
──マグロに関わり始めたのはい

つから？

謝 １９７２年から、家業の漁業会社

を手伝い始めました。すぐに経営に

携わり、以来約４０年マグロに関わっ

ています。１９７０年代は２隻のマグロ

船を所有し、１９８０年代には１０数隻ま

で増えました。１９８０年以降は刺身向

けの超低温船に転換し、台湾政府も

産業を奨励するようになりました。

元々は日本がマグロはえ縄漁業を

リードしていたのですが、台湾の人

件費や物価などが安いこともあって

か、日本を追い越すようになりまし

た。ただ、漁船が増えすぎたこともあ

り、大幅な減船なども経験しました。

──４０年の歴史のなかで、印象に

残っている出来事は？

謝 ２度の石油危機です。１度目の

石油危機は、２隻の新船を建造した

ばかりのときでした。１バレル２５ド

ルから１バレル５０ドルまで上昇し、

経済が低迷して、魚が全く売れませ

んでした。２度目の石油危機では１バ

レル１００ドルまで高騰しました。こ

の２度の石油危機によって、多くの

漁業会社が倒産しました。２度の石

油危機を経験して、気づいたことが

あります。豊富な資金がなければ、

会社を長く経営できないということ

です。

歩む道は、省エネ

──かつて繁栄した台湾のマグロ

はえ縄漁業は、日本と同じく厳しい

現状にあります。

謝 ２０１１年からは３度目の石油危

機に直面しています。最近ではそれ

に円安が加わり、利益が出にくい状

況です。２０１３年には、冷凍メバチ漁

船の半数近い１００隻以上が休漁しま

した。利益を得るチャンスがほとん

どないからです。資金のある船主は、

魚価が上がると操業を開始します。

台湾のマグロはえ縄漁業は今、従

来のやり方を転換しないと生き残れ

なくなっています。唯一の歩むべき

道は、省エネです。

──具体的には？

謝 まず重要なのは、省エネ船の

建造です。同業公会の登録船は代船

建造するときに、ＦＲＰ漁船を採用

してきました。１０隻の代船建造を終

えて、省エネ効果が非常に高いと実

感しています。燃油代は５０％も削減

できました。船頭の操船によっては、

省エネ効果はさらに高まるでしょ

う。

──ＦＲＰ漁船は増えますか？

謝 ＦＲＰ漁船に力を入れている

ことは事実です。ただ、ＦＲＰ漁船

には、メンテナンスがしづらく、火

に弱いという欠点もあります。漁業

者の中には、トン数の小さめの鋼製

の漁船に代船建造した方が良いと感

じている人もいます。

（２面につづく）

台湾といえば、日本と並ぶマグロ漁業大国。大型はえ縄船の隻数

は世界一で、日本に輸入される刺身マグロで最も多いのも台湾産だ。

しかし、日本の大型マグロはえ縄漁業と同様に台湾も、今は厳しい

現実に直面している。困難を乗り切る打開策はあるのか。台湾の大

型マグロはえ縄漁船の団体である台湾区遠洋鮪延縄釣漁船魚類輸出

業同業公会の謝文榮理事長に、台湾の今を聞いた。
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（１面からつづく）

