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Ⅰ 認証水産物流通円滑実践事業の趣旨 

Ⅰ-1. 背景 

近年の健康志向の高まりや中国等の経済発展により、世界の水産物消費量は年々増加を

続け、水産資源を適切に管理し、有効利用するための漁業の維持性が求められている。

FAO が 2005 年（平成 17 年）に「海洋漁獲漁業からの水産物のエコラベリングのためのガ

イドライン」、2011 年（平成 23 年）に「養殖認証に関する技術的ガイドライン」を策定し

たのを受け、日本では 2007 年（平成 19 年）に水産資源の持続的利用を認証するＭＥＬ

（まりん・エコラベル）ジャパン制度を、2014 年（平成 26 年）に養殖水産物の安心・安

全を確保し持続可能な養殖業の発展を目指す AEL（養殖エコラベル）制度が制定された。 

しかし、これら認証制度は広く国民に認知されているとは言い難い状況にある。その

背景には一般消費者への啓蒙活動の不足、認証ラベルを目にする機会の不足、消費者が認

証水産物を手にするまでの流通関係者への説明不足、審査や更新手続きに係わる費用の発

生、ラベル使用に係る作業負担増への懸念等が考えられる。 

こうした中で、卸、仲卸、小売店舗への啓発及び消費者への販売促進を実際に行い、そ

の効果と課題点を明らかにするべく、本事業を 2017 年（平成 29 年）度から実施した。 

 

Ⅰ-2. 活動経過の概要 

●初年度（2017 年度：平成 29 年度） 

2017 年度は、MEL、AEL 認証活動に参加する認証水産物を展示し、試食を提供しながら

認証制度の説明を行った。東京築地及び大阪市中央魚市場で流通業者対象の見本市並びに

滋賀県・大阪市内の営業店舗での一般消費者向けの販売・説明と意識調査を行った。 

 

●２年度（2018 年度：平成 30 年度） 

デパ地下やスーパーマーケットの魚売り場店頭で来店客に MEL・AEL 認証の魚の販売支

援（試食等）をしながら水産エコラベルについて紹介するキャンペーンで、「愛南町フェ

ア―」、「瀬戸内・四国うまいものフェア―」など店舗側のキャンペーンと連動して実施し

た場合もある。 

 

●3 年度（2019 年度：平成 31 年度＝令和元年度） 

この年は、一店舗で何度か開催することにより、一つの地域の消費者の理解を進める方式

での店頭学習会を開催した。 

また、東京で開催されることが決まったオリンピックでの認証食材の提供を目途として、

農畜産物をレストランで一般消費者に提供しているレストランであるグランイート銀座で

認証水産物フェアを行った。ここでは日本である程度認知されている MEL、AEL、MSC、ASC

の食材を紹介した。 
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●4 年度（2020 年度：令和 2 年度） 

この年度は新型コロナの国内第 1 波が始まり第 3 波まで見られた。社会的な経済活動が様子

見の動きとなり、予定されていた東京オリンピックも延期となったため、事業の実行方法や実施タ

イミングを模索したため、年度末の実施となった。新型コロナの蔓延防止の観点から、昨年度まで

の経験から、より効果的な方策として同一店舗での複数回の実施とした。また、新型コロナ対応

のために長時間の実施は控え、毎回 10 時から 13 時には終わるようアンケート枚数を 30 枚以内

にとどめた。 

 

● 5 年度（2021 年度：令和 3年度） 

2021 年は新型コロナの趨勢が変遷し、第 4 波、第 5 波として多数の感染者が発生した。延期に

なった東京オリンピックでは、無観客となって実施され、認証食材問題は社会的話題とならなかっ

た。その後の 2022 年の年初からの新型コロナは大きな第 6 波となり、店頭での活動は殆ど実施

出来なかった。よって、店頭活動の代替え方式として、Web 懸賞・アンケート調査を実施した。 

 

Ⅰ-3. 2021 年度の活動報告にあたって 

東京オリンピック委員会は 2021 年 7 月下旬から 8 月上旬にかけて開催され、持続可能な

社会実現の一つのテーマとして、選手村メインダイニングホール、カジュアルダイニン

グ、スタッフダイニングなどでの国産材・持続可能性に配慮した調達コード調達で目的を

達することができたとの報告書がまとめられている。 

2017 年（1 年次）からの見本市、店頭試食説明会、試供品の配布などの従前方式での課題

の模索はほぼ終えた。2021 年度は新型コロナの影響で店舗での活動が実施困難な状況とな

り、別の手法（インターネット活用方式）に取組んだ。 

今回報告書では、過去 5 年間の取組みを概観して、今後についての結論を記述する。 

 

