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FAO、NMFS 報告から少し外の様子に触れてみます。 

魚食普及推進センター 事務局  宮本 博紀 

 

地球表面積の約 70%は海洋です。世界の漁業、養殖生産には大きな変化が起きていま

す。今回は FAO（国際連合食糧農業機関、FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS）報告書 World review of fisheries and aquaculture 2012 および米

国 NOAA(国家海洋大気庁、US Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric 

Administration)の NMFS（国家海洋漁業局、National Marine Fisheries Service）漁

業報告書 Fisheries of the United States(FUS) 2011を覗き見てみます。以下はホー

ムページに掲載された資料の自己翻訳情報です。データ数値については既成各種報告と

異なることがありますので、予めご了承ください。 

 

１．2012 年 FAO 報告書概要より 

 

FAO 報告書にあるこの概要は、生産動向、消費動向を簡易にまとめています。また、

中国の統計精度について疑問も呈しています。それでは翻訳文からどうぞ。 

『2010 年の世界の漁業、養殖供給数量は 148 百万㌧、金額で US2,175 億ドル（為替

¥100/US$として、21 兆 7500 億円）。その内 128 百万㌧が食用消費された。2011 年の

暫定データでは生産量 154 百万㌧、食用利用は 131 百万㌧(85%)となっている。安定し

た生産と流通により、1961-2009 年の間、世界水産物供給は年率 3.2%で急速に増大し

（累計 154%）、この間の人口増加年率 1.7%（累計 81.6%）を大幅に上回った。世界の

一人当たり食用水産物供給は、1960 年の原魚重量 9.9Kg から、2009 年には 18.4Kg に

増加、2010 年には暫定数値だが 18.6Kg となった。2009 年には食用消費が 126 百万㌧

となり、消費が最少のアフリカで 9.1 百万㌧、一人当たり 9.1Kg の消費となった。 

アジアでは世界総消費量の三分の二（2/3）が消費され、85.4 百万㌧、一人当たり

20.7Kg の消費となった。中国では 42.8 百万㌧が消費され、一人当たり 15.4Kg であっ

た。オセアニアは 24.6Kg、北米 24.1Kg、欧州 22.0Kg、中南米・カリブ海諸島 9.9Kg

であった。発展途上国においては、一人当たり水産製品消費量は 1961 年の 5.2Kg から

2009 年には 17.0Kg に増加し、低所得食糧不足国（low-income food-deficit countries、

LIFDC）においても 1961 年の 4.9Kg から 2009 年には 10.1Kg にまで増加している。 

先進国より消費量は大幅に少ないものの、その差は縮小しつつある。先進国水産物消

費量の相当量は、堅調な需要にもかかわらず、国内生産量減少（2000-2010 年の間 10%

減少）のため、輸入で賄われており、輸入先はとりわけ発展途上国に依存する傾向が強

く、この先も輸入増大が予測されている。 

中国は、ここ数年国内生産量が減少しているにもかかわらず、養殖生産の大幅増大に
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より、世界の一人当たり水産物供給量増大の大きな要因となった。中国の世界水産物に

占めるシェアーは 1961 年の 7%から 2010 年には 35%にまで増大した。国内収入の増

大と水産物供給の多様性増大により、中国の一人当たり消費量は劇的に増加、2009 年

には 31.9Kg に達し、1990-2009 年の平均増加年率は 6.0%（期間累計増大率 114%、2

倍以上）となった。中国を除く 2009 年の世界水産物供給は一人当たり 15.4Kg となり、

1960 年代の 11.5Kg、1970 年代の 13.5Kg、1980 年代の 14.1Kg、1990 年代の 13.5Kg

を超えることになった。 

 

魚介類・水産製品は、栄養バランスと健康をつかさどる非常に重要なタンパク源であ

り、希少栄養素供給を代表している。2009 年には魚類は、世界人口の 16.6%が摂取し

たとされ、摂取タンパク質の 6.5%に相当した。世界的には、魚類は 30 億の人々にタン

パク質の 20%を供給しており、43 億の人々に 15%を供給している。先進国、発展途上

国の間において、動物タンパク質摂取における魚類の有効性の相違が明白になっている。

相対的に発展途上国では魚類消費が少ないにも関わらず、魚類による動物タンパク質摂

取の貢献度は劇的であり 19.2%に達し、貧困国では 24.0%にもなっている。 

しかしながら、発展途上国、先進国双方において、他の動物タンパク質の摂取が急速

に増大している現状もあり、魚類貢献度は些少ではあるものの最近は減少傾向にある。 

なお、中国の統計精度については不信頼性が指摘されており、現在 FAO、中国政府

が詳細にわたり検証中であり、是正システム構築に向けて取り組んでいる。』 

 

