
――林理事長とマグロ漁業との関
わりは。

林 ４０年近く、マグロはえ縄漁業
だけを経営してきましたが、５年前
にいか釣り漁船１隻を建造しました。
１９８０年代中頃に台湾全体で約７００隻
あったピーク時は、私も２２隻を所有
していました。現在は１８隻のはえ縄
船を所有しています。

――台湾のマグロ業界の現状は。

林 マグロの供給量が減少し、在
庫も減少しているので、昨年末から
魚価が上がりました。どんどん上昇
するので驚いています。例年は、需
要が落ち着く夏場に価格が下がりま
すが、今年は高いままでうれしいで
す。燃油価格もここ数年落ち着き、
漁業者の負担が減っています。燃油
高騰の頃は休漁する船も多かったの
ですが、今は休漁なんて滅多にあり
ません。ただ、大西洋はまだ良いで
すが、太平洋とインド洋のメバチと
キハダがすごく不漁です。２つの海
域で操業している会社は経営が行き
詰まり、新しい船主に交代すること

がよくあります。

――理事長に就任して取り組みた
いことは。

林 １０年ほど前に同業公会の幹部
に就任してから、色々な国際会議に
出席し、国際社会の状況は理解して
います。今年３月に新たに理事長に
選出され、責任が重いと認識してい
ます。最近は、国際ルールを守るた
めに、ＡＩＳ（自動船舶識別装置）
やＶＭＳ（衛星船位測定送信機）な
ど、新しい設備・機器を買わなくて
はいけないので、コストも増加して
います。燃油価格が落ち着き、魚価
が上昇し、経営もできるようになっ
たとはいえ、労働者の確保やＡＩＳ
の導入など、考えなくてはいけない
ことがたくさんあります。

――最も力を入れたいことは。

林 国内でも国際社会でも色々な
ルールが増えており、国際合意や関
連する国内法に違反しないように呼
び掛けることが大切です。私に一番
期待されていることは、漁業者にル
ールの遵守を訴えることだと思いま

す。以前は比較的自由に漁業ができ
ましたが、現在は規制がたくさんあ
ります。当初は漁業者からの反発、
抵抗が強くありましたが、それから
長年経過し、今は漁業者に理解があ
ります。厳しい管理規則を遵守する
ことに対する理解が深まり、うれし
く思っています。マグロ漁業を持続
的に経営し続けるために、関連漁業
者と一丸となって努力したいと思い
ます。

――かつて日本と台湾のマグロ業
界はライバル関係にありました。現
在は変化していますか。

（２面につづく）

台湾は、日本と双璧をなすマグロ漁業大国。大型マグロはえ縄漁
船の隻数は約３００隻と日本を上回り、世界一の多さを誇り、日本に
輸入される刺身マグロで最も多いのも台湾産です。今年３月、台湾
の大型マグロはえ縄漁業の生産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新理事長に、林毓志氏が就任しました。かつ
てはライバル的存在だった日本との関係や、台湾のマグロ業界の今
について、林理事長に聞きました。
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（１面からつづく）
林 日本の漁業者とのライバル関
係は長く続き、減船を巡ってうまく
いかない時代もありましたが、前任
の謝理事長の大きな関心は、日本の
漁業者との交流を強化することでし
た。謝氏は在任中の６年間、日本か
つお・まぐろ漁業協同組合の組合長
との交流関係を深めてきました。私
も謝氏に負けずに、日本の漁業者と
の交流を深めることが目標です。国
際ルールの遵守や資源回復、違法・
無報告・無規制（ＩＵＵ）漁業対策
について、今一度入念に確認し、連
携を強化したいです。友人、同志と
してがんばりたいと考えています。

――台湾のマグロはえ縄漁業の強
みはどこにありますか。

林 マグロはえ縄漁業は専門家で
なければ経営できません。資金のや
りくり・資材の購入、餌代や燃油価
格への対応、機械の知識、銀行との
関係、日本のバイヤーとの関係など、
さまざまな専門知識を駆使しなけれ
ば、損失が出てしまいます。たとえ

ば中国では新しい漁業者が増えてい
ますが、最初はうまく経営できませ
んでした。今は中国政府の支援があ
り、なんとか経営していますが、台
湾は、政府から一切支援がなくても
自分たちの努力でがんばってきまし
た。漁業者同士で情報交換し、安い
餌をいっしょに購入するなどして、
がっちり協力し合ってがんばってい
ることが強みです。

――台湾国内のマグロ消費は伸び
ていますか。

林 回転寿司や日本食レストラン
が増えており、超低温冷蔵庫の新設
も増えています。市場が少しずつ拡
大しているのを感じます。また、台
湾政府もマグロの消費量の増大に努
力していて、年間２００㌧のミナミマ
グロを国内で消費しようと取り組ん
でいます。日本国内では市場が伸び
ていないという話もありますが、広
く世界に目を向ければ、マグロ消費
は伸びていると思います。

