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──超低温冷蔵庫の建設にかける
思いは。
王理事長 台湾国内での大型超低
温冷蔵庫を建設し経営することは、
私が理事長に就任してからの最大の
目標でした。台湾のマグロ漁業界の
力を結集することで政府からの補助
金も得ることができ、ここまできま
した。
──建設にかかるまでに２年、完
成には３年を必要としたようだが。
王理事長 残念ながら、漁業の景
気の悪い時に台湾国内で大型超低温
冷蔵庫の建設と経営の意欲を持つ漁
業者はなかなかいませんでした。し
かも市場開拓という未知の取り組み
に「必ず赤字になる」と言う関係者
は多く、台湾同業公会が超低温冷蔵
庫の建設について民間投資者を公募
しても投資者が現れない状況が続き
ました。それがようやく建設までこ
ぎつけることができたことに心から
ホッとしていますし、ようやく日本
との約束が果たせるとの思いが強く
あります。
──超低温冷蔵庫の見通しは。
王理事長 短期間で台湾国内に超
低温冷凍刺身マグロの市場を開拓す
るのはけっして容易なことではあり
ません。短期的には損がでることを
覚悟しながらも、長い目で見て努力
し成功させたいと思っています。実

際、最近の台湾国内のマグロの消費
の状況を見ると、マグロの消費量は
増えています。いま、燃油価格の高
騰などにより、遠洋マグロはえ縄漁
業の経営コストが大きく上昇してい
ますが、このような状況の中では、わ
れわれ台湾の漁業者も「市場分散」と
「資源安定」と「魚価安定」を求めなけ
ればなりません。すでにコストの削
減には大きな努力を払っており、ま
た持続的な経営のために合理的な魚
価が欠かせなくなっているのです。
台湾国内での大型超低温冷蔵庫の建
設と経営は遠洋マグロはえ縄漁業の
業界にとってはきっとプラスになる
と思いますし、ぜひ側面から日本の
支援をお願いしたいと思います。
──台湾国内のまぐろ消費が増え
ているとのことですが、日本と同じ
ように刺身、寿司で食べる消費が増
えているのですか？
王理事長 台湾国内のマグロ消費
増加は様々な可能性があります。し
かし、いまは主として回転寿司店で
のマグロの消費が増えていると思い
ます。それは、台湾の消費者が刺身
で食べることに馴染んできたとい
う、消費スタイルの変化もその原因
の一つだろうと思います。近年、国
際資源管理機関における台湾漁船問
題に関するマスコミ報道により、遠
洋マグロの知名度も高くなりまし

た。このため、消費者も遠洋漁船の
供給する冷凍マグロを以前よりもっ
と知ることとなりました。
──米国市場の開拓も視野に入れ
ていると聞きますが、米国刺身マグ
ロ市場の拡大の可能性は？
王理事長 米国のマグロ消費量は
拡大していると思います。天然と蓄
養のマグロを合計すれば、既に年間
およそ６万#から１０万#程度、米国
内に需要があると聞いています。米
国の生活水準は高く、健康志向が高
まっています。今後はマグロに対す
る需要が更に増えると思います。食
品に対する衛生面や安全面への意
識、要求も高まっている状況の中で、
今後、遠洋の超低温マグロはえ縄漁
船が供給する冷凍マグロへのニーズ
も徐々に増えると思います。より一
層米国の需要を高めるためには、消
費者に超低温冷凍マグロの良さを知
ってもらうことが重要な課題だと思
っています。 （２面につづく）

台湾・高雄市で来春、大型の超低温マグロ冷蔵庫が建設されること
になりました。日本と台湾のマグロ業界が台湾マグロ消費市場の拡大
で合意したのが２年前の２００４年。来年、超低温冷蔵庫が完成すれば日
本と台湾の約束が３年越しでようやく実ることになります。台湾の超
低温マグロ冷蔵庫建設にかける思い、台湾刺身マグロ市場の可能性、
今後の台湾マグロ業界の取り組みなどについて、台湾区遠洋鮪漁船魚
類輸出業同業公会（台湾同業公会）の王順隆理事長に聞いてみまし
た。 （インタビュー・浮須雅樹）
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─ みんなの力で おいしいマグロを いつまでも ─
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超低温冷蔵庫建設－新たな市場開拓へ
台台湾湾鮪鮪同同業業公公会会 王王理理事事長長にに聞聞くく 日本との約束を果たすために



（１面からつづく）
──台湾から日本市場への供給
（この数年、毎年１２万!を超えてい
ます）は減ることになるのでしょう
か？
王理事長 今後、日本への輸出は
減ると思います。台湾から日本への
供給量の増減は資源問題と漁場での
漁獲状況などにより影響されます

