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序論 

子どものときから、台湾はうなぎ養殖が盛んだった。うなぎは最大消費国である日本へ

輸出される。養殖うなぎの輸出量や養殖面積が世界第 1位になって、台湾は「うなぎ王国」

の称号を得た。しかし、近年はコストの低い中国でのうなぎ養殖が盛んになって、貿易面

で台湾の養殖業に打撃を与えた。元々うなぎ養殖は、天然うなぎの稚魚を捕獲して養殖が

行われてきた。卵からの完全な人工養殖ができなかったからである。ところが、気候の変

化・環境汚染・乱獲などにより、うなぎの稚魚の数は減少しつつある。このようにして、

台湾の「うなぎ王国」の称号は消失してしまった。 

このレポートは、台湾のうなぎをテーマにして、台湾のうなぎ養殖の変化・現状・課題

を日本人や日本語学習者に知ってもらうことを目的としている。 

レポートの構成は以下のようになっている。まず、第 1章「うなぎの概説」で、うなぎ

の種類や生態、産卵地、養殖、栄養と食の安全などを紹介する。次に、第 2章「台湾のう

なぎ生産」で、うなぎの養殖地や国内市場価格、輸出先、輸出量、国外価格、国内消費量、

台湾のうなぎ料理（日本料理と台湾料理）などを紹介する。そして第 3章「うなぎの資源

問題」で、うなぎの稚魚の輸出規制や卵の人工養殖技術の開発、うなぎの資源問題と台湾

の養殖業の未来を紹介する。 

研究の方法は、書籍やインターネットや論文の資料を調べることだけではなく、実際に

現地調査をする。具体的には、養殖業者や台湾のうなぎ料理専門店のオーナーにインタビ

ューして、写真を撮影する。1
 

                                                      
1
 本稿の中の中国語の漢字に使用するフォントの規則について説明しておく。本文中、中国語の人名・地名など

の固有名詞のうち、日本語文字コード上にも同じ漢字がある場合は、日本語フォントの「MS明朝」（MS Mincho）

を使用し、それ以外は中国語フォント「新細明體」（PMingLiU）を使用した。ただし、脚注部分と参考文献一覧

の部分は、中国語の著者姓名・論文名・書籍名・ウェブサイト名の漢字にすべて中国語フォント「新細明體」

（PMingLiU）を使用した。 
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第 1章 うなぎの概説 

 本章では、うなぎの種類、生態、養殖、栄養と食用安全について、それぞれ説明する。 

 

1-1うなぎの生態と種類 

本節では、うなぎの種類と似ている種類、生態、生活史について、紹介する。 

 

1-1-1一般的な食用種類 

 世界のうなぎの種類について「うなぎネット」というウェブサイト1は以下のように述べ

ている。 

ウナギ属魚類は 16種・3亜種の合計 19種に分類されている。日本ウナギの「Anguilla 

japonica（アンギラ ジャポニカ）」・ヨーロッパウナギの「Anguilla Anguilla（アンギラ ア

ンギラ）」・アメリカウナギ「Anguilla rostrata（アンギラ ロストラータ）」などが種ごと

に決まった回遊環で数千キロの降河回遊を行なう。ウナギの起源は 1億年前後の白亜紀

後にインドネシア付近で派生したと推定されている。海流に乗って西へ分布域を拡大し

たグループ（ヨーロッパウナギ・アメリカウナギ・アフリカ）と起源した場所付近にそ

のまま残ったグループ（日本ウナギ・オーストラリアウナギ・その他）に分かれた。 

図 1 世界のウナギ採捕地2
 

 

16種・3亜種Anguilla anguilla/Anguilla rostrata/Anguilla mossambica/Anguilla bicolor 

bicolor/Anguilla bicolor pacifica/Anguilla obscura/Anguilla interioris/Anguilla nebulosa 

nebulosa/Anguilla marmorata/Anguilla nebulosa labiata/Anguilla megastoma/Anguilla 

celebesensis/Anguilla japonica/Anguilla reinhardti/Anguilla dieffenbachi/Anguilla australis 

australis/Anguilla australis schmidti/Anguilla borneensis/アンギュラ・ルゾネンシス 

以上のように、うなぎの種類は 16種 3亜種の合計 19種に分類されている。うなぎの起

源はインドネシア付近で、そのまま残ったグループ（ニホンウナギ・オーストラリアウナ

ギ）と西へ分布域を拡大したグループ（ヨーロッパウナギ・アメリカウナギ・アフリカウ

                                                      
1
 『うなぎネット』「うなぎとは」http://www.unagi.jp/maker/process/unagi.html 2012.09.27 

2
 同注 1 

http://www.unagi.jp/maker/process/unagi.html
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ナギ）に分かれたことがわかる。 

 一般的な食用種類について、台湾の養殖業者1にインタビューした回答は以下の通りであ

る。 

19種の中でAnguilla japonica（Japanese eel）ニホンウナギ、Anguilla Anguilla（European 

eel）ヨーロッパウナギ、Anguilla rostrata（American eel）アメリカウナギ、Anguilla bicolor 

bicolor（Indonesian shortfin eel）インドネシアウナギ、Anguilla mossambica（African longfin 

eel）アフリカウナギ、Anguilla marmorata（Giant mottled eel）オオウナギ、Anguilla australis 

australis（Short-finned eel）オーストラリアウナギなどの 7種はよく食用にされる。 

ヨーロッパウナギは現在その資源が保護されていて、捕獲と輸出は禁止されている。

台湾のうなぎ料理専門店は主にニホンウナギを利用する。そして、他の種類は養殖コス

トが低いので、ニホンウナギの代用として利用され、加工品や缶詰にされることが多い。 

（筆者訳） 

以上のように、一般的な食用種類は 7種で、うなぎ料理専門店では主にニホンウナギが

利用されること、他の種類は加工品や缶詰にされることが多いことがわかる。下の表は一

般的な食用種類 7種の絵である。 

 

表 1 一般的な食用種類2 

ニホンウナギ3 ヨーロッパウナギ4 

 
 

アメリカウナギ5 インドネシアウナギ6 

 

 

                                                      
1
 2012年 7月 14日、筆者が台南市學甲區のうなぎ養殖業者の周尚文さんにインタビューした。インタビューの

内容は筆者が日本語に翻訳した。 
2
 筆者作成。 

3
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=295&what=species&TotRec=5 

2012.10.25 
4
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=7&ID=35&what=species&TotRec=10 

2012.10.25 
5
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=4&ID=296&what=species&TotRec=6 

2012.10.25 
6
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=1274&what=species&TotRec=2 

2012.10.25 

http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=295&what=species&TotRec=5
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=7&ID=35&what=species&TotRec=10
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=4&ID=296&what=species&TotRec=6
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=1274&what=species&TotRec=2
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アフリカウナギ1 オオウナギ2 

 
 

オーