
「持続可能性に配慮した水産物の調達基準（案）」に関するご意見

No.
該当パラ
グラフ等

ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

・非持続的な水産物も混ぜれば提供可能になるのは問題である

・「主要な」の範囲が不明確であること、また「可能な限り優先的に」という表現も曖昧であり、調達基準を満
たす水産物が必ず優先されることにはならないため。

・1次サプライヤーは、ほぼ同程度のQCDの場合、どの2次サプライヤーから調達すべきかの判断がつかな
い可能性。本調達基準でカバーできなくとも、運用ガイドライン等で示す必要があるのではないか。

・可能な限りと明記することによって、遵守するべき基準ではなく、努力目標になってしまうため。

・”主な原材料である水産物が調達基準を満たすものを可能なかりぎ優先的に調達する”でははっきりしな
い。”半分の原料”や、”主に”、など調達基準を満たす指標がある程度わかるものにするべきではないか。

・複数の水産種が利用されている場合に、すべてにおいて調達基準を満たすことを要求するのは難しいと
いうことは理解できるが、最も多く使われている水産原材料に基準を満たすことを求めないのはあまりにも
緩すぎる。例えば、スケトウダラを切り身として出せば基準を満たすことを求められるが、すり身にして出せ
ば満たさなくてもよいというのは、大きな自己矛盾である。

・「可能な限り優先的に」とは主観的で努力目標の印象を与えかねない。コードを満たすものと満たさないも
のの二者択一があった場合、満たすものを必ず調達することを誤解のない文言で表現すべきである。

・水産物をできる限り持続可能な方法で調達するために、調達コードの適用範囲を明確にする必要がある
ため。適用する範囲は広いほうが望ましい。例えば、ロンドンおよびリオ五輪でもスタンダードとして使用さ
れたMSCでは95%としているので、東京五輪でも前回大会より適用範囲を下げるべきではない。

2 1
各地域の特に希少な水産物や著名な水産物について、数量を
限定した特産品コーナーを設置し、ここに供給する水産物つい
ては、調達基準の対象外とすべき。

・日本の魅力や文化を発信するために、希少な水産物や著名な水産物を紹介する特産品コーナーを設置
する必要があり、出来るだけ多くの地域が参加できるよう、数量を限定した上で、これらの水産物を調達基
準の対象から外す必要がある。

組織委員会が提供する飲食サービスに使用される水産物については本調達基準の対象とな
ります。

3 1
水産物を主要な原材料とする加工食品が対象であるが、加工
食品そのものの生産における持続可能性への取り組みは規定
しないのか。

・持続可能性への取り組みは1次産品だけでなく、加工食品や流通・小売等のすべてのフードチェーンで取
り組むテーマと思料。
・実際のTOCOG食料調達において加工品の調達はそれなりのボリュームになると想定され、食品安全等
のリスクは流通・加工においても管理されるべきではないか。

食品の加工・流通段階に対しては、調達コードの共通事項が適用されます。

4 1
水産物の確認方法との理解であるが、本確認方法は加工食品
の原材料にも適応されるとの理解で正しいか。加工食品の原材
料についても明記すべきではないか。

・加工食品の原材料にも適応されることが曖昧。
加工食品については、その主要な原材料が２の要件を満たすものを可能な限り優先的に調
達するという趣旨です。

5 2

・MELとAELは、FAOのガイドラインに準拠しておらず、透明性も
第三者性も欠如しているので除外すべきである。

ほか、同様の意見１０件

・MELは審査結果が概要のみしか公開されず、審査プロセスは不透明で、パブコメ等も行われていない。輸
入水産物はMSCという従来の基準が適用されるのに対して、国産水産物はMEL/AELという緩い基準を許
容するのはダブルスタンダードである。

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすと
判断した認証を挙げているところであり、組織委員会として認証間の優劣をつけることは意図
していません。また、いずれの認証品であっても２に示す要件を満たさないとの苦情・指摘が
ある場合は通報受付窓口の対象となります。

1 1

・加工品については主原料すら基準が適用されないのは問題で
ある。
・加工食品の調達に関し、「可能な限り優先的に」を「優先的に」
あるいは「最大限優先的に」と修正すべきである。
・『主要な原材料』とありますが、基準を満たした水産物の割合
をできうる限り多くする必要があり、その割合は定めるべきで
す。「原材料の95%以上を基準を満たした水産物とする」と修正
することを求めます。

ほか、同様のご意見１５件

加工食品についてもできるだけ基準を満たす原材料が使用されたものを調達できることが望
ましいと考えていますが、一方で、加工食品については原材料が多岐にわたり、また、加工・
流通過程で多くの事業者を経由する上、様々な産地の生鮮食品を一括の原材料として製造
されたものの一部が調達されることとなるなどの理由から、基準の適用には一定の限度があ
ると考えています。
また、実際の調達に当たっては、品質、価格、供給確実性など様々な要素を考慮する必要が
ある中でこのような表現としていることをご理解ください。
なお、多種多様な種類の加工食品がある中で、一律の数値基準を設定することは困難と考
えています。
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6 2

日本のMEL認証は、透明性、独立性、持続性基準の不明確さ
があると言われています。この際に、審査過程の公表や、認定・
認証期間に第三者のNPO団体・環境保護団体を加えてはいか
がでしょうか？

・元水産庁OBや、業界団体メンバーが認証しているとあっては、身内に有利に審査しているのではと疑惑
をもたれる可能性は高いと思います。審査過程の公表は、審議を録音してネットにUPするだけだから、大し
てコストもかからず、今すぐにできると思います。

MELにおいては国際取引にも対応できる制度となるよう見直しに取り組まれていると承知して
います。

7 2
また、認証を受けた水産物に限定されず、一定の条件を満たせ
ば、認証水産物以外でも調達が可能となる条項が追加されたこ
とは大いに評価したい。

・認証取得が困難な小規模漁業者の漁獲物も調達の対象となる見通しが開かれたため。
本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性の観点から
確保すべき要件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位
置づけるとともに、認証以外の方法についても認めることとしたところです。

8 2

・「漁獲又は生産が、漁業関係法令等およびOIEアニマルウェル
フェアコードに照らして、適切に行われていること。」とすること

ほか、同様のご意見１件

・海外では魚のアニマルウェルフェアについても大きな関心事であり、日本には関連する法令がないため、
最低限の施策としてOIEコードを採用するのが適切と考える。

本調達基準案では、専門家によるWGで検討した上で、持続可能性に関する要件を設定して
います。ＯＩＥコードのアニマルウェルフェアへの対応とはしていませんが、一般的なアニマル
ウェルフェアの考え方に含まれる飼育密度や水質等、適切な環境で飼育が行われていること
は調達基準案の要件に含まれています。

9 2
・絶滅危惧種に指定されている種の提供は禁止すること

ほか、同様のご意見１件

・水資源の保全は世界的な課題であり、国際的な大会において絶滅危惧種に指定された動物が食材として
提供されてはならないと考える。

共通事項において、資源保存や再生産確保のための措置が講じられていない絶滅危惧種の
動植物に由来する原材料は使用しないよう求めています。

・抗菌剤による耐性菌により2050年には死者が年間1000万人と予測されており、農林水産省を含め世界中
が取り組みを強めており、欧米では成長促進目的は禁止の流れにあり、水産物の養殖においても、使用は
医療行為を行う際のみに限定されるべきである。

・近年、国際的にクローズアップされている耐性菌問題の対応では、養殖で使用する抗生物質等について
も適正使用から最小限使用へと方針が転換されている。耐性菌の問題を看過すると、国際的なコンセンサ
ス及び国の方針と不整合が生じるため。

11 2

イリーガルな水産物を排除し、計画的な水産資源管理及び計画
的な漁場環境の維持・改善に配慮する漁業に基づく水産物等を
調達の対象とすることは評価できるものであり、また、今後の生
産者の取組みについても明確化された内容であると考える。

・我が国の漁業においては、古来から地域における漁場の共同利用など秩序の維持に努めるとともに、近
代に入ってからは国や都道府県の公的規制に加え漁業者による自主的な資源管理措置なども実施するほ
か、種々密漁対策等も実施しており、このような取組みが本調達基準に認められたものと考えていることか
ら。

調達基準を満たす水産物の供給を通じて、水産分野における持続可能性への取組がさらに
進むことを期待しています。

12 2
「IUU漁業に由来する水産物や、生産地での児童労働、強制労
働などの人権侵害に関わる水産物の調達を避ける」ことを明記
すべきです。

・東京五輪においては、違法・無規制・無報告（IUU）漁業由来の水産物や、奴隷労働など社会面で問題の
ある水産物、また保護価値の高い海洋環境を破壊する漁業により獲られた水産物の調達を回避すべきで
す。このためにトレーサビリティの確保が必須条件となります。
過去2大会では、適切な記録によって生産現場まで遡ることが可能なトレーサビリティの構築を必須条件と
して掲げられてきましたが、現在の調達基準案では国産の水産物についてはトレーサビリティに言及してお
らず、海外産の水産物についても「トレーサビリティが確保されているものを優先的に調達すべき」という表
現にとどまっています。すべての水産物を対象に、トレーサビリティを確保すべきと考えます。

２の①において関係法令の遵守を求めており、これはIUU漁業に由来する水産物を排除する
ことを意図しています。
また、児童労働や強制労働の問題については、個別の調達基準には入れていませんが、全
ての物品・サービス等に係る共通の基準として、児童労働の禁止や強制労働の禁止を求め
ています。

13 2

該当項目　２及び４
　調達基準の対象が認証を受けた水産物に限定されていない
ため、より多くの日本の魅力的な水産物の提供が可能となつた
ことを評価したい。

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性の観点から
確保すべき要件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位
置づけるとともに、認証以外の方法についても認めることとしたところです。

10 2

・「③養殖水産物にあっては、科学的な情報を踏まえ、計画的な
漁場環境の維持・改善により生態系の保全に配慮するととも
に、食材の安全を確保するための抗菌剤の成長促進および予
防目的での使用を行わず、適切な措置が講じられている養殖
業によって生産されていること。」とすること

ほか、同様のご意見２件

養殖水産分野の抗菌剤は医薬品として使用されており、医薬品医療機器等法に従って適正
に使用されることで、水産物の安全は確保されると考えます。なお、我が国では昨年４月に薬
剤耐性対策アクションプランが決定され、養殖水産分野においても薬剤耐性菌の監視など、
対策がさらに強化されると承知しています。
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14 2
「The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)がFAOの水
産エコラベルガイドラインに準拠していると認定した水産エコラ
ベルの認証を取得していること。」とする。

・どうとでも解釈できる基準ではなく、明確に国際規格を満足させるべきです。これを機会に日本の水産物
を世界最高とする気概を持つべきだ。

水産エコラベル認証は、全ての水産物を対象として一斉に評価を行った結果ではありませ
ん。このため、非認証品であっても持続可能なものは多く存在すると考えられ、エコラベル認
証がないことのみをもって、当該水産物の持続可能性を否定することは公平性を欠くと考え
ます。
本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件
を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。

15 2

①『漁業関係法令等に照らして、適切に行われていること』から
「漁業関係法令等を遵守する」に修正するとともに、照合すべき
法令等を明示する。

・調達する全ての水産物は、国内および国際的に定められている全ての漁業関連規則において合法でなく
てはならず、そのためには、サプライヤーにコンプライアンスの遵守を義務付ける必要がある。照合されな
い法令を許容しかねない『法令等』や遵守を義務としないことを許容しかねない『適切に』といった曖昧な表
現は、調達基準に用いるべきでない。また、サプライヤーが例外なく照合できるように、法令等を明示する
必要がある。