 

２．米国 NOAA 2011 年 NMFS 報告書概要より 
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 米国商務省国家海洋漁業局(NMFS)の、2011 年米国の漁業報告書概述から、米国漁業

に触れてみます。 

（１） 一人当たり消費量 

2011年の魚介類消費重量（可食部分）は、15lbs（6.8Kg 、換算率1lb=453.592g）

となり前年より 0.8lb（0.362Kg）減少した。漁業生産量は大幅に増大したが、

輸出量が大幅に増大した結果である。加えて、養殖ナマズ生産量の大幅減少が大

きく影響した。生鮮・冷凍製品は 10.9lbs（4.9Kg）となり、0.7lb（0.317Kg）

減少した。生鮮・冷凍ひれ魚は5.8lbs（2.63Kg）、生鮮・冷凍貝類は5.2lbs（2.358Kg）

となった（合計は四捨五入の関係で前述の 10.9lbs とは整合していない）。2011

年の缶詰製品消費は 3.8lbs/人年（1.723Kg）となり 0.1lb（0.453Kg）減少した。

燻製製品は前年同様 0.3lb（0.136Kg）であった。水産食品輸入は、消費量の 91%

となったが、これには再加工のために輸出された国産魚が加工され、加工商品と

して輸入された数量を含んでいる。 

一人当たり消費量は水産製品供給量に基づくものであり、食用、非食用を含む

ものの、在庫期間、防衛関係、輸出数量については考慮していない。 

FAO の世界消費量算出は、逸出数量算定方式によるものであり、原魚重量に

換算の上、各国の水揚げ高、輸入量、輸出量に基づき、3 ヵ年の比較考察をして

算出している。 

（２）商業漁業生産（重量は原魚重量） 

（イ） 米国籍漁船による漁獲量 480 万㌧、前年比 21%増。 

（内、410 万㌧はひれ魚であり、24%増、60 万㌧が貝類であり 6%増） 

漁獲金額 $56 億ドル（為替 100 円として、5,600 億円）、前年比 17%増。 

（ロ）50 州の水揚げ高 460 万㌧、23%増。 

      水揚げ金額 $53 億ドル（5,300 億円）、前年比 17%増。 

     （内、360 万㌧が食用、21%増、100 万㌧が餌料・アニマルフードを含む加

工原料、28%増）  

(ハ) 食用魚類製品の合計供給量（水揚げ量＋輸入－輸出） 

       ・合計   550 万㌧、2%減。 

       ・水揚げ高 360 万㌧、21%増。 

       ・輸入   490 万㌧、2%減。 

       ・輸出   300 万㌧、28%増。 

（３）国際貿易量（製品重量） 

（イ） 輸入（食用） 240 万㌧、$166 億ドル（1 兆 6,600 億円） 

（ロ） 輸出（食用） 150 万㌧、$54 億ドル（5,400 億円） 

（４）海域別漁獲高 

  （イ）距岸 3 マイル内  180 万㌧(37%)、$23 億ドル（2,300 億円、40%） 
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  （ロ）距岸 3-200 マイル 280 万㌧(59%)、$30 億ドル（3,000 億円、53%） 

