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──マグロの供給は大きく減って
います。しかし、マグロ価格は上が
るどころか下がっています。
婁教授 そうですね。世界的な制
約（規制）が強まり、日本以外の国
の需要も増える一方、マグロを獲る
船は減っているという実態を普通に
考えると、マグロの値段は上がるこ
とはあっても下がることはないはず
です。生産者や流通業者の人も「マ
グロ七不思議の１つだ」と言ってい
ます。
──婁先生はこの事態をどう分析
されていますか？
婁教授 脂身、いわゆるトロの部
分の値段は上がっています。しかし
赤身は上がらない。七不思議と言わ
れているのはこの赤身についてだと
思います。では赤身が実際に供給過
剰になっているかというと、統計で
見る限りそうとは言えない。だぶつ
いているとすれば最近風評被害で売
りづらくなっている中国漁船が漁獲

した「中国産マグロ」の在庫だと思
います。あえてもうひとつ要因を上
げれば、スーパーがマグロの価格を
上げることに慎重になっているので
はないでしょうか。昨年マグロは一
気に価格を上げたことで一時消費者
離れが起きました。スーパーがその
再現を心配して、上げようとしてい
ないことも考えられます。しかし、
いずれもの要因も「七不思議」を説
明するのに決定的な要因にはなって
いないように思われます。
──その先をお聞きする前に、い
まのマグロの値段を上げることに躊
躇しているスーパーの対応をどうお
考えですか？
婁教授 最近、いくつかのスーパ
ーや小売チェーンが価格凍結宣言を
しました。これはある意味では需給
バランスを無視した宣言であるとも
捉えられ、マグロは水産物の中でそ
の代表になっていると言えます。し
かし、価格凍結宣言をするスーパー

を非難するつもりはありません。ス
ーパーが消費者利益を考えた対応を
とるのはある意味当然です。それよ
り、価格凍結宣言ができるというこ
とは、スーパーなどの小売が流通に
おいて完全にチャネル・リーダーと
なっている証拠です。
──スーパーの対応は仕方ないと
いうことですか？
婁教授 一義的に捉えるべきもの
ではありませんが、良いか悪いかで
言えば、生産者にとってはけっして
望ましいとは言えません。また、ス
ーパーが強調する消費者利益も、本
当に消費者の利益につながっている
かと言えば、疑問があります。

（２面につづく）

国際規制の強まりでマグロが食べられなくなる？と話題になった
のは昨年のこと。しかし、ちまたにマグロは溢れ、「マグロが食べ
られなくなる」と感じている消費者はまず、いないと思います。そ
れどころか、食べられなくなるという噂をよそに、マグロの価格が
安くなる場面さえ見られます。国際規制は強まり大型マグロ延縄漁
船の数もこの１年で２００隻近く減り、マグロの供給量は大きく減っ
ているにもかかわらずです。価格が下がることを消費者は歓迎する
かもしれません。しかし、マグロは減ったのに価格が下がるという
需給バランスではありえない事態に、マグロの生産者や流通業者は、
首を傾げています。いまマグロ流通に何が起きているのでしょうか。
東京海洋大学で教鞭をとり、水産庁が主宰するマグロ需給協議会の
座長も務める婁小波教授に聞いてみました。

（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 ─
発行・社団法人 責任あるまぐろ漁業推進機構

マグロ業界はサーモンに学べ
東東京京海海洋洋大大学学教教授授・・水水産産庁庁ママググロロ需需給給協協議議会会予予測測部部会会座座長長 婁婁小小波波先先生生にに聞聞くく

供給減っているのになぜ？マグロ七不思議の理由は？



（１面からつづく）
スーパーは顧客の８割が満足する
方向を目指すことで価格を安くしま
すが、その分、生産者は利益を得に
くくなります。その結果どうなるか
と言えば、マグロでも見られるよう
に生産者など供給サイドが追いつめ
られ、倒産や廃業の事態も起きてい
ます。長い目でみると結果的に消費
者の不利益につながる可能性がある
のです。一時的に安くて喜んでも、
生産者がいなくなったら最終的に物
の価格は高くなり、食べられなくな
ることもあり得るのです。それを消
費者が望んでいるとは思えません。
ただ、だからスーパーに長い目で見
た取り組みを今すぐ望むというのも
現実問題として難しいと思います。

