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下げ止まるかＢシーズン価格
この原稿が掲載される頃には、米国のベー
リング海の今年のスケソウＢシーズンの操
業は終わっていることと思う。手元にある
ＮＭＦＳ
（ナショナル・マリーン・フィッ
シャリーズ・サービス）のまとめは９月５
日現在で、同日現在のＢシーズンすり身生
産量は４万２０１７㌧。このままのペース
で最後までいけば、最終的な生産は前Ｂシーズンより３５％前後
少ない４万７０００～４万８０００㌧になると予想される。
全体のスケソウ漁獲枠が昨年の１００万㌧から今年は
８１万５０００㌧に減り、当初からすり身の生産はダウンする
と見られていた。しかし、最終的なすり身生産は枠の削減率
（１８. ５％）を上回る減少となっている。ちなみにＡシーズンの
すり身生産は、３万７３２５㌧で前年Ａシーズンに比べ２７％
ダウンした。Ｂシーズンはさらに、削減幅が広がったことにな
る。この減少は、既に知られているように加工の対象がすり身か
らフィレーやＨ＆Ｇ
（Headed&Gutted：頭と内臓を取ったもの）
へシフトしているのが原因となっている。特に今年は、中国加工
向けのＨ＆Ｇとミンス
（落し身）
の増加が影響している。Ｈ＆Ｇは
２. ５倍の３万５０００㌧に、ミンスは８％余り増えたと見られ
る。フィレー生産はすり身同様に漁獲枠削減の影響で昨年実績を
下回っている。Ａシーズンは前年比１. ３％ダウン。Ｂシーズン
も約９％減少している。ただ、減少しているが、いずれも漁獲枠
削減率よりその幅は少ない。
Ｂシーズンを振り返ると、６月１０日から始まり序盤は１キロ前
後の魚の比率も高く操業は好調に推移。しかし、その後漁場が北
上するに従い小型魚の比率が増し、３００～３５０㌘の比率が多
くなった、と言われている。この３００～３５０㌘サイズの魚群
は、来年以降の漁獲枠の鍵を握る２００６年生まれの卓越年級群
だ。現地の生産にもかかわる日本の関係者によれば、資源的には
豊富だという。ただ、型が小さく成長の遅れを指摘している。
来期、確実な米国の増枠
２０１０年、来年のスケソウの漁獲枠はどうなるのか？今年２
月のプランでは、２００６年の卓越年級群の加入で増枠を予定
している。ＯＦＬ（オーバーフィッシングレベル）を１４３万㌧
（０９年９７万７０００㌧）とし、ＡＢＣ
（生物学的漁獲許容量）
を１２３万㌧（同８１万５０００㌧）
、ＴＡＣ
（漁獲可能量）を
１２３万㌧（同８１万５０００㌧）と想定している。今後、科学
委員会の勧告を経て、最終的には１２月の北太平洋漁業管理委員
会で決まる。現在のところなんとも言えないが、米国からは、Ｂ
シーズンを終えた現在、ＴＡＣの１００万㌧回復は難しいとの見
方がさかんに流れてきている。仮に資源状況が良好と判断され、
１２３万㌧のＴＡＣが設定された場合は、今年に比べて５０％増

に聞く！」

今回の Willow「特別企
リ身通」として知られ
になる来年の「スリ身
てみました。価格予想
ようですが、是非、参

画」では、業界新聞社 3 社様にご協力頂き、
「ス
る各紙のスペシャリスト 3 名の方々に、気
動向」について、共通の 3 つの質問内容で伺っ
につきましては「ズバリ」はなかなか難しい
考にして頂ければと思います。

