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SDGsと東京五輪の水産品調達から考える水産エコラベルの課題

The Issues of marine ecolabel consider from SDGs and fishery 
procurement of the Tokyo Olympic Games

浅野　智恵美
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要　　約

持続可能な開発目標（SDGs）が2015年の国連総会で採択された。目標14に「海の豊

かさを守ろう」が、目標12に「つくる責任、つかう責任」がある。世界人口が増える中、
水産資源の保全に向け、欧米を中心に水産エコラベル製品が普及し注目が高まっている。

そのような中、2020年東京五輪組織委員会はSDGsに沿った大会運営を進めるべく、
持続可能性に配慮した水産物の調達基準を策定した。しかし、複数の水産認証制度が

立ち上がり、国内で水産エコラベルが乱立している。国際的な認証制度と日本独自の

ローカルな認証制度は共存できるのか。水産エコラベル認証商品を販売する事業者・
店舗が増えていない、消費者の意識・関心に高まりが見られないなどの課題が垣間見える。

食卓から海を守り、次世代に豊かな魚食文化をつないでいくためは、消費者の意識

変革と選択が重要な役割を担っている。水産エコラベルを取り巻く課題を考察する。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：天然水産資源の減少、SDGs、水産エコラベル、東京五輪、
　　　　　　持続可能な調達基準、水産品認証制度、消費者の意識

１．はじめに
世界人口が増える中、将来にわたる水産資源の保全は、食の確保と漁業の繁栄が不可欠

である。乱獲や枯渇が問題となる中、欧米を中心に世界で水産エコラベル製品が普及し、
注目が高まっている。しかし、わが国はいまだ危機感が広がっておらず、水産エコラベル製

品の販売数の少なさや、消費者の関心の低さなどの課題が山積している。
筆者は2009年から水産エコラベルの普及と推進について「消費生活研究」１ 誌で論じてき

た。持続可能な開発目標（SDGs）２ と東京五輪の持続可能な水産品調達から、水産エコラ

ベルを取り巻く課題を考察する。

１　浅野智恵美「生物多様性から見た食と環境の現状と課題－マリン・エコラベルを通して」、2009年『消

費生活研究』第11巻1号、「環境配慮社会に向けた海のエコラベルの活用と消費者の役割」、2011年『消

費生活研究』第13巻1号、「海のエコラベルの更なる推進と消費者の役割」、2017年『消費生活研究』
第19巻1号、いずれもNACS消費生活研究所発行

２　SDGs：Sustainable Development Goals
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２．水産資源を取り巻く厳しい現状
国連食糧農業機関（FAO）がまとめた2016年世界漁業・養殖業白書３ によると、世界

の水産物消費量は人口増加率を上回っている。そのような中、天然資源水産物の供給量は

1980年代から横ばいだが、世界の水産資源がほぼ満限状態４ まで利用されていることから

養殖は増加の一途をたどっている（図１）。世界銀行は2030年には養殖魚生産量が天然漁獲

量を上回ると予測しており、すでに食用では50％を養殖が占めている。養殖魚は大きな需

要が見込め、安定して養殖しやすいサケやタラなどの限られた魚種に偏る傾向がある。国内

水揚げ量に占める飼料向け割合は、カタクチイワシ84.0％、マイワシ38.2％、マアジ32.2％
となっている（2016年）５ 。海洋の食物連鎖の底辺に位置する餌料魚資源の減少は餌料魚に

依存する肉食魚の資源をも悪化させ、海洋生態系に大きな歪みをもたらす。
一方、過剰漁獲が占める割合（折れ線）は右肩上がりとなっている。この割合が増えて

いくと、最終的には次の世代に魚を残せなくなる。FAOによると、世界の水産資源の約３

割は過剰漁獲され、約６割は漁業拡大の余地がないほど差し迫った資源状況にある。

図１　世界の水産物供給量と過剰漁獲漁業の割合

出典：国連食糧農業機関「2016年世界漁業・養殖業白書」

３．持続可能な開発目標（SDGs）と水産エコラベルの関係性
SDGsは地球環境や経済活動、人々の暮らしなどを持続可能とするために、すべての国連

加盟国が2030年までに取り組む行動計画である。2015年の国連総会で全会一致で採択され

た。気候変動への対策、平等な教育など17の目標と169のターゲットを定めている。
目標14「海の豊かさを守ろう」では、漁獲を効果的に規制し、破壊的な漁業慣行をなく