Ⅱ. 認証水産物流通円滑実践事業の活動内容 

●初年度：2017 年度（平成 29 年度）における活動 

1．概要 

認証水産物を展示し、食材を提供しながら認証制度の説明及び意思疎通を行った。 

東京での活動では、流通関係者を対象にした見本市を開催した。大阪での活動では、

流通関係者を対象にした見本市、店舗での消費者を対象としたイベントを開催した。 

2．見本会での活動 

参加する認証水産物の展示と試食を行い、出品者及び水産資源回復管理支援会メンバ

ーが認証水産物の紹介を行った。流通関係者への意識調査を実施した。 
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3．店舗での活動 

一般消費者を対象とした店頭イベントを大阪地域で 2回（滋賀県と大阪府）実施し

た。それぞれ 4 日間にわたり、認証水産物の販売や試食を行うとともに、営業に影響が無

い範囲で認証制度の啓蒙普及活動や意識調査を行った。 
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4．会場での配布資料の例 
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●２年度：2018 年度（平成 30 年度）における活動 

1．概要 

デパ地下やスーパーマーケットの魚売場で来店客に MEL・AEL 認証の魚の販売支援（試

食等）をしながら水産エコラベルについて紹介した。「愛南町フェア―」、「瀬戸内・四国

うまいものフェア―」など店舗側のキャンペーンと連動して実施した場合もある。 

試供品の試食、ポスター、卓上のぼり、下敷などを掲示し、口頭説明、パンフレット

の配布を行った。担当は２人１組で対応した。百貨店や高級スーパーの顧客層を対象とし

た。売り場面積は広く品揃えもありながら、きちんと整理されており、活気のある売り場

がほとんどであった。  

 

2.店舗での活動 

１）2018 年 10 月 4 日（木）、17 日（水）、20（土）10：00～17：00  

阪神百貨店梅田店（大阪府大阪市梅田 1-13 ｰ 13） 

２）2018 年 12 月 15 日（土）10：00～17：00 

 富士シティオ用賀店（東京都世田谷区用賀 4-11-3） 

３）2019 年 3 月 9 日(土) 10：00～17：00  

日本橋三越本店 （東京都中央区日本橋室町 1-4-1） 

４）2019 年 3 月 20 日（水） 10：00～17：00  

玉川高島屋 （東京都世田谷玉川 3-17-1） 

５）2019 年 3 月 20 日（水） 10：00～17：00  

横浜高島屋（神奈川県横浜市西区南幸 1-6-31）  

６）2019 年 3 月 23 日（土） 10：00～17：00  

玉川高島屋（東京都世田谷玉川 3-17-1） 

７）2019 年 3 月 24 日（日） 10：00～17：00  

横浜高島屋 （神奈川県横浜市西区南幸 1-6-31） 

８）2019 年 3 月 29 日（金） 9：00～18：00  

東急ストア中目黒本店 （東京都目黒区上目黒 1 ｰ 21-12） 

 

販売品の１例：愛南漁協のタイ・ブリ・クエ （ＡＥＬ認証）、北隆丸のサケ・カレイ

（MEL 認証）、輪島丸のブリ（MEL 認証）、マリン・リンクのマグロ（MEL 認証） 

 

3.結果 

お客様はエコラベルについて認知度はほとんど無かったが、「東京オリンピックに食

材供給するために持続可能性に配慮した水産物の調達基準を満たす必要があり、持続可能



11 
 

な漁業・養殖業であるとの水産エコラベルの認証を受けることが重要」と説明すると、

「ああ、なるほど」とうなずく方がほとんどだった。対象商品は概して価格は高めだった

が、良いものを買おうと来店するお客様の店舗が多く、試食した方はほとんど購入され

た。商品もよく売れ、試食品、商品とも足りなくなった店舗が多かった。  

キャンペーンを実施している店舗のスタッフも「生産者 （漁協等）が実施している販

促キャンペーンだと思っていた」「水産エコラベルの名称は知っているが、くわしくは知

らない」「養殖魚だけのキャンペーンだと思っていた」という状況であったが、「今回の様

子を見て、水産エコラベルは販促になり、意味があると思う」「世界の潮流はよく知らな

いが勉強しておきたい」「販促になるなら、自分の会社もお金がかかっても認証を取るこ

とを考えられるかも」とのコメントもあった。説明した効果は確かである。
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4．配布資料・掲示資料の例 
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●３年度：2019 年度（平成 31 年度：令和元年度）における活動 

