵ国・地域 水産庁プレスリリース

日本 Japan ２,５２８ｔ



米国 US １,２４７．８６t
カナダ Canada ５１５．５９ｔ
日本 ７．４８t
その他 Others １７９．０７ｔ

合計 ２，３５０ t
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２０１９年度 大西洋クロマグロ（西）TAC国別割当漁獲量
2019 Atlantic bluefin tuna (west) TAC catch quota by country

日本 Japan ４０７．４８t

※出典：ICCAT年次会合（第２６回通常会合） 締約国５２ヵ国・地域 水産庁プレスリリース



総漁獲量 total ３４,５９０ ｔ

EU １７,５３６ t
日本 Japan ２,９３５.４８ ｔ

日本の漁獲量は全体の約８．５％
Japan catches 8.5% of global catch
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２０１９年度 大西洋クロマグロ東西合計 総漁獲量
2019 total combined east and west Atlantic bluefin tuna caught
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Atlantic	bluefin tuna	daily	catch	report

Location,	date,	time,	tag#,	weight,	
release	#	are	reported	to	Fishery	Agency	
EVERYDAY



29※記載データは２０１７年漁期の漁獲データ

Operation	completion	report	of	Atlantic	
bluefin	tuna

Submit	this	report	after	completion	of	
fishing	operation	of Atlantic	bluefin	tuna	



30※前回の大西洋クロマグロ申請時の書類

Port,	date,	volume	are	reported	to	
Fishery	Agency	10	days	prior	to	
transshipment
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Electric	tag	broken	report

In	case	the	tag	broke	off,	tag	#,	location,	
reason	are	reported	to	Fishery	Agency
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釣ったまぐろは
Harvested	tuna
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本船にて
by	our	own	ship
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冷凍運搬船
frozen	carrier	ship	

コンテナ船
Cargo	ship
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運搬船転載
Transshipment

コンテナ転載
to	the	cargo
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※前回の大西洋クロマグロ転載時の書類

The	document	
includes:	captain	of	the	
fishing	boat,
captain	of	cargo	ship,	
and	observer



38※前回の大西洋クロマグロ申請時の書類

Atlantic	bluefin tuna	landing	report	
(for	domestic	landing)	

Port,	date,	volume	are	reported	to	Fishery	
Agency	10	days	prior	to	the	landing
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【日別漁獲数量報告】 【eBCD Catch Information】

※記載データは前航海の漁獲データ
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独航船（漁船）水揚
Fishing boat landing

運搬船水揚
carrier ship landing
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コンテナ水揚
（冷蔵庫内へ直接陸揚げ）
Cargo landing (to the freezer)
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サイズや品質ごとに選別
Separating based on size and quality
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水揚げされたマグロは保税港を出る際、すべて検量し厳格にチェックされる
仮に１Kgでも超過漁獲（違反）が認められれば、漁業ライセンス剥奪、罰金刑
および懲役刑等が適用される
All	tuna	will	be	strictly	checked	when	leaving	the	bonded	port.	If	overcatch (even	by	1kg)	or	any	
other	violation	is	found,	fishing	company	will	be	punished	by	license	deprivation	and/or	
fines/imprisonment.
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徹底的な資源管理の結果

東大西洋のクロマグロ
南半球のミナミマグロ

近年資源が大幅に増加しています

厳格に管理をすれば資源は回復する

ということが実証されました
It has been proven that strict resource management leads marine 
resources recovery. (Proven in east Atlantic and Southern blue fin 

Tuna)
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まぐろの流通について
Tuna	supply-chain
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まぐろの解体と同時に
タグは外されてしまう…

Tags	are	removed	when	tuna	is	butchered...



59



60



61



62



63



64



65

太る養殖まぐろと
やせ細る天然まぐろ
Fatty	farmed	tuna,	and	thin	wild	tuna
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厳格な資源管理に取組んだが．．．
Strict	control	of	resources	is	being	undertaken,	but...

管理前 １キロ当たり ￥３，０００
Before	it	was	controlled,	around	1	kg	was	￥3,000

管理後 １キロ当たり ￥１，５００
After	it	was	controlled,	around	1	kg	was	￥1,500

2018年度漁期価格

まぐろの単価は約半額に下落
The	price	per	unit	of	tuna	dropped	by	about	half
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養殖や巻網漁業の事業拡大と
小魚の減少

The	expansion	of	farming	and	purse	sein	fishing,	and	the	decrease	in	small	fish
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餌料（陸上用・海上用）確保のための
小魚の乱獲
Excessive	fishing	of	small	fish	to	secure	feed	(for	use	on	land	and	at	sea)