ご意見の部分の具体的内容については、別紙の①に示しているとおりです。

・何を以って『科学的な情報』、『計画的な水産資源の管理』、『生態系の保全に配慮』しているとみなすのか
を明確に示さないと、サプライヤーによって解釈が大きく異なってしまい、持続可能性が担保できないため。
例：IUCNのレッドリスト等に絶滅危惧種もしくは準絶滅危惧種として指定されていない、資源量が20%以下で
ない、巻き網などの環境負荷の高い漁法で漁獲していない等。

・②が極めて大雑把に記述されているため、科学的な評価が行われ、何らかの漁獲枠または漁獲努力量
が設定され、ダイナマイト漁などあまりにも明白な破壊的漁業を行ってない限り、乱獲状態になっていても
②を満たしているとされる恐れが高い。これでは天然魚は合法的に漁獲されている限り基準を満たすとされ
てしまい、招致時に約束した持続性の推進とは程遠くなる。

・何を以って『科学的な情報』、『計画的な漁場環境の維持・改善』、『生態系の保全に配慮』、『食材の安全
を確保』しているとみなすのかを明確に示さないと、サプライヤーによって解釈が大きく異なってしまい、持
続可能性が担保できないため。

・適切な措置が講じられ、”改善を認められている養殖場”としない限り、適切な措置さえ講じていればいい
という解釈になる。
改善するまでの時間制限や、改善を認める報告などの義務付けをするべきではないか。

18 2
④『労働者の安全と権利を確保するため、漁獲および生産のす
べての過程において、国内外の関係法が遵守されていること』
に変更する

・労働者の安全だけでなく権利も確保されるべきであり、またその範囲は、水産物が漁獲されてから提供さ
れるまでの全ての過程を網羅するものでなくてはならない。例えば、グローバル・スタンダートであるILO憲
章が遵守などが挙げられますが、全てのサプライヤーが等しく確認できるように、遵守されるべき関連法を
明示することを求めます。

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、法令遵守、
人権の尊重や適正な労働環境の確保等を求めており、その中で国際的労働基準の遵守・尊
重にも言及しています。また、加工・流通段階に対してもこうした共通の基準が適用されま
す。

16

17

2

2

・③『養殖水産物,,,,,,』について、持続可能な養殖業の基準を明
確にする。。FAOの責任ある漁業のための行動規範を遵守する
漁業によって漁獲されていること等、満たす条件を明記する必
要がある。

・③：”計画的な漁業環境の維持・改善に生態系の保全に配慮
するとともに、より食材の安全を確保するための適切な措置が
講じられている養殖場”の解釈が曖昧で、はっきりしない。

ご意見の部分の具体的内容については、別紙の③に示しているとおりです。

・②『天然水産物,,,,,,』について、持続可能な漁業の基準を明確
にする。FAOの責任ある漁業のための行動規範を遵守する漁
業によって漁獲されていること等、満たす条件を明記する必要
がある。

ほか、同様のご意見１件

ご意見の部分の具体的内容については、別紙の②に示しているとおりです。
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・養殖種によっては餌の原料となる魚の資源管理や天然種苗の資源管理まで定義することが次世代につ
ながる広い定義の生態系の保存につながる重要な事項です。「生態系の保全のため計画的な漁場環境の
維持・改善、餌に使われる魚粉や魚油の原料魚は資源管理の行われている漁業のものを大部分利用、人
工種苗を利用（または資源管理の行われている天然種苗を利用）して、食材の安全を確保するための適切
な措 置」と変更する必要があると考えます。

・養殖漁業は、最終的な生産物の数倍から20倍にも上る飼料を与えている場合があり、飼料は天然の水産
物が使われていることが多くあります。持続可能な養殖漁業のためには、飼料の持続可能性の確保が必
須と考えます。

20 2 農産物と畜産物に比較して食品安全に関する考え方が弱い。 ・既存のMSCやMEL等の水産認証制度をベースにした考え方になっている。 ２の③において、薬品の適正な使用など食材の安全確保のための措置を求めています。

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　フレームワーク」におけ
る４つの原則の1つである「サプライチェーンへの働きかけを重視する」では、トレーサビリティと透明性の確
保に努めることが求められているため。また、違法・無規制・無報告（IUU）漁業、強制労働は世界の水産業
において大きな問題となっており、これらに関与する漁業で獲られた水産物のオリンピック、パラリンピック
での供給を回避するためにもトレーサビリティの確保が必要であるため。

違法・無規制・無報告（IUU）漁業由来の水産物や、奴隷労働など社会面で問題のある水産物、また保護価
値の高い海洋環境を破壊する漁業により獲られた水産物は、五輪で取り扱われるべきではありません。過
去2大会では、適切な記録で生産現場まで遡れる透明性ある追跡可能性の構築が必須条件でした。今回
の調達基準案では国産水産物に追跡可能性が言及なく、海外産の水産物においても第6項目にて「トレー
サビリティが確保されているものを優先的に調達すべき」との弱い表現です。国内・海外の区別に（利権以
外の）正当性がなく、また、「優先的は必須の意味ではない」として、追跡可能性が無い水産物に対し「不足
分を補うため」として扱われる危険性が高くなってしまいます。日本は水産物の追跡可能性さえ確保できな
い恥を国際的にさらすべきではないと考えます。

22 2
生産者の労働安全については、業界の着実な取組が評価され
るようにお願いしたい。

漁業労働には、船舶等海上での作業等の特殊性があるため
労働安全に関しては、安全作業のための服装・保護具の着用をはじめとして、労働安全を確
保するための適切な措置が講じられていることを求めています。

23 2
「以下の①～④の詳細については別紙に記す」と追記すべきで
ある。

別紙の適用範囲が本文４にのみ該当するかの印象を与える。
例えば「生態系の保全に配慮する」といったことが何を意味するのかが本文のみでは不明瞭である。

４については、２の要件を担保する方法を示しているものであり、したがって４で引用している
別紙の内容が要件の具体的内容を示していることは明らかです。

24 2
「①漁獲又は生産、および輸送、輸出入、取得、販売が、その国
の関係法令に照らして適切に行われていること」と修正すべき
である。

特に輸入水産物の場合、産地国での法令にも準拠する必要があること、違法取引など漁業関連法案など
も対象とする必要がある。

本調達基準案については漁獲及び生産（養殖）段階に着目した内容としています。それ以降
の輸送、輸出入、取得、販売等の段階については、共通事項が適用されますので、これらの
段階における関係法令の遵守も求められることになります。

19

21

2

2

・③：計画的な漁場環境の維持・改善 により生態系の保全に配
慮するとともに、食材の安全を確保するための適切な措 置」と
記載がありますが漁場環境の維持・改善のみでは生態系の保
全には不十分でるあると考えます。

・養殖水産物については、その飼料についても持続可能な管理
が行われていることを求めるべきと考えます。

ご意見の部分の具体的内容については、別紙の③に示しているとおりです。
なお、魚粉原料の国際的なトレーサビリティの仕組みが確立していない中、魚粉の原料魚の
資源管理について要件に入れることは現実的でないと考えています。
また、日本国内の養殖においては適切な管理措置の下で人工または天然の種苗が利用され
ていると承知しています。

・(CoCなどと呼ばれる)適切な記録によって生産現場まで遡るこ
とが可能な透明性あるトレーサビリティ(追跡可能性)の確保を必
須事項として記載する必要があると考えます。

ほか、同様のご意見７件

本調達基準案においては、サプライヤーに対して、認証の取得状況等について合理的に説
明できる書面その他の情報を保管し、組織委員会の求めに応じて提示・説明できるよう求め
ることとしており、サプライヤーがこの説明義務を果たすよう対応する中で、サプライチェーン
における適切な分別管理や情報の管理・提供を順次（サプライヤーは２次サプライヤーに、２
次サプライヤーは３次サプライヤーに、というように）求めていくことが当然なされるものと考え
ています。
なお、ご意見を踏まえて、７パラにおいて、「トレーサビリティの確保のため」と追加することと
します。
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25 2

③においてFAOのガイドラインが最低限満たすべきもの
（minimum requirements）としている、養殖許可に当たり事前の
環境影響評価の実施、養殖施設内及び施設外の定期的な環境
評価と悪影響の回避、天然種苗の利用にあたっては責任ある
方法で採取（乱獲になっていないこと）されていること、を要求す
べきである。

養殖におけるFAOの技術的ガイドラインにて最低限満たすべきもの(minimum requirements）として設定され
ている規範に準拠していないのは、FAO加盟国として大いに問題であるため。

本調達基準案では、専門家によるWGで検討した上で、持続可能性に関する要件を設定して
います。また、その具体的内容については別紙に示しているとおりで、FAOの「責任ある漁業
のための行動規範」に準拠することも求める内容としています。
なお、ご意見のFAOのガイドラインは養殖の認証に係る基準や審査のあり方等を示したもの
と承知しています。

26 2
第③項
養殖水産物については、餌料として使用される水産資源（小魚
等）の資源状況に悪影響を及ぼしていないことを追加すべき。

新聞・テレビ等によれば、養殖で使用するために、小魚を大量に漁獲した結果、餌料となる魚類の資源に影
響を及ぼしていると聞いている。

魚粉原料のトレーサビリティの仕組みが確立していない中、魚粉の原料魚の資源管理につい
て要件に入れることは現実的でないと考えています。

27 2
我が国の養殖水産物は、安全・安心を確保するための取り組み
が適切に講じられているので、優先的に提供されるよう、特段
の配慮をお願いします。

我が国の漁場は環境の保全管理が行き届いていることから、養殖水産物には有害な物質の含有はなく、ま
た、これらの加工段階においても、生菌数の低減のための徹底した衛生管理に取り組まれています。

原案の５において、国産水産物については優先的に選択すべきとしており、これを踏まえて
対応したいと考えています。なお、国産水産物であっても本調達基準の要件を満たす必要が
あります。

28 2
1の対象では加工食品も含まれるが、2の考え方においては水
産物（加工食品の場合、原材料のみ）と理解されないか。

加工食品も調達基準の対象であるならば、MSC、ASCにおけるCoC認証等を
念頭においた調達基準として3に明記する必要があると思料する。

加工食品については、その主要な原材料が２の要件を満たすものを可能な限り優先的に調
達するという趣旨です。

29 2
天然水産物にあたっては、第一に持続可能な資源管理が行わ
れていること及び資源状況が低位で無いことを条件とすべきで
す。

持続可能性の判断というのは困難ですが、天然の水産物の場合、現状の資源状況が低位の場合、管理し
ても回復が難しい場合があるため、資源状況も考慮すべきと考えます。

資源状況が低位とされている魚種であっても資源管理の適切な措置を講じた上で利用するこ
とは可能と考えています。

30 2 生態系保全の観点は非常に重要である。
定置漁業は沿岸域に漁具を敷設する「待ち」の漁法であり、自然環境との調和が漁業存立の前提である。
このような漁場管理と持続的な生産体制がとられている漁業が要件として必要である。

２の②及び③において生態系の保全を求めているところです。

31 2
②サプライヤーによる調達について、調達基準を満たす範囲に
おいて、特定の生産地や産品に偏ることなく配慮されるべきで
ある。

②サプライヤーによる調達について、調達基準を満たす範囲において、特定の生産地や産品に偏ることな
く配慮されるべきである。

本調達基準を検討する上では、多様な水産物を調達する必要性も念頭に議論してきたところ
です。

32 2 ①『漁獲又は生産』を『漁獲および生産』に変更する。
水産物が漁獲されてから提供されるまでの全ての過程において、①〜④の条件を満たす必要があるため、
少なくとも一方を示す『又は』は適切でなく、『および』に変更することで全てを網羅すべき。