1.概要（首都圏での活動） 

 2019 年は東京オリンピックの前年であり、そのことを念頭に 3種類のキャンペーンを計

画した。 一つは濃密なキャンペーンを行うため都内中心街にあるデパートの同一鮮魚店

で 4回実施する。一つは首都圏住宅街にある 2箇所の鮮魚店でそれぞれ 2回開催する。更

に、農業規範の農産物を東京オリンピック選手村での提供を意図して活動しているグラン

イート銀座（カフェレストラン）に認証水産物フェアを開催することである。 

 

2.鮮魚店説明・販売会（同一店舗 4 回のキャンペーン） 

（１）.活動場所と日程（販売品はすべて AEL 認証） 

AEL 認証魚を試食提供しつつ説明・販売（愛南町フェア関連） 

ア. 2019 年 5 月 18 日（土） 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産）  

イ. 2019 年 5 月 19 日 (日) 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産） 

ウ. 2019 年 5 月 25 日（土） 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産 

エ. 2019 年 6 月 1 日 （土） 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産） 

 

（2）．活動内容 

鮮魚売場の店頭で客に AEL 認証魚の試食提供等をし、水産エコラベルについて紹介するキ

ャンペーン。「愛南町フェア―」として実施。担当は２人１組。ポスター、卓上のぼり、

水産エコラベル認証魚のマップ（AEL、MEL)などを掲示し、愛南漁協の三つ折りパンフレ

ットを配布した。  

販売品の例：認証商品は AEL：養殖マダイ（刺身、サク、薄造、寿司）、養殖シマアジ（刺身、サ

ク）、養殖クエ（刺身、サク、鍋物用、身アラ）、柑橘のドレッシング。（試食はマダイ） 

 

    

▲説明                          ▲愛南漁協のマグロ 
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3.カフェレストランでの説明会（グランイート銀座での紹介活動） 

（１）．背景 

東京で開催の第 32 回オリンピックの選手村では、ロンドン大会、ブラジル大会に引き

続き、オリンピック憲章の目的の一つ沿ったエコな食材を提供することとなった。 

選手村での提供食材は、「わが国での国際的なスポーツイベントの食材調達基準」を満

足している水産物では、天然魚介類は MEL（マリン・エコラベル）と MSC（海洋管理協議

会）が、養殖魚介類は AEL（養殖エコラベル）と AEL（水産養殖管理協議会）の４つの

他、これに準じていると東京オリンピック・パラリンピック委員会が認める食材とした。 

 

（２）．活動内容 

ア．グランイート銀座 （東京都中央区銀座 2丁目 2 番地先 銀座インズ 2 内 2 階） 

イ．2019 年（令和元年）10 月 21 日 16：00～17：30 試食会開催（水産物の料理提供

はその後 2 週間継続した） 

ウ．提供食材は〔漁業による生産物〕 MEL 認証品（15 種）、 MSC 認証品(１種）, 

〔養殖業による生産物〕 AEL 認証品（7 種）、 ASC 認証品（１種） 

エ．グランイート銀座での水産エコラベル紹介活動 

2020 年 7 月中旬から開催を予定されていた東京オリンピックでの選手村での提供食材

に係わる関係者の思惑が生じた。水産エコラベルに関しても様々な動きが見られた。 

（東京オリンピックは、世界的な新型コロナの影響で、1 年遅れの 2021 年 7 月 23 日から

8 月 8 日の間に東京で開催された。）                                       

オ. 店内でのロゴマークの紹介： 平成 30 年度水産白書 図 3－4－14（p．168）を掲示（我が

国で主に活用されてる水産エコラベル）  
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カ.食材提供者一覧 