――日本の消費者にメッセージを。

林 私は日本船のマグロの品質が
一番よいと思っています。私の目標
は、日本のマグロの品質を超えるこ
とです。マグロの品質を向上させ、
日本の消費者からの信頼をより高め
たいと思います。

――林理事長から見たマグロの魅
力は。

林 マグロはタンパク質に優れた
健康によい魚で、私も大好きです。
台湾のマグロの食べ方は豪快で、お
客さんが来ると、氷の上に大トロ、
中トロをのせてもてなします。日本
人の友人にマグロをごちそうしたと
ころ、とても印象に残ったようで、
今でも「また食べたい」と懐かしく
語ってくれます。ぜひ台湾式のマグ
ロの刺身を食べに来てください。

――最後にＯＰＲＴに期待するこ
とは。

林 ＯＰＲＴを通し、各国メンバ
ーのコミュニケーションが円滑に進
み、交流が深まることを期待してい
ます。

北太平洋マグロ類国際科学小委員
会（ＩＳＣ）主催のステークホルダ
ー（利害関係者）会合が４月２５日か
ら２７日まで、東京・港区の三田共用
会議所で開かれ、３日間の議論を経
て閉幕した。
会合で漁業者からは、規制に対す
る努力、データ提供への協力、さらな
る自主規制の実施に努力する姿勢な
どが語られる一方、「（これ以上規制
が強化されると）資源が回復しても
漁業がなくなってしまう」、「資源評
価と漁業現場と感覚のずれがある」
などの指摘に終始。将来の漁獲管理
シナリオや回復目標の設定について
の議論では、Ｂゼロ（漁業がないと仮
定した場合の資源量）基準の必要性
を疑問視する意見などが出された。
ただ、管理シナリオや回復目標の
説明を通じ、加入（生まれた稚魚が
成長し漁業が対象とする資源に加わ

ること）の水準が低いか平均的なも
のかで対応が大きく異なることへの
理解は進み、「加入モニターの強化」
や「資源評価を２年に１回から年１回に
すべき」など、資源評価につながるデ
ータ改善の必要性は共有された。
会議を終えてＩＳＣのジェラルド
・ディナルド議長は、「いろんな意
味で多くを学んだ会議で、これから
やるべきことが多いと理解した。今
回示したシナリオはあくまでたたき
台。今後、より議論が進むことを期
待している」と述べた。

インド洋まぐろ類委員会（ＩＯＴ
Ｃ）の第２１回年次会合が５月２２日か
ら２６日まで、インドネシアのジョグ
ジャカルタで開かれた。昨年の年次
会合で決まったキハダの保存管理措
置（２０１９年まで）について、まき網
漁船一隻当たりのＦＡＤｓ（集魚装
置）の設置数をさらに削減すること

で合意した。また、混獲サメの船上
におけるヒレ切り離し禁止措置が生
鮮に限り採択された。
年次会合には２６か国・地域が参加
した。１９年までのキハダの保存管理
措置について、沿岸国からの要望を
受けて追加措置を議論。年間５０００
以上漁獲する国の船を対象にまき網
は１４年実績から１５％、はえ縄は１０％
を削減する既存の措置に加え、まき
網の１隻が１度に設置できるＦＡＤｓ
設置数を４２５個から３５０個へ、年間で
は８５０個から７００個に削減することが
合意された。ただし、このような措
置は関連する資源の保存には殆んど
実効がないという声もある。
混獲サメのヒレ切り離し禁止措置
についても議論が行われ、生鮮のサ
メのみ同措置が適用されることが決
まった。冷凍保存されるサメについ
ては、日本の意見を踏まえ適用除外
になった。
そのほか、ＥＵからの提案を受け
て、資源の悪化が懸念されている４
種類のカジキの保存管理措置も議論
されたが、沿岸国が強く反対し、合
意に至らなかった。
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Ｉ Ｓ Ｃ
データ改善の必要性は共有

回復目標の議論深まらず
ＩＳＣ会合

ＩＯＴＣ

キハダ管理に追加措置
生鮮サメヒレ切禁止に



責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は５月２３日、東京・港区の三会
堂ビルで平成２９年度第１回ＯＰＲＴ
セミナー「マグロ資源の新たな管理
方式の現状と将来その２」を開いた。３

月の前回セミナーに引き続き水産研
究・教育機構、国際水産資源研究所の
科学者が、マグロ類の地域漁業管理
機関（RFMO）で議論されている「漁
獲戦略」の概念について講演した。