【共通質問内容】
①現状について；アメ リカのスリ身動向は？
②来年のスリ身動向の 予想は？
③ズバリ、来年 1 月の 「SA」
「FA」スリ身価格は？

の漁獲枠となる。１００万㌧でも２３％増加する。
今後もフィレーやＨ＆Ｇの生産は増えると見られるため、枠の増
加に合わせて単純にすり身生産が増えることはないが、今年以上
の生産は間違いなく期待できる。
アジア産供給？国内需要は？
昨年の夏から秋をピークにすり身の価格は下がり始めた。米国の
すり身価格のピークは、昨年のＢシーズン。その成約価格は、Ｓ
Ａ６７０円、ＦＡ６３０円、Ａ
（ＡＡ）５８０円、ＫＡ５００円、
ＲＡ３５０円。今年Ａシーズンの中心的価格は、ＳＡ５７０円、
ＦＡ５３０円、Ａ（ＡＡ）４３０円、ＫＡ３５０円、ＲＡ２２０円。
ただ、メーカーによって、値幅があると言われている。特にＡク
ラス以下はメーカーによって開きがあるようだ。Ｂシーズンの価
格は、水面下で交渉中と言われている。東南アジアなど米国以外
からの輸入も減ったままで、国内在庫も徐々に減少。それでも国
内のねり製品メーカーは、静観している。急激に進む円高でさら
に値下げを期待する向きもある。東南アジア産のすり身は底を脱
して上げてきていると言われるが、このＢシーズンは下げ止まる
かどうかが焦点になりそうだ。
来年のすり身価格はどうなるか。不確定要素が多い。第１のポイ
ントは、落ち込んでいる東南アジア産すり身がどの程度回復する
か。第２のポイントは、米国の漁獲枠がどの程度増えるか。そし
て第３は、国内のねり製品の生産規模（すり身需要）
がどの程度に
なっているか。この３つで上げ下げが決まる、と見ている。
水産タイムズ
編集部長 辻雅司氏
米国Ｂシーズンほぼ終漁、
スリ身は日本向け２万ｔに
米国Ｂシーズンのスケソウダラ漁獲はＤ
ＡＰ船と母船が終漁し、陸上工場での漁獲
枠をわずかに残すところとなった。この結
果、米国での今年のスリ身はＡシーズンが
３万ｔ強、Ｂシーズンが４万ｔ強の合わせて８万ｔ
（昨年11万ｔ）
となった。このうち、日本向けは半数の４万ｔと見られ、Ｂシー
ズンの日本へは２万ｔで、うち、ＳＡ級、ＦＡ級の上級品は１割
程度と極めて少ない。今後10月から12月に向けて年末年始おせ
ち商品の需要期となることから、上級スリ身がややタイト化する
ことも予想される。しかしながら価格的には、これら上級品でＡ
シーズンと比べ５～ 10％程度値下げで価格交渉が行われている。
上級スリ身は極端に少ない
今年の米国スケソウダラの漁獲枠は昨年の100万ｔから81万
5000ｔに約２割減少した操業となった。このうち、Ｂシーズン
は6月10日からスタートし、当初、魚体が大きく漁獲ペースの順
調だったことから８月中には終漁するのではないかと見られてい
た。しかし、７月の後半から魚体が小型化し、さらに漁獲ペース
が鈍ったことから、９月までの操業にずれ込んだ。Ｂシーズンに