足りなかった伝える努力
──マグロの生産者をはじめとす
るマグロ業界は何をすればいいので
しょうか？
婁教授 生産者が非常に努力して
いるのは知っています。そこには頭
が下がる思いです。しかし、さらに
努力する点があると私は考えます。
それは、消費者への情報の発信があ
まりに少ないことです。マグロの表
示問題１つをとっても、たしかに行
政が決めたルールを守った表示が行
われ、生産者も流通業者も何の落ち
度もありませんが、果たしてそれで
消費者がマグロ商品を正確に理解
し、満足しているかというとそうで
はないように見受けられます。たと
えば、「メバチマグロ太平洋産」と
書いてあるものにマグロ業界の人は
何の疑問も抱かないでしょうが、あ
まりにも漠然とした表記に消費者の
なかでははなんだかごまかされてい
るような気になる方もいるのだと思
います。それが消費者全体の不信感
につながります。結局、いままで正
しい情報を消費者にきちんと伝える
努力をしてこなかったのではないで
しょうか。行政のルールだけに従い、
個別の努力をしてこなかったマグロ
業界もその点、現状にあぐらをかい
ていた部分があると思います。それ
は生産者にも言えることだと思いま
す。先にも話しましたが、いま中国
産マグロが風評被害で売れなくなっ
ています。日本や台湾と同じような
海域でほぼおなじマグロを獲ってい
るのに中国産（中国の漁船がとった）
というだけで売れないという現実が
あります。実は消費者も、マグロの
表示にある日本産、台湾産、韓国産
の表記が何を意味しているのかわか

っていません。日本の生産者にとっ
ては、日本の漁船が漁獲したマグロ
を差別化するという意味で大いにメ
リットがあると思います。実際に漁
獲後の処理などでは日本の船の方が
優れているとすれば、日本産を表示
する意味はあります。しかし、中国
産のマグロが売れなくだぶついたこ
とで、結果的にマグロ全体の価格が
下がる事態が起きています。そのこ
とを考えると、日本産を差別化する
メリットを追求すると同時に、マグ
ロ商品全体のイメージが悪化するデ
メリットを回避する努力も業界全体
で行う必要があるように思います。
──表示の問題点などの先に見え
るものとは？
婁教授 まず、消費者が抱くマグ
ロ商品のイメージというものを徹底
的に調査することが必要だと思って
います。調査をすることで生産者や
マグロ業界が何をしなくてはいけな
いか見えてくると思います。
──どんなものが見えてくる可能
性がありますか？
婁教授 冷凍マグロは、漁獲した
直後にマイナス６０度で即座に凍結す
るという、ほかにはないほど高鮮度
の商材です。同じ冷凍といっても、
ほかの冷凍の魚とは本来一線を画す
べきものです。しかし消費者のイメ
ージはどうでしょうか？冷凍マグロ
に高鮮度をイメージする人はそう多
くないと思います。このイメージを
徹底して定着させるだけで、マグロ
の消費は変わると思います。そして
表示などもどの消費者がみても納得
できるものを工夫すれば、消費者が
抱いている漠然とした不信感・不安
感みたいなものは払拭され、冷凍マ
グロのイメージも変わるはずです。
マグロ業界はその点に一層努力する
必要があるのではないでしょうか。

本当のライバルはサーモン
──マグロ業界としてもＰＲした
いのはやまやまですが、いまの厳し
い現状では資金的にもなかなか難し
いという声が多い。
婁教授 食品産業全体をみると、
基本的にマーケティングやＰＲにか
なり大きなウエイトをおいていま
す。マグロはその点、幸運にもこれ
まであまりＰＲしなくても売れる商
材だったということだと思います。
ただ、これからも何もしなくて売れ
るかと言えば、そうではないと思い
ます。マグロ業界の方はあまり意識
していないかもしれませんが、昔と
違い、マグロにとって脅威と言える