すことを掲げ、海の環境や資源問題を定めている。海洋と海洋資源を保全し持続可能な形

で利用すべく、2020年までに過剰漁業および違法・無報告・無規制漁業に終止符を打ち、

３　国際食糧農業機関「世界漁業・養殖業白書2016年　要約版」（公社）国際農林業協働協会訳、2017
年2月

４　漁船の数を増やしても1隻あたりの水揚げが減るだけでこれ以上獲れない、あるいは目的の水産資源

が崩壊してしまう状態

５　阪口功「国際養殖認証制度の特徴と認証取得の課題」、月刊養殖ビジネス2018年3月号、（株）緑書房、
8ページ、産地32漁港における19品目別上場水揚量（2016年）の最終段階の用途別出荷量調査に基づく
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水産資源を回復させようという意欲的な内容となっている。目標12「つくる責任、つかう

責任」では、持続可能な消費と生産パターンを確保し、消費と調達をより良くしていくこ

とが求められている。消費者が水産認証製品を選ぶことで水産業界に変革をもたらすこと

ができることから、消費者にも各自責任ある行動が求められている。生産力の向上は目標

２「飢餓をゼロに」の食糧の安定確保に繋がる。差別のない雇用や意思決定は目標５「ジェ

ンダー平等を実現しよう」に、労働条件の改善は目標８「働きがいも、経済成長も」に結

びつき、最終的には目標１の「貧困をなくそう」につながる。水産業が持続可能な状態で

発展していくためには生態系への影響や漁場管理、労働者の安全、飼料や薬剤の使用管理

など環境負荷を低減しつつ、社会的にも配慮した責任ある漁業の推進が求められている。

４．国内に６種類の水産エコラベルが乱立
ここ数年で複数の水産品認証制度が立ち上がり、エコラベルが乱立している。国際認証、

国内認証を合わせ、天然資源を対象とした水産認証は２種類、養殖は４種類が存在する。
１）MSC認証制度（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）図２

減少傾向にある世界の水産資源の回復を目指し、1997年に設立された国際的な非営利団

体。本部はイギリスのロンドンにあり、日本事務所は2007年５月に開設された。認証制

度と「海のエコラベル」を通じて、持続可能な漁業の普及に向けた取組を行っている。
２）MEL認証制度（Marine Eco-Label Japan：マリン・エコラベル・ジャパン）図３

漁業生産や資源管理に独自の歴史を有する日本漁業の実情を踏まえ、2007年12月に発足。
（一社）マリン・エコラベル・ジャパン協議会が管理している。漁業者の認証取得にか

かる経済的な負担を抑制しつつ、日本の特徴や優れた点を反映した制度として誕生。
３）ASC養殖認証制度（Aquaculture Stewardship Council：水産養殖管理協議会）図４

WWF（世界自然保護基金）とIDH（持続可能な貿易イニシアチブ）の支援のもと、2010

年に設立された国際的な非営利団体。活動目的はASC養殖認証制度と水産物認証ラベル

を通じて責任ある養殖を認定しその実施を支える。水産物の購入時に環境・社会的にベ

ストな選択をするよう奨励する。水産物市場の持続可能性にむけての変革に寄与する。
４）AEL養殖エコラベル制度（Aquaculture Eco-Label）図５

（一社）日本食育者協会が2014年２月に立ち上げた。（公社）日本水産資源保護協会が

認証機関。FAO養殖認証に関する技術的ガイドラインの要求事項を基に運営。国際基準

を満たした制度で養殖業者がラベルを取得し、その商品が消費者に伝えられることにより

安心、安全の確保につながり、養殖水産物がさらに発展することを目的としている。
５）SCSA認証制度（Seedings Council for Sustainable Aquaculture）図６

NPO法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会による認証制度。持続可能な水産

物供給の実現を目指す日本国内の水産科学系研究者らにより2017年９月設立された。認

証範囲は人工種苗によって生産された海産魚類全般。2018年２月８日に近畿大学水産養

殖種苗センターなどによるマダイ、シマアジ、クロマグロ、ブリ類が認証第１号。
６）MEL養殖認証規格（Marine Eco-Label）
（一社）マリン・エコラベル・ジャパン協議会により2018年３月に公表。持続的な養
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殖生産者の普及促進をはかり、国際標準化として世界水産物持続可能性イニシアチブ