 漁業       

 魚種 産地    提供者 認証  

 サケ 北海道 猿払村  オホーツク活魚    

 カスベ 北海道 猿払村  オホーツク活魚    

 アブラツノザメ 青森県 三厩村  田向商店    

 サバ 福島県 小名浜市  福島県漁連    

 サンマ 西太平洋 富山市  北友水産    

 スズキ 千葉県 船橋市  海光物産    

 コハダ 千葉県 船橋市  海光物産    

 キンメダイ 東京都 伊豆七島  東京都漁連    

 トビウオ(ミンチ) 東京都 八丈島  八丈島漁協    

 カツオ 静岡県 焼津市  高橋商店    

 シラス 愛知県 篠島  太次平商店    

 ソデイカ 沖縄県 伊平屋島  マリン・リンク    

 ホタテガイ 北海道 猿払村  巽冷凍食品 ＭＳＣ  

 ホッキガイ 北海道 苫小牧市  苫小牧漁協    

 シジミ 青森県 
五所川原

市 
 十三漁協    

 テングサ（糸寒天） 東京都 伊豆七島  東京都漁連    

        以上、ＭＳＣ以外はＭＥＬ   

 養殖       

 マダイ 愛媛県 愛媛  ヨンキュウ    

 カンパチ 愛媛県 愛媛  ヨンキュウ    

 ブリ 愛媛県 愛媛  ヨンキュウ    

 シマアジ 愛媛県 愛媛  ヨンキュウ    

 カンパチ（燻製） 宮崎県 宮崎  丸栄    

 コアユ 滋賀県 彦根市  木村水産    

 カキ 宮城県 南三陸町  宮城県漁協戸倉支所 ＡＳＣ  

 モズク 沖縄県 伊平屋島  マリン・リンク    

        以上、ＡＳＣ以外はＡＥＬ。   
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キ. 店内掲示物  ・ランチョンマット（テーブルの上に置く個人別シート） 

            

  ク. 店内風景 

   
 

ケ. 参加者 

メディア関係者 10 名（通信社１名、新聞 4 名、雑誌 4 名、ＷＥＢ2 名、フリーランス 2 名）、ホテル

関係者 3 名、認証生産者 3 名、卸業者 3 名、県庁関係者１名、デパート関係者 3 名、教育関係

者１名、支援会理事ら 4 名、グランイート銀座 3 名、事務方 3 名 

 

コ. 発表・試食会での進行  

○ 当会（特定非営利活動法人 水産資源回復管理支援会）の小野誠理事長の挨拶。  

「スポーツイベントの食材調達基準では、農畜産物の場合は GAP（農業規範）の認証を得た食材

です。水産物では我が国での天然魚介類は MEL と MSC が、養殖魚介類は AEL と ASC の４つ

の他、これに準じていると東京オリンピック・パラリンピック委員会が認める食材です。 

1992 年に国連主催の地球サミットがリデオジャネイロで開催され、熱帯雨林問題が話題になり

ました。環境保護団体が、消費者が関与する形での森林を守る仕組みを作るとの意思表明があ

り、1993 年に森林認証ＦＳＣ（フォーレスト・スチュワードシップ・カウンセル）が創られました。森林

認証を得た木材や紙製品を買いましょうとの運動で、その後、様々な森林認証ができています。 
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1997 年には、環境団体が主導して海洋環境を守る持続的な漁業を認証するＭＳＣ（マリン・ス

チュワードシップ・カウンセル）が立ち上がりました。オリンピックとの関係で言えば、ロンドン大会

から選手村での水産物は、水産エコラベルの認証を得た水産物を使用しようとなり、前回のブラジ

ル大会でもそうで、東京オリンピック・パラリンピックでは、食材全般がそうなっています。 

当会では水産エコラベルの理解促進の活動をしており、2～3 年前からは一部のデパートや食品

スーパーの店頭に説明員を派遣してきました。4 つの認証合わせて我が国内認証を得ている水

産物は、全体で 100 余りあり、我が国の生産量の 15％以上なっていると推定されます。本日は、

その認証品目 100 余りの 2 割程度の 24 品目を紹介しております。」 

 

○ グランイート銀座の武田泰明社長の挨拶。 

「当店は、今年 3 月 20 日にオープンしたビュッフェレストランで、2020 年東京オリンピックの選

手村の食材調達基準として認められている『GAP』認証の食材をふんだんに使った料理を提供

し、知って貰う場を目指しております。 

今回、当店も持続可能な漁業の考えに賛同し、『水産認証直送フェア』を開催することとしまし

た。 期間中は、持続可能な漁業について紹介したランチョンマットを各テーブルに配置する他、

店内に水産エコラベル認証の説明図を掲示し、ビュッフェの料理と共に消費者にアピールして行

きます。」 

    