76

It	takes	about	15	kg	
of	feed	for	a	tuna	to	
gain	1	kg
Feed:	Sardines,	saury,	
etc.
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過剰なる蓄養・養殖漁業は

逆に天然資源を悪化させ

自然のバランスを崩してしまう

The	excess	breeding	and	farming	industry	is	actually	deteriorating	
natural	resources	and	destroying	the	natural	balance
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一部魚種だけではなく
海の食物連鎖全体を見た

適正な資源管理が必要

Instead	of	just	for	some	fish	species,	reasonable	management	of	resources	
is	needed	when	looking	at	the	ocean's	food	chain	as	a	whole
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取り締まりの出来ない
世界中に存在する無許可船

Unauthorized	boats	from	all	over	the	world	that	cannot	be	controlled
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IUU（違法・無報告・無規制）
漁船による まぐろ資源の乱獲

Overfishing	of	tuna	resources	from	IUU	(illegal,	unreported,	unregulated)	fishing	boats



82



83



84



抜け穴だらけの日本の輸入管理
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Japan's	import	management	is	full	of	loopholes



現行はペーパーチェックのみ

↓
輸入品（加工品含む）も現物を必ず確
認、目視による厳格なチェックが必要で
ある
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Currently	Paper	check	only	in	Japan
↓
Imported	goods	(including	processed	goods)	need	to	be	spot	checked,	and	
there	have	to	be	strict	checks	by	eye



世界一のマグロ輸入消費国として
生産履歴が不透明なマグロが
流通しないよう
トレーサビリティ法を確立するべき

87

Japan	as	the	most	tuna	importing	country,	we	should	enact	“Traceability	laws”,
so	that	tuna	with	unclear	fishing	histories	should	not	be	traded	in	the	market.
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なぜMSC認証取得にトライしたのか？

89

Why	try	to	obtain	an	MSC	certification?



２０２０東京オリンピック
Tokyo	Olympic	Games	2020
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理由 why?

① 差別化をするため Differentiation

② 意見をするため to	have	our	opinion	heard

③ 次の世代へ繋ぐため for	the	future	generations
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食育活動

98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108

これからも海と共に生きるために

ありがとうございました



漁獲証明制度と漁獲報告

Catch Certificate Scheme and Catch Report 

★略語の説明
• CC：　Catch Certificate

漁獲証明書
• CCS:　 Catch Certificate Scheme

漁獲証明制度
• SIMP:  Seafood Import Monitoring Program

（米国の）水産物輸入監視制度

一般社団法人 食品需給研究センター
Food Marketing Research and Information Center (FMRIC)

酒井　純
Jun Sakai

2019年11月8日



水産庁が新たな法令に基づく漁獲証明制度を検討中
Fishery Agency of Japan is discussing to establish a new catch 
certificate scheme 

■漁獲証明制度の目的
Objectives of CCS

● 資源管理の徹底とIUU漁業の撲滅を
図る
to thorough resource management 
and combat IUU fishery

● 輸出を促進する
to promote seafood export

■検討対象 Subject of discussion
● 国内漁獲 Domestic catch
● 輸入水産物 Seafood imported to 

Japan

1



問題提起
Challenges before the CCS
■ 国内漁獲のための漁獲証明制度の前に、漁獲報告制度の整備が必要では？

Shall we complete the catch report scheme before the CCS for domestic catch? 
● 現在、日本の漁獲報告の対象は、一部の漁業種類（大臣許可漁業など）と、 TAC対象8魚種にとどまっている

The obligation of the catch report for domestic catch is limited to Minister-approved fishery and the 8 
species subject to TAC system. 

■ 国内漁獲のための漁獲証明制度の前に、水産物流通へのトレーサビリティの法的制度が必要では？
Isn’t legal traceability requirement necessary before CCS for domestic catch?

● 日本の水産物流通には、水産物のトレーサビリティを確保する法的義務づけがまだない
Japan doesn’t have legal obligations for traceability in seafood supply chain yet.

■ 輸出・輸入水産物への漁獲証明制度に対応する負担の軽減
How can we decrease the cost to correspond CCS?

● 漁獲証明書は輸入国側規則固有の様式。輸出国側の事業者や管轄機関にとって、負担を増やす原因。
Each scheme has unique format by importing countries regulation.  It increases cost for players and 
competent authority for exporting countries.