（GSSI）６ の承認を受けた養殖版認証の準備を進めている。AEL養殖エコラベルとMEL

養殖規格を将来統合し、認証ラベルをMELに統合することが両団体間で合意されている。

図２ MSC認証　 図３ MEL認証　 図４ ASC認証　 図５ AEL認証　 図６ SCSA認証

５．東京五輪の持続可能性に配慮した水産物の調達基準
2012年ロンドン五輪、2016年リオ五輪ではMSC、ASC基準に合致した水産物が選手村で

提供された。ロンドン五輪は大会５年前に持続可能な調達コードを策定し、環境五輪とし

て高い評価を受けた。国際オリンピック委員会（ IOC）の方針にオリンピック競技大会の全

ての側面に持続可能性の導入が明記されており、SDGsに沿った大会運営を求めている。
2020年東京五輪もSDGsの目標12「持続可能な生産と消費」に照準を合わせ、五輪を通し

て社会全体の消費・生産パターンを変革するレガシーを残すとしている。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は法令遵守、地球温暖化や資源

の枯渇、生物多様性の損失などの環境問題、人権・労働問題、不公正な取引の問題など持

続可能性に配慮した物品やサービス、食材などの調達コードを2017年３月に策定した。水

産品、木材、農産物、畜産物など個別品目の調達基準に適用される上、２次３次サプライヤー

などへの働き掛けも求めているため、広く自然資本経営が波及する効果は大きい。
水産物は食品の安全性重視はもちろんだが、近年、生産段階における生態系保全や労働

安全の確保等への配慮も求められている。様々な認証制度が開発・普及されるなど、持続

可能性への配慮が世界的な潮流となってきている。このため、東京五輪の選手村等で提供

する水産物も、「持続可能性に配慮した水産物の調達基準」が策定された。
◦基準

１．漁獲や生産が、FAOの行動規範や漁業に関する法令を遵守している

２．天然水産物は計画的な資源管理と生態系配慮の漁業によって漁獲されたもの

３．養殖水産物は漁場環境を改善して生態系に配慮し、食材の安全を確保しているもの

４．作業者の労働安全に関する法令を遵守している

◦以下は基準を満たすとみなす

・MEL、MSC、AEL、ASC認証、およびFAOガイドラインに準拠した認証製品

・自治体の資源管理計画・漁場環境改善計画に基づく漁業・養殖業であって、上記４を満

たすもの

・認証取得を目指した改善計画を進めている漁業・養殖業であって、基準クリアが確認さ

れたもの

◦国産水産物を優先的に調達、海外産はトレーサビリティ確保の水産物を優先的に調達、
加工食品は原材料が基準を満たすものを優先的に調達７

６　GSSI：Global Sustainable Seafood Initiative
７　藤田香「SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営」、日経BP社、2017年10月発行
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日本でMSCの漁業認証を持つのは、実質的には北海道のホタテ漁、宮城のカツオ一本釣

り漁とビンナガ一本釣り漁の３つしかない。東京五輪の調達基準では、選手村で国産の水

産物を使えるようにするため、合格しやすい日本独自のMEL認証が加えられた。GSSIによ

る承認も参考にしてFAOのガイドラインに準拠した認証と、組織委員会が認める水産エコ

ラベル認証を受けた水産物も、条件を満たすものとして同様に扱うことができるなど、条件

次第で使えることが明記された。組織委員会が公表した調達基準は、先の２大会と比べて

かなり緩いものになり、東京五輪の準備状況に厳しい目が向けられている。

６．水産認証制度を取り巻く課題
東京五輪の食材調達基準の発表を契機に水産品の認証制度が注目されるようになったも

のの、国内には複数の課題が介在する。
１）国内で国際認証のMSC漁業、ASC養殖が増えていない

世界で315漁業がMSC認証を取得し、世界漁業の約14％がMSCに関与している（2017年

３月末）。しかし、わが国のMSC認証漁業数はわずか４漁業と少ない（2018年２月）。その

内訳は、2008年９月に認証取得した京都府機船底曳網漁業連合会のアカガレイ漁業、2013

年５月に認証取得した北海道漁業協同組合連合会のホタテガイ漁業、2016年10月に認証取

得した宮城県塩釜市の明豊漁業（株）のカツオ一本釣り漁業とビンナガ一本釣り漁業である。
2017年末に焼津の石原水産（株）がカツオとビンナガマグロ漁業で本審査入りした。MSC