▲水産資源回復管理支援会小野誠理事長  ▲ グランイート銀座の武田泰明社長 

 

○ 『認証水産物直送フェア』に参加した東京都漁業協同組合連合会の塚本亨専務の挨拶。 

「東京は、伊豆大島から小笠原諸島まで膨大な海域を持っています。当連合会では、水産エコラベル認

証の『MEL』を取得し、消費者に認識していただきながら販売活動を行っています。」 

 

○ 養殖業者を代表して、（株）ヨンキュウ東京営業所の岡本義広氏の挨拶。          

「当社は、愛媛県宇和島市に本拠を置き、環境にやさしい持続可能な養殖に取り組んでいます。当社グ

ループの養殖管理は、水産エコラベルの『ＭＥＬ』『ＡＥＬ』に適合しており、マダイ養殖では約 600 万尾、ブリ
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養殖では約 280 万尾で認証を得ています。今回のフェアでは、環境に配慮して育てられた安心・安全な水

産物を使った美味しい料理をぜひ味わってください」 

   

▲東京都漁業協同組合連合会塚本亨専務  ▲（株）ヨンキュウ東京営業所岡本義広氏 

 

（一時間の試食の後、） 

○ MEL 生産段階認証を取得している千葉県船橋市の中型まき網船の海光物産、大傳丸の宗形健一郎

部長の〆の挨拶。 

   

▲海光物産、大傳丸宗形健一郎部長 

（3）．課題 

○ 水産エコラベルの礎になっている FAO ガイドラインでは、流通段階の CoC（管理の連鎖）認証は、流通

段階の川上から小売段階の全ての段階のつながりを求めている。グランイート銀座では CoＣ認証を取得

していないので、MSC のスキームオーナーからも MEL のスキームオーナーからもロゴマークの貼付・表示

は有料販売がされるならば困難との指摘を受けた。従って、グランイート銀座においては、無料での試食

会の承認はされたが、11 月 3 日までの 2 週間の有料飲食をされる水産フェアの間はロゴマークの使用は

避けた。 

 

（4）．資料（広報活動） 

ア.当日配布資料（計 5 枚の一枚目）   
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4.鮮魚店説明・販売会（同一店舗にて 2 回ずつのキャンペーン） 

AEL 認証魚の説明・販売（愛南町フェア関連） 

（１）．活動に関する基本情報  ・活動場所と日程（販売品はすべて AEL 認証） 

ア.  2020 年 3 月 18 日（水）10：30～17：00 二子玉川高島屋（中島水産） 

イ.  2020 年 3 月 20 日(金・祝) 10：00～17：00 柏高島屋（北辰水産）    

ウ.  2020 年 3 月 21 日（土） 10：30～17：00 二子玉川高島屋（中島水産） 

  エ.  2020 年 3 月 22 日（日） 10：00～17：00 柏高島屋（北辰水産） 

 （２）. 活動内容 

二子玉川高島屋と柏高島屋の魚売り場の店頭で来店客に AEL 認証の魚の販売支援（二子玉川

高島屋は説明と販促、柏高島屋は試食等あり）をしながら水産エコラベルについて紹介するキャ

ンペーン。「愛南町フェア―」として実施。  担当は 2 人 1 組。ポスター、卓上のぼり、水産エコラ

ベル認証魚のマップ（AEL)などを掲示し、愛南漁協の三つ折りパンフレットを配布した。  

 

 提供品の例： 養殖マダイ（刺身、サク）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖カンパチ（刺身、サ

ク）、養殖スマ （刺身、サク）、5 種盛り（天然コチ含む）、3 種盛り（天然コチ含む、内容はランダ

ム）、握り 4 種 
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▲説明が購入につながる方も多かった。    ▲盛り合わせは４種盛りになった。     