が、これまで減船と便宜置籍漁船の
正常化などの問題でなかなか供給量
の調整は難しかったのです。しかし、
業界と政府の努力によって、合計で
１６０隻の減船が決まりましたし、今
年から業界でルールを作り、年間９
万９０００!の対日輸出量制限を守ろう
と決めました。各会員船に対して対
日輸出枠を配分しまして、対日輸出

総数量をコン
トロールする
ことにしまし
た。台湾同業
公会は総枠を
管理して、年
間９万９０００!
の対日輸出上
限をぜひ守ろ
うと努めてい
ま す。１６０隻
の減船によ
り、年間の対
日輸出量は少

なくとも３万!は減少すると計算し
ています。一方、台湾国内消費の拡
大にも努力していますので、対日輸
出量は確実に減ると思います。
──王理事長はマグロ資源の安定
を目標の一つにあげていますが、世
界的に巻網漁船が増えていることに
ついて心配している人が多い。この
ことについてどのように思います
か？
王理事長 私は台湾同業公会の理
事長ですので、立場上、台湾籍船の
みについてご説明いたします。台湾
政府が許可している台湾籍の大型巻
網船は４２隻ありますが、現在操業し
ているのは３４隻です。台湾政府と業
界は外国籍の巻網漁船の建造輸出の
禁止にも努力しています。また、マ
グロ資源の保存と持続利用のため
に、台湾のマグロはえ縄漁船業界も
巻網漁船の増加を反対しています。
さらに、魚種別に確実にマグロ資源
管理を行うために、今まで台湾同業
公会に所属している巻網漁船は台湾
同業公会から分離、独立することも
決まっています。

ＯＰＲＴは日本以外でも積極活動を
──台湾はＯＰＲＴの重要メンバ
ーですが、ＯＰＲＴの活動について
一言お願いします。
王理事長 いままでのＯＰＲＴの
活動に対して高く評価しますが、今
後のＯＰＲＴの活動には日本以外で
の活動も期待しています。具体的に
言うと、日本国内の活動だけではな
くて、ＯＰＲＴの会員国での活動、
また会員国に対する支援を側面から
推進していただきたいです。例えば
会員国の国内マグロ消費拡大の支援
活動を具体的に進めてほしいです。
技術面と資金面の支援をぜひお願い
したいです。台湾の業界関係者は政
府の一部支援のもとで、台湾国内の
超低温冷蔵庫の建設と経営に踏み切
りました。マグロの加工技術や流通
技術や広告宣伝やイベントなどの支
援も必要ですし、重要な課題です。
もし、台湾国内の市場が拡大すれば
自然に対日輸出量も減っていくと思
います。そして、台湾以外の市場形
成にも役に立てるし、加速になると
考えています。一石二鳥ではないで
しょうか。台湾はＯＰＲＴ創始会員
で、長年にわたってＯＰＲＴの活動
と存在を支持してきました。ぜひ、
台湾国内でのマグロ消費の拡大に全
力を挙げて、各方面からの協力をお
願いしたいと思います。
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来春完成が予定されている台湾の超低温冷蔵庫

減船のために高雄港に帰港した台湾マグロはえ縄漁船
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対日輸出
９９０００! 遵守を業界で決議
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マグロの産地価格が上昇していま
す。まだ、消費者の方がスーパーな
どでマグロの刺身を購入する際に実
感することはないかもしれません
が、じわじわと上がってきているの
は事実です。
なぜ、いまマグロの価格が上がっ
ているのでしょうか。それは、日本
の漁船だけでなく、マグロを漁獲し
ている外国のはえ縄漁船が燃油の高
騰で廃業・倒産しているほか、台湾
も国際資源管理機関の指示に従い資
源状態に合せた隻数への大幅削減を
実施することで、マグロの供給量が
大きく減る見通しになっているため
です。
産地市場の動きでみると、通常、
４月から６月は生マグロやカツオが
シーズンを迎えることで冷凍マグロ
の相場は下がる時期と言えます。し
かし今年はカツオが高値で生マグロ
もあまり漁がありません。そのため、
いつもはやや下げるマグロ価格は上
昇の動きを変えていないのです。
マグロの価格が上昇しはじめたの
は３月からです。台湾船がインド洋
で漁獲する大型のメバチマグロの産

地水揚価格は、１か月間で３割以上
上昇しました。その勢いはいまもま
だ続いています。
世界のマグロが集まると言われて
いる築地でも、安いキハダマグロや
中小のメバチマグロなどから値段が
上がってきています。
スーパーでも産地価格の上昇に合
わせ、少しずつですが価格を上げて
きています。現在は１割程度上げた
ところが多いですが、中には産地価
格を反映し３割上げたスーパーもあ
るようです。
しかし、マグロ価格が上がったと
言っても、実は今までが安すぎたと
言われています。いまマグロ漁船は
燃油の高騰で経営が困難な状況にあ
りますが、実はその前からスーパー
などの激安商品の対象となり、マグ
ロの価格は下がる一方でここまでき
ました。ここ数年はマグロを水揚げ
すればするほど赤字になる状況だっ
たのです。これまでなんとか経営を
続けていたマグロ漁船も船を走らせ
るために欠かせない燃油の高騰で、
漁業をやめてしまっている船も増え
ているのです。