漁業認証は５年ごとに更新審査を受ける必要があることから、北海道のホタテ漁業は２度

目の審査を経て、2018年３月に再認証を取得した。これを歓迎したい。
なお、京都のアカガレイ漁業は現在認証一時停止中である。ズワイガニ漁業は漁業管理

システムの変更等から更新審査を受けていない。2009年11月に認証取得した高知県黒潮町

の土佐鰹水産のカツオ一本釣り漁業は、2012年に事業者が倒産し失効した。海洋管理協議

会日本事務所によると、「非公開で本審査、予備審査を受けている漁業も増えている。本審

査には補助金制度もあり国内漁業者に認知を高めていきたい」とのことだが、日本の漁業

数は増えていない。京都の漁業連合会が2008年に日本で初めてMSC漁業認証を取得してか

ら10年が経過したが、欧米の取組に比べ、出遅れ感は否めない。
一方、世界37か国・569養殖場がASC認証を取得している（2018年１月）。しかし国内で

ASC認証を受けた養殖は、宮城県漁業協同組合志津川支所のカキ（2016年３月）、宮崎県

の黒瀬水産（株）のブリ（2017年12月）、鹿児島県の福山養殖とグローバル・オーシャン・
ワークス（株）のブリ（2017年12月）のわずか３件９養殖場にとどまる。

そのような中、ASC認証商品数は増加の一途をたどり、10,414商品が世界66か国で販売

されている（2018年１月）。オランダ、ドイツ、ベルギー、スイスなどヨーロッパの国々が

大部分を占め、日本は268商品で世界11位と出遅れている。
２）国際的な認証制度と日本独自のローカルな認証制度は共存できるのか

MSC認証の取得は大規模漁業など欧米的スタンダードには向いているが、定置網などに

よる小規模漁業が主流の日本の漁業体系には不向きと言われている。持続可能な漁業に対

する認識に大きな隔たりもある。MSCの審査規準は持続可能性のハードルが高いため、い
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くつものデータを必要とする。アジアの国々で主に課題になるのは、科学的証拠となるデー

タの不足である。漁業認証の取得には数千万～数百万円の費用が必要となる。５年おきに

更新が必要で、認証品を販売するには流通・加工のCoC認証８ の取得も必須となる。MSC

は第三者認証制度をとっているが、認証機関や審査員は日本には殆どいない。明豊漁業（株）
のカツオ一本釣りとビンナガ一本釣り漁業の審査は、独立認証機関のインターテック・サー

ティフィケーションにより行われた。海外から審査員を呼び寄せる必要があり、彼らの渡航

費用や通訳料、翻訳料などが嵩む。英語の壁が存在することから、申請料金の高さが大き

く立ちはだかっている。
一漁業者では負担が大きいことから、京都のアカガレイ漁業や北海道のホタテガイ漁業

は、資金力のある漁業連合会単位で認証を取得している。国内でMSC漁業認証を増やすた

めには補助金制度の拡充も必要となる。そのような中、明豊漁業（株）は親会社の（株）
明豊が冷凍水産加工品の製造販売を以前から行っていたことから、イオンはMSC漁業認証

及びCoC認証の取得を条件に明豊漁業（株）に取引を提示した。両社の提携により、2017

年７月末からMSCラベルが付いたカツオとビンナガマグロがイオンの全国1,000店舗以上で

発売開始された。このような漁業者と小売店の連携がさらに広がることを期待する。
なお、MSC、ASCは世界共通の国際認証であるのに対し、MEL、AEL、SCSAは日本独