（３）．活動についての課題分析と解決方法の提案 

＜課題分析＞ 

○ 消費者は未だ認識はしていないが説明効果は確かである。日時にもよるが、今回はデパ地

下であり、よく説明を聞いてくれた。「パンフレットをちょうだい」「貼ってあるポスターをいただけな

いかしら」という人も少数ではあるが出てきた。説明を聞き購入に繋った人が多かった。 

○ 店舗のエリアにより“養殖魚”へのイメージが異なる。昨年実施したエリアで実施した店舗の店

長から事前に「うちの客は養殖の魚は買わない」と聞いていたが、試食を提供しながら AEL の説

明したところ、試食が好評で、AEL の話も聞いてくれるという流れで買上げにもつながった。今年

は新型コロナの影響から試食は無とした。そのため魚の美味しさを伝えられず、客がなんとなく感

じている“養殖魚”へのマイナスイメージから、ある店舗では「養殖魚なら結構です」という結果とな

った。 一方の店舗の客は、“養殖の魚”への抵抗感がほとんどなく、AEL の説明をよく聞いてく

れ、工夫ある売り方（スマの刺身を炙りにする、数種類の握り寿司セットをつくるなど）と良い相乗

効果を生み、店長が喜ぶほどの販促につながった。実施するエリアの客層の違いは、AEL キャン

ペーン自体にも大きく影響することがはっきり示された。 

 

＜解決方法の提案＞ 

魚売り場の店舗、スタッフに対して、水産エコラベルについての情報発信と説明会を行う。各店舗

に働きかけるには、「人材」と「説明キット（資料セット）」が重要であろう。 

人材育成は、いわゆるマネキンではなく「水産エコラベルの広報パーソン」という位置づけを明確

にする。店舗側から「水産エコラベル広報パーソン」と歓迎される人材になってもらう必要がある。

知識や情報も、特に、コミュニケーションに長けた人材の派遣が大切であると実感した。店舗側の

ベテラン店員が説明係になれば水産エコラベルの発信に有効だと考えられる。 

  

（4）. 新聞記事                 
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  ▲水産経済新聞（2019 年 10 月 31 日） 

      

▲油食報知新聞「油脂版」（2019 年 11 月 4 日）   ▲水産タイムス（2020 年 3月 23 日）           
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●４年度：2020 年度（令和 2 年度）における活動 

1.概要（関西圏での活動） 

2019 年から世界的に広まった新型コロナはわが国では 2020 年には第 1 波、第 2 波のため

に、小売店の店頭において試食提供することが不可能となった。特に、首都圏では、説明員が店

頭に立つこと自体が、人の密を招くとの理由から許されなくなった。 

この様な状況から、2020 年度の認証水産物流通円滑実践事業においては、従来から本事業

に協力していただいている関西圏の鮮魚店で、アンケート調査を主体に説明は補足にとどめる活

動とした。場所の提供と配布の食材への協力いただいたのは本社が滋賀県草津市にある「株式

会社鮮魚たかぎ」と大阪府東大阪市にある「株式会社魚組」である。新型コロナの対策上、毎回

10 時から 13 時の短時間とし、それぞれのアンケート枚数を 30 枚以内にとどめた。 

 

 2.鮮魚店説明・販売会（同一店舗 4回のキャンペーン） 

（1） 「鮮魚たかぎ」守山店（滋賀県守山市播磨田町 185-1 アル・プラザ守山） 

ア．実施日 

2021 年 2 月 16 日（火）、2 月 23 日（火）、3 月 2 日（火）、3 月 9 日（火）の 4 回実施  

イ．実施方法 

鮮魚売場の店頭で客に AEL（養殖エコラベル）認証魚のマダイをアンケート協力消費 

者に個別包装した試食用として手渡し方法で提供した。提供品は、水産エコラベルにつ

いて紹介するキャンペーン。魚は愛南漁業協同組合提供の養殖マダイ （一人 100 グ

ラム）して実施。説明・アンケート実施担当 2 名及びアシスタント 1 名。 

ポスター、卓上のぼり、水産エコラベル認証制度の水産白書水産エコラベルマップ

（MEL、MSC、AEL、ASC 紹介頁)などを掲示した。 
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3.鮮魚店説明・販売会（同一店舗にて 2 回ずつのキャンペーン） 
 

（1）「魚くみ」近鉄奈良店（奈良県西大寺市東町 2-4-1 近鉄百貨店奈良店

B1F） 

ア．実施日 

2 回実施：2021 年 3 月 8 日（月）、3 月 15 日（火）の 2 回実施 

イ．実施方法 

鮮魚たかぎと同様。説明・アンケート実施担当 2 名及びアシスタント 1 名も同一人物。 

 

     
 