本調達基準案においては、天然水産物について「漁獲」、養殖水産物について「生産」と使い
分けておりますので、ご指摘の部分については原案どおりといたします。
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今般の基準案は認証制度のほか、資源管理計画や漁場改善計画に基づく取組が評価されており、生産者
にとって分かりやすく取組やすいものとなったことを評価する。、

生産者として大会に貢献するために何をすればよいかが分かりやすい。

日本の漁業関係法令や水産資源管理の取組を認めているため

　国内の漁業では、地域・魚種にもよりますが、一定の資源管理が行われており、その上で、極端に資源が
減少していないものについては、オリンピック・パラリンピックへの食材提供を認めるべきであると考えます。
　２０２０年までに、MSC等のエコラベルを取得する（させる）ことは、スケジュールや高いコストの面等から現
実的ではありません。（将来的にそういった者が必要であると考えますが、すぐには困難と思います。）

持続可能性の観点としての項目として、細かすぎない範囲で具体的な項目を計げることが必要だが適切に
まとめられている。

調達コードの趣旨にもあるとおり、経済合理性のみならず持続可能性にも配慮した調達を行うという視点か
ら、水産物にとって必要十分な内容であると考えます。

持続可能性の観点から、適切な資源管理によって漁獲されていることが調達の要件になっていること。

水産資源は、適切に管理すれば再生産可能な特徴を持っており、持続可能性の観点は、自然に依拠した
漁業という生業にとって最も基本的な前提であり、調達基準として求められる以前から漁業者としての責務
である。今後とも、適切な資源管理の推進に努めて参りたい。

34 2
漁業生産者の労働安全については、漁業労働の特殊性を踏ま
えた業界の着実な取り組みが評価されるようにお願いします。

漁業生産は、海上での作業が主体であるため、海中転落のリスクが非常に高いが、漁業生産者は安全確
保のためにライフジャケットを常に着用する等の対策を講じています。

ご意見については、運用に当たっての参考とさせていただきます。

35 2
「上記２．に加えて、東日本大震災等の被災地において生産さ
れた水産物が推奨される」との項目を追加する。

「東京 2020 アクション＆レガシープラン 2016」において、東日本大震災等の被災地の復興は、東京 2020
大会のレガシーの柱として位置づけられており、残すべきレガシーとして、「東京 2020 大会後も、地域の魅
力や復興の姿を継続的に世界に発信し、観光客等の被災地への呼び込みや大震災の記憶の風化防止を
図るとともに、産品等の活用などによる新たな観光資源の発掘や風評被害を払拭し、被災地での産業振興
を図ります」と明記されている。
また、「持続可能性に配慮した調達コード（案）」本文にも、４．持続可能性に関する基準 （５）経済 に、「東
日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」との基準が規定されている。
このような今次大会の趣旨・目的に鑑み、水産物の調達基準においても、被災地において生産された農産
物を優先的に調達することが適切と考える。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮については、これまでの調達
コードの検討においても議論がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限
らない様々な観点から丁寧に検討することが必要であるため、調達基準の記述は原案通りと
したいと考えています。

33 2

・認定制度の他、資源管理計画や漁場改善計画に基づく取組
が基準とされていて、生産者にとって分かりやすく目標としやす
いものとなっている点を評価したい。

・MEC,MSC,AEL,ASC等による認証を受けた水産物に限定しな
いで水産物全体を対象とした基準となっていることを大いに評
価します。

・調達基準を通じて、日本の資源管理制度の特長を世界にア
ピールできる良い機会であると評価する。

ほか、同様のご意見６件

本調達基準案においては、専門家によるWGでの議論を踏まえて、持続可能性の観点から確
保すべき要件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置
づけるとともに、認証以外の方法についても認めることとしたところです。
その中で、資源管理計画及び漁場改善計画については２の①～③を担保するものであること
がヒアリング等を通じて確認できたことから、これを活用しつつ、労働安全に係る要件④につ
いて追加の確認を求める内容としたところです。
調達基準を満たす水産物の供給を通じて、水産分野における持続可能性への取組がさらに
進むことを期待しています。
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36 2

養殖魚の調達基準の中に、下記を義務付ける。
魚屋、スーパー、市場、水産加工場から排出された魚アラを原
料とした魚粉・魚油を一定割合使用した水産用飼料を与えた養
殖魚とする。

・オリンピック憲章の中に謳われている持続可能性を実現し、東京オリンピックから魚アラリサイクルを社会
に広く推進していくため。
・水産消費大国である日本が、日本にしかない都市残渣リサイクルにより製造された魚粉・魚油を活用し、
資源保護に努めるとともにその重要性を世界に発信する機会になるため。（加工残渣を利用した魚粉は世
界にはある）

ご意見いただいた都市残渣リサイクルによる魚粉・魚油については、普及が極めて限定的と
理解しており、そうした中でこれを一定程度使用するよう義務付けることは現実的でないと考
えています。

37 2
With reference to the occupational safety and health, the
language should also include "ILO fundamental principles and
rights at work".

ご意見の内容については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の尊重
や適正な労働環境の確保等を求めており、その中で国際的労働基準の遵守・尊重にも言及
しています。

Concerning the gist of the comment, the Sustainable Sourcing Code requires suppliers, etc.
to pay due respect to human rights and ensure an appropriate working environment, as
standards common to all products, services, etc., and also mentions compliance with and
respect for international labour standards.

38 2

The seafood code does not allow for sourcing from a Fishery
Improvement Project (FIP). This is an oversight and should be
added as a permissable option as long as the FIP meets the
rest of the standard. I recommend that the sourcing code is
amended to allow for FIPs in section 2 that meet the definition
mae by the conservation alliance. And also in the appendix,
section (i) add a bullet that fisheries in FIPs meeting the
conservation alliance guidelines are permitted even if it does
not meet FAO guidelines.

・Two main reasons that this needs to be added to the Tokyo sourcing code:
1) If you do not add this then there will be no availability of sashimi at the olympics.
2) Adding this will encourage tuna fisheries to become more sustainable and eventually meet the MEL or
MSC standards.

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性の観点から
確保すべき要件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位
置づけるとともに、認証以外の方法についても認めることとしたところです。FIP及びAIPにつ
いては、これらを実施していることが２に示す要件の全部または一部を担保するものか承知
していないため、４（３）の規定に従って２の①～④を満たすことを示していただきたいと考え
ています。他方で、FIP/AIPのような取組を排除する意図はなく、むしろこうした改善に向けた
民間の取組も重要であることから、４（３）に該当し得るケースとして、FIP/AIPを念頭に置いた
記述を追加することとします。

This draft of the Sustainable Sourcing Code for Fishery Products defines necessary
conditions in terms of sustainability based on the discussions of an expert working group,
and treats existing certification schemes as tools for confirming that each product satisfies
the conditions, while also recognizing methods other than certification. Since we do not
understand that the status of being produced under FIP or AIP can confirm that each
product satisfies all or some of the conditions specified in 2 in this Sourcing Code for
Fishery Products, we would like to have it shown that such products satisfy conditions (i) to
(iv) in 2 following the provisions of 4 (3). Meanwhile, we do not mean to reject such
initiatives as FIP and AIP, but we believe that such private initiatives toward improvements
are very important. We will therefore make an addition to the original draft taking into
consideration FIP/AIP as a case that can fall under the provisions in 4 (3).
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今回の調達基準案には、水産エコラベルとして組織委員会が認めるものとして、「MEL、MSC、AEL、ASC」
あるいは「FAOのガイドラインに準拠したものとして組織委員会が認める水産エコラベル認証スキームによ
り認証を受けた水産物」と記載されています。FAOガイドラインとは科学と予防原則に則った水産資源管理
と長期的な改善目標に要点を置いた原則及び規則を規定しています。MSC/ASC認証に関しては、国際的
にも「水産物の最優良事例」としての定評があり、FAOの国際基準をすべて遵守している唯一の認証プログ
ラムとしてオリンピック過去2大会でも推奨されています。しかしながら、MEL/AELに関しては、評価基準や
審査過程で不透明な部分が多く国際基準の持続可能性には満たない部分*があります。現状、MELは絶滅
危惧種に指定されたクロマグロの産卵群を巻き網で漁獲する漁業にも認証ラベルを発行しています。これ
は「持続可能な魚とそうでない魚を区別する」という認証プログラムのルールに反するものであり、国際的な
注目が集まるオリンピックの場で日本ブランドの信用を損なう原因になりかねません。
*FAOガイドラインには、最大持続生産量（MSY）に基づく資源管理や予防原則に基づく基準の厳格性、認
証機関の商業的・財政的利害や既得権益からの独立性、審査過程の透明性などの担保が定められていま
すが、少なくとも現時点におけるMELやAELは、実質的にMSYや予防原則に則っていない資源管理に基づ
いている上に予め設定された明確な基準がなく、また水産業界や資源管理母体と密接に関わる組織により
運営され、さらに審査過程も不透明であるため、客観的視点からFAOガイドラインに批准しているとは言い
難い状態です。

大水様のMEL、AELは現状では国際的に認知されている認証とは言い難く、現在「水産エコラベル国際標
準化有識者検討会」に於いて、GSSIでのベンチマーキングを国際的なものにするべく動いている。従い飽く
までもGSSIにて認知された後のMEL、AELでないといけないと思います。

MSC、ASCは国際的に認められた認証制度であり、すでにオリンピックでの調達基準としての採用実績もあ
るので問題ない。しかし、MELとAELは日本独自の制度であり、透明性が確保されていない。輸入水産物に
対しMSCを要求し、国産水産物に関してはそれよりゆるいMELを要求するのはダブルスタンダードであり、
日本の国際的信用力を落とす。MELやAELを採用するのは、世界水産物持続可能性イニシアチブ（ＧＳＳＩ）
による認定を受けてからの話にすべきである。

FAOのガイドラインは、第一に、認証審査の独立性、透明性、公平性を確保するためにISO17065と17011に
準拠してガイドラインを作っており、認証機関（CAB)は17065を認定機関は17011を取得していることが要件
とされている。よってMSCとASCはそれぞれCABと認定機関にISOの規格取得を条件としている。これに対
してMELとAELの認証機関である水産資源保護協会は17065を取得していない。MELの認定機関はスキー
ムオーナーの大日本水産会であり問題外である。AELの認定機関は水産資源回復管理支援会であるが、
17011を取得していない。17065と17011を取得できていないものは、第三者性に欠け、透明性、公平性にも
欠ける。第二に、ガイドラインは、ISO17065でも要求されている異議申し立ての機会を文書化し、保証する
ことを求めているが、MELもAELも認証審査入りから審査終了まですべて秘匿にされているため、ある日突
然認証取得が発表される。よって異議申し立ての機会が全く存在しない。第三に、FAOのガイドラインは5年
に1度の更新審査を要求しているが、MELにおける境港ベニズワイガニ漁のように、5年以上経過していても
更新審査が行われることなく、認証が維持されている。境港のベニズワイガニ漁は、漁業法違反で書類送
検されており、その際認証が停止されている問題ある漁業である。更新審査をすることなく認証が維持され
ているのは、明白にFAOのガイドラインに違反する。AELについては2014年発足のためまだ5年を経過して
いないが、5年ごとの更新審査が要求されることがどこにも明記されてい+E16ない。さらに、AELは審査基準
自体を公表していないという重大な欠陥がある。