自の認証制度である。残念ながら筆者は小売店などで、AEL、SCSAラベル付商品を見かけ

たことがない。対象商品があまりにも少なく、市場に出回っておらず、消費者が手軽に買

える状況に至っていない。日本の長所を生かせる認証制度を武器にするとの考え方に賛同

するが、国産水産エコラベル商品の少なさ、知名度の低さが課題となっている。
３）輸入によるMSC、ASC国際認証商品はフードマイレージが大きくなる

主要国の国民一人当たりの食用魚介類供給量９ を見ると、日本は一人が１年間に食す水

産物消費量が約60kgと世界１位である。米・魚を中心とした食生活を営んできたわが国は

世界有数の魚食大国である。しかし、国内のMSC認証漁業が４漁業に留まることから、カ

ラスカレイ（グリーンランド産）、赤魚（カナダ産）、シシャモ（アイスランド産）、紅鮭（ア

メリカ産・ロシア産）、タラ（アメリカ産・ロシア産）、サバ（ノルウェー産）、ホキ（ニュージー

ランド産）など、多くのMSC認証商品を輸入している。アメリカ産は主にアラスカ州で漁

獲される。ASC認証製品は、アトランティックサーモン（ノルウェー産）、パンガシウス（ベ

トナム産）、バナメイエビ（ベトナム産）、ムール貝（チリ産）などを輸入している。
一方、MSC-CoC認証を取得する企業数は急増し、世界で27,415品目のMSC認証商品が

販売されている。国別順位を見るとドイツ、イギリス、オランダ、フランスなどヨーロッパ

の国々が先行し、日本は16位である（2018年２月末）。わが国は海外で獲れたMSC、ASC

認証の水産品を輸入しCoC認証を取得している国内の一部の小売店で水産エコラベルを付

け販売している。これではフードマイレージが非常に大きく、地産地消と逆行する。

８　Chain of Custody：加工流通過程の管理

９　水産庁：水産物の消費動向「我が国の1人当たり魚介類供給量は主要国中で 1 位（2007年）」より
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４）国内で水産エコラベル付商品を販売、提供している店が少ない

水産エコラベル商品はどこのスーパーマーケットでも買えるわけではない。それらを販売

するためには、小売店がCoC認証を取得する必要がある。わが国でMSC、ASC認証の水産

品を購入できるのはイオン、日本生活協同組合連合会（COOP）、世界最大の家具量販店で

あるイケア、米国に本社を置く会員制卸売小売りのコストコなど一部のみである。
イオンは2006年からMSC認証の水産物を販売開始し紅鮭、マグロ、タラ、カツオ、サバ、

シシャモなど21魚種34品目を扱っている。2014年からはASC認証養殖魚のアトランティック

サーモン、バナメイエビ、パンガシウスなど７魚種15品目を販売開始した（2017年12月１日）。
各店舗にMSC、ASC認証の水産物だけを並べた「フィッシュバトン」コーナーを設け消費

者にアピールしている。COOPは「食卓から海を守る」をキャッチフレーズにたらこ、明太子、
サバ、カレイ、真ダラなどを販売している。なお、宅配事業が中心で店頭に殆ど並んでいな