2



EU漁業コントロール規則1224/2009に基づく漁業者と荷受業者による記録の作成・提出
Completion and submission of record by vessels and buyers in Council Regulation (EC) No 1224/2009

3

全長10m以上の漁船の船長
 masters of Union fishing vessels of 10 metres’ length overall or more

登録事業者、市場　等
Registered buyers, registered auctions or other 
bodies or persons authorised by Member States

販売記録の作成と提出（第 62-64条）
Completion and submission of sales notes 
（Article 62-64）
・陸揚げ漁船 ID、漁船名　 the external 

identification number and the name of the 
fishing vessel that has landed

・陸揚げ港、陸揚日　 the port and date of 
landing

・漁船経営者か船長名、売主名　 the name of 
the fishing vessel’s operator or master and, 
if different, the name of the seller　

・購入した事業者の名称、 ID　the name of the 
buyer and its VAT number…

・魚種FAO3αコード　the FAO alpha-3 code of 
each species 

・漁獲水域　and the relevant geographical 
area in which the catches were taken

・正味重量or数　the quantities of each 
species…

・販売の場所と日付　 the quantities of each 
species in kilograms in product weight

・価格　the price

漁業日誌

Logbook 
data

漁業日誌の作成・提出（第14条）
Completion and submission of the fishing logbook
（Article 14）
１魚種あたり50kg以上の漁獲物につき、
each species caught and kept on board above 50 
kg of live-weight
・漁船ID、漁船名 the external identification number 

and the name of the fishing vessel
・魚種FAO3αコード the FAO alpha-3 code of each 

species
・漁獲水域　the relevant geographical area in which 

the catches were taken
・漁獲日　the date of catches
・出港日・帰港日、漁獲期間　the date of departure 

from and of arrival to port, and the duration of the 
fishing trip

・漁具　the type of gear, mesh size and dimension
・魚種別漁獲推定量　the estimated quantities of 

each species
・操業回数　the number of fishing operations

各国の管轄機関
the competent authorities

 of the Member States

陸揚げ申告の作成と提出（第23条）　
Completion and submission of the 
landing declaration（Article 23）
水揚げした魚種ごとに、indicating 
specifically all quantities of each 
species landed
・漁船ID、漁船名　the external 
identification number and the name 
of the fishing vessel
・魚種FAO3αコード 　the FAO 
alpha-3 code of each species
・漁獲水域　the relevant 
geographical area in which the 
catches were taken
・魚種別重量or数　the quantities of 
each species
・陸揚げ港　the port of landing

陸揚げ
申告

Landing 
data

※COUNCIL REGULATION (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community 
control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy

※年間売上20万ユーロ以上の事業者は、電子的
な方法で記録し、販売から24時間以内に送信
（第63条）

※12メートル以上の漁船の船長は、漁業日誌・陸揚げ申
告ともに、電子的な方法で記録し、陸揚げ完了後24時間
以内に送信（第15条、第24条）

※10メートル未満の漁船については、各加盟国の定めに
より、サンプリングに基づきモニタリング、または販売記
録により代替することが可能（第16条） 加盟国は、データのクロスチェック、分析及び検証を実施する義務（第109条）

Member States shall perform cross-checking, analyses and verifications（Article 109）

販売記録
Sales 
note 
data



日本の漁業法と関連法規に基づく漁業者と産地市場荷受・漁協による記録の作成・提出
Completion and submission of record by vessels and market auctioneers in Fishery Act of Japan

4

漁業者
Operators of Minister-approved fishery 

産地市場荷受・荷受
Market Auctioneer, fishery cooperatives etc

採捕の数量の報告
(「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」 （第17条）、
および省令（第12条）により定め）

submission of the quantity of catch
・報告者の氏名及び住所
 Name and address of reporting person
・採捕に係る船舶の許可番号及び船名

fishing permit number and the name of the fishing vessel 
・魚種ごとの採捕の数量（操業区域ごとの定めがある場合
は、区域ごとに） the quantities of the catch　by each 
species

・陸揚げ日  Landing date

漁獲成績報告書の提出 （「指定漁業の許可及び
取締り等に関する省令」第28条。様式は大臣告示に
より定め）
submission of the catch result report 　　　　　　　　
・漁船許可番号、漁船名 fishing permit number 
and the name of the fishing vessel
・海区または緯度経度　catch area or longitude/ 
latitude where the catches were taken

・操業日　the date of catches
・出港日・帰港日　the date of departure from and 
of arrival to port

・漁具　the type of gear
・魚種別・漁獲日別漁獲量　the quantities of the 
catch, each species by day

・操業回数　the number of fishing operations
・陸揚げ港　the port of landing
・陸揚げ年月日　the date of landing
・魚種別陸揚げ重量or数　the quantities of each 
species at landing 水産庁

※提出しなくても罰則なし
  No penalty for no submission

TAC報告
データ

報告
書

漁業種類別の団体
（知事許可漁業の場合は都道府県）

データ

水研機構

※TAC対象魚種のみ
8 species subject to TAC system

※法律上は漁業者に報告義務があるが、漁業者
は市場や漁協等に報告を委託している
Market auctioneers and fishery cooperatives 
are consigned by fishery operators to submit