生産されたスリ身の大部分は下級品で、ＳＡ級、ＦＡ級の上級品
は１割程度と極めて少ない。
脱米国産スリ身が加速し、Ｂシーズン価格は下げ予想
米国スケソウダラ・スリ身の４万ｔの日本への供給数量は、日
本の全体のスリ身需要25万ｔからすると、15％程度でしかなく、
以前の50％以上と比べると格段に小さくなっている。北海道の
陸上スリ身は昨年７万5000ｔが生産され、国内消費されている。
また、タイ、インドなど東南アジアのスリ身の供給で賄われてい
る。大手スリ身ディーラーでは「昨年の米国産スリ身価格の高騰
で、各ねり製品メーカーでは、米国以外のスリ身をうまく使いこ
なす技術を高めた。この結果、米国産スリ身に依存しなくても製
品を生産する体制を整えてしまった」
としている。
いまだ高値在庫のスリ身抱え、ひっ迫感薄く
10月から12月に向けて年末年始おせち商品のシーズンとなるこ
とから、スケソウダラの上級スリ身の需要が高まり、少ない今年
Ｂシーズンのスリ身だけだは賄えない。しかし、昨年の高値在庫
を各ねり製品メーカーはいまだに抱えていることから、今年はこ
れらを小出しにしながら、年末年始のおせち商品づくりとなる。
ちなみにスリ身の在庫は６月末で７万8000ｔ
（うちスケソウ4万
7000ｔ）
となっている。
また、Ｂシーズンの価格交渉が行われているが、上級品でＡシー
ズンと比べ５～ 10％程度値下げになるものと見られている（Ａ
シーズンはＦＡ級でＣ＆Ｆ490円、末端で550 ～ 600円）ことか
ら年明けの価格帯は、SA：520 ～ 600円、FA：480 ～ 540円が
予想される。下級品は品質見合で随時価格となっている。なお、
ちなみにタイ・イトヨリスリ身はＣ＆Ｆ2ドル70セントと安値と
なっており、現地は安値のスリ身での販売を嫌い、自社製品化す
る動きが加速している。
その他、来年のスケソウダラの漁獲枠については、90万～ 100
万ｔに増えるのではないかと予測されている。決定は12月上旬
のＲＣ
（現地・地域漁業委員会）
で示される。
かまぼこ通信
編集長 小山一夫氏
需要回復なるか米国スケトウすり身
米国スケトウすり身相場は今年に入って
一変した。来年の漁獲枠放出量が引続き低
水準にとどまるとの見方が支配的となる
中、それでも相場は坂を転げ落ちるように
崩れた。Ｂシーズン操業は生産調整がさ
らに進み、9月中旬に終了、大幅なすり身減産が明らかとなった。
しかし、Ｂ物の値決め・販売へと場面をすんなり移していかない。
昨年までの高値反動、東南アジアすり身へのシフトが進んだため
だ。
米国側は落ち込んだ需要回復に向けた足がかりをつかむには、
Ａシーズンに引き続き厳しい決断を求めらる場面もありそうだ。

縮小した米国すり身マーケット
わが国の冷凍すり身供給は1990年以降、米国スケトウすり身は
常に供給の太宗を担ってきた。白身サカナ資源としては世界で最
も豊かで、しかも資源管理が徹底しており、わが国における主力
すり身供給のポジションは将来にわたり不動のものと見られてい
た。ところが、米国側は世界における堅調なフィレ需要を背景に
近年、利益・生産効率にも優れたフィレ生産に注力、一方のすり
身生産を縮小した。その結果、漁獲枠削減も重なり、異常な高値
が出現し、昨年11月ピークに達した。ユーザーの中には、供給
の不安定さと共に、価格の乱高下を嫌って米国すり身を敬遠する
動きも見受けられ、東南アジアすり身へのシフトが進んだ。
ちなみに昨年2008年の米国スケトウすり身輸入量は7万㌧。弊
社発行のかまぼこ通信調べによると、2008年のすり身総輸入量
は20万8千㌧であるから、米国スケトウの輸入シェアは34％。
これに対し、かつて欧州向けフィレ生産が本格化する2000年ま
では年間ほぼ12 ～ 13万㌧輸入されており、そのシェア率は全体
の45 ～ 50％近くまであった。
大幅減産となったＢシーズン
米国スケトウＢシーズンのすり身生産量は4万㌧程度にとどまっ
た。前半のＡシーズンを合わせても年間生産量は8万㌧弱にすぎ
ない。昨年の12万㌧強に比べると3割の大幅な減産だ。その要因
は、今年の漁獲枠が最悪の81万5千㌧まで落ち込んだこと、加え
てフィレ生産に注力したため。かつて漁獲枠のおよそ半数がすり
身に仕向けられていたが、今年は3割程度にすぎなかった。漁獲
枠減少の中、すり身生産の調整が進む。これにより、価格下落の
歯止めにプラスに働くことは確か。加えて、来年の漁獲枠は最悪
となった今年の漁獲枠を上回るであろうが、90万㌧、よくても
100万㌧まで届くか、届かないかの水準、との見方が一般的。い
ずれにしろ、12月に北太平洋漁業管理委員会から来年の漁獲枠
が発表される。
来年1月のＦＡ価格㌔ 550 ～ 600円予想
Ｂシーズンすり身生産の内容がすでに明らかになっているが、9
月中旬時点でユーザー側はまだＢ物に目を向けるまでに至らず、
早く売り切りたい米国をじらす。なにしろＡ物で相場を大きく下
げているのだから。そのＡ物における成約価格は、Ａ級と共にボ
リュームゾーンのＫＡ級が昨年のＢ物に比べ最終的には２００
円強の大幅ダウン。これに対し、Ａ級は100円から100円強のダ
ウン。このため、Ａ級とＫＡ級との間でこれまで見たこともない
150円程度の大きな格差が生じている。そして特注品と化してい
る上級品ＦＡは同じく100円強のダウン。
ＦＡ級は、高級な板蒲鉾、かに足などになくてはならないグレー
ドだが、使用するユーザーも極限られてきている中、「蓋を開け
てみたら、これしかないの」という懸念も否定できない。1月年
明けの価格は“ないもの高”からユーザー渡しでズバリ、高値横ば
いの㌔ 550円から600円の間。