競争相手、ライバルがいるからです。
──その競争相手とは？
婁教授 それはサーモンをはじめ
とする冷凍の生食周年商材です。と
くにサーモンはマグロにとって最大
のライバルではないでしょうか。た
とえば外食・弁当など中食のシェア
をこの１５年間でみると、マグロは最
大で２２万!使われていましたが、い
まは１０万!を切る状況です。その理
由のひとつがサーモンです。サーモ
ンが出るまでいつでも使える生食商
材で色物と言えばマグロでした。刺
身盛り合わせ３品ならば必ずマグロ
が入っていましたが、いまはマグロ
が入ってないことも多い。マグロの
シェアがサーモンに大きく喰われた
と思われます。マグロ刺身はかつて
日本が単一市場であるという特性を
持っていると言われましたが、消費
の面では世界で食べられるようにな
り消費の単一市場性は失われてきて
います。それと同時に、外食・中食
において周年の生食商材としてもマ
グロはこれまで単一市場（商材）だ
ったのです。それが崩れサーモンと
いうライバルが大きく伸長し、マグ
ロのシェアを奪っています。これは、
マグロの供給が減っても需給関係が
働かない要因の一つとして考えられ
ると思います。しかし、マグロ業界
はそのことに目を向け対策をとって
きていないため、「七不思議」に感
じてしまうのではないでしょうか。
──マグロ業界はこれからどう消
費者と向かい合えばいいのでしょう
か？
婁教授 私は消費者がマグロに飽
きたとか、マグロが嫌いになったわ
けではないと思います。ただ、消費
者はすべて同じではありません。価
値観はみんな違います。たとえばマ
グロが本当に好きなＡさん、マグロ
は好きだけど条件があえば購入する
Ｂさん、そして安ければ買うＣさん
の３タイプに分けるとすれば、どこ
に焦点をあてた対策を立てるかで
す。私は条件が合えば購入するＢさ
んにターゲットを絞った対策が必要
だと思います。それは先にも話した
通り情報提供であり、マイナス６０度
で瞬間凍結したマグロの高鮮度なイ
メージを定着させることだと思いま
す。冷凍マグロは本当は他の冷凍魚
と比べられないほどフレッシュなの
だとイメージしてもらえれば、マグ
ロの消費は大きく変わると思いま
す。実際、消費者イメージのなかで
養殖サーモンと冷凍マグロを比べた
場合、冷凍マグロが優っているとは
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かならずしも言えなくなっていると
ころに問題があります。サーモンは
それだけ情報提供を図りイメージを
高める努力をしてきたのです。サー
モンの戦略に学ぶ必要があります。

マグロ業界主導の仕掛けを
──消費者のイメージが上がって
もスーパーが安売りすれば、もとも
こもないのでは。
婁教授 スーパーは、安く売りた
いというより、安くてもちゃんと利
益が取れればいいのです。高くても
売れて利益も増えるのならば、スー
パーはあえてそれを否定しません。
そうした環境をマグロ業界が作る必
要があります。マグロ業界がスーパ
ーなどを敵対視するのではなく、逆
にタイアップしていろいろ仕掛けて
もいい。ただその時は、これまでの
ような待ちの姿勢でスーパー主導で
はなくマグロ業界が積極的に仕掛け
ていって主導していくという取り組
みが必要です。いつまでも受け身で
はダメだと思います。特に生産者は
マグロマーケットの拡大に向けタッ
グを組む必要があります。なぜなら
ば、マグロ業界の川中の流通と川下
の末端小売は大手が多く、互いに力
関係で勝負になりますが、川上の生
産者は規模も小さくバラバラです。
パワーゲームになった時にどうして
も負けてしまいます。日本だ、外国

だ、天然だ、養殖だなどはマグロ商
品のイメージやマーケットを確かな
ものにしたうえで、差別化で競えば
いいことであり、マグロの消費マー
ケットを拡大する点においては連携
すればいい。それがお互いにとって
メリットになるはずです。
──最後にＯＰＲＴへの期待の声
を。
婁教授 責任あるマグロ漁業を実
践すると言う理念はすばらしくこれ
からも大きな役割を担っていくこと
になると思います。ただ、責任ある

行動は資源に対してだけでなく消費
者に対しても必要であり、ＯＰＲＴ
に期待されるところだと思います。
資源の面でこれだけ努力しそのため
に大きなコストがかかっていること
をしっかり消費者に伝え、「責任あ
る消費者」の行動を期待しているこ
とを堂々と言えばいいと思います。
消費者の納得できる情報が提供さ
れ、マグロ業界の努力がわかれば消
費者の行動も変わってくると思いま
す。ＯＰＲＴにはそうした活動も期
待したいですね。

偏っていたマグロ研究
２００７年から新しい水産研究所と
して、マグロ研究所が設立された。
マグロ研究所の必要性は以前から
根強く存在し、筆者もその必要性
を説き続けてきた一人であるの
で、その宣伝もかねて期待すると
ころを述べてみ
よう。
ふり返れば、
旧南海区水産研
究所以来連綿と
して、研究を続
けてきた現在遠
洋水産研究所の
まぐろ研究グル
ープは日本よりも諸外国での評価
が高い。それは、マグロ研究の諸
先輩方の素晴らしい研究実績が国
際的レベルで、抜群であったから
である。ところがその後、諸先輩
方がマグロ研究からはなれ、研究
体制の維持が研究管理側からおろ
そかにされた結果、マグロ研究部