まず、同研究所かつお・まぐろ資
源部の西田宏部長が、中西部太平洋
まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）にお
ける熱帯マグロの漁獲制御ルール
（ＨＣＲ）の検討状況について講演
した。
ＷＣＰＦＣでは、カツオ、メバチ、
キハダの限界管理基準値（ＬＲＰ、

下回ると資源が好ましくない状態と
される値）が初期資源（漁業がない
と仮定した場合の資源量）の２０％と
定められている。
カツオはメバチ、キハダより議論
が先行しており、目標管理基準値（Ｔ
ＲＰ、到達すべき資源状態）を初期
資源の５０％としている。なお、２０１９
年までにレビューすることとなって
いる。
カツオはまき網を中心とする漁獲
制御ルールが開発
中だが、西田氏は
「まき網の漁獲だ
けを見てカツオの
議論を進めてはい
けない。まき網に
よる小型メバチの
混獲も考慮して議
論すべきだ」と指
摘した。
キハダは１８年ま
でにＴＲＰの合意

を、メバチは１９年にモニタリング戦
略、ＴＲＰ、漁獲制御ルール、漁獲
管理戦略（ＭＳＥ）の合意を目指す
作業計画となっている。
ただし、西田氏は「メバチはすで
に親魚資源量がＬＲＰを下回ってい
る。現時点では、漁獲制御ルールの
議論の前に資源回復の実現を図るこ
とが本筋」と強調した。
なお、今年はキハダとメバチの資
源評価が更新される。資源水準とＬ
ＲＰとの関係や加入量を更新したう
えで、今後の資源管理についての議
論がなされる。
最後に西田氏は「漁獲制御ルール
においては、資源の持続性に加え、
漁獲の安定性や経済効率を考慮すべ
き。資源評価の不確実性を考慮すれ
ばするほど、資源がよくても予防的
な戦略（より強い規制）が提案され
ることがある」と述べた。

続いて、くろまぐろ資源グループ
長の中塚周哉氏が、マグロ類の各Ｒ
ＦＭＯにおけるＭＳＥの検討・導入
状況について説明。ＭＳＥの導入は
国際的潮流であるとし、「漁業者を
含むステークホルダー（利益関係者）
が理解・関与することが非常に重
要」と語った。
中塚氏はＭＳＥについて、「漁獲

戦略の枠組みがうまくいくかどうか
を、仮想の資源状態に漁獲管理ルー
ルを入れてシュミレーションを重
ね、検証するプロセス」と説明。導
入のメリットについては、意思決定
プロセスにおいて多大な労力を費や
す交渉をせず総漁獲可能量（ＴＡＣ）
などが自動的に決まること、あらゆ
る想定を行った上で管理を検討でき
ること、複数の管理目標を比較・選
択できることを挙げた。
特にＭＳＥについては、科学者や
行政官だけでなく、利害関係者を含
めて意思決定が行われるべきである
ことから、「利害関係者の理解・関
与が非常に重要。政府任せではなく、
漁業者が自ら理解し、主張すること
が求められる」と強調した。
また、「すべてのマグロ類のＲＦ
ＭＯで、ＭＳＥの議論が何らかの形
で進んでいる」と報告した。ただし、
ＭＳＥの実施にはさまざまな難しさ
があり、みなみまぐろ保存委員会（Ｃ
ＣＳＢＴ）以外は実施に至っていな

いのが実情。
ＭＳＥの課題は、合意した結果が
長期的な影響を与えることや、措置
の柔軟性が失われる懸念があるこ
と。ＭＳＥの最初のステップである
管理目標の合意でも、多くのＲＦＭ
Ｏがつまづいてきた。ただし現在は、
中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣ
ＰＦＣ）で管理目標の合意を暫定値
とするなど進展が図られているが、
「（すべてが合意されるまで暫定値と
するなど）より柔軟に検討すべき」
と強調した。
最後に中塚氏は「ＭＳＥで漁獲戦
略を検討することは望ましい。この
流れは国際的に止まらない」としな
がらも、「非常に手間がかかり、出
てくる措置も資源評価における不確
実性への評価によっては今より厳し
い可能性がある。大変な労力をかけ
ても、意思決定が複雑なＲＦＭＯで
合意できるだろうか」と難しさも指
摘した。
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マグロの漁獲戦略を解説ＯＰＲＴセミナー
本年３月のセミナーに引き続き２回目

ＷＣＰＦＣでは行程表作成
カツオ漁獲でのメバチ混獲にも考慮を

ＭＳＥは国際的潮流
マグロ漁業者も議論参加を



責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ、堤芳夫会長）は６月９日、東
京・港区の三会堂ビル石垣記念ホー
ルで、２０１７年度通常総会を開いた。
今年度もメバチ資源回復へ実効的な
措置の実施を働き掛け、違法・無報
告・無規制（ＩＵＵ）漁業の廃絶に
向けた取組みを進める。特に、輸入
マグロに関するＤＮＡ検査を前年の
６０隻１５００検体から２．５倍の１５０隻３７５０
検体に拡充すると報告した。
堤会長は冒頭のあいさつで「中西
部太平洋のメバチは過剰漁獲で親魚
量が限界管理基準値（ＬＲＰ）を下回
っている。まき網のＦＡＤｓ（集魚装
置）に対する有効な規制もできてい