ヨコハマとやまぐち・日本の未来のために
2008 年 10 月山口大学と財団法人横浜企業経営支援財団は、産学連携協定を締結。
実質的な連携に向けて今、
「ヨコハマ」
と
「やまぐち」
が動きはじめた。

丸本卓哉山口大学長

パネルディスカッション開催
「ヨコハマとやまぐち・連携の未来」

去る８月２６日、約４００名が参加し、宇部全日空ホテルにおいて山
口・横浜の産学連携と横浜開港１５０周年を記念して、「長州ファイブと
横浜開港１５０周年記念フォーラム」が開催されました。本フォーラム
は、財団法人横浜企業経営支援財団と山口大学が昨年１０月、地方国立
大学第１号となる産学連携協定を締結されたことにより、
「ヨコハマ」と
「やまぐち」が連携を進めていくことを目的として、このたびキックオフ・
イベントとして行われたものです。
■長州ファイブに学ぶ！

山口大学工学部
三浦房紀学部長

横浜企業経営支援財団
吉田正博常務理事

横浜市「シーメット」
萩原恒夫常務

山口大学産学公連携・
イノベーション推進機構
堀 憲次副機構長

－幕末の歴史に秘められて真実が、今、ここに明かされる！－

「フォーラム開催記念特集」― 長州ファイブとは ―
長州ファイブ ( 五傑 ) とは、ペリー率いる黒船の浦賀来航から 10 年後、外国を打ち払おうとする攘夷の嵐が吹き荒れる幕末
期の 1863 年、外国を排斥するだけでは何も変えられないと敢えて敵を知るためにイギリスに命がけで密航し、主にロンド
ン大学ユニヴァーシティ・カレッジなどに留学した「井上聞多（馨）
、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤俊輔（博文）、野村弥吉（井
上勝）
」の若き長州藩の 5 人の志士達を指す。 5 人はロンドンで英語を会得しつつ大学で学び、それぞれが興味のある分野の
技術や知識を貪欲に吸収し、「生きたる機械」となって日本に持ち帰り伝えた。それは明治維新の原動力となり、5 人は日本
の行政、産業等の各分野で重要な役割を果たし、近代日本の礎を築き偉大な足跡を残した。イギリス人は敬意を込めて「長
州ファイブ（Chosyu Five)」と呼び、ロンドン大学では顕彰碑が建てられている。近年、山口県でも山口市の秋穂二島や山
口大学正門前に顕彰碑が建てられ、石碑には「はるかなる こころのすえは やまとなる」と石文が刻まれ、井上（馨）は
外交の、遠藤は造幣の、山尾は工学の、伊藤は内閣の、井上（勝）は鉄道の、それぞれ「父」とされている。