（2）「魚くみ」松坂屋高槻店（大阪府高槻市紺屋町 2-1 松坂屋高槻店 B1F） 

ア．実施日 

2 回実施：2021 年 3 月 22 日（月）、3 月 29 日（火）の 2 回実施 

イ．実施方法 

鮮魚たかぎと同様。説明・アンケート実施担当 2 名及びアシスタント 1 名も同一人物。 
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4.アンケート結果の概要 

（1）実施方法 

  2 人の調査員が簡単な説明してアンケートを実施した。円滑な作業となるため、また、人による

回答のふれを押さえるために、回答記入は調査員が行った。アシスタントは人が密にならないよう

に人の流れを整列整理し、回答された方には、帰宅後に試食していただく食材を手渡しした。 

  2 回目には、初回食材をお渡しした方にはニュアンスの異なるアンケートを実施した。 

  

（2）アンケート項目 

 

            水産エコラベルに関して     

           

   

認証水産物流通円滑実践事業（アンケート） 1 回目    

           

①  水産エコラベルという言葉を聞いたことはありますか？    

 ② 具体的な名称はお聞きになったことはありますか？    

 ③ 第三者認証と言う言葉は聞いたことはありますか？    

 ④ SDGｓという言葉を聞いたことはありますか？     

 ⑤ インターネットはされますか？       

 ⑥ QR コードは使ったことはありますか？      

 ⑦ 食料品の買物の頻度は如何でしょう？      

  大体決まった曜日、時間に行かれますか？ この店には如何でしょう？  

 （2021 年    月     日）       

   

 

           

  認証水産物流通円滑実践事業（アンケート） 2 回目    

           

 ① 水産エコラベルという言葉を聞いたことはありますか？    

  MEL  AEL  MSC  ASC   

 ② 水産エコラベル以外でエコラベルに関係した言葉を聞いたことがありますか？ 

②  以下の言葉は聞いたことはありますか？ 簡単にご説明ください。   

  HACCP       コンプライアンス （社会的規範・法令遵守）  

  CSR（企業の社会的責任）  SDGｓ   

 ④ そのほかにエコラベルに関係した言葉をお聞きになったことはありますか？  

  それは何でしょう？        

 ⑤ 皆様にエコラベルを知っていただく方法で、ご意見をあればお教えください  

 （2021 年    月     日）       

        

 

（3）アンケート結果要約 
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鮮魚たかぎ・魚くみの回答者 1 回目、2 回目ともに、設問項目①､② について聞いた事がない

との回答が多かった。異なる母集団に対する同じ設問項目について似通った回答であったことは、

調査期間中にアンケートに回答した集団では、項目①、②共に認知度が低いとみて差支えないと

思われる。 

設問③では SDGｓ、HACCP は少ないけれど他の用語よりも認知度が高いと言えそうである。 

それ以外の項目の解析結果は調査数に限りがあることから、本報告書では割愛する。 

 

5.課題と解決方法の模索． 

 
既存の認証制度では流通段階、特に小売り段階では、認証を得た店舗以外はロゴマーク使用

を認めないとの制約が課されている場合が多く、規定に合致した包装された認証水産物以

外では、特にスキームオーナーが認めた場合以外はロゴマークを表示しての販売ができな

いこととなっている。 

消費者が認証水産物に対して付加価値を認め、その経費を負担する動きがない場合には、小

売店に経済的余力がなければ、認証水産物を積極的に取扱う動きは困難と思われる。 

今年のアンケート実施の結果から、地域集中的な活動は周知方式として有効と思われるの

で、協力的な同一店舗で複数回実施する地道な方法を行い、それを当該地域の広報紙などに

話題提供する方法が考えられる。 

 

 

●５年度：2021 年度（令和 3 年度）における活動 

1. 概要 

新型コロナの第 5 波、第 6 波を受け、街頭、見本市、店頭での活動を取り止めた。 

活動としては、新聞社のネットサービスの懸賞及びアンケート調査及び集計解析を行っ

た。 

  2. アンケート結果の要約 

協力を得たのは読売新聞系列の「よみぽランド」である。 

その際に、認証水産物を懸賞商品としての紹介とアンケート調査を 2022 年 2 月日から 2

月 14 日に全国対象として実施した。（下段の紹介頁） 

アンケート回答者をして懸賞に応募した方は 14､993 名であった。今回の活動は広い啓蒙

が出来た。 

 

■回答者の年齢について 

回答者では 60 代が一番多く、その前後の年代でほぼ 8 割を占めた。 

そのうち、男性が 60％以上であった。年代・職業無職を考慮すると、定年を迎えた方が多く回答し

たと考えられる。 

 