示されている文章では、持続可能性に配慮した水産物の調達基準の根幹となる２①〜④を満たしていない
水産物が利用される可能性がある。持続可能な水産物の提供を東京オリンピック・パラリンピックのレガ
シーとするためには、持続可能性のグローバルスタンダードを満たすものに限定する必要があり、２①〜④
を満たしていない水産物は水産エコラベル認証の有無を問わず、許すべきでない。
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・MELとAELはここでは不適切ではないでしょうか。もしMEL
とAELの文言からの削除が何らかの理由により不可能な
場合は、条件として「MEL及びAELは、これから取組を強化
して、客観的視点からFAOガイドラインに準拠したことが国
内外のNGOを含む独立した第三者機関により認められた
場合に限り、上記２の①〜④を満たすものとして認める」と
言った旨の文言を記載する必要があると考えます。
・FAOのガイドラインに準拠したものであるかどうかは、組
織委員会ではなく、持続可能性のグローバルスタンダード
を満たすためにGSSI等の然るべき機関によって認証され
たものに限定すべき。また、2①〜④を満たすとする根拠
が示されていないMELおよびAELは削除するべき。

ほか、同様のご意見１９件

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすと
判断した認証を挙げているところであり、組織委員会として認証間の優劣をつけることは意図
していません。
また、いずれの認証品であっても２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指摘があった
場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等の対応をす
ることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えています。
なお、MEL及びAELは、MSYや予防原則の考え方に基づく資源管理を求めた上で、明確な審
査基準を設けており、また、独立した機関によって運営されているものと承知しています。ま
た、MELにおいては国際取引にも対応できる制度となるよう見直しに取り組まれていると承知
しています。

8 ページ
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FAOのガイドラインに準拠していることとありますが、MELは自称準拠で、実際には準拠してないと聞いてま
す。

国際的なイベントである五輪における持続可能な水産物の調達は、世界的に「漁業・水産物に係る認証の
最優良事例」として認知されている制度によってその持続可能性が担保されることが求められるべきである
ため。また、MEL、AELについては、客観的視点からFAOガイドラインに準拠しているとは言い難い状態にあ
ることに加え、審査のプロセスが公開されておらず透明性に欠けるため。

農産物でJGAP Advanceを明記したことは非常に良い事です。Basicも採用するにしても、目指すべき方向
性が明確です。ＭＥＬ=ＭＳＣではなく、ＡＥＬ=ＡＳＣでもありません。認証のレベル・適用範囲にランクづけし
ないと、環境ＮＧＯおよび海外の業者等の不公平感はぬぐう事ができません。実際の調達の際混乱を生じ
ます。

基準論のみ強調されている傾向があり、認証スキームの妥当性や透明性等の確保が重要と思料。

FAOのガイドラインには、基準の透明性、認証機関やスキームオーナーの独立性、科学的根拠、苦情処理
システム等の必須条件がある。AELは審査項目を公表しているが、審査基準（合格となる基準値）や監査レ
ポートを公式に発表していないため、審査の透明性が見えにくく、各生産者の審査基準準拠状況などがわ
からない。そして、審査項目や、AEL取得済みの２社の養殖業者の概要を見る限り、科学的根拠をベースと
していない。また、認証機関が日本水産資源保護協会という、「漁業団体等との関連のもと設立された組
織」であり、漁業団体と関与が全くないとは言いかねない。苦情処理システムの有無もわからない。以下の
理由により、FAOのガイドラインに遵守しているとは言い難い。

認証自体に信頼性が欠けているため、オリンピック準備委員会の方で主体的に検証する必要があるのでは
ないか。

弊社はMEL加盟全団体に聞き取り調査を行いました。その結果MELは絶滅危惧種である太平洋クロマグロ
まで認証しています。他団体も仕方なく漁連ごと加盟したので自主性はない。という答えも多々ありました。
とても国際社会で認められるものではありません。

FAOの「責任ある漁業のための行動規範」に準拠しているというのは、第三者が認めたものではなく客観性
が損なわれている。いわば「僕やってます！」と宣言すればいいだけのモノである。

各認証スキームがFAOのガイドラインに準拠したものであるかどうかをどのように判断する（した）のかが不
明である。各認証について利害関係を有しない独立した専門家により、各認証スキームのFAOガイドライン
への準拠が検証されなければならない。

日本の勝手な自己満足と言われぬ様に、事前に有識者、水産業界などとも意見交換を行い、事前に採用
する認証スキームを明確に列挙しておくべきと思います。その都度、これは良いか、悪いかと検討する様な
事は避けるべきと思います。透明性が必要です。

41 3

公平な競争の観点から、MEL、MSC、AEL、ASC以外のエコラベ
ル（例えばアラスカやアイスランドなどのもの）も認める余地を残
すべき。この意味で、「組織委員会が認める水産エコラベル認
証スキームにより認証を受けた水産物も、 上記2の1~4を満た
すものとして同様に扱うことができる」との原案は堅持すべき。

ロンドンやリオデジャネイロ五輪の調達基準を決めた時から時代は大きく変化し、水産物エコラベルも原案
にあるMEL、MSC、AEL、ASCだけでなく、米国アラスカやアイスランドなどでも認証立ち上がり、また他のア
ジア各国でも検討が進んでいる。このような状況下で、アラスカやアイスランドの認証制度などに差別的待
遇を与えるべきではないと考えるため

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国
内で一定程度の取得事例があるものとしてMSC、MEL、ASC、AELを挙げていますが、これら
以外でもFAOのガイドラインに準拠する認証については同様に扱うこととしたものです。

40 3
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・MELとAELはここでは不適切ではないでしょうか。もしMEL
とAELの文言からの削除が何らかの理由により不可能な
場合は、条件として「MEL及びAELは、これから取組を強化
して、客観的視点からFAOガイドラインに準拠したことが国
内外のNGOを含む独立した第三者機関により認められた
場合に限り、上記２の①〜④を満たすものとして認める」と
言った旨の文言を記載する必要があると考えます。
・FAOのガイドラインに準拠したものであるかどうかは、組
織委員会ではなく、持続可能性のグローバルスタンダード
を満たすためにGSSI等の然るべき機関によって認証され
たものに限定すべき。また、2①〜④を満たすとする根拠
が示されていないMELおよびAELは削除するべき。

ほか、同様のご意見１９件

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすと
判断した認証を挙げているところであり、組織委員会として認証間の優劣をつけることは意図
していません。
また、いずれの認証品であっても２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指摘があった
場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等の対応をす
ることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えています。
なお、MEL及びAELは、MSYや予防原則の考え方に基づく資源管理を求めた上で、明確な審
査基準を設けており、また、独立した機関によって運営されているものと承知しています。ま
た、MELにおいては国際取引にも対応できる制度となるよう見直しに取り組まれていると承知
しています。

・「MEL、MSC、AEL、 ASCによる認証を受けた水産物」が、FAO
のガイドラインに準拠し、上記２を満たしているかを、独立した専
門家が改めて検証を行い、その検証手法と結果を公表するべき
である。仮に適合していないと判断された場合、再検証により十
分な適合性が認められるまで調達を控えるようサプライヤーに
通達すべきである。
「FAOガイドラインに準拠したものとして組織委員会が認める水
産エコラベル認証スキームにより認証を受けた水産物」につい
ても、判断基準や結果を公表し、透明性と公平性を担保すべき
である。

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案では、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要件を設
定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすことが確
認できており、日本国内で一定程度の取得事例があるものとしてMSC、MEL、ASC、AELを挙
げています。その他の認証については、FAOのガイドラインに準拠していることを当該認証の
スキームオーナー等から御提示いただくことにより個別に判断し、その結果を随時公表する
こととしたいと考えていますが、その際、当該認証がGSSIの承認を受けているかどうかにつ
いても判断する上での参考にしたいと考えており、その旨明示するよう修正します。
なお、水産物に関する認証が数多くある中でそのすべてについて３の認証に該当するかどう
かを事前に示すことは困難と考えています。
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42 3
基準を満たすと認められたエコラベル認証の間で優劣をつける
ことのないようにして頂きたい。

定められた条件を満たすのであれば、あとは品質等、純粋に食材としての評価で選定されるべきである。
また、エコラベル認証毎に評価がつくようでは大会以後にも遺恨を残すこととなる。

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすと
判断した認証を挙げているところです。
なお、組織委員会として認証間の優劣をつけることは意図していません。

第三者のチェック（認証）は、調達基準を確実に遂行させるためには最も重要な事項。生産・製造業者や販
売業者等と利害関係のない公正・中立な「第三者」が、持続可能性を「確認（認証）」し基準に適合している
が判定するべき。消費者理解のエコラベル制度であれば必ず必要です。

どうとでも解釈できる基準ではなく、明確に国際規格を満足させるべきです。これを機会に日本の水産物を
世界最高とする気概を持つべきだ。

44 3

IUCNまたは環境省、都道府県により絶滅危惧種に指定されて
いる魚種、また水産研究・教育機構により「低位」に分類されて
いる魚種は、たとえ認証が付与されていても認証自体に大きな
問題だあるため、調達から外すべきである。

MELでは、2015年に輪島の巻き網漁業に認証を与えたが、それにはIUCNにより絶滅危惧種に指定されて
いる太平洋クロマグロ、さらに水産研究・教育機構により低位に分類されているマサバを含んでいる。絶滅
危惧種を五輪で持続的な水産物として扱えば世界のメディアから非難を集めるから。また、水産研究・教育
機構の資源評価はFAOの責任ある漁業のための行動規範やFAOガイドラインが要求するMSYではなく過
去20年平均の資源量に基づいているが、そのゆるい基準でも低位に分類されているものはそもそも認証を
与えるべきでなかったことは明白であるため、調達に含めるべきでないから。

共通事項において、資源保存や再生産確保のための措置が講じられていない絶滅危惧種の
動植物に由来する原材料は使用しないよう求めています。
また、クロマグロなど国際的な資源管理が行われている水産物については、地域漁業管理
機関の定める資源管理措置を遵守するよう求めています。
マサバのように資源状況が低位とされている魚種であっても資源管理の適切な措置を講じた
上で利用することは可能と考えています。

45 3

「水産エコラベル認証」や「資源管理に関する計画」、「漁場環境
の維持・改善に関する計画」の認証取得や計画の策定を検討
するため、今後、策定等の期限又は調達開始時期を示して頂き
たい。

調達が開始される前に認証又は計画策定が必要と考えておりますが、認証等に時間を要するため、認証
取得の期限又は調達開始時期を事前に示して頂きたい。

ご意見のような認証取得の期限等については設けてはおりません。なお、サプライヤー又は
サプライヤーになり得る事業者がいつから食材の調達に向けて動き出すかはそれぞれの判
断によりますが、生産者におかれては調達基準を満たす水産物を供給できるよう早めに取り
組まれるのが望ましいと考えます。

46 3

「FAOのガイドライン」について、関係者（サプライヤー等）の理
解を深めるため、ガイドラインの日本語全訳（加えて簡易版や
チェックリストを加えてもよい）を参考資料として作成、公開する
べきである。

FAOのガイドラインに関しては日本語資料が少なく、何をもって準拠すると言えるのかの判断が難しい。ま
た水産業における国際的な観点からの持続可能性を理解を促進するうえで非常に有用である。

組織委員会はFAOのガイドラインを翻訳する権限を持ち合わせておりません。

水産エコラベルを推奨することは世界のトップレベルの水産物の生産国である我が国における資源管理の
体制、環境配慮の取り組みを世界に示すためにも重要かつ適切である。

調達基準の２を担保する方法として、日本国内で漁業関係者の支持が大きいMEL / AELに加え、欧州中心
に海外で普及しているMSC / ASCの４つを使う方法は、その効力と経済合理性の両面からベストであると
考えます。実際に水産物を調達するケータリング業者にとっても、実行可能性が高く、良い案であると考え
ます。

48 3
東京2020オリンピック・パラリンピック競技会に水産物の供給が
できるよう、認証取得に向けて取り組みたい。

東京五輪に水産物を供給することにより、生産者がメリットを感じられるよう配慮したいため。
認証の取得に取り組んでいただくことは、大会後につなげるレガシーの観点からも望ましいと
考えています。

3

43 3

47

・農産物同様に、第三者認証制度（第三者の確認）を確実な裏
付けとして明記する。
・この項は削除して、上記２項のGSSI/FAOの規定に一本化す
べきです。

ほか、同様のご意見１件

水産エコラベル認証は、全ての水産物を対象として一斉に評価を行った結果ではありませ
ん。このため、非認証品であっても持続可能なものは多く存在すると考えられ、エコラベル認
証がないことのみをもって、当該水産物の持続可能性を否定することは公平性を欠くと考え
ます。
本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件
を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。

・この基準について、賛成です。

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案については、日本の水産業の実情も踏まえながら、持続可能性への配慮を求
めつつ実現可能なものとなるよう検討した結果を取りまとめたものです。
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49 3

We encourage a revision of item 3 of section 2-4. 
Proposed additions are marked in red.