フォーラムのコンセプトは “ １５０年前に開国・開港して間もない横浜港から、
苦難を乗り越え英国に学び、近代日本の礎を築いた長州人 ( 長州ファイブ ) の
熱き心を現代に目覚めさせる ” ということから、会場には山口大学生を始め、
宇部市民など多くの若い人達が参加し、特別講演や体験発表、パネルディスカッ （左上）遠藤謹助（中央）井上勝（右上）伊藤博文（左下）井上馨（右下）山尾庸三
ションなどの熱い話しに耳を傾けていました。
外交の父
内閣の父
当日は丸本卓哉山口大学学長、横浜企業経営支援財団の清水利光理事長によ
伊藤博文（いとうひろぶみ）
井上馨（いのうえかおる）
る開会挨拶の後、オープニングセレモニーではお二人の硬い握手が交わされ、
渡航時 22 歳（1841 ～ 1901）
渡航時 28 歳（1835 ～ 1915）
また、フォーラムでは映画「長州ファイブ」の映画監督、五十嵐 匠氏による
熊毛郡出身。初代内閣総理大臣
山口市出身。初代外務大臣。
特別講演、横浜市立大学名誉教授の加藤祐三氏による「横浜開港秘話」講演、
「ロ
大日本帝国憲法を発布。
欧化政策を推進し、不平等条
ンドン留学を通して」と題して山口大学大学院出身の貞廣育子氏による体験発
４度首相を務める。
約改正に尽力する。
表、そして、パネルディスカッション、懇親会などが開催されました。
「ヨコハマとやまぐち・連携の未来」と題して行われたパネルディスカッショ
帰国直後、井上馨とともに下関戦
ンでは、パネラーに山口の企業を代表して弊社の柳屋社長が招かれ、山口大学 帰国直後、下関戦争（馬関戦争）
争（馬関戦争）講和条約で通訳を
講和交渉で通訳を務める。
その後、
工学部の三浦房紀学部長、横浜市の光造形システム製造会社「シーメット」の
務める。明治の新政府要職を歴任
藩論をめぐる対立から、「俗論派
萩原恒夫常務、横浜企業経営支援財団の吉田正博理事の４名が出席し、産学連
後、1885 年、内閣制度をつくり、
（幕府の命じるままに従おうとす
携について 1 時間、様々な意見交換が行われました。
初代内閣総理大臣に就任。憲法草
る派）」に襲われ重傷を負う。幕
柳屋社長は、地域に必要なことは「風を感じること」「感性を磨くこと」
、また、 府の第２次長州征伐に対し諸隊を
案をまとめ、大日本帝国憲法とし
数年前に前々学長の廣中平祐 さんに「地域と連携しない大学は生き残れない、 率いて戦い、倒幕のきっかけとな
て発布するなど、立憲政治の確立
につとめた。1909 年、中国ハル
そして、地域も残れない」と言われたことに驚いた。それまでは大学という所 る。1885 年第 1 次伊藤内閣で外
ピン駅にて撃たれる。
は「違う世界で、違うことをやっている」というイメージだったが、今では敷 務大臣に就任、維新外交の始祖と
なった。
居も低くして頂いている。産学連携の上手く行く方法としては交流事業を沢山
行い、
「人と人とのつながり」を大切にする事。また、産学連携の問題点としては、 長州ファイブとその時代
企業の問題点として「商品開発を自分たちだけでやってしまおうとすること」
、 1853 年の黒船来航以来、外国からの脅威が表面化してくると、天皇を尊崇し、
「新しい技術は人に言わないで囲い込んでしまうこと」などが考えらる。しか
外国を打ち払うことを主張する「尊皇攘夷」の考えに基づく運動が大きな流れ
し、全部が出来て、全て解決する訳ではないため、信頼関係を築き上げること
となってゆく。その運動は安政の大獄によって打撃を受けるが、5 人が密航し
が大事と発言。また、コーディネーターを務められた山口大学の産学公連携・
た 1863 年頃から更に激しさを増し、運動の舞台は京都となる。ちなみに新撰組
が結成されたのもこの年。新撰組は翌 1864 年の池田屋事件など尊皇攘夷派志士
イノベーション推進機構の堀 憲次副機構長は最後に “ 長州ファイブは 150 年
前、開国前の日本から外に出て行った。山口県人はそういった心があるはず。 の取締りで名を馳せた。同年、5 人のうち井上馨と伊藤博文は、長州藩の外国船
砲撃を知りイギリスから帰国、藩に藩論である攘夷を開国に転換することを説
産学連携において、イノベーションは地域単独では出来ない。新技術の種とな
くが聞き入れられず、4 国は長州への攻撃を開始（下関戦争（馬韓戦争））、長州
る「シーズ」は大学で行うが、そこには広域から技術を持ってきて「イノベーショ
藩は大敗、外国の威力を身を持って知ることになる。一方、当時のイギリスは、
ン（技術革新）」を作りだす。しかし、1 番重要であり、1 番アナログな所は「人
ビクトリア朝時代の最盛期にあたり、特に鉄道の驚異的な発達は、人々の生活
と人のつながり」である。” と総括され、フォーラムは終了しました。
を大きく変化させていた。