諸外国
Other country

EUにおける水産物の漁獲や取引に関する情報の記録・報告・伝達
Record, report and transmit the catch and trade information: EU
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EU漁船
Vessel

EU Market　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最初の販売業者

First buyers 
and Auction

操業日誌と陸揚げ申告  
fishing logbook and 
landing declaration 

販売記録 
sales notes

加工・流通業
者

Processer 
etc

小売、外食
Retailer

消費者
consumer

exporter

各国の機関
Competent Authorities
 of the Member States

importer

漁獲証明書
を要求

Require CC

【輸出先が求める場合】 
漁獲証明書を発行
Provide CC

事業者間でラベル・伝票等に記載して伝達  

（ロットID、漁船等名称・ID、魚種、漁獲日、重量または数量、水域等） 
labelling and information requirements: 
Loi ID, ID and Name of the fishing vessel, code of each species, date of catches, 
the quantities, the name, the information to consumers 

消費者への情報伝達Consumer information
（商品名称、学名、天然/養殖、水域、漁具）  

the commercial designation of the species and its scientific name, 
production method, the area, fishing gear  

各事業者は入荷・出荷の記録を保
存。必要に応じ政府に提供。  
Keep record for one step back and 
on step forward

漁獲証明書の申請内容を
漁船・販売業者からの
データと照合可能 
Authorities can check

自動的に照合 
Cross Check

漁獲証明書CC



諸外国
Other country

　

日本における水産物の漁獲や取引に関する情報の記録・報告・伝達
Record, report and transmit the catch and trade information: Japan
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日本の漁船
Vessel

Japanese Market　　　　　　　　　　　　　　　　　　

産地市場荷受・漁協
First buyers and Auction

漁獲成績報告書 
catch result report （許
可漁業のみ） 

漁獲量報告（TAC
対象魚種のみ）  
the quantity of 
catch 
 

加工・流通業者
Processer etc

小売、外食

消費者

exporter

水産庁(資源管理部）
Fishery Agency

importer

【輸出先が求める場合】漁
獲証明書を発行。  
Agency Provides CC
各種の根拠書類の提出を
輸出業者や漁業者に要求  
requiring many documents 
as evidence

品名と水域をラベルか伝票で伝達 （食品
表示基準による） 
transmit product name and producing area info 
(required by Food Labelling Standard)  

消費者への表示(品名、産地）  
Consumer information （product name 
and producing area ） 

水産庁（加工流通課）
Fishery Agency

集計・報告 業界団体等

入荷・出荷記録の保存・
提出の義務なし 
No regulation for 
Recordkeeping

船主

TAC報告と漁獲証明申請
内容の照合はしていな
い。 
No cross check

※赤字＝EU等と異なる点  
  Red: Deference from the EU  

（漁獲証明書は 
概ね不要） 

No requirement of CC  

水研機構にて
入力し利用



IUU漁業撲滅のためとはいえ、書類仕事が大変
Heavy paper work to fight against IUU fishing
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漁獲国
Catching country

CC and Processing 
Certificate, please!

SIMP data set, SIMP 
CoC record, please!

IF Tuna, Fishery Certificate 
of Origin and Captain’s 
Statement please!

Other 
country

We also require CC and 
Processing Certificate 
under our new 
regulation.

加工国
Processing country

Catch Freeze

Give us EU CC, SIMP data 
set, CoC record, Fishery 
Certificate of Origin, 
Captain’s Statement , and… 

Process

Certificate

….



日本のEU向けの漁獲証明書の発行の流れ
Flow to complete Japan’s CC to export to EU 
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産地市場 
水揚施設 
market

加工施設 
processor  

輸出業者 
Exporter 

水産庁 
Fishery Agency 

 

都道府県 

＜提出書類＞ 
 

a. 発給申請書 
b. 漁獲証明書原稿 
c. ②-１-5で収集した書類 
d. インボイスの写し 
e. 他の書類 （理由書等）

⑤証明の申請（持参or郵送）  

  Application for CC  

漁船 
vessel 

④漁獲証明書（原稿）に漁船船長か代表者が署名・捺印 

Sign and stamp by master of vessel  
  ②-5 【都道府県所管漁業の場合】

　　　確認報告書の申請・受領 
 

③漁獲証明書の
様式に英語（ア
ルファベット）で
必要事項を記載 
Fill in the form in 
alphabet 

①当該ロットの漁獲・陸揚げ情報を収集 Collect information of catch  
 

②-1 漁業者から輸出業者までの売買関係書類の写しを要請・受領 
②-2 当該漁船の漁業許可証、漁業免許証又は免許漁業原簿の写しを要請・受領 
②-3 船舶検査証書及び漁船原簿謄本の写しを要請・受領  
②-4 漁船が対EU登録漁船であり、加工場がEU認定施設であると示す書類を要請・受