Fishery products with MEL, MSC, AEL, or ASC 
certification are accepted as ones that satisfy conditions 
(i) to(iv) of Section 2. Additionally, fishery products 
certified under the eco-labelling certification scheme for 
fishery products that Tokyo 2020 recognises follows 
FAO’s guidelines are also accepted. Recognition by the 
Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) confirms 
alignment with the FAO Guidelines.

After a four year development process, involving hundreds of stakeholders across the 
international seafood sector, GSSI has launched the Global Benchmark Tool to recognize credible 
seafood certification schemes that meet FAO’s seafood ecolabelling and certification Guidelines. 
Many schemes, including the Marine Ecolabel of Japan, have endorsed the tool and entered the 
benchmark process to demonstrate alignment with the FAO Guidelines.
We were delighted to read that the Code’s conditions for the supply of certified seafood 
acknowledge the importance of the FAO Guidelines. As the draft Code does not specify how the 
Committee intends to verify a certification scheme’s alignment with these Guidelines, we would 
like to recommend adding an option for verification to item 3 of Annex 2-4: 
GSSI is the only existing global effort to benchmark seafood certification schemes and publicly 
recognize those that are in alignment with the FAO Guidelines. We therefore highly recommend 
including GSSI recognition as an additional opportunity to confirm that a scheme follows the 
Guidelines. 
We would like to express our deepest gratitude for this opportunity to provide comments and 
remain at your disposal for any further information.

「FAOのガイドラインに準拠している」かどうかについては、当該認証のスキームオーナー等
からFAOのガイドラインに準拠していることを御提示いただくことにより個別に判断したいと考
えていますが、ご意見を踏まえ、当該認証がGSSIの承認を受けているかどうかについても判
断する上での参考にしたいと考えており、その旨明示するよう修正します。
なお、GSSIの承認を受けていない認証を認めないというものではありません。

We will judge whether each certification scheme follows the FAO Guidelines individually 
based on the proof, provided by the owner of the certification scheme or any relevant party, 
that the scheme follows the FAO Guidelines. Based on the comment, however, we would 
like to make a judgement also with reference to whether the certification scheme is 
recognized by GSSI, so we will revise the section in question to specify this point.
We do not mean to reject certification schemes that are not recognized by GSSI.

50 3

We propose a revision of item 3 of section 2-4. Proposed 
additions are marked in red.

Fishery and aquaculture products that are certified by 
(eco-labelling) certification schemes which follow the 

FAO Guidelines1 are with MEL, MSC, AEL, or ASC 
certification are accepted as ones that satisfy conditions 
(i) to(iv) of Section 2. Additionally, fishery products 
certified under the eco-labelling certification scheme for 
fishery products that Tokyo 2020 recognises certification 
schemes recognized by the Global Sustainable Seafood 
Initiative (GSSI) follow FAO’s guidelines and are 
therefore accepted. Additionally fishery and aquaculture 
with MEL, MSC, AEL, and ASC certification are accepted.

1) ・Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery 
Products from Marine Capture
Fisheries. Revision 1.(2009)
・Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery 
Products from Inland Capture
Fisheries. (2011)
・Technical guidelines on aquaculture certification.(2011)

To strengthen the Sourcing Codes’ foundation in globally recognized instruments and to simplify 
the Sourcing Codes’ implementation we propose two amendments to item 3 of Appendix 2-4 of 
the Tokyo 2020 Sourcing Code: 

1. Specify alignment with the FAO Guidelines as the primary condition for accepting (eco-label) 
certification schemes as a means to satisfy conditions (i) to (iv) of Section 2 of the Sourcing 
Code. By doing so the Tokyo 2020 Committee clearly defines the internationally recognized FAO 
Guidelines as their foundation for accepting certification schemes. This will promote a level 
playing field for seafood certification schemes and prevent any unnecessary barriers to trade. 
2. Include the GSSI Global Benchmark Tool in the Sourcing Code as a mechanism for (eco-label) 
certification schemes to prove they follow the FAO Guidelines and therefore can be accepted by 
Tokyo 2020 as satisfying the conditions (i) to (iv) of Section 2 of the Sourcing Code. By 
recognizing the internationally accepted benchmark process of GSSI, the Tokyo 2020 Committee: 
a. Ensures acceptance of credible (eco-label) certification schemes which have proven they 
follow the FAO Guidelines through an independent,  transparent and third-party benchmark 
process; 
b. Avoids the need to develop a comprehensive and expensive mechanism for determining 
alignment (eco-label) certification schemes with the FAO Guidelines; and
c. Provides clarity to (eco-label) certification schemes and other actors in the seafood supply 
chain on how to satisfy conditions (i) to (iv) of Section 2 of the Sourcing Code and therefore be 
accepted by Tokyo 2020.

「FAOのガイドラインに準拠している」かどうかについては、当該認証のスキームオーナー等
からFAOのガイドラインに準拠していることを御提示いただくことにより個別に判断したいと考
えていますが、ご意見を踏まえ、当該認証がGSSIの承認を受けているかどうかについても判
断する上での参考にしたいと考えており、その旨明示するよう修正します。
なお、GSSIの承認を受けていない認証を認めないというものではありません。

We will judge whether each certification scheme follows the FAO Guidelines individually 
based on the proof, provided by the owner of the certification scheme or any relevant party, 
that the scheme follows the FAO Guidelines. Based on the comment, however, we would 
like to make a judgement also with reference to whether the certification scheme is 
recognized by GSSI, so we will revise the section in question to specify this point.
We do not mean to reject certification schemes that are not recognized by GSSI.
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MSC/ASCと提携を結び、FIP/AIPを積極的に支援したリオオリンピックでは州内の中小漁業者の
認証取得が進み、のべ70トン、350,000食のサステナブルシーフードが提供されました。

五輪て提供基準に「認証」がある意味である「資源保護への配慮」の意義を根付かせる意味でも、FAOガイ
ドラインに順ずる認証の取得を推奨する一方で、国際的な認証を受けていないものは国産水産物であれ
「提供できなかった」という事実を国民・日本在住者に広く周知し、日本に（今は十分に消費者へ周知できて
いない）水産物認証に関し「恥をかいてでも」消費者に広く認識させることこそが資源保護に繋がる訳であ
り、そのためにもこの取り組みは重要と考えます。

MSC/ASC認証だけでは、水産物の種類と量が不足する恐れがある場合、FIP/AIPを取得した水産物を優
先するべきと考えます。漁業改善プログラムでは、透明性を確保し、コミュニティと協力して持続可能な漁業
に取り組んでいます。

52 4

・不透明な例外規定をつくることで調達方針全体が無意味なも
のになっている。

ほか、同様のご意見１０件

認証がない水産物であっても、漁協や行政の自己チェックのみで調達可能となっている。不透明な自己申
告でOKなら、どんな水産物でも調達可能になる。水産物の持続性は、第三者が透明性を持ってチェックを
する必要がある。

水産エコラベル認証は、全ての水産物を対象として一斉に評価を行った結果ではありませ
ん。このため、非認証品であっても持続可能なものは多く存在すると考えられ、エコラベル認
証がないことのみをもって、当該水産物の持続可能性を否定することは公平性を欠くと考え
ます。
本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件
を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。
なお、認証品であるかどうかにかかわらず、２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指
摘があった場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等
の対応をすることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えており、別紙
に基づく確認については、漁協や輸入事業者等による自主確認でも問題ないと考えていま
す。

53 4 この内容では国産水産物はほぼフリーパスとなってしまう

MSCもASCも、それどころかMELやAELも取得していない漁業を、お手盛りのフリーパスとすべきではない。
ミニHACCPではなく、対外輸出に対応したHACCP（厚労省、農水省によるもの）やISO22000などの認証を
受けているなどのハードルを設けるべきである。また、「行政機関による確認を受けたもの」の意味が不明
瞭である。第三者機関の確認をとらず行政機関が単独で確認してもOKという意味ならほぼフリーパスであ
る。また、「行政機関による確認を受けたもの」が漁協などの団体を指すとも解釈できる。これでは、国産の
水産物どころか、漁協が扱う水産物であればほぼフリーパスにすることも十二分に可能である。新聞やテレ
ビなどで、日本で流通するウナギの七割が違法漁業由来であることを示唆することが報道されている。ま
た、2008年以前に日本の水産庁は大西洋のマグロ漁業に違法流通の疑いが大きいと指摘していたが、そ
の違法流通のマグロのほとんどの流通先が日本であることが明らかになっている。日本国内の漁協などの
ように、第三者機関の監視の目が入らない団体に権限を持たせるべきではない。

水産エコラベル認証は、全ての水産物を対象として一斉に評価を行った結果ではありませ
ん。このため、非認証品であっても持続可能なものは多く存在すると考えられ、エコラベル認
証がないことのみをもって、当該水産物の持続可能性を否定することは公平性を欠くと考え
ます。
本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件
を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。
「行政機関による確認を受けたもの」については、国内においては、漁業者が策定した資源
管理計画や漁場改善計画で国や都道府県が適切な計画であることを確認したものを意味し
ています。
なお、漁協は水産業協同組合法に基づく民間法人であり、行政機関でないことは明らかで
す。

54 4
４において認証取得漁業外の水産品もみとめるとしているが、
それはFAOのガイドラインにてminimum requirementsとして設定
されているものを満たしているものに限定すべきである。

認証取得以外の漁業も認めたいというのは、簡単に取れるMELやAELですら国内では普及していないこと
に対応したものと理解するが、ダブルスタンダードとなることを避けるために認証外のものを認めるとして
も、主催者側で専門家委員会を設置し、FAOが要求するminimum requirementsを満たしていることを確認す
べきである。このminimun requirementsを満たしていないものは持続的な漁業養殖業とは言えない。

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを担保する方法の一つとして、ヒアリング等を通じて要件を満たすと
判断した認証を挙げているところです。
なお、ご意見のFAOのガイドラインは水産エコラベルに係る基準や審査のあり方等を示したも
のと承知しています。

51 4

・ FAOガイドラインに順ずる認証の取得（FIP：漁業改善プ
ログラムや、AIP：養殖改善プログラム）に取り組む漁業
者・養殖業者により生産される水産物は、そうでないもの
よりも優先して調達される枠組みを構築することが望まれ
ます。

ほか、同様のご意見９件

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性の観点から
確保すべき要件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位
置づけるとともに、認証以外の方法についても認めることとしたところです。FIP及びAIPにつ
いては、これらを実施していることが２に示す要件の全部または一部を担保するものか承知
していないため、４（３）の規定に従って２の①～④を満たすことを示していただきたいと考え
ています。他方で、FIP/AIPのような取組を排除する意図はなく、むしろこうした改善に向けた
民間の取組も重要であることから、４（３）に該当し得るケースとして、FIP/AIPを念頭に置いた
記述を追加することとします。
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55 4