造幣の父

学業半ばにして、体調
を 崩 し、1866 年、 無
念の帰国。帰国後、大
阪造幣局長を 12 年近
くもつとめ、造幣局の
整備に尽力。大阪造幣
局の名物「桜の通り抜
け」は遠藤謹助の発案。

工学の父

井上勝とともに最後までイギリスに留ま
る。産業革命発祥の地・グラスゴーで見
習工として働きながら、夜学で科学の原
理などを学び、造船技術を身につけた後、
明治元年 1868 年に帰国。工業を興し近
代化を進めるには人材を育てることが不
可欠だと考え、工学寮（現在の東京大学
工学部）を設立、日本工学の父となる。
また、日本初の盲唖学校を設立。

遠藤勤助（えんどうきんすけ）
渡航時 27 歳（1836 ～ 1893）
萩市出身。初代造幣局長
造幣事業に一生を捧げ、「お雇
い外国人」から独立し、日本
人の手による貨幣造りに成功
する。

山尾庸三（やまおようぞう）
渡航時 26 歳（1837 ～ 1917）
山口市出身。初代法制局長官
グラスゴーで造船を学び、明
治４年に工学寮（のちの東京
大学工学部）を創立。聾盲唖
教育の父でもある。

鉄道の父

井上勝（いのうえまさる）
渡航時 20 歳（1843 ～ 1910）
萩市出身。初代鉄道局長官
新橋－横浜間に日本初の鉄道
を敷き、以後、全国の鉄道敷
設工事を指揮した。小岩井農
場の創設者。
イギリスで鉄道や鉱山学を学び、帰
国後、鉄道頭、鉄道局長官などを歴任。
工事責任者として日本初の新橋・横
浜間の鉄道を開通させる。以後、
新橋・
神戸間、東京・青森間開通など日本
の鉄道開発に情熱をささげ続け、日
本鉄道の父と呼ばれる。鉄道院顧問
としてヨーロッパ鉄道視察中、ロン
ドンで客死。

映画「長州ファイブ」はもう観られましたか！？ヤナギヤも協賛しています！！
200 年以上鎖国を続けてきた日本から、広い世界へ飛び出した若者たち。前例のない試みに
果敢にチャレンジしてこそ道は開けるのだと身をもって証明した先駆者たちだ。教育、政治、
産業と後に近代日本の基盤をつくった彼らを英国の新聞は「長州ファイブ」と呼んだという。
5 人を受け入れる英国側の度量の大きさにも感心するが、礼儀正しく向学心に富み勤勉でな
おかつ物怖じしない彼らの姿には人の心を打つ美しさがある。
『地雷を踏んだらサヨウナラ』
『アダン』など常に実在の人物を生き生きと描いてきた五十嵐匠監督の演出は、松田龍平演
じる山尾庸三に焦点を当てた後半に冴えを見せる。気骨ある男たちを体現した 5 人の俳優も
好演。２００７年４月第４０回ヒューストン国際映画祭でレミアワードグランプリ（最優秀
賞）受賞。
（２００６年作品・１１９分）

（映画「長州ファイブ」web サイトより）