いため消費者の目に届きにくいことが課題である。
一方、海外では認証水産物市場は成長路線にある。イケアは持続可能性経営を成長戦略

と位置付け、47か国の全店舗がMSC、ASCのCoC認証を取得済で認証水産品しか店舗に並

べていない。世界最大の小売り大手である米国のウォルマートは、米国で取り扱う全ての

水産品が国際標準の環境認証を取得しており、サプライヤーの選定基準をさらに厳格化し

ていく10。KLMオランダ航空は2009年からビジネスクラスの食事にMSC認証水産物を提供

している。KFC France社は2012年10月、MSC認証のスケソウダラから作られた「ツイスター

フィッシュ」をフランスで販売開始した。欧米のレストランでは認証素材の使用をメニュー

に謳う店舗もあり、環境意識が高い欧米人の支持を集めている。筆者が在住した米国では

国立公園のレストランで水産エコラベルがメニューに表示されていた。
マクドナルド社は2011年10月、ヨーロッパの7,000店舗でMSC認証のフィレオフィッシュ

を販売開始し、ロンドン五輪会場で食べることができた。2013年１月からは全米で販売開

始し2016年までに欧州、カナダ、ブラジル（2016年リオ五輪）で使用する魚を全てMSC認

証に切り替えた。しかし、IOCは2017年６月、マクドナルドと結んでいた最高スポンサー契

約11 を解除したと発表した。同社は1976年から五輪のスポンサー契約を継続し、契約期間

は2020年東京五輪までであったが、３年前倒しで終了となった。2020東京五輪の選手村等

で同社のMSC認証水産品が提供されると期待していたが、残念である。
わが国でMSC、ASC認証水産品を提供しているレストランは東京都世田谷区にある

「Blue」と、パークハイアット東京のみである。「Blue」はMSC、ASC認証の水産エコレベ

ルをメニューに載せ、顧客にアピールしている。パークハイアット東京が持続可能な水産物

を使い始めた理由は、米本社から出された「2018年までにハイアットで購入する魚介類の

50％以上をサステナブルシーフードにする」という方針にある。国内外からの観光客が増加

している昨今、魚の差別化がホテルのブランド価値向上につながっている。
５）水産エコラベルに対する日本の消費者の意識に高まりが見られない

世界で食べられている魚の12％がMSC認証、20％がASC認証である。オランダでは認証

10　Intra Fish WEBSITE（2017）Walmart holds sustainable seafood summit with suppliers, NGOs.
11　TOP（The Olympic Partner）契約
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水産物の認知が大きく拡大しており、2017年に行われた消費者調査において、同国で取り

扱われる約65％の水産物がMSCまたはASC認証となっている12。昨年の消費生活研究誌 13

でも述べたが、認証水産品に対するわが国の消費者の関心はいまだに低く、高まりを見せ

ていない。残念ながら日本のマーケットの環境に配慮した販売意識や消費者の購買認識と、
欧米のそれらの常識との間には、大きな乖離がある。

水産漁業関係者の熱意と認証制度、水産エコラベルの必要性は理解できる。しかし、国

内に流通する水産エコラベルが雨後の竹の子のごとく６種類も乱立している。これだけ種類

が多いと消費者は混乱し、把握しきれない。次々生まれた水産認証制度とエコラベルの特

徴を正確に理解することは大きな負担であり、消費者が置きざり状態となっている。
日本の消費者の認証水産物に対する認知度が低く、認証取得が販売価格へ反映しにくい

状況から、漁業者や養殖業者が「原価が増えて、利益が薄くなる」と水産エコラベルの認

証取得を敬遠する事態もある。責任ある漁業、養殖を示す水産エコラベルを日本に浸透さ

せるためには、効果的な情報発信を通じて水産認証制度を分りやすく消費者に伝え、認知

度を向上させることが必須要件と考える。

７．今後に向けて
MSC認証のスケトウダラ100％で製造された日本水産（株）のちくわや、マルハニチロ（株）

のフィッシュフライなど、小売店が流通・加工のCoC認証を取得していなくても販売できる

自社製品が相次いで販売開始された。ただし自社製品はちくわ、冷凍食品、缶詰など加工

品に偏る。切り身魚はCoC認証を取得している小売店しか扱えないことから、水産エコラ

ベル商品の多くはCoC認証を取得しているイオンなどに限られる。一方、ふるさと納税品に

MEL認証の鳥取県境港産紅ズワイガニが登場するなど新しい動きもある。
パナソニック（株）は国内で初めて、2018年３月からMSC、ASC認証水産物の提供を、

本社を含む２拠点の社員食堂に給食事業者など関係サプライヤーの協業により実現した。
2020年までに国内全ての社員食堂で導入を目指し、「消費行動の変革」を掲げるSDGsへの

貢献に努めるとしている。東京五輪を前に、スポーツ関連企業の社員食堂や回転寿司、居

酒屋などで水産エコラベル商品の利用がさらに増えることを切望する。
消費行動には責任が伴うと消費者が正しく理解し、自覚することが重要である。東京五輪、

SDGsを機に水産エコラベルへの関心をさらに高め、持続可能な漁法を取り入れた漁師の頑

張りと消費者行動のマッチングが望まれる。生物多様性、気候変動、貧困問題は密接な関

係にある。対策の遅れは環境の悪化を招き、水産業の存続や水産物の安定供給確保に重大

な影響を及ぼす。食卓から海を守り次世代に豊かな魚食文化をつないでいくためには、消

費者の意識変革と選択が重要な役割を担っている。世界の潮流に遅れをとらないためにも、
持続可能な社会につながる水産エコラベルのさらなる推進が必要と考える。

12　永本智美「ASC基準をクリアする配合飼料の開発」月刊養殖ビジネス2018年3月号、（株）緑書房、
35ページ

13　浅野智恵美「海のエコラベルの更なる推進と消費者の役割」、2017年『消費生活研究』第19巻1号