「資源管理に関する計画であって、行政機関による確認を受け
たものに基づいて・・・」とあるが、なんの計画なのか、行政機関
とはどこなのか、具体的に書くべきだと思います。それに、資源
管理計画は全国にいくつもあって、その全てがうまく資源回復に
つながるものではないと思います。

資源管理を計画しているからといって、全てがうまくいっているわけではないと聞きます。少なくとも、うまく
資源管理できており、資源回復につながっている計画を精査すべきだと思います。でないと、サプライヤー
が国産ならなんでもＯＫというように捉えかねないです。

56 4

「行政機関の確認した資源管理に関する計画」の有無だけでな
く、「管理計画が効果を発揮している」かどうかも評価すべき。
効果を発揮しているかどうか、客観的（できるだけ科学的）な判
断基準が必要。

「資源管理計画には科学的根拠に欠けるものが多い。実際に資源を維持・回復できているのかも疑問」
・・・との批判を国会議員や水産行政関係者から聞いている。

57 4

（１）および（２）について、行政機関による確認の内容を明確に
すること。また、２①〜④を満たすことを目指し、明確なタイムラ
インを含む改善計画があるものに限ること。
（１）〜（３）について、組織委員会でない、第三者機関によって
確認・証明すること

現時点において、２①〜④の全てを満たしていない漁業者または養殖者による水産物であっても、条件を
満たすための改善計画を実施しているものについては、その実効性が第三者機関によって証明されるもの
に限って、調達を検討するべき。

４の（１）（２）における計画の確認については、日本でいえば、法令等（※）に基づき、漁業者
が作成した資源管理計画または漁場改善計画を国や都道府県が確認することを想定してい
ます。また、行政機関が確認するとしている項目以外については、別紙に基づく確認を求め
ておりますが、第三者機関による確認・証明を義務付ける必要はないと考えています。
なお、認証品であるかどうかにかかわらず、２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指
摘があった場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等
の対応をすることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えており、別紙
に基づく確認については、漁協や輸入事業者等による自主確認でも問題ないと考えていま
す。

※根拠法令等
資源管理計画：資源管理指針・資源管理計画作成要領（平成23年3月29日付け22水管第
2354号水産庁長官通知）
漁場改善計画：持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）

58 4
「上記２を満たす水産物を選択する上で、上記３に示す認証を
受けた水産物以外を必要とする場合は～」と修正すべきであ
る。

４（１）、４（２）単独では２の①～③を満たしているとは言えず、持続可能性に配慮しているとは言えない。４
に示す認証水産物以外のコードが２の①～④を満たす必要があることを明記すべきである。

４では、２の要件を満たすことを確認する上での認証以外の方法を示しているものです。
４の（１）（２）で示している資源管理計画及び漁場改善計画については、２の①～③を担保す
るものであることがヒアリング等を通じて確認できたことから、これを活用しつつ、労働安全に
係る要件④について追加の確認を求める内容としたところです。

ご指摘の部分については、日本でいえば資源管理計画を想定しており、国または都道府県
の確認を受けていることを求めています。なお、水産資源の変動については、漁獲等の人為
的な要因だけでなく、気候変動やそれに伴う海水温の変化、他の魚種との競合・捕食関係、
レジーム変動など多様な要因の影響を受けるため、資源管理計画の効果を特定し、評価基
準として用いることは困難と考えています。このため、調達基準では、持続可能性の観点か
ら、科学的な情報を踏まえて計画的に水産資源の管理が行われていること等を要件としたも
のです。
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59 4 （１）、（２）は削除すべきである。
４は（１）～（３）のいずれかに該当するものとあるが、上述のように（１）、（２）単独では持続可能性に配慮し
ているとは言えず、不適切である。

資源管理計画及び漁場改善計画については２の①～③を担保するものであることがヒアリン
グ等を通じて確認できたことから、これを活用しつつ、労働安全に係る要件④について追加
の確認を求める内容としたところです。

60 4

「認証を受けた水産物以外を必要とする場合」の別紙の確認方
法でありますが、「書面に記録する」とされておりますが、その具
体例を示していただき、できる限り生産者等の負担とならないよ
うに検討していただきたい。

別紙で示されている、確認方法や書面への記録の具体例が分からないこと、また、内容の多くが既に取り
組まれている事項であるが、現在は内部資料として記録されているものが多く、生産者等の新たな負担も
予想されるため。

別紙に示す確認事項については、事業者が困ることのないよう、事業者向けに別途具体的な
確認方法や様式例等を示せるようにしたいと考えています。

61 4

行政機関及び漁業者等による「確認」とは具体的にどのような
スキームで確認された対象を指すのか。MSCやASCは基準の
みならず認証スキームも規定されている仕組みであり、行政機
関及び漁業者等による「確認」とはそもそも性質が異なる。

基準論がクローズアップしすぎており、その認証スキームや認証の運用方法等の議論が抜けている。結
果、3と4の関係性や調達基準としての合理性・国際的説明力が確保できていないと思料する。

ご指摘の部分については、日本でいえば資源管理計画を想定しており、国または都道府県
の確認を受けていることを求めています。また、別紙に示す確認事項については、事業者が
困ることのないよう、事業者向けに別途具体的な確認方法や様式例等を示せるようにしたい
と考えています。

62 4
認証を受けた水産物以外に関する条件が曖昧で、はっきりしな
い。また条件も不十分に感じる。また、担保方法も信頼さに欠け
る。

確認事項の詳細の一覧などがないため、審査基準が不透明で曖昧。
別紙で確認する内容も環境の一部と労働安全にのみを含み、人権関係の内容を含んでいない。
FAOガイドラインに遵守していることをきちんと公平に確認できるような第三者システムが必要ではないか。
FIP　(漁業改善プログラム)やAIP（養殖改善プログラム）または、それに近いシステムは良い代替となるの
ではないか。

FIP/AIP：MSC/ASCが普及していない国や地域で、MSC/ASC認証を目的とし漁業・養殖改善に向けて取り
組むプロジェクト。
（養殖改善プログラムの実績は、IDH (the sustainable trade initiative) によりタイ、インド、中国で２０１４ね
んから２０１７までおこなわれている。

別紙に示す確認事項については、事業者が困ることのないよう、事業者向けに別途具体的な
確認方法や様式例等を示せるようにしたいと考えています。
人権関係のご指摘については、全ての物品・サービス等に関わる共通の基準として、人権の
尊重や適正な労働環境の確保等を求めています。
FIP及びAIPについては、これらを実施していることが２に示す要件の全部または一部を担保
するものか承知していないため、４（３）の規定に従って２の①～④を満たすことを示していた
だきたいと考えています。他方で、FIP/AIPのような取組を排除する意図はなく、むしろこうし
た改善に向けた民間の取組も重要であることから、４（３）に該当し得るケースとして、FIP/AIP
を念頭に置いた記述を追加することとします。

63 4 認証を受けた水産物以外は認めるべきではないと思います。

上記の様に透明性、公平性、明確性が求められている中、認証品以外も認めるという救済措置を入れてし
まう事はそれに反すると考えます。逆に供給者に対して、何か供給したいのなら、これとこれの認証を得て
いるものにして欲しいと言えば非常にクリアーです。それ以外にはないとしておかないと、万が一何かあっ
た時に、非難の対象になると思います。

水産エコラベル認証は、全ての水産物を対象として一斉に評価を行った結果ではありませ
ん。このため、非認証品であっても持続可能なものは多く存在すると考えられ、エコラベル認
証がないことのみをもって、当該水産物の持続可能性を否定することは公平性を欠くと考え
ます。
本調達基準の検討においては、認証ありきではなく、持続可能性の観点から確保すべき要件
を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めるという方向で議論してきたところです。

小規模で多様な漁業を行っている日本（特に本県）の漁業においては、MSC等の取得に係る高額な費用の
捻出は非常に厳しく、現実的な認証取得はかなり難しい状況にある。しかしながら、認証制度は取得せずと
も上記１の理由に示す取組みを実施していることは事実であり、このような取組みを世界に発信でき、か
つ、我が国の多様な水産物を供給することが可能となるものと考えることから。

調達基準の対象が認証を受けた水産物に限定さていないため

ラベリングは公的機関が一斉テストを行った結果を表示しているわけではなく、むしろ自社製品の差別化を
図りたい民間企業がマーケティングの一環として行っている性格のものである。ラベルのない製品でも持続
可能なものは多いため、この部分は妥当。

資源管理指針に基づく資源管理計画、漁場改善計画は、漁具・漁法の規制や漁獲量規制等さまざまな手
法を用い、資源に応じた適切な管理を行っており、認証と同様、資源の持続的利用にあたって効果が期待
できるため。

認証を受けた水産物以外であっても資源管理計画に基づき行われている等の要件を満たせば調達を認め
られること。

64 4

・ＭＥＣ．ＭＳＣ．ＡＥＬ．ＡＳＣ等による認証を受けた水産物に限
定しないで、日本の関係漁業法や水産資源管理の取組みを認
め、水産物全体を対象した基準となっていることを大いに評価し
ます。
・公平の観点から、エコラベル製品に限定すべきでなく、この意
味においてこの原案の趣旨を堅持すべき。

ほか、同様のご意見６件

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めることとしたところです。
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水産エコラベルに加え我が国の地域の漁業者が多年にわたり持続性及び科学的観点にのっとり、実施して
きた資源管理、養殖漁場管理の自主的な計画であって国県などに認められた実施計画により生産された
水産物を推奨することは世界のトップレベルの水産物の生産国である我が国における資源管理の体制、環
境配慮の取り組みを世界に示すためにも重要かつ適切である。

65 4
調達基準は、生産者として東京オリンピック・パラリンピックに貢
献するために、何をすれば良いのか分かりやすくすべきであ
る。

今般の基準案は認証制度のほか、資源管理計画や漁場改善計画に基づく取組が評価されており、生産者
にとって分かりやすく取組やすいものとなったことを評価する。、

ご意見については、運用に当たっての参考とさせていただきます。

66 4
「行政機関による確認」が絶対的な立証書類となるのであれ
ば、調達される水産物基準として、各県から持続的な水産物を
推薦できる仕組みを検討してはどうか。

行政機関による確認が社会的信用性の担保になり得ることから、持続的な水産物であると行政機関等が
判断する魚種について、オリンピックが掲げるレガシーとして有効と考えられるため。

ご意見については、運用に当たっての参考とさせていただきます。

67 4

畜産物、水産物の調達基準に、農産物と同様に農林水産省作
成の「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライ
ン」に準拠したGAPに基づき生産され、都道府県等公的機関に
よる第3者認証を受けている生産物を加えていただきたい。

都道府県等公的機関による第3者認証を受けた畜産物、水産物は、農産物同様、食の安全や環境への配
慮がなされた生産物であり、また地域経済の活性化にもつながるため。

水産物については、農産物のGAPガイドラインのような都道府県による普及を促進することを
目的とした文書は公表されていないと承知しております。

日本の漁業は、公的管理に加え、漁業者が自主的に資源と漁場を管理しながら多種多様な魚種を利用す
るという特長がある。このように国内で生産された彩りのある水産物を世界各国の皆さまに提供すること
で、日本の魚食の多様性や文化等を知っていただければ、オリンピック・パラリンピック東京大会後も日本
の魅力を伝えられるレガシーの一つになると考えるから。

このように豊富な水産資源を有し多様性に富んだ漁具・漁法により漁獲された水産物の利用促進をお願い
したい。

我が国では、古来より多くの漁業者が各地域で自主的に管路をしながら、多種多様な水産資源を持続的に
利用しており、これは我が国漁業の大きな特徴です。

我が国は有数の水産国であり、多種多様な魚種を漁獲対象にしており、調理方法も多岐にわたるため、
「和食」「洋食」の素材としても対応可能と考える。

我が国水産業の振興等を考慮していただき、国内水産物を優先的に選択するとしていること。

国産水産物を優先的に選択することは、参加・協働の取り組みを大きく促進するものです。生産者の視点と
しては、自分たちの育てた・採ったものが東京2020大会で使われることが最上の喜びであり、参加の意識を
強く感じられるものです。日本の漁業従事者17万人およびその家族・親族・地域コミュニティの人々の東京
2020大会への参加感を高めるでしょう。