■水産エコラベルについて 
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認知合計が 12.1%とまだ認知は高くないものの、購入の判断材料としては提示効果が認められ

た。 

「聞いたことがあるとお答えの方、商品購入の際、水産エコラベルを購入の判断材料にします

か？」という問いに関しては、商品を購入する際に、水産エコラベルが付いているものを選ぶと回

答した方は合計で 77.9％になった。 

 

■第三者認証、SDGs について 

第三者認証を聞いたことがあると回答した人は 53.6%、SDGｓは 88.7％が知っていると回答した。

そのうち４割の方が詳細を理解していると回答した。 

 

■考察 

新聞を購読しているシニア層でも、水産エコラベルの認知率としては、10％台と低い水準だった。 

一方、購入の判断軸として、マークがあることの重要性は改めて確認できたため、今後、認知が

広まることで、水産エコラベルの意義が高まり、加盟企業の価値向上につながると言える。 

 

以上から、見本市、店頭活動、新聞広告、インターネット活動などの幅広い活動が次に繋がると

判断された。 

 

 

インターネットアンケートの結果（回答者数 14､993名）

回答者の都道府県 回答者の職業 回答者の性別

東京 15.0% 無職 31.9% 男 68.6%

神奈川 12.2% 会社員（管理職以外） 20.4% 女 30.2%

千葉 10.5% 主婦 11.9% 選ばない 1.1%

大阪 9.5% パート等 11.4% 計 100.00%

埼玉 8.9% 会社員（管理職） 7.4%

兵庫 5.8% 公務員 5.3% 回答者の年代

茨城 3.8% 自営業 4.8% 10代以下 0.10%

福岡 2.4% その他 2.5% 20代 1.00%

群馬 2.3% 会社経営者・役員 2.0% 30代 2.90%

京都 2.3% 自由業 1.5% 40代 10.20%

奈良 2.2% 農林水産業 0.5% 50代 23.30%

北海道 2.1% 学生 0.5% 60代 34.10%

その他 23.0% その他 0.0% 70代 24.70%

80代以上 3.80%

計 100.00%
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第三者認証という言葉を聞いたことがあるか？  

ある（内容も理解している） 13.0% 

ある 40.6% 

ない 46.4% 

計 100.0% 

  

ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがあるか？  

ある（内容も理解している） 43.7% 

ある 45.0% 

ない 11.3% 

計 100.0% 

  

水産エコラベルという言葉を聞いたことはあるか？  

ある（内容も理解している） 2.6% 

ある 9.5% 

ない 87.9% 

計 100.0% 

  

水産エコラベルを聞いたことがある回答者は、ラベルを購入の判断材料するか 

価格が同程度ならば水産エコラベルが添付されている方を買う 43.1% 

購入の判断材料にはしない 22.1% 

価格が１割未満高いのであれば水産エコラベルが添付されている方を買う 16.3% 

価格が１割以上高くても水産エコラベルが添付されていている方を買う 10.8% 

価格が安くて水産エコラベルが添付されているものを買う 7.6% 

計 100.0% 
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Ⅲ.認証水産物流通円滑実践事業の活動結果からの結論 

 

認証制度は運輸、観光、環境、機械、建物、安全などの多くの分野に存在するが、その個々の認

証制度の詳細な内容は判りづらい場合も見受けられ、一般には認証制度の個別の相違までは知

られないまま表示・宣伝されている。 

食品関係では、農畜水産物の生産の場から加工.・流通の場まで認証制度があり、そのターゲット

も環境、衛生、味、生産地域など制度設計者の意図した内容に合致したものが認証されている。 

認証水産物が流通の現場で受け入れられる可能性を探る目的で、実際の流通に携わっている人

達の認識及び一般消費者の反応を得るための店頭での説明・販売会を行い、関係者の意見を探

った。また、メディアが有している手法を利用して 1 万人以上の一般消費者の認識を得た。 

 

本事業の 5 年間に実施したアンケート結果を整理統合すると我が国においても認証水産物への

理解者が一定の割合でいると判断される。 

また、認証水産物が社会に受け入れて貰う手法として、店舗別の努力は実際的であり効果もある

が広がりに欠けるので、当面は一般消費者及び小売店を主対象とした地域的な広報を行うことが

効率的と考えられた。 

 