領 Collect many documents as evidence    EU加盟国の
輸入業者 
Importer 

EU加盟国 
EU MS 

⑥確認・発行 

  Validate CC  

⑦提出 
submit CC  

⑧提出 

submit CC  
 

※水産庁水産物貿易対策室「ＥＵのＩＵＵ漁業規則に基づく漁獲証
明書及び加工証明書の発給に関する 取扱要領 」をもとに図示
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/eu/attach/pdf/index-1.pdf

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/eu/attach/pdf/index-1.pdf


提案　　Proposals
■ 漁獲報告制度の見直し　Reform of catch report scheme 

● 陸揚げ後の最初の取り扱い事業者（産地市場荷受・漁協など）にすべての魚種の販売記録を政府機関に
提出する役割を与えてはどうか。これにより、漁業者による漁獲報告を補完できる。
The first dealer (market auctioneer and fishery cooperatives etc.) should be obliged to submit 
sales notes of all species to cover catch report by fishery operators.

● 漁業者からの漁獲報告と、荷受業者からの販売記録とを照合する仕組みを設けてはどうか。
Catch report from vessels and sales note from the first dealer should be cross checked.

■ 基礎的トレーサビリティの確保　Ensure basic traceability
● 各段階の事業者による入荷記録・出荷記録の保存を義務づけてはどうか。

Players in supply chain should be obliged to keep record for one step back and one step forward. 

■ 漁獲証明制度のための負担の縮小　decrease the cost to correspond CCS　

● 輸出業者に証拠書類を求める代わりに、漁獲報告と照合して認証してはどうか。
When the authority issue CC, it should check with catch report,  instead of  requiring evidence 
documents from　exporters. 

● 制度間で、漁獲証明書の様式がなるべく共通あるいは相互利用可能になるよう、政府間で努力すべき。
CCS owners should cooperate to unify CC form or interopelate CC.
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IUU根絶に向けた
一貫したトレーサビリティ確立の必要性と
事例のご紹介

The significance of establishing 
`full chain traceability` to eliminate IUU fishing
with case studies

三沢 行弘
WWFジャパン

Yukihiro Misawa
WWF Japan

November 8th, 2019



背景

Background



違法・無報告漁業は世界の天然漁獲水揚げ量の約2割と推定
(年間1,100～2,600万トン)

Around 20% of global wild-caught fishery landings are estimated to be 
from Illegal and Unreported fisheries
 (11million-26 million metric tons/ year)

世界の違法・無報告漁業の年間推定金銭的価値

Estimated mentality values lost by 
Illegal and Unreported fisheries

　Source: Agnew et al. 2009. 

USD 10 billion -23.5 billion 



日本への輸入される水産物はIUUリスクが高い
The imported seafood to Japan contains high IUU risk

日本は、EU、アメリカに次ぐ世界第3位の水産物輸入市場

2015年に日本に輸入された215万トンの天然漁獲物の内、24–36%が

違法及び無報告に由来する素材を用いていると推定された*

Japan is the world’s 3rd largest market of seafood imports, after the EU and the US.

Estimated 24–36% of 2.15 million tones of wild-seafood imports to Japan in 2015 
contained material of illegal and unreported *

*Pramod et al., 2019　



国内関係者の8割が
「漁獲証明が必要」と回答

80% Japanese stakeholders 
say Catch Documentation 
Schemes (CDS) are necessary.

Source：The SUISAN-KEIZAI (2019)　

3割が「輸入品」への漁獲証明導入を支持

30% agreed to introduce CDS to imported 
fish.



日本の水産物市場にお
ける高IUUリスクの魚種

High IUU Fishing Risk 
species in and around 
Japan
１．国内漁獲量と輸入量に基づき50
魚種を選定
２．上記にリスクアセスメントを行い
10魚種を選定
３．10魚種を対象に詳細なリスクアセ
スメントを実施

１．Select 50 species based on the 
level of production in Japan and 
imports into Japan
２．10 species have been selected 
from the rapid risk assessment
３．further detailed assessment 
conducted

高
リ
ス
ク

Source: WWF Japan (2017), IUU Fishing Risk in and around Japan 
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「フル・チェーン・トレーサビリティ＊」確立が生物多様性保全の前
提
Full Chain Traceability is fundamental to conserve the marine environment 

