私の政策提言
海洋プラスチックごみ規制への提言－国際的観点からみた漁業ごみ規制の必要性－
後藤裕希
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序章

はじめに

海洋に排出されたごみ（以下、海洋ごみ）による、環境破壊や、生態系への悪影響が世
界的に深刻な問題となっている。さらに近年、それらのうち、難分解性プラスチック類が
紫外線劣化又は摩耗等により細片化し、5mm 以下のマイクロプラスチックと呼ばれる粒子状
のごみが、誤飲した魚類等を介した食物連鎖によって人間の健康にも影響を与える可能性
も指摘されている1。
現在、世界中でプラスチックの生産は毎年 5％増の勢いで増加し、2050 年には魚の全生
物量より海洋プラスチックごみの量が上回ると予想されている2。かかる現状で、各国はプ
ラスチック削減へ積極的に動き出し、2015 年の G7 や 2017 年の G20 では、海洋ごみ削減に
向けて努力することが合意され、2017 年には国連環境計画はマイクロプラスチックに関す
る運動も開始した 3。また、民間でもプラスチック削減に着手し、マクドナルドやスターバ
ックス、国内外食企業すかいらーく等は使い捨てプラスチック製ストローの使用停止を宣
言した4。
上述の世界的動向のなか、2018 年 6 月に開催された G7 では、自国でのプラスチック規制
強化を推進する「海洋プラスチック憲章」が採択されたが、日本とアメリカは署名を見送
り、批難された5。これに対し、日本は「国内法の整備、産業界への影響調査が不充分であ
るため署名を見送った」としたが、他方、アメリカはプラスチック憲章の末尾に「アメリ
カは、健全な海洋及び海岸のコミュニケーションの保護を強く支持する」と記載した6。こ
のことからすると、海洋ごみに対し消極的なのは日本のみと解される可能性があるので、
日本は早急に国内法の整備を行い、世界に向けて環境保全対策への積極性を示す必要があ
るだろう。
かくの如き状態で、2018 年 6 月 19 日に閣議決定された第四次循環型社会形成推進計画で
プラスチックごみの再利用が強調され、同月 22 日には「改正海岸漂着物処理推進法」が公
布され、自治体による海岸でのごみ収集・処理方法がより厳密に定められた7。このように、
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政府は急速にプラスチックごみ削減に着手したが、そこには大きな不備が存在する。それ
は、陸上起因ごみの流出削減ばかりが強調され、海上起因ごみにはほとんど留意されてい
ないことである。
海上起因ごみで最大の問題は、漁業等から発生するごみ（以下、漁業ごみ）と推察され
る。漁業ごみの量は、海洋ごみの約 10％と推定されているが8、海を漂うゴーストネットと
よばれる漁網等が海洋生物に絡まり、魚のみならず、ウミガメやアシカ、クジラ等の大型
海洋生物を死亡させる例が多々報告されている9。また、ハワイと西海岸の間に海洋ごみが
集約する水域として知られる、いわゆる「太平洋ごみベルト」では、約 46％が漁業ごみで
あり、そのうち 3 割が日本由来という報告もある10。このような現状に鑑みると、マイクロ
プラスチックのみでなく、様々な生物に直接被害を与える漁業ごみについて、早急に規制
が望まれよう。
そこで、本稿では、国際的動向からみた海上起因ごみ防止の必要性と、そのための国内
法の具体的政策を提言する。