省エネ効果がどれだけあるか分かり

ませんが、今は鋼製の省エネ船も計

画しています。

──ほかの省エネ策は？

謝 米国式のはえ縄システムを採

用した省エネ船が出始めています。

日本式で３０人の人員が必要とすれ

ば、米国式なら２４人で済みます。短

い枝縄を使用し、幹縄だけをローラ

ーで揚げるシステムです。日本式の

ようにたくさんの機器を搭載しない

ので、コストも安くなります。すべ

ての事例で成功しているわけではあ

りませんが、一部のマグロ魚種では

日本式と同じくらい漁獲できまし

た。

──台湾でも乗組員が不足してい

ますか？

謝 人材不足はとても深刻です。

若者はマグロ漁業に挑戦しません

し、若者の親も就職に賛成しません。

幹部船員は５５歳以上ばかりです。給

料を上げるなどしていますが、なか

なか新しい人材が入ってきません。

資源管理に自信

──資源についてはどう思います

か？

謝 台湾のマグロ漁業が厳しくな

った要因の一つに、資源の減少があ

ります。インド洋で操業しているま

き網船のＦＡＤｓ（人工浮き魚礁）

は、小さい魚も大きな魚もすべて集

めてしまうので、資源への影響が最

も大きいのではないかと感じていま

す。気候変動や海洋環境の変化も、

資源に影響を与えていると思いま

す。

燃油代が高いこともあって、昨年

からは休漁を勧めています。昨年は

１隻平均３か月間の休漁を実施し、資

源にもよかったと思います。インド

洋では海賊が発生して、はえ縄船も

まき網船も獲りに行けない状況が続

きましたが、海賊問題が解決したあ

との漁場では、資源がものすごく回

復していました。獲り過ぎなければ、

資源回復のスピードは非常に早いと

分かりました。

──ＲＦＭＯ（カツオマグロ類の

地域漁業管理機関）の管理措置につ

いてはどう思いますか？

謝 台湾は、政治的な地位の問題

でＲＦＭＯへの影響力も弱い。でき

ることはＲＦＭＯの管理措置をきち

んと守ることしかありません。しか

し、台湾はＲＦＭＯが採択した管理

措置に関しては、徹底的に実行して

います。これは自信をもって言えま

す。採択されなかったものの、ＲＦ

ＭＯが取り上げた管理措置の中に

は、台湾で既に実施している管理ル

ールもあるくらいです。

また、資源管理を適切に行ってい

るかどうかを監視するオブザーバー

の派遣システムは１００～２００人規模

で、世界一ではないかと思います。

ＶＭＳ（衛星船位測定送信機）も

１隻に少なくとも２セット設置する

ようにしていますし、入港してＶＭ

Ｓの電源を切るにも事前申請が必要

です。台湾は厳しい資源管理を進め

ているのです。特に大西洋で操業し

ているメバチ漁船は毎日、衛星通信

を通して、電子的に漁獲量を報告し

ています。

──ＲＦＭＯに課題はあります

か？

謝 私はすべてのＲＦＭＯの会合

に出席しており、ＲＦＭＯの資源管

理機能を評価しています。しかし、

最近のＲＦＭＯは、各国の利益に基

づいた言動が増えていると感じま

す。一定の決議を通すこと自体が目

的化している面もあり、漁業者が実

行できるかどうかを考えずに決議さ

れています。決議が多すぎて、漁船

側のコストがどんどん増えてきて、

漁業者にとっては大変な負担です。

また、環境保護団体の力が強くなっ

ており、ＲＦＭＯの仕事に干渉して

いることも問題です。

──同業公会に所属していない小

型の冷凍船が増えていると聞いてい

ます。

謝 生鮮マグロの小型船を、冷凍

船に改造しているケースが発生して

います。規制する法律がまだないの

で、難しい問題です。冷凍能力をも

った小型船を同業公会に入れるた

め、同業公会、台湾小型船協会、台

湾政府の３者の間で合意に達しまし

た。追ってＯＰＲＴへの登録の段階

へ進むものと見込んでいます。

日本のマグロと変わらない品質

──世界最大の刺身マグロ消費国

である日本の市場は、縮小していま

す。

謝 日本の若者は以前より、刺身

を食べなくなっています。一方、台

湾と中国では刺身マグロの消費が伸

びています。今は中国市場の開拓を

積極的に進めています。台湾国内で

も、同業公会が超低温冷凍庫を建設

するなどして、刺身マグロの普及を

図っています。

課題は、刺身マグロの流通に必要

な優れた冷凍設備です。どこに行っ

ても冷凍設備があるわけではありま

せん。食文化を変えるにもかなりの

時間が必要ですし、市場拡大がなか

なか進んでいないのが現実です。

私は十数年にわたって日本と台湾

を行き来していますが、どちらの国

も明らかに購買力が落ちています。

グローバルな不景気が回復しない限

り、単価が高いマグロの消費は伸び

ないと思います。

──最後に日本の消費者にメッセ

ージをお願いします。

謝 当初、台湾のマグロ漁業は日

本商社に支えられていました。台湾

の刺身マグロ技術は、すべて日本人

に教えてもらったものです。機械の

大半も日本のノウハウによって日本

製の先進の機器を購入しました。台

湾船のマグロは日本船のマグロと全

く変わらない品質です。最大のマグ

ロ消費国である日本のみなさんに、

もっと台湾のマグロを味わっていた

だきたいと思います。
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６月１日から５日まで、スリランカ
の首都コロンボにて、２５のメンバー
国等から１７２名の参加を得て、第１８
回ＩＯＴＣ年次会合が開催された。
科学委員会によるカツオ・マグロ
資源の評価は、ビンナガのみ過剰漁
獲の状態が懸念されるが、熱帯性の
メバチ、キハダ及びカツオの資源は、
特に懸念なし、２０１４年のビンナガを
皮切りに以降１年に１魚種ずつ資源評
価を行う予定と報告された。
メバチ及びキハダの保護の目的で