漁獲時から消費時までの一貫したトレーサビリティの確保
‘Full chain traceability’ secured 

漁業・養殖業、加工流通、販売、消費における適切な管理
3 pillar management of the full chain

・ 対象資源 (Stock)
・ 周辺環境への影響 (Ecosystem)
・ 社会や労働者への配慮  (Social/ Human Rights)

海洋の生物多様性保全 = 人類と自然が共生する社会
Marine Conservation= Living in harmony with nature

持続可能な漁業・養殖業へと転換  Sustainable Fishery/ Aquaculture

IUU漁業・養殖業の根絶  IUU eliminated

＊サプライチェーン全体での一貫したトレーサビリティ



市場国としての日本がIUUリスクを下げるための提言
Recommendation to the Japan as a market state to reduce IUU risks

• すべての輸入水産物および輸入水産加工品について、漁場から消費者まで、一貫した透明性のあるサプライチェーン
が維持されること。

• すべての水産物製品に、漁獲証明書および付随する文書が付してあるようにすること。

• 水産物製品の供給に携わっている、中間の企業や国のリストを入手すること。

• サプライチェーンの定期的な監視を行い、加工・流通過程のリンクや関係する企業や国を調べること。

• 可能な限り、供給元から直接または、MSC認証漁業/ASC認証養殖業から供給すること。

• Ensure all product secures full chain traceability which is accompanied by a catch certificate, as well as 
any accompanying documentation, notably transportation (including transhipment) and transformation 
(processing).

• Obtain a list of all possible intermediary companies and States involved in the supply of product.

• Carry out regular forensic audits of the supply chain, examining any links in custody, and the associated 
companies and States.

• Ensure requirements for a clear and transparent supply chain are communicated throughout the chain of 
custody.

• Wherever possible, source mackerel direct from the supplier, or with limited supply chain complexity and where 
possible from MSC/ASC certified sources.



事例紹介

Case Study



ブロックチェーン、データサイエンス、デジタルプラットフォームな
どの新しいテクノロジーを活用し、持続可能なサプライチェーンの
構築に向けた新たなアプローチを実践

New technologies such as IoT, blockchain, data science and digital 
communication platforms are creating exciting opportunities to accelerate 
the scale and impact of conservation and human rights work in new ways

WWFとBCG Digital Venturesによるソーシャルベン
チャー

Social venture jointly established by
 WWF and BCG Digital Ventures

新技術の活用により、持続可能なサプライチェーン構築に向けた変革が加
速
New technologies are creating opportunities to accelerate the sustainable moves



採れた魚に漁獲
地でRFIDを付与

合法海域で獲れ
たことを証明する
ため、機会学習と
GPSを活用

フィレ状に加工する際に
RFIDを外し個々のフィレに
QRコードを付与

世界中の消費者が
スマホからQRコード
をスキャンして漁獲地
からの魚の経路を把
握

魚に識別IDを付与

OpenSCの仕組み



複数のサプライチェーンで実証実験を行い、導入効果を検証
Built proof on concepts by conducting verification tests on multiple supply chains

TRACE: ブロックチェーンベー
スの管理ソリューションの構築

Coded a blockchain-based 
chain of custody solution

TRACE: 船上にRFID対応追
跡ソリューションを搭載し、漁獲
時から魚介類を追跡

Installed an RFID enabled 
tracking solution on-board 
vessels to trace seafood from 
time of catch

VERIFY:漁船が違法地帯で漁をして
いないことを証明する機械学習モデル
を構築

Built a machine learning model to 
verify that vessels were not fishing 
in illegal zones

Stoppin
g

Trawlin
g

Travellin
g

TRACE: はえ縄漁業におけ
るタグ付けプロセスを開発

Developed a fish tagging 
process for long-line 
fisheries in high seas

TRACE: 加工工場でRFIDデー
タをQRコードに転送する技術と
プロセスを開発

Developed tech & process at 
a fish processing plant to 
transfer RFID data info QR 
codes for each filet

SHARE: 小売店やレストランにお
けるプロタイプを用いたユーザーテ
スト

Conducted user test with 
prototypes at supermarkets and 
restaurants

SHARE:  船舶および漁獲エリア
の管理ダッシュボードを構築

Built a management dashboard 
for seafood companies to track 
their vessels and fishing areas

SHARE: 消費者向けのインター
フェースを構築し、トレーサビリティに
関する情報を発信

Built consumer-facing interfaces 
that showcase product traceability 
& sustainability information



今後の方向性

How to tackle the issues?