ない」と懸念を表明。台湾の小型はえ
縄船のＯＰＲＴへの登録については
「日台政府間の合意が昨年末までに
決着せず、早期の合意に向けて協議
が続けられている」と報告した。
今年度もマグロ資源の状況および
国際管理の動向を把握し、
資源回復の取り組みを推進
する。
ミナミマグロについて
は、豪州が養殖ミナミマグ
ロの数量把握のためのステ
レオビデオカメラ導入を未
だ実現していないことが懸
案事項である。ＷＣＰＦＣ
では、新たな漁獲管理方式

をメバチやキハダの資源管理措置に
適用する動きがあるが、漁業種類間
で公平かつ効果的な措置となるよう
に働き掛ける。
このほか輸入マグロの流通状況調
査や、登録船漁獲物の販売促進、国
際的な漁業者間の交流を促進する。
なお、１７年３月末現在、ＯＰＲＴ
登録漁船は１５か国８９９隻（前年比７隻
減）。主要国・地域別では、日本１８３
隻（２５隻減）、台湾２９８隻（２隻増）、韓
国１０７隻（３隻減）、中国１８２隻（４隻増）
だった。

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は、６月８日（木）午後、翌
日の総会に参加のため来日した台
湾、韓国、中国、セイシェル及びバ
ヌアツの会員代表と日本の生産団体
会員（日かつ漁協のみ出席）代表に
よる意見交換会を開催した。
会合では、まず、 刺身マグロと
して主体をなすメバチの資源が世界
的に良くない状況にあり、キハダ資
源もインド洋で悪化が確認されてい
ること。その主因は、カツオを主対
象とするまき網の集魚装置（ＦＡＤ
ｓ）を用いた操業で小型メバチ等が
多量に漁獲されることとし、その規
制が不十分である現状を共通の問題
点として取上げた。特に、本年１２月
のＷＣＰＦＣ年次会合で更新が予定
されているキハダ及びカツオの保存
管理措置に関し、公平で実効的な措
置の取り纏めを求めること、その中

に、まき網漁業でのメバチ漁獲への
数量的規制を盛込むことが重要であ
ることが確認された。
また、ＣＣＳＢＴで採用され、Ｗ
ＣＰＦＣでも検討作業が進んでいる
「漁獲戦略」の内容の理解を深め、
今後の作業、保存管理措置への影響
等を注視するよう注意喚起がなされ
た。
その他、 寄港国措置協定が昨年

６月に発効したこと（日本は今年５月
批准）、 昨年７月のＦＡＯ
の水産委員会会合（３２回Ｃ
ＯＦＩ会合）で、「洋上転
載」について違法・無報告
・無規制（ＩＵＵ）漁業抑
止の観点から、今後ＦＡＯ
が作業を進める方向が確認
されたこと、 ＥＵのＩＵ
Ｕ防止対策としての所謂
「イエローカード・アプロ

ーチ」の現状及び ＩＵＵ及び水産
物不正の対応策として米国政府が、
特定の海産物に関し、収穫時点から
米国の物流網に入るまでの関連デー
タの提供及び報告を輸入業者に対し
て求める制度を来年１月から実施す
ること、その対象に、まぐろ類、メ
カジキ及びサメ類が含まれているこ
となどを取上げた、いずれについて
もＯＰＲＴ事務局からの説明を基に
検討が進められた。
さらに、例年会員からの拠出で実
施されてきている「天然刺身まぐろ
消費拡大キャンペーン」の昨秋の取
組みに向けて製作・利用されたポス
ター、調理例掲載リーフレットなど
の紹介もなされた。

編 集 後 記 漁獲戦略（Harvest Strategy）につきましては、ミナミマグロのように、実際の漁業管
理への適用事例も出てきています。なかなか分かり辛い面がありますが、今後のメバチ等の

保存管理措置への影響が見込まれますので、関係の皆様には理解を進めていただきたく、記事のとおり、本年
３月及び５月に関連セミナーをＯＰＲＴで開催いたしました。講演戴いた国際水産資源研究所の方々にお礼申し
上げるとともに、読者各位には参考にして頂ければ幸いです。 （長畠）

No.８４OPRTニュースレター４

メバチ回復へ実効的な措置を
ＩＵＵ対策でＤＮＡ検査拡充

平成２９年度ＯＰＲＴ通常総会

ＯＰＲＴ会員間意見交換会
総会前日、共通課題を掘下げ