設定されていた禁漁区（インド洋北
西海区＝ソマリア沖）は、その時期
にインド洋の他の海域に努力量が振
り向けられ、禁漁区設定の効果が疑
わしいとの科学委の評価に留意し
て、解除することとされた。
科学的根拠に基づく資源の保存管
理措置の議論促進を図るための行政
官と科学者との対話を促進するワー
クショップの開催。公海で操業する

漁船に対する乗船検査の枠組みにつ
いて作業部会を設置して検討するこ
ととされた。
ＥＵ等から提出されていた、捕獲
され船上に保持されるサメ類のヒレ
切り禁止等の提案は来年に継続審議
となった。
次回の年次会合は、韓国からの申
出により、来年４月後半に韓国で開
催予定。

６月９日から１３日まで、ローマの国
連食糧農業機関（ＦＡＯ）本部にて、
第３１回水産委員会会合が開催され
た。
違法・無報告・無規制（illegal,
unreported and unregulated : IUU）操業
対策では、旗国責任履行に関する自
主的指針（The Voluntary Guidelineson
Flag State Performance）を議論し、
承認した。

また、２００９年の寄港国措置に関する
ＦＡＯ協定の批准状況（３月２６日時
点で１０ヶ国）が報告されたほか、Ｉ
ＵＵ操業撲滅に向けて取組みを続け
ることが確認された。
次回は、２年後ローマで開催予定。

カツオは、江戸時代には縁起の良
い祝いもの、特に、初鰹は食生活の
華として人々の生活に馴染み深かっ
たと言われています。現在でも、刺
し身、タタキ、かつお節など日本人
の食卓には欠かせない魚です。この
日本人に馴染みの深いカツオは、「黒
潮に乗ってやってくる」と言われよ
うに、南から日本近海へ来遊してく
ると考えられていますが、実は科学
的にはよく分かっていません。
そこで、国際水産資源研究所では、
南から日本近海へ来遊してくるカツ
オの経路を具体的に明らかにするた
めに、カツオに電子標識を取り付け
た大規模な放流調査を２０１１年から本
格的に実施してきました。今回は、
カツオに取り付けた電子標識データ
から得られた、南から日本近海への
水平的な移動の特徴について紹介し
ます。放流の対象としたカツオは、
春先に日本近海で漁獲対象となるサ
イズを考慮し、尾叉長４０㎝前後です。
２０１１年～２０１３年に放流した電子標
識を取り付けたカツオは合計７６０尾、

そのうち４１尾が再捕されました（再
捕率５．４％）。再捕された位置の結果
から、南から日本近海へのカツオの
来遊経路は大まかに、 東シナ海黒
潮沿い経路、 九州・パラオ海嶺経
路、 伊豆・小笠原列島沿い経路の、
３経路があるとの結論に達しまし
た。与那国で放流されたカツオはト
カラ列島周辺海域で滞留する傾向を
示し、トカラ列島周辺海域から高知
沖へ移動する
個体数は少な
いことも分か
ってきまし
た。また、日
本の南側に冬
季から春季に
かけて形成さ
れる表面水温
２０度以下の水
温分布が日本
近海に北上す
るカツオを迂
回させる要因
であることも

分かってきました。
これまでに科学的に明らかにはな
っていなかったカツオの回遊経路
が、大規模な電子標識放流調査を実
施することによって解明されてきま
した。これまで言われてきたように、
カツオは必ずしも黒潮に乗ってやっ
てくるわけではなく、南から来遊し
てきたカツオが黒潮付近で漁獲され
ることで黒潮に乗ってくるイメージ
として定着してきたのだろうと想像
できます。また、移動に関連する要
因が明らかになることで、日本近海
への来遊過程の把握へとつながり、
近い将来には日本近海におけるカツ
オ漁場形成等を高い精度で予測でき
るようになると期待されます。
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カツオ電子標識放流調査から明らかになった３つの回遊経路
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ＯＰＲＴは平成２６年度通常総会を
６月１３日、東京で開催した。
任期満了に伴う役員改選では、堤
芳夫会長、長畠大四郎専務が再選さ
れた。モルディブにおいて団体を設
立し、ＯＰＲＴへの正式加盟の途上
にある同国籍の８隻が賛助会員とし
て加わった（全て他会員からの移
籍）。本年３月末時点でのＯＰＲＴ登
録漁船は９８９隻となった。正会員は２
５団体。
冒頭、堤会長は「昨年は過剰漁獲
が続いている最大のマグロ類の漁場