門へ新規補充がぱったりと止ま
り、筆者がマグロ研究の責任者を
引き継いだときは研究体制が最悪
の状態であった。私が、マグログ
ループに配属されて実に１０年間全
く新規の補充が無かったのであ
る。研究者の絶対数が足りないこ
と、総勢１０人ぐらいで、特に国際

会議に出てまともに対応できる研
究者が２－３名という悲惨な状態で
あった。どこの研究所でも研究者
の数が常習的に不足していたが、
誰が見ても異常と思える有様で、
水産庁の関連する部署に、研究体
制強化を求めて、何回直談判に行
ったか解からない。解散してしま

った日鰹連などは、水産庁がやっ
てくれないなら、自前で民間のマ
グロ研究所を作ることを真剣に考
えていたほどである。水産庁の中
にも私に力添えをしてくれる方も
あり、私が退職するときには世界
中でもこれほどの研究陣容が整っ
た研究グループはないと羨まれる

ほどの体制だけ
は出来た。その
時に、欠けてい
たと思われるも
のはまぐろ研究
グループが資源
研究に偏ってお
り、基本的な生
理・生態研究、

蓄養や利用加工等の分野を統括す
ることを誰もしていなかったこと
である。それは後に大きな禍根を
残すことになるが、いずれにして
も、念願のマグロ研究所はついに
作ることが出来なかった。

（つづく）

中国マグロが売れません。何とか
してください──。中国漁業協会遠
洋漁業分会から責任あるまぐろ漁業
推進機構（ＯＰＲＴ）にＳＯＳが届
いている。
中国産品の相次ぐ問題の発生が中
国産マグロにも及んでいるためだ。
中国遠洋分会は「漁獲している場所
は日本や台湾、韓国などと一緒の天
然のマグロ。安全・安心については
同じはずなのに、なぜ中国産という
だけでマグロまで売れなくなるの
か。生産、流通、消費までマグロに
関係する業界が会員であるＯＰＲＴ
からも、関係者に対し改善を求めて
ほしい」と切実な訴えを寄せている。

昨年１２月に着工した台湾国内最大
の超低温冷蔵庫建設のピッチが上が
っている。来年春までには完成する
見通しも見えてきた。
建設される超低温冷蔵庫は、１０７０

#の超低温冷蔵庫と１６０#の超低温
製品庫を持ち、併設する加工施設は
１日２０#のマグロの処理が可能。完
成時にはＨＡＣＣＰなどの取得も目
指している。
視察した台湾政府の張俊雄行政院
院長（日本の官房長官に相当）は「Ｄ
ＨＡ等の健康に有益な成分が含まれ
ている超低温マグロの良さを国民へ
アピールが必要」と述べ、台湾サシ
ミ市場の発展に期待感を示した。

No.２５OPRTニュースレター ３

超低温冷蔵庫を建設風評被害で!ＳＯＳ" 台
湾

中
国

鈴 木 治 郎
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ママググロロ研研究究所所にに期期待待すするるもものの（（上上））
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８月、水産庁
との協議のため
に来日したイン
ド洋マグロ類委
員会（ＩＯＴＣ）
議長のランドル
フ・ペイエット
氏（セイシェル
漁業局長）はこ
のほど、責任あ

るまぐろ漁業推進機構（ＯＰＲＴ）
を訪問し、インド洋のまぐろ資源管
理問題などについて語った。
ペイエット議長は長年の懸案とな
っているインド洋のメバチ資源管理
措置について「加盟国間の利害が対
立する中で漁獲枠の設定や漁船隻数
の制限など規制措置の導入が難しい
のが実情だ。しかし知恵を絞り、早
急に管理措置を導入する必要があ

る。問題を先送りするほど解決は困
難になる」との考えを示した。
また、ＯＰＲＴについては、「責
任あるまぐろ漁業の推進を通じて健
全で合理的な世界のまぐろ漁業の発
展を図ることは非常に重要。ＯＰＲ
Ｔの果たすべき役割は大きい」と期
待を寄せた。