多様な関係者で一貫した水産トレーサビリティの運用を可能とするためには
データを定義付け、識別・検証・共有するための互換性のある標準作りが必
要

WWFとGFTC(グローバル・フード・トレーサビリティ・センター)は
Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) による標準づくりを推進

The needed is an aligned interoperable global framework for full chain seafood 
traceability which enables to define, identify, verify and share the data among multiple 
stakeholders

WWF and GFTC promote to build and develop the framework through GDST 

技術的には可能となったが．．．
Now technically possible, but



• 世界で相互運用可能なトレーサビリティ標準作りを行う
「企業主導」の共同事業体 

• IUUを排除

• 社会や人権への配慮

• 持続可能性の向上

• Industry-lead consortium developing a global and interoperable traceability 
standard 

• Legal - Anti-IUU
• Social
• Sustainable

GDST (Global Dialogue on Seafood Tractability) とは

Brief background on the GDST



GDSTの構成

Dialogue Structure
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5割以上が参加：
政府の規制への働きかけ

が重要だと認識
Over 50% of members joined 
WG3; consider engagement 

with governments as a critical 
GDST role



「企業主導」の共同事業体
Industry-led consortium 

A. Espersens A/S – Ahold Delhaize – Ajinomoto Co., Inc –  178 Degrees – 
Albion Farms and Fisheries – Aldi Nord – Anova Food USA – AP2HI – Asian 

Alliance International Company – Charoen Pokphand Foods Public Company 
Limited (CPF) – Bolton Foods – Bomar (PT. BOGATAMA MARINUSA) – 
Culinary Collaborations LLC – Bumble Bee – General Tuna Corporation 

(Century Pacific Tuna) – Japanese Consumers' Co-operative Union – China 
Aquatic Products Processing & Marketing Alliance (CAPPMA) – Citra Mina – 
Lyons Seafood – Fishin Company – Hong Kong Exhibition Centre – LDH (La 
Doria) Ltd. – Lidl Stiftung & Co, KG – Luen Thai Fishing Venture – Metro – 

Publix Super Markets, Inc. – Sainsbury's Supermarkets Ltd – Morrisons 
Supermarkets – Mt Cook Alpine Salmon – Seachill – Seacore – New England 
Seafood – Southeast Asian Packaging and Canning Ltd – Stavis Seafoods – 
Sysco Corp – Target – Nissui – Thai Union – Orca Bay – PT Bumi Menara 

Internusa (BMI) – Wegmans – Santa Monica Seafood – Sea Delight – 
Socsksargen Federation of Fishing and Allied Industries, Inc. – Taylor 

Shellfish – Woolworths Group – Co-op UK – Thai Tuna Industry Association – 
Tri Marine – Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers – 

Vinatuna – Whole Foods – World Tuna Purse Seine Organization – Pacifical  
– Heri Heri – Karoo Catch – Tesco – Envisible

世界約60の企業・組織が参加 60companies 



GS1US
IFFO RS, Ltd.
MSC
SCS Global Services
SGS
Saltwater Inc.
GS1 Ireland

Beijer Institute of Ecological 
Economics
Food Marketing Research and Info 
Ctr 
 Massachusetts Institute of 
Technology

 CSIRO

Fiwshell Consulting
GR Japan K.K.
Horwitz & Co LLC                
MRAG Ltd.
Ocean Outcomes
Flen Consulting
  Springboard Partners

認証機関 Certification Bodies (7)

コンサルタント会社 Consulting  (7)

研究機関 Research Institutes  (4)

政府系機関 Governmental  Entities (7)

Japan Fisheries Research and 
Education Agency
NOAA
CCAMLR
USAID Oceans
FAO
Australian Fisheries Management 
Authority
CTI-CFF

約100組織による諮問
Dialogue Advisories (98)

1967
ABALOBI
Aglive
Ashored Innovations
Catch Technology Limited
Earthtwine
Fisherman App
Food LogiQ
fTrace
Legit Fish
Odaku Online Services Private Limited
Origin Trail
Plenumsoft Marina
Project Provenance
Request Network
Suzhou Joann Co., Ltd
ThisFish
Trace Register
Tuna Solutions
Vericatch
Seafood Commons
Assent Compliance
DeltaTrak
IdentiGEN
CCIC JIANGSU TRACEABILITY 
TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD
Zest Labs
Avery Dennison
OpenSC

China Blue Sustainability Institute
Fair Trade USA
Fairagora
FishChoice
FishWise
Green Catch Global
Index Initiative
International Justice Foundation
ISSF

MDPI
Monterey Bay Aquarium
Oceana
Oceana Canada
Pew Trusts
SALT
SmartFish Rescate de Valor, AC
Stanford Center for Ocean 
Solutions
Sustainable Fisheries Partnership
UNIDO SMART-Fish Indonesia 
Programme
Global Seafood Assurances 
SeaPact
Foodlog
International Pole & Line 
Foundation 
iRaishrimp S.L.
World Ocean Observatory
NSF International

NGOs 

(26)