70 5
国産水産物を優先する理由として、「輸送距離の短縮による温
室効果ガス排出の抑制等への貢献」も追加するべき。

農産物、畜産物には同様の文言があるが、水産物にはない。水産物においても輸送距離の短縮によって
温室効果ガス排出の抑制は可能であることから、同様の文言を追加すべきである。

農産物、畜産物と同様に輸送距離の短縮による温室効果ガス排出の抑制も考慮しています
が、国産水産物には、遠洋で漁獲されるものもあり、海外産と比較して輸送距離が短縮され
ると一概に言えないと考えているため、原案どおりといたします。

64

68

69

4

5

5

・国内水産を優先的に調達すべき、との項目は国内水産業の振
興に大きく資する重要な事項であり、ぜひ本案のとおり基準に
織り込んでいただきたいと考える。

ほか、同様のご意見３件

国産水産物の活用が、国内水産業の振興とそれを通じた漁業・漁村の多面的機能の発揮等
につながることを期待して当該項目を設けたところです。
また、国産の農畜水産物が使用されることで生産者をはじめとする関係者の参加感が高まる
ことは、国全体での盛り上げという観点からも重要と考えています。

・国産の天然水産物の利用の推進をお願いしたい。

ほか、同様のご意見３件

原案の５において、国産水産物については優先的に選択すべきとしており、これを踏まえて
対応したいと考えています。なお、国産水産物であっても本調達基準の要件を満たす必要が
あります。

・ＭＥＣ．ＭＳＣ．ＡＥＬ．ＡＳＣ等による認証を受けた水産物に限
定しないで、日本の関係漁業法や水産資源管理の取組みを認
め、水産物全体を対象した基準となっていることを大いに評価し
ます。
・公平の観点から、エコラベル製品に限定すべきでなく、この意
味においてこの原案の趣旨を堅持すべき。

ほか、同様のご意見６件

本調達基準案においては、専門家によるＷＧでの議論を踏まえて、持続可能性に関する要
件を設定した上で、それを満たすことを確認するツールとして既存の認証を位置づけるととも
に、認証以外の方法についても認めることとしたところです。
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71 5
国産水産物の優先は賛同します。しかし、水産物の放射能汚染
問題は一定の記述を提案いたします。

東京オリンピック・パラリンピックの誘致において、総理大臣自らが福島原発事故汚染水のコントロールにつ
いての保証に言及した経過があります。世界のアスリートが日本の食材の安全確保で最も関心を持ってい
るもののひとつが放射能汚染問題であることは言うまでもありません。国際的に説明責任が問われるので
はないでしょうか。少なくとも調達物品の放射能測定と表示などの対応は必要ではないでしょうか。

ご意見については、飲食提供に関する取組の中で安全を確保したいと考えています。なお、
放射性物質に関しては、国が定めるガイドラインに基づき自治体が実施する計画的なモニタ
リングの下、基準値を超えた放射性物質を含む水産物が流通しないための措置が取られて
いると承知しています。

72 6

・「組織委員会が認める持続可能性に資する取組」について明
記すべき。または現時点で具体的な取り組みが想定されていな
い場合は、判断する必要性が生じた際に、その内容と判断根拠
について情報公開を行うこと。
・海外産の水産物の持続可能性に資する取組やトレーサビリ
ティが確保されているものをどのように確認するのか、誰が確認
するのか等が曖昧。

海外産の水産物については、2の要件、および別紙に従った確認が必要でなく、基準が曖昧にみえる。

「持続可能性に資する取組に基づいて漁獲または生産され、トレーサビリティが確保されてい
るもの」については、例えば環境保全などの取組が確認できるもので、どこから調達したか追
跡可能な状態のものを想定しており、こうした水産物であることを組織委員会で確認すること
を考えています。また、該当することが確認できたものについては随時公表することとしたい
と考えています。

73 6

6は全文削除する。また、2の①〜④に加え、『生鮮食品および
加工品の原材料の全てに使用される水産物において、漁獲お
よび生産におけるトレーサビリティが確保されているもののみを
調達する』ことも遵守要件とする。

2①〜④の遵守を確実なものにするためには、水産物が漁獲されてから提供されるまでの全ての過程にお
けるトレーサビリティの確保は必須であり、持続可能な水産物の提供を東京オリンピック・パラリンピックの
レガシーとするためには、国産・海外産を問わず例外を認めるべきではない。また、6では、『組織委員会が
認める持続可能性に資する取組に基づいて…….』とあるが、何を以って『資する』とみなすのか、また組織
委員会における意思決定フローが明確でなく、ともすればいかなる水産物も持続可能とみなされるような不
明瞭な文言は基準として設けるべきでない。

国産・海外産にかかわらず、２の要件を満たす水産物を調達することが原則ですが、他方
で、海外産でなければ調達できない水産物について２を満たすことの確認が困難な場合があ
り得ると考え、例外措置を設けています。なお、「持続可能性に資する取組に基づいて漁獲ま
たは生産され、トレーサビリティが確保されているもの」については、例えば環境保全などの
取組が確認できるもので、どこから調達したか追跡可能な状態のものを想定しています。

74 6

調達コード案には、持続可能性な調達の姿を示す、さまざまな
基準がしめされています。これらが実行されるには、心掛けるよ
う提唱するだけでなく、遵守されたことを検証可能にすることが
必要です。
そのためには、消費段階から生産段階にさかのぼって、いつ、
だれが生産したかを特定できるような、サプライチェーンを通し
たトレーサビリティが必要です。

そこで、疑惑が生じたときに正確に事態が解明され、対処できる
ように、調達コードに、「サプライチェーンを通じたトレーサビリ
ティの確保」を明記することを提案します。

2016年1月に定められた「調達コード　基本原則」では、トレーサビリティや透明性確保に（努めるよう求め
る、という弱い表現ではありますが）言及されていました。が、今回示された「調達コード（案）」では、それが
欠落しているように見えるのですが、いかがでしょうか。
また、農産物・畜産物・水産物の調達コードには、海外産の産品にのみ、トレーサビリティ確保に言及されて
おり、国内のサプライチェーンについてはトレーサビリティを求めていません。これはロンドン大会における
調達コードを参考にして定めたものとお察しします。
ロンドン大会はEU域内で開催されました。EUでは、ロンドン大会の調達コードが定められた2009年の時点
ではすでに、食品全般を対象にトレーサビリティを確保する義務が定められ、施行されていました。具体的
には、一般食品法（2002年制定）第18条のトレーサビリティの義務があります。それとは別に、食品にロット
を特定できる情報を表示する義務もあります。そのため、サプライチェーンのうち英国を含むEU域内につい
ては、トレーサビリティを要求する必要がありませんでした。一方、輸入される食材は法令による義務の対
象外なので、輸入品に対してトレーサビリティを確保することを求める必要がありました。
一方、日本は、米と国産の牛・牛肉を除き、トレーサビリティを確保する法令上の義務がありません。特に生
鮮食品に関しては、ロット番号や生産者名（ないし販売者名）を表示する義務もありません。そのため、海外
から調達する食材にトレーサビリティを求め、国内で生産される食材にトレーサビリティを求めないのは、不
公平なばかりでなく、大会で提供された国内産の食材で、調達コードに反する産品が使われたとの疑惑が
生じた場合に、疑惑を解明できない恐れがあります。日本国内で報道されるだけであれば、うやむやにでき
るかもしれませんが、オリンピック・パラリンピックで提供される食材に関するスキャンダルにふたをすること
は困難と存じます。

本調達基準案においては、サプライヤーに対して、認証の取得状況等について合理的に説
明できる書面その他の情報を保管し、組織委員会の求めに応じて提示・説明できるよう求め
ることとしており、サプライヤーがこの説明義務を果たすよう対応する中で、サプライチェーン
における適切な分別管理や情報の管理・提供を順次（サプライヤーは２次サプライヤーに、２
次サプライヤーは３次サプライヤーに、というように）求めていくことが当然なされるものと考え
ています。
一方、ご意見にあるような、ロット番号や生産者情報等をすべてサプライヤーが把握すること
を求めるのは、水産物の流通実態からみても困難と考えています。

75 6 「海外産の」を削除
我が国には多くの水産物が存在し、少量の漁獲、生産であったりして必ずしも3または４のように2の基準を
明確に満たすことが確認できないものも多いので、海外産に限定せず国産の水産物にも組織委員会が認
めるものの対象とすべきである。

国産の水産物については、基本的には２で示す要件について確認できるものと考えていま
す。

76 6
温室効果ガス排出の抑制を考慮して、「旬」を考慮した水産物
の選択も明記すべき。

水産物にも旬があり、旬の水産物を選択した方が、旬ではない水産物を選択するよりも、漁獲に必要な（移
動のための）エネルギー量が少なくて済む。
また、水産物の個体の大きさや栄養価も旬のものの方が優れている。

ご意見については、今後、飲食提供のあり方を検討していく中で参考にさせていただきます。
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77 6

　調達コード本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配
慮も必要」と記載されている上、閣議決定された基本方針にも
「復興五輪」として被災地の復興の姿を世界に発信する旨の記
載があることから、調達基準にも東日本大震災等による深刻な
被害を受けた地域の水産物が積極的に調達されるよう明記す
べきである。
　修文案といしては以下のとおり。
＜基準5に追記する＞
「～多面的機能の発揮等への貢献を考慮し、国産水産物を優
先的に選択すべきである。特に東日本大震災等による深刻な
被害を受けた地域の水産物について積極的に調達すべきであ
る。」

　調達コード P8　(5)本文に「東日本大震災等の被災地の復興への配慮も必要である。」と記載されている
上、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に基づき閣議決
定された「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の
推進を図るための基本方針」に「『復興五輪』として、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう被災地と
連携した取組を進めるとともに、被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」と記載されている
ことから、東日本大震災等によって深刻な被害を受けた地域の水産物が積極的に調達されるよう調達基準
にも明記すべきである。

東日本大震災等によって深刻な被害を受けた被災地への配慮については、これまでの調達
コードの検討においても議論がありましたが、被災地への配慮に関しては、持続可能性に限
らない様々な観点から丁寧に検討することが必要であるため、調達基準の記述は原案通りと
したいと考えています。

定めた調達基準の遵守を担保するためには、透明性が必須です。また、東京オリンピック・パラリンピックで
実現する持続可能な水産物の調達を日本のレガシーにするためにも、後続のサプライヤーや持続可能な
水産物の調達を目指すすべての人が参照できるようにすべき。

1年というのは短すぎるように感じますし、次のオリンピックまでネットで公開しても大してコストがかかるとも
思えませんし、透明性があったほうがいいと思います。

1年間が期限というのは短すぎる。次のオリンピックに向けての資料ともなるよう、少なくとも5年間の保管義
務を設けるべきである。また、その保管義務に違反した業者に対しては、会社名の公表などの処罰ができ
るよう規定すべきである。

79 7
調達実績情報の保管について、TOCOGが時限的組織である
が、1年後TOCOGが調達実績の提供を依頼することを想定して
いるのか。

本調達基準案においては、サプライヤーが基準に則った食材を調達していることを確認でき
るようにするために関係書類の保管を求めていますが、組織委員会解散後に書類の提出を
求めることは現状では想定していません。