ＯＰＲＴは８月２８日、臨時理事会
を開催し、セイシェル遠洋まぐろは
え縄協会（リチャード・タン会長、
設立２００６年１１月２３日）の入会を承認
した。セイシェルには現在２０社２４隻

が所属しており、セイシェル協会の
加入によりＯＰＲＴの加入団体数は
１７団体、登録隻数は１１６９隻になる。
加入は、所属船がミナミマグロの
漁獲を行わず、インド洋操業のみに
従事することが条件。セイシェル協
会の所属船は現在２４隻だが、日本政
府とセイシェル両政府間で日本の中
古漁船を１０隻まで輸出することが合
意されており、すでに輸出された３
隻のほか残り７隻を追加した３１隻の
登録が認められる。
セイシェルの加入について原田雄
一郎ＯＰＲＴ専務は「かつて便宜置
籍漁船の基地だったセイシェルが、
日本の水産庁とセイシェル漁業局の
まぐろ資源管理協力推進の努力によ
り責任ある漁業を実践、推進する国
へ脱皮した。セイシェル遠洋まぐろ
延縄協会の設立は、その具体的な表
れと認識している。インド洋の資源
管理は、発展途上国が漁獲能力を急
速に増大させる意欲を示していると
ころ、セイシェル協会とＯＰＲＴの
間で、隻数制限に合意したことは意
義がある」と話している。

去る７月１９日の第９回ジャパン・イ
ンターナショナル・シーフードショ
ー（大日本水産会主催）で、「海外
寿司ブームの市場動向」をテーマに
したセミナーが開催された。

セミナー講師は東京すしアカデミ
ー（株）代表の福江誠氏。東京巣鴨
にすし学校を開校し、短期間で回転
すし等に対応できる職人の養成に力
を注いでいる。
福江氏はセミナーで、「海外での
寿司ブームは本物であり、更に拡大
を続けている」とし、その理由につ
いて「海外の寿司屋の客層は、地元
外国人の利用が主となっている。寿

司は日本食レストラン以外でも出さ
れ、持ち帰り寿司の店も増えている。
シドニーではオリンピック開催後、
回転寿司を含む日本食レストランが
急増、現在、７００軒を数えるまでに
なった。ロシアでも寿司レストラン
がブームである」と熱く語っていた。
福江氏の話を聞いて、寿司ブームが
欧米以外にも広がりつつあることを
実感した。 （人見）

今年度もＯＰＲＴは、遠洋水産研
究所等の専門家の参加を得て混獲対
策委員会を設置し、混獲削減対策に
取り組んでいる。

海亀について、乗組員にネムリ針
の使用を奨励するために、水産庁の
支援を得て、インドネシア語を加え
たポスター・パンフレットを作成
し、ネムリ針の見本とともに日本の
マグロ延縄漁船に配布した。（写真
はポスター）
また、海鳥についても、トリーポ
－ルの使用で、効果が上がっている
が、さらに減少を図るために、青染
め餌（餌を食紅で染色し、海鳥に見
えにくくする）の使用を奨励してい
る。混獲削減対策は、肝心のマグロ
の捕獲減少をもたらさないもので無
ければならず、工夫が必要であるが、
混獲削減は国際社会の要請でもあ
り、ＯＰＲＴは、積極的に取り組む
こととしている。

編 集 後 記 石油価格の上昇。これを価格に転嫁できない国内外の刺身用マグロ生産者の苦境が続く。「低価格最
優先」販売に、長期的に耐えられる生産者はいない。「低価格最優先」は果たして消費者の望むとこ

ろか？消費者の理解を得るための努力の重要性を、婁先生が明快に指摘。これからの活動に生かしていきたい。（原田）

日本の水産業界を代表する大
日本水産会が、「マリンエコラ
ベル」のロゴマークを公募して
います。
「マリンエコラベル」は水産資
源を将来も引き続き利用できる
ように、しっかり管理された方
法で獲られた日本の魚だけを認
証するラベルです。採用作品に
は、賞金２０万円と「美味しい日
本の海の幸」が贈られます。〆
切は１０月１５日。どんどんご応募
ください。詳細は http : //www.
suisankai.or.jpを参照ください。
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ＩＯＴＣペイエット議長語る

セセイイシシェェルルがが新新加加入入
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登録数１７団体、１１６９隻に

ママリリンンエエココララベベルルのの
ロロゴゴママーークク公公募募開開始始混

獲
対
策

人見レポート

海海外外寿寿司司ブブーームムでで
寿寿司司職職人人不不足足！！