消費者の立場からはマグロが安い
方がいいに決まっています。しかし、
このままではマグロを獲る船がなく
なってしまうかもしれません。そう
なるといつでも食べられたマグロが
滅多に食べられないものになってし
まうかもしれないのです。漁業者も
できるだけ消費者に安くマグロを届
けようと必死に努力しています。日
本人の大好きなマグロがこれからも
ずっと食べられるようにしていくた
めにも、資源問題など今後の行方を
見守っていく必要があります。

漁業により混獲される生物の保護が叫ばれる昨今
であるが、一部環境保護団体のキャンペーンを聞い
ていると違うぞと思うことがある。それは特に漁業
の実態に関するようなことである。例えば反流し網
キャンペーンの時の「死の壁」といった表現や、は
え縄漁業でいえば「パンくい競争のように餌のつい
た針が並んでいる」といった表現である。あたかも
水中が漁具で埋め
尽くされているか
のようなイメージ
であるが、これは
適切な表現ではな
い。
はえ縄の針は幹
縄といわれる１本
のロープに枝縄という餌のついた針につながるロー
プが何本もぶら下がっているのであるが、その間隔
はおよそ５０ｍ。１００ｍ行って餌が２つしかないよう
な密度である。しかも餌の深度にも広がりがあり１０
０ｍから３５０ｍくらいの間に設置される。つまり実際
に水中をいけば、なかなか餌を見つけられないくら
いぱらぱらっとした分布なのである。
はえ縄を使った調査に従事すると非常に退屈であ

る。縄全体をあげるのに１２時間もかかるわりには、
漁獲はぱらぱらとしかない。しかも１時間も２時間
も漁獲がない状態がつづき突然、マグロ、カジキ類、
サメ、アカマンボウなどがぱらぱらと漁獲される。
その後、またしばらく漁獲がない状態が続き、また
ぱらぱらとくる。これの繰り返しである。これはお
そらく、マグロ、カジキなどが水中で寄せ集まった

ような分布をして
おり、一時に漁具
に遭遇するためで
あると思う。つま
り広い海のなかに
マグロ、カジキ、
サメなどが餌の分
布に関係して集ま

っている島宇宙のような場所がいくつもあるのだろ
う。海洋生態系は島宇宙のような生態系がぽつりぽ
つりと存在することで成り立っているのではないだ
ろうか。はえ縄の調査をおこないながら、そんなこ
とを考えるのである。
しかし、熟練した船頭といえどもこの島宇宙に出
会えないときもある。そんな時は残念ながら坊主で
ある。

市場に並ぶ超低温冷凍マグロ。市
場での価格も徐々に上昇してきた
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マグロの値段が高くなる!ト
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崩れた食料生産の現状
「食」がこんなにも大切にされな
い時代はありませんでした。日本が
豊かになり、飢えが遠ざかったいま、
作物をつくる人、魚を獲る人が日本
からいなくなってしまいました。食
料自給率は、わずか４０％です。
日本の国土は森と水に恵まれ、気
候に恵まれ、海に恵まれているのに、
世界１８０ヵ国の中でも奇跡のような
国なのに、日本は「食」を大切にす
る心も技術も忘れてしまいました。
「安全で安心なものを食べたい」と
いいながら、外国の生産者に私たち
の生命の根幹を預けているのです。
こうした事態に対し、政府も手を
こまねいているだけではないことは
わかります。１９９９年に「食料・農業
・農村基本法」ができ、２００１年には
戦後初めて漁業を食料として位置づ
けた「水産基本法」ができました。
また２００５年には「食育基本法」が成
立し、子供から大人までが食につい
てもっと考えるべきという方針がよ
うやく政府レベルで打ち出されたの
です。
けれども、ここまで崩れてしまっ
た食料生産の現状は、国会で法案が
つくられたところで変わるものでは
有りません。行動計画をみても、残
念ながら目に見えて改善されていく
ような施策がみあたらず、「食料自
給率を現状の４割から５割にする」な
ど、ことば遊びとしか思えません。
国民を巻き込んで、一大意識改革を

起こすほどの意欲と具体策がなけれ
ば「食料自給率５０％」など達成でき
ようはずもないのに、行動計画には
これまでやってきたことをことばを
変えて書いているだけです。
いまや国民の大半は都市生活者で
す。国民の大半が農業・漁業生産者
であったり、都会に暮らしていても
ふるさとが農漁村であった戦前と
は、「国民と食料との距離感」がま
ったく違うのです。このことを、も
っと真剣に受け止めなければなにも
進みません。あらゆる場面で、国民
と食料との距離は遠くなっているの
です。