・中西部太平洋でメバチを中心とす
る資源管理措置が採択された。今年
はこの措置を実効あるものにするた
めの具体的な議論を行うこととされ
ており、まさに正念場の年を迎えて
いる。ＯＰＲＴでは会員の意見を反
映し、公平で実効性ある措置が確実
に実行されるよう諸活動を展開す
る」とあいさつ。
来賓を代表して水産庁の加藤久雄
漁業調整課長は「マグロの資源管理
に努めるＯＰＲＴの活動を高く評価
している。マグロの消費拡大策も、
最大の消費国として引き続き進めて
いただきたい。ＯＰＲＴの会員の大
半は大型はえ縄船だが、最近は小型
はえ縄船が増加していると聞いてい
る。漁業者が一致団結して資源管理
に取り組むため、水産庁も会員の皆
さんと協力していく」と述べた。
平成２６年度は、ＲＦＭＯ（各地域
マグロ類漁業管理機関）の資源管理
動向の把握や、ＩＵＵ（違法、無報
告、無規制）漁船の廃絶・防止の取
り組み、輸入マグロ類の流通状況調
査などの事業を実施する。

ＯＰＲＴは１２日、都内で会員対象
セミナーを開催し、婁小波東京海洋
大学教授が「日本刺身マグロ市場を
めぐる競合」と題し講演した。
婁教授は「マグロの価格低下は底
をついたと見ている。チリ産のサー
モン価格が上昇していることが国内
のマグロ市場にとって追い風になる
のではないか」と述べた。
一方で「最近行った好きな魚のア
ンケートにおいて、トップはサーモ
ンであり、家庭の消費量も伸びてい
る。同じ脂身商材として、マグロの開
拓した市場にサーモンが徐々に浸透
した結果」と見る。価格面が、サーモ
ンの浸透を許した１つの理由とした。
サーモンに負けないマグロ市場の

構築については、「価格競争ではサ
ーモンには勝てない。ブランド化す
るなど品質競争を図るべき」と提言。
品質の差別化を進めたブランド戦略
が刺身マグロ市場の拡大に重要にな
ると指摘した。

６月１３日、今年度第１回ＯＰＲＴセ
ミナーで、台湾区遠洋鮪延縄釣漁船
魚類輸出業同業公会の謝文榮理事長
が「台湾のマグロ延縄漁業の現状と
展望」について講演。
燃油価格の高騰問題や省エネ船の
開発、米国式延縄システムの導入、
オブザーバー派遣による資源管理へ
の努力などについて語った。
謝理事長は、「燃油高騰に、最近
は魚価安に円安も加わって経営が非
常に厳しい」と述べた。

燃油対策として中型ＦＲＰ省エネ
船の建造を、人員削減策として米国
式はえ縄システムを紹介。「省エネ
船は燃油代を半分に削減出来、日本
式では船員３０人必要だが、米国式な
ら２４人で済む。」と述べた（冒頭イン
タビュー参照）。

編 集 後 記
中西部太平洋のメバチ資源の過剰漁獲の是正に向けての複数年（２０１４～１７年）管理プログ
ラムが昨年のＷＣＰＦＣ年次会合で採択された。ただし、当該プログラムでは、まき網漁業

のＦＡＤ操業回数の実質的な削減（２０１５年に開始）を柱とする実効的措置を実施するには、本年、種々の取決
めを成功裡に達成することが必須の条件とされている。その意味で、本年がＷＣＰＦＣの正念場の年と言え、
全体として前に進むことを切に願うものである。

（長畠）

ＯＰＲＴも会員である「海の幸
に感謝する会」が主催する「第
７回子供たちによる豊かな海づ
くり教室」が、５月１７，１８日に
大房岬（南房総市）で開催され
た。
参加者（子供２５名保護者１４名）
は、１泊２日の日程で、生物採集
・観察、漁業の講義、地引き網
による漁業体験、魚さばきなど
多彩な体験学習を行った。
ＯＰＲＴから人見部長が参加
し、マグロ漁業の講義を行い、
刺身マグロが食卓に運ばれてく
るまでに多くの人々が関わり、
苦労されているので、大事に食
べよう、と説明した。
また、ＯＰＲＴが提供したマ
グロを、ウエカツ水産の上田氏
が調理した塩マグロの試食（写
真）は大人気で、あっという間
になくなった。

No.６６OPRTニュースレター４

ＯＰＲＴ通常総会開催 海を学ぼう・味わおう！
海づくり教室開催

会員対象セミナー

刺身マグロ価格底打つ
東京海洋大学婁教授

台湾マグロ漁業、省エネ加速
台湾同業公会 謝理事長講演