第一章

国際社会からみた漁業ごみ規制の必要性

現在、制度上、流失した大型漁網の報告義務のみに留まっていることもあり11、漁業ごみ
の把握は不充分であることが判明した。漁業ごみ規制が稀薄であるという意見も考えられ
るが、一方、この政策方針は日本の努力の表れであり、国際社会からの批判対象とはなら
ない、と考えることもできる。しかし、後述するように、海洋ごみへの関心が高まる国際
情勢のなか、現状の規制では不充分であると批難される可能性がある。そこで、本章では
日本が加盟している国連海洋法条約（以下、海洋法条約）の最近の動向を中心に、国際社
会の動向を分析し、現在の日本の政策は「説明責任」を果たせているのかを述べる。
主に漁業ごみが発生する水域は、沿岸国が生物資源に関し、ほぼ独占的に開発できる排
他的経済水域（以下、EEZ）とみられている。とはいえ、漁業ごみは生物資源とは無関係で
あり、そこは公海と同様に国内法ではごみ規制は行えず、漁業者は漁業ごみに関し留意し
なくとも批難の対象にはならないという認識が生じやすい。しかし、上述したように、ご
みは生態系へ多大な影響を及ぼし、漁業へ損害を及ぼす可能性が高く、人体への影響も懸
念される。また、海洋法条約では EEZ において、生物資源開発の権利を認める一方で、そ
の保全義務も課している12。したがって、漁業の観点だけではなく、漁業ごみの観点からも
EEZ は公海ではなく、沿岸国の管理下にある水域と位置づけられるのではないだろうか。
ところで、最近では公海における生物多様性保全に注目が集まっている。伝統的に公海
では、全ての国家に対し漁業の自由が認められていたが、人口増加や科学技術発展に伴う
濫獲により、生態系の破壊が多く報告されるようになり、国連では公海の生物多様性保全
について議論が交わされ、2020 年に向けて新協定の作成が期されている状況である13。
日本の EEZ で流出した漁具が公海に流される可能性は充分にあり、これは EEZ での操業
が公海の生物多様性に害を及ぼしうることを示唆している。EEZ の 200 海里は人為的に線引
2

きした法的枠組みであり、海洋環境について考える際、その枠組みを超えた「包括的な海
洋」として扱う必要がある。端的にいえば、沿岸から 200 海里（EEZ）と 201 海里（公海）
での環境規制の差が大きい場合、201 海里での規制の効力が削がれることになる。この観点
に立てば、公海での国際的な規制が EEZ 沿岸国の操業体制に影響を及ぼしうると考えるこ
ともできる。すなわち、従来の海洋法秩序の枠組みでは、EEZ は自国の権利行使ができる水
域のため、その権利を行使しないという事態もありえた。しかし、現在では海洋環境の分
野においては、公海という国家の権利が及ばない「外側水域」から、EEZ という国家の支配
力が及ぶ「内側水域」に影響を及ぼす可能性があるからこそ、海洋環境保護の分野では義
務的側面を強く認識する必要が出てくると考えられる。
海洋環境問題としてプラスチックごみが国際社会の課題となりつつあるなか、海洋法条
約締約国である日本は、後述するような EEZ での漁具規制を推進することが望ましい。ま
た、こうした積極的姿勢を海洋立国である日本が示せば、第 3 次海洋基本計画に記されて
いるように、海洋環境の法秩序形成を率先することができよう14。