技術ベンダー
 tech vendors (28)



天然漁獲物の主要データ要素（KDE)汎用リスト 
(バージョン4)
Basic Universal List Key Data Elememnts V4 (wild-caught)

No. 項目/ KDE Name 　No. 項目/ KDE Name

1 船名　/ Vessel Name 　15 転載船名/ Transshipment Vessel Name

2 船籍登録 / Vessel Registration 　16 転載船識別番号/ Transshipment Vessel Unique Vessel 
Identifcation

3 識別番号/ Unique Vessel Identification 　17 陸揚地/ Landing Location

4 船籍国/ Vessel Flag 　18 陸揚日/ Dates of Landing 

5 漁具/ Gear Type 　19 アイテム / 最小管理単位 /商品コード/商品識別コード
Item / SKU / UPC / GTIN

6 漁業許可/Fishing Authorization 　20 有効期限 ・生産日/ Expiry ・ Production date
7 漁獲海域/ Catch Area 　21 関連主要データ要素/ Linking KDE
8 航海日数/ Vessel Trip Dates 　22 生産方法/ Production Method
9 漁獲日/ Date of Capture 　23 原産地/ Product Origin

10 魚種/ Species 　24 船主/ Vessel Ownership
11 重量 ・数量/ Weight / Quantity 　25 漁獲証明/ Harvest Certification

12 製品様式/ Product Form 　26 漁獲証明の加工・流通過程の管理/
Harvest Certification Chain of Custody

13 転載場所/ Transshipment Location 　27 漁業改善プロジェクト/Fishery Improvement Project
14 転載日/ Dates of Transshipment 

　 合意済み/ Previously adopted KDE
　 バージョン４で追加/ KDE added in v4 adoption

　
合意済みだが、異議申立あり/

 Previously adopted KDE, debate from membership on continues inclusion



技術アセスメント結果
Technology Assessment Study Key Results 

• 漁獲元の記録は紙への記載が中心だが、テクノロジーが導入されてきている。

• 接続性が限定的で、サポートや安全性の担保が不十分

• トレーサビリティプロセスは在庫管理やサプライチェーン下流のERPシステムに関連しているが、組織
間の相互互換性は限定的

• リスク、安全性、質、規制対応がトレーサビリティに取り組む主な理由だが、持続可能な調達の重要性
が増している

• 標準は主に先進国の主要バイヤーによって推進されている

• Mostly paper-based logs, based on catch origination, technology used in pilots or vertically integrated companies;

• Limited connectivity, support and security practices undeveloped;

• Traceability processes tied to inventory management, ERP systems. for larger downstream operators, limited 
interoperability between organizations;

• Risk, safety, quality and regulatory compliance main reasons to focus on traceability, but sustainable sourcing is 
gaining importance;

• Standards mostly driven by big buyers in developed downstream markets.

漁業者 Harvester /
初期取扱者 

Initial Handler

加工業者 Processor /
 輸出業者 Exporter

輸入業者  Importer/ 
加工業者 Processor/ 
流通業者 Distributer

ホールセラー 
Wholesaler /

 リテーラー Retailer



SeaBOSとのパートナーシップが正式に発足　(2019年3月)
GDST/ SeaBOS Partnership announced on Mar 2019

RELEASED 3/16/19

SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship): 海洋管理のための水産事業

世界の水産業界トップ10の企業を中心に組織し、科学者と連携して先進的・改革的に行動することで、水
産業界の健全化をけん引していく役割を担う。
　参加企業: マルハニチロ、日本水産、極洋、タイユニオングループ（タイ）、東遠産業（韓国）、マリンハーベスト（ノル
ウェー）、セルマック（同）、カーギル・アクア・ニュートリション（米国）、スクレッティング（ノルウェー）、ＣＰフーズ（タイ）

An initiative resulting from a series of Keystone Dialogues between scientists and seafood 
companies. The initiative was joined by ten of the largest seafood companies in the world.



互換性, GS1 EPCIS(可視化), ファイル様式
Interoperability, GS1 EPCIS, File Formats

データ使用の動機付け、資金融
通Data Incentivization & Financing

漁獲証明
Catch Documentation

ベトナム、インドネシア、アメリカ、セルビア、フィリピン、イギリス、タイ、シンガポール、オーストラリア、ドイツ、
カナダ、オランダ

Vietnam, Indonesia, USA, Serbia, Philippines, UK, Thailand Singapore, Australia, Germany, Canada, 
The Netherlands 

各国企業が相互互換性を視野にトレーサビリティを推進
Industries from each country are improving interoperable traceability 



Photo: © NASA
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WWF has over

5,000 staff worldwide
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100 countries, on

6 continents
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In 1961