食料生産を誰が担うか
また、生産から消費にいたる流通
形態が、１９６０年代からの冷凍技術の
進歩やコールドチェーンの確立、ス
ーパーマーケットの出現により劇的
に変わったことは、国民のだれもが
実感していることでしょう。日本の
経済力アップと並行して、「日本は
外国製品や食料を購入せよ」という
プレッシャーが高まったことは、日
本の農山漁村の生産者を直撃しまし
た。国をあげて輸入することに力を
注ぎ、「国内での人件費より途上国
のほうが安くすむ」、「自動車を買っ
てもらって日本は成り立っているの
だから、ひきかえに食料を買わなけ
れば国際的バランスがとれない」と
いうような声ばかりが幅をきかせ、
国民の生きる糧をいかに維持する
か、将来にわたって日本人の命をつ

なぐ食料生産はだれが担うべきか、
いまの時代にふさわしい食料生産、
流通、消費はどのようなものか、それ
をどう実現すべきか、ということは、
だれも考えないまま今日まで来てし
まっているのです。諸外国において
は、先進国ほど食料自給率が高いこ
とと引き比べ、日本の首脳部の戦略
のなさには目を覆うばかりです。

漁業の問題も深刻
漁業についても、問題は深刻です。
四方を海にめぐまれた日本列島なの
に、世界第６位の経済水域を持って
いるのに、魚の自給率はいまや５割
となり果てています。昭和３０年代に
は１００％以上あったものが、わずか４０
年の間に５０％となりました。漁業者
たちに目を転ずれば、農業以上に厳
しく輸入攻勢に見舞われ、各地の沿
岸漁民は魚価安に泣くばかりです。
７０万人いた漁民はいまや２０万人、そ
の半数が６０代以上となり、浜には若
者の姿はありません。また遠洋漁業
においても２００海里への対応が不十
分だったことから大企業、中小企業
ともに漁業から撤退、廃業。輸入商
社に転身して生き残っているところ
が数社、という現状です。
しかし、このことを国民は知って
いるでしょうか。否です。世界有数
の魚食国・日本をめがけて世界中か
らマグロやエビなど高級な魚介類が
大量にもたらされているため、国民
の大半は漁業の現状など知らずに、
外国の漁師さんが獲ってくれた魚を
おいしく食べているのです。食卓に
おいても、出刃包丁もない家庭が大
半となり、子どもたちは魚の姿もみ
ないで育っています。
こうした食をめぐる現状を、どう
とらえたらよいか。私たちはどうし
たらよいか。気づいた者が、自ら学
び、考え、動くことしか解決の方向
はない。政府だけに頼らず、できる
ことから実行し、声を出して広く伝
えなくてはなりません。

責任あるマグロ漁業を実現しよう─。共通の思いを持って参加して
いただけるＯＰＲＴ賛助会員の輪が確実に広まってきています。賛助
会員の中には、いろんな考えを持ち活動に参加していただいている方
もいます。今回はそんな賛助会員の中からウーマンズフォーラム魚（＝
ＷＦＦ、白石ユリ子代表）にいただいた「意見」を掲載します。白石
さんはＷＦＦの代表として、全国各地の都市と漁村をサカナを通して
結ぶ「浜のかあさんと語ろう会」など積極的な活動を展開され、その
活動ぶりは１７年度水産白書にも紹介されました。白石さんの食、水産、
漁業に対する熱い思いを共有したいと思います。

編 集 後 記 日本の刺身マグロ市場への世界最大の供給者、台湾の遠洋マグロはえ縄業界のリーダー、王順隆理
事長のインタビューは、これまで日本市場への輸出を基本としていた台湾の経営戦略が大きく変わ

りつつあることを示している。これからは、「市場分散」「資源安定」「魚価安定」を求めてゆくとする王理事長の方針は、
日本にとっては、刺身マグロの供給量減少が確実となることを意味する。これまで、日本人は、過剰とも言える豊富な
食料供給を享受してきた。マグロについては、台湾がそれを支えてきた。欧米の健康食品ブームで需要が増加している
中で、刺身マグロも日本市場への一極集中から分散する流れとなりつつある。台湾がこの流れを加速することになるだ
ろう。このような状況の中で、ウーマンズフォーラム魚の白石代表の声は、迫力。賛助会員の声第一号として掲載しま
したが、ＯＰＲＴは皆様とともに活動を進めるために、皆様の積極的なご意見をお待ちしています。 （原田）
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日本の食料生産の心と技術を大切に
－現状をもっと知って、できることから実行を－
会員番号（法人）００７ウーマンズフォーラム魚代表 白石ユリ子!