要件を満たす書類が必要以上に厳しいものであったり、膨大なものであった場合には、生産現場での対応
が非常に難しくなることが予想され、実質的に多様な水産物の供給が阻害されることとなると思われること
から。

良心的なサプライヤーは産地証明や漁獲漁船の記録まで丁寧に取得して保管するだろうが、余りコストを
かけたくないサプライヤーは最低限の書類しか所得しないおそれがあるため、何らかの基準を示す必要が
ある。

現状では、ほとんどがトレサビリティを証明する体制が整っていないことや流通行程が他県におよぶことも
あるなど、証明する書類によっては、新たな負担や対応に時間を要することが予想されるため。

確認事務の執行には，一定質と量の負担が予想されるところである。一方，これを担う漁家や漁業協同組
合は組織的に盤石でないところが多く，これら事務負担に耐えられないことも予想されるため。

81 別紙

別紙における確認方法は、漁業協同組合や輸入事業者の自主
確認・申告では、基準の順守が保障でいないため、組織委員会
にて専門家委員会を設置し、自ら検証し、順守を確認することで
主体的な責任を果たすべきである。

認証取得漁業以外の水産品という問題が発生しやすいものを認める以上、組合や業者に確認をすべて丸
投げすることはあまにも無責任である。世界中のNGOが厳しい目を光らせている中、組織委員会として国
際的非難を受けないために、自ら責任を果たす必要がある。

認証品であるかどうかにかかわらず、２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指摘が
あった場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等の対
応をすることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えており、別紙に基
づく確認については、漁協や輸入事業者等による自主確認でも問題ないと考えています。

78

80 7

・サプライヤーは、使用する水産物について、上記２〜７（６を削
除した場合は６まで）に該当するものであることを示す書類を組
織委員会に提出し、組織委員会は2020年大会終了後から次大
会終了後までの間保管するとともに、一般に公開すること

ほか、同様のご意見２件

本調達基準案においては、サプライヤーが基準に則った食材を調達していることを確認でき
るようにするために関係書類の保管を求めていますが、事業者に過度な負担を課さない観点
からも、保管を義務付ける期間は大会後１年間で十分と考えています。
また、一般への公開については、調達元の情報を含め、サプライヤーの営業秘密に関わるも
のもあるため困難と考えています。
なお、書類の保管を含め、調達基準に係る不遵守があった場合には、調達コード本文の規定
に則って対応することとなります。

・サプライヤーに求められる確認書類については、生産者側に
過度の負担とならないものとしていただき、より多くの国産の魚
類が供給できるように簡素化等に配慮願いたい。

ほか、同様の意見３件

サプライヤーが保管すべき書類については、事業者向けに別途具体的な例を示せるようにし
たいと考えています。

7
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方法を定義しておかないと、拡大解釈し放題になる。
「何でもあり」に近い解釈も可能。このような基準だと、実効性がない。

サプライヤーがこの紙を見ただけでは、何を調達していいのか分からないと思います。

情報取集における質や量、確認作業における判断基準が、実施者によってばらつきが生じる可能性がある
ため

83 別紙
加工業者や食品メーカーが順守すべき持続可能性や食品安全
に関する確認方法が規定されていない（と理解される可能性）。

確認内容の連鎖によるトレーサビリティの観点が弱い。 食品の加工・流通段階に対しては、調達コードの共通事項が適用されます。

84 別紙

別紙②では、「資源管理の目標を設定し、達成するための措置
を実施している」ことだけでなく、「措置が資源を守るために十分
なものである」ことを客観的に証明すべき。
客観性の確保に、判断基準（科学的な資源量推定など）が必
要。

措置の効果面を検証しないと、漁獲制限などが不十分な計画でも「持続可能」と判断してしまう。
日本には資源管理の事例自体は多いが、管理内容が十分な事例は少ないはず。
水産研究・教育機構らの科学的な評価によると、国内の主要魚種の半数は低位の状態で、その多くは「資
源管理に要改善」と評されている。

「科学的な情報を踏まえた資源管理の目標」については、資源の維持・向上に資する目的
で、科学的かつ客観的なデータに基づき設定された目標を想定しています。なお、水産資源
の変動については、漁獲等の人為的な要因だけでなく、気候変動やそれに伴う海水温の変
化、他の魚種との競合・捕食関係、レジーム変動など多様な要因があるため、資源管理措置
の効果を特定し、評価基準として用いることは困難と考えています。また、資源量が減少した
ことをもって資源管理の目標や措置が不十分と単純に評価できるものではないと考えていま
す。

85 別紙
別紙②、2-②にある「科学的な情報」は、どこから発信されたも
のを指すのか？

科学的情報と一言でいっても、自分の都合に合わせたデータを拾うことは可能である。基準となる機関を示
すべきである。内外問わず水産物の持続可能性を研究している、信用ある第三者機関の科学的情報を採
用することが、五輪という大舞台で国際的な信用を勝ち得ることに繋がると思う。

日本でいえば水産研究・教育機構等による調査データなどが該当すると考えていますが、こ
のほか、民間の企業や研究者による研究成果で適切な検証を受けているものなども問題な
いと考えています。

86 別紙

「調達基準２の①～④においては、国際水産物の場合は漁業
者または漁業者の所属する漁業組合等が、輸入水産物の場合
は輸入事業者が、説明責任の観点から、専門的な知識を有す
るものとしてあらかじめ認定された第三者の立ち合いと確認の
もと、合理的な方法に基づいて以下の確認を実施し、その結果
について書面に記録する。」と修正すべきである。

漁業者や漁業協同組合等、輸入業者等が必ずしもFAOの「責任ある漁業のための行動規範」、国内法令、
地域漁業管理機関の定める漁業管理措置、等に関して十分な知識を有しているとは限らず、判断のコンプ
ライアンスが懸念される。また、十分な知識を有し公平公正な判断ができる第3者による客観的な確認がな
されない限り、運用が調達基準に沿ってなされることが担保されない。

認証品であるかどうかにかかわらず、２に示す要件を満たさないとの具体的な苦情・指摘が
あった場合には、調達コード本文の規定に従って、遵守状況の確認や改善措置要求等の対
応をすることになるため、入口で過剰な厳格さを追求する必要はないと考えており、別紙に基
づく確認については、漁協や輸入事業者等による自主確認でも問題ないと考えています。

沿岸漁業は個人経営体が主体でり、これらを組合員とする漁業協同組合も比較的小規模であるため

資源管理や漁場環境の維持・改善を実施していることについては、資源管理指針に基づく資源管理計画、
漁場改善計画の作成に係る書類の提出によって証明できると考えるため。

88 別紙

②から④で、語尾が「取り組みを行っている」とあるが、ただの
努力目標のように聞こえる。取り組みを行っているからといっ
て、その漁業が持続可能であるかどうかは分からないと思う。
第三者の審査機関によって審査されたものを認めるべきだと思
います。

漁業者が「資源管理をちゃんとやっていますよ」「努力してますよ」といっているからといって、実際ちゃんと
やっているかはわからないし、資源が増えているか、持続可能な漁業を行っているかの証明にはならないと
思います。第三者が現場に入り込んで、審査するべきだと思います。

ご意見がどの箇所を指したものか特定できませんでした。

82

87

別紙

別紙

・調達基準の要件を満たしていることの確認にあたっては、生産
者に過度の負担を課すようなことのないよう、運用に当たっては
柔軟な対応をお願いしたい。

ほか、同様のご意見１件

ご意見については運用に当たっての参考とさせていただきます。

・別紙①～④の確認事項をチェックする「合理的な方法」につい
て、誰がどのように行うのか、「合理的」であることをどう客観的
に証明するかを具体的に示すべき。

ほか、同様のご意見２件

別紙に示す確認事項については、事業者が困ることのないよう、事業者向けに別途具体的な
確認方法や様式例等を示せるようにしたいと考えています。
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89 Appendix

We are pleased to see the work done by the Tokyo Organising 
Committee of the Olympic and Paralympic Games on 
sustainability. As pointed out in Appendix 2-4, Section 3 
"fishery products certified under the eco-labelling cerification 
scheme for fishery products that Tokyo 2020 recognises 
follows FAO´guidelines are also accepted", we suggest that  
certification schemes that follow FAO Guidelines should be 
mentioned by name in Appendix 2-4, section 3 as well. This 
can be done by referring to the GSSI (Global Sustainable 
Seafood Initiative) recognition of those schemes.

We consider it important that  certification schemes that are consistent with the FAO Guidelines are 
treated as equivalent as  the schemes mentioned  fulfilling conditions (i-iv) when it comes to certified 
seafood from sustainably managed fisheries (Appendix 2-4, section 3) . Therefore we consider it 
important that those schemes are mentioned as well. GSSI is a global platform and partnership of seafood 
companies, NGOs, experts, governmental and intergovernmental organisations f.ex. UN-FAO. The mission 
of GSSI is to ensure confidence in the supply and promotion of seafood, by increasing comparability and 
transparency in seafood certification and enable informed choice for procurement of certified seafood. 
The Benchmark Tool that is used to asses the schemes is based on international reference documents 
from FAO and will identify and recognise robust and credible certification schemes.

本調達基準案では、要件を満たすことがヒアリング等を通じて確認できており、また、日本国
内で一定程度の取得事例があるものとしてMSC、MEL、ASC、AELを挙げていますが、その他
の認証については、FAOのガイドラインに準拠していることを当該認証のスキームオーナー
等から御提示いただくことにより個別に判断し、その結果を随時公表することとしたいと考え
ています。

This draft of the Sustainable Sourcing Code for Fishery Products mentions MSC, MEL, 
ASC, and AEL as certification schemes that Tokyo 2020 has confirmed meet the prescribed 
requirements through interviews and other means, and from which a certain amount of 
products have received certifications in Japan. With regard to other certification schemes, 
we will judge whether each certification scheme follows the FAO Guidelines individually 
based on the proof, provided by the owner of the certification scheme or any relevant party, 
that the scheme follows the FAO Guidelines, and we will always disclose the results of the 
judgements.

90 その他

全体部分に男女共同参画の推進の視点が盛り込まれたことを
高く評価する。ただし、各調達基準案においては、その視点が、
具体的に盛り込まれていないので、8の前に、戦略的調達基準
項目の一つとして、国の第4次基本計画を参考にし、「・・・が望
まれる」との表記（緩やかな指標）でもかまわないので、落とし込
んでいってほしい。

全般として、「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、各国現地法及び国際法を含め、関
係する法令等を遵守しなければならない。」との法令順守基準が採用されており、第4次男女共同参画基本
計画第2部Ⅰ第4分野「地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進」に努めることは、その趣
旨にかなっており、また小池東京都知事が進める「ダイバース・シティ」などの政策にも可能ものと考えられ
るから。

男女共同参画の推進については、水産業に限った課題ではないことから、共通事項で言及し
ています。

91 その他 持続可能性について問題がある。
MELが認証した中に、絶滅危惧種の太平洋クロマグロを大量に漁獲している企業があります。しかも漁獲
は産卵期に集中しています。初期資源量の2.6パーセントまで激減したクロマグロを大量に漁獲していること
は国際的にも非難されることと思います。

クロマグロなど国際的な資源管理が行われている水産物については、地域漁業管理機関の
定める資源管理措置を遵守するよう求めています。

92 その他

文言が抽象的で、具体的に何を定めているのかよく分かりませ
ん。もっと法律や制度や仕組みの名称を挙げて、固有名詞や数
値を増やして具体的な記述にしないと、あいまいな水産物でも
通過できる骨抜きのコードになる気がします。

ご意見を踏まえ、事業者が困ることのないよう、丁寧な説明に努めたいと考えています。

※重複するご意見については割愛しています。また、ご意見の提出者を特定できるような情報がある等の理由で、ご意見及び理由等の一部を修正している場合があります。

19 ページ