第二章

国内規制の提言

現在、プラスチック類の海洋投棄は、国際海事機関によるマルポール条約（1973 年の船
舶による汚染の防止のための国際条約に関する 1978 年の議定書）の附属書 V と、ロンドン
条約（1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約）で定められ
ており、2 つの条約の締約国である日本は海洋汚染防止法（海洋汚染等及び海上災害の防止
に関する法律）にこれらを取り入れている。しかし、同法では「故意の、意図的な」プラ
スチック類の廃棄を禁止しているのみで（10 条 2 項）、漁具の素材等は規制されていない。
もっとも、操業中の漁具破損はやむをえず、偶発的行為の規制は不可能である。そこで、
漁具破損を見越した上で 2 つの政策方途が考えられる。
1 つ目は漁具製造企業の CSR（Corporate Social Responsibility：企業社会責任）を促
すものである。世界的に海洋プラスチックごみ問題に注目が集まるなか、持続可能な漁業
を目指すことが企業の大きな指針となり、漁具を生分解可能素材にすることで、社会への
説明責任が果たされるだろう。また、ESG（Environment, Social, Governance）投資の急
成長は、企業の環境配慮指針を大きく後押しすると期待される。
しかし、生分解素材は開発段階途上であり、既存プラスチック類に比して高価格で耐久
性が低い傾向にあるため15、政府による補助金等の企業活動支援が望まれる。これらの環境
に資する補助金は、世界貿易機関の交渉の際は削減対象外とされ、是認されている16。すな
わち、国際的にこれらの補助金は妥当なものとして認められ、日本政府の国際社会に対す
る説明責任を果たせる一要因になると考えられる。
実際に、環境省は紙ストロー製造企業への補助のため、2019 年度予算の概算要求に 50 億
円を計上する予定とした17。この予算申請に対する認可額の規模で、日本政府の海洋ごみへ
の姿勢が評価されるであろう。また、紙ストローのみではなく、これを機として様々な製
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品、そして、海上起因ごみの主要因である漁網にまで補助金を出すことが望まれる。
2 つ目は漁業者からの海洋ごみ買い取り制度である。韓国では、沿岸で発生する海洋ごみ
の約 3 分の 2 が漁業ごみという報告もあり、問題解決のために釜山周辺で制度を導入した
ところ、2009 年から 2012 年にかけて、約 3 万トンの買い取り実績があったという18。制度
実施以前は、網に混入したごみを再投棄する漁業者が多数おり、行政による再回収が必要
であったが、制度実施後は漁業の副産物として海洋ごみが扱われ、漁業者の自主的な回収
が増加し、行政の回収費用が抑えられている。また、制度実施を機として、漁業者の海洋
ごみへの意識変化が期待され、自主的なごみ排出抑制が見込まれる。
また、漁業者が引き揚げたごみを再投棄する背景には、港でごみを下ろす際の料金徴収
が、回収意欲を削ぐことが考えられる。そのため、日本は自国漁船からのごみ買い取り制
度に加え、世界の海洋ごみ問題に貢献するためにも、他国漁船からのごみ回収費用を無償
化することが望ましい。しかし、全ての漁船からごみを回収した場合、処理費用が膨大に
なり、また、大西洋やインド洋など日本から離れた海域のごみも負担することになり、国
内の理解をえがたい。したがって、中国や韓国、インドネシア等の東アジア周辺諸国の漁
船が引き揚げたごみ回収を、相互に無償で行う協定を結ぶことを提案する。
海洋ごみの約半数は東アジア諸国が排出していると推察されるため、相応の責任を負う
必要があるが、日本のみが回収努力をしても効果は少ない。そのため、東アジア全体で削
減努力をする必要があり、東アジアの先進国として日本は率先して、多数国間協定を結ぶ
ことにより、世界の海洋ごみ削減に貢献できるだろう。

終章

おわりに

世界的に海洋ごみへの関心が高まる現況で、日本は海洋ごみ削減に向けた舵取りを行っ
ているが、その方針は陸上起因のごみが強調され、海上起因のごみ対策は不充分であるこ
とがわかった。とはいえ、海上起因ごみで特に問題視されるのは、いわゆる「ゴーストネ
ット」と呼称される漁業ごみであり、海洋生物に対する直接的な被害の報告も多々あり、
迅速な対応が必要であろう。
また、国際法の動向も公海における生物多様性保全に向けて新協定作成へ動き出してお
り、それに附随して、公海における生態系に影響を与えうる EEZ での行為に、一定の基準
が設けられる可能性がある。また、EEZ は陸土とは異なり、国家の強い支配力が及ぶ水域で
はなく、国際社会全体の利益促進の義務を諸国が負っている側面もあり、その観点からみ
れば、陸上起因ごみより一層厳しい基準が望まれよう。
以上より、早急な漁業ごみ規制が必要であることが判明した。しかし、漁網の生産量・
廃棄量は定かではなく、まして操業中に発生する偶発的なごみの量は不明であり、漁業ご
み削減目標量の決定は難しい。したがって、漁業ごみの正確な量の監視と同時に、できる
限りの漁業ごみ削減への努力が望まれよう。具体的には、官民一体となった政策が必要で
あり、生分解可能な漁網への補助金、漁業ごみ買い取り事業などがあげられる。また、漁
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業者をはじめとした個人の意識改革が重要であり、政府は漁業ごみへの理解を深めるため
の周知化を行い、マイクロプラスチックの人的影響も含め、海洋ごみの影響を可視化する
必要があろう。
しかし、日本のみ漁業ごみ規制の厳格化を行っても、東アジア諸国が規制をしなければ、
効果が期待できない。したがって、日本は東アジアの先進国として、多数国間協定を率先
して締結し、途上国には補助金等の支援を行い、地域全体として海洋ごみ問題に取り組む
気運を作り出す必要があろう。
（4953 文字：注除く）
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