  （ハ）遠洋水域      20 万㌧(4%)、   $4 億ドル（400 億円、7%）   

        （合計）     480 万㌧、      $57 億ドル（5,700 億円） 

（５）国内水揚げ上位 5 魚種 

  （イ）数量 1 位 スケソウ     128 万㌧、28% 

        2 位 ニシン類      95 万㌧、21% 

        3 位 サーモン      35 万㌧、8% 

        4 位 ヒラメ・かれい類 32 万㌧、7% 

                5 位 タラ類      31 万㌧、7%   

        （小計）        321 万㌧、71% 

  （ロ）金額 1 位 カニ類    $650 百万ドル（650 億円）、12% 

        2 位 サーモン   $618 百万ドル（618 億円）、12% 

        3 位 ホタテ貝   $587 百万ドル（587 億円）、10% 

        4 位 エビ類    $518 百万ドル（518 億円）、10% 

        5 位 ロブスター $474 百万ドル（474 億円）、9%     

                （小計）      $2847 百万ドル（2847 億円）、53% 

（６）2010 年世界の漁獲高（漁業、養殖生産、原魚重量） 

  （イ）総漁獲  148.5 百万㌧  

  （ロ）US 漁獲   4.9 百万㌧（世界総漁獲の 3.3%） 

（７）GNP への貢献 

  （イ）US 消費者の水産品への支出額 $859 億ドル（8 兆 5,900 億円） 

  （ロ）水産業界（加工、販売）の付加価値貢献金額 $439 億ドル（4 兆 3,900 億

円） 

  （ハ）合計貢献金額 $1298 億ドル（12 兆 9800 億円） 

（８）レクレーション漁業 

  （イ）内水漁獲  44 千ﾄﾝ  49% 

  （ロ）STS    25 千ﾄﾝ  28% 

     ※STS：Science, technology and society 

  （ハ）EEZ    21 千ﾄﾝ  23% 

  （ニ）合計    90 千ﾄﾝ   
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３．関係データ読取り 

（１）人口推移（資料１）を見ると、US の人口推移は世界人口推移と類似傾向で増加

しているものの、日本は 1990 年以降微増推移したものの、2013 年 4 月総務省人口推

計では 23 万人が減少したとされる。（世界人口は緑線・グラフの右指標、日本は茶線、

US は青線、左指標） 

 

（２）日本・米国・世界の漁獲高推移（資料２）は、世界の生産量が毎年増大して行く

中、日本は毎年減少。一方、米国は比較的安定した推移を示している。米国は厳しい漁

業管理を行っており、許容漁獲量 ABC 設定、それに基づく最大持続生産量 MSY 設定、

資料 1 
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さらにそれに基づく許容漁獲量 TAC を設定、適用期間中の厳しい資源評価、実勢と推

定値差異に基づく迅速な TAC 是正などがその背景にあると言える。 

 

（３） 米国の日本水産製品輸入（資料３）を見ると、最大輸入数量は 1999 年の 51 千 

トン、2012 年は 21 千トンとなり、60%減少。金額では 1999 年は 193 百万ドル、2012

年は 290 百万ドルであり、50%増加（US$価）している。1999 年の US 為替概数値

102-124 円（中値 113 円）、2012 年は 77-87 円（中値 82 円）となっており、30%の円

高影響が大きいと推定される。 

 

資料 ２ 

資料 ３ 
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（４） 日本、US の一人当たり年間魚介類摂取量（Kg/年）を比較したグラフが資料４ 

（日本の摂取量は、厚労省国民栄養調査一日当たり摂取量に 365 日を掛けて積算した

年間消費量）。US 消費は 1995 年と 2011 年は共に 6.8Kg/人年となり増減なし。日本は

35.4Kg から 26.5Kg となり 25%減少。2011 年で比較すると、US 摂取量は日本の 1/4。

この背景には日米の漁業管理政策の相違があることを理解する必要があり、US 漁業管

理では、厳しい漁業持続的管理がなされていることを把握しておく必要がある。 

 

（５） US の 1 人当り年間魚介類の摂取量推移（資料５）をみると、生鮮・冷凍品、缶 

詰製品、燻製製品として摂取されており、2011 年で見ると、生鮮・冷凍品は 10.9Kg/

年、73%、缶詰製品は 3.8Kg/年、25%、燻製製品が 0.3Kg/年、0.3%となっている。健

康志向が強く魚介類摂取が増加していると言われるが、限られた分野であることが推定

される。 

資料 ４ 
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（６） 世界の動物タンパク製品（牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、養殖魚、海洋魚）の生産 

推移（資料６）をみると、豚肉、鶏肉、養殖魚生産が急速に増大する一方で、海洋魚は

減少、牛肉は現状維持または減少傾向、羊肉は微量増加傾向にあることが読み取れる。 

 

（７） 日本、US の海洋・領土面積を比較すると、US の領土面積は日本の 35 倍、EEZ+

領海からなる海洋面積は、US は日本の 2.5 倍。面積だけでは海洋資源量は把握

できないものの、日本の漁獲量減少を見ると、原因の資源科学、海洋科学、生

資料 ６ 

資料 ５ 
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態科学的究明が必要だと言えます。 

   

 

外側では、我々の通常認識とは異なる現状と評価があるようです。留意しておきたく思

います。 

 

(以上) 

 

 

 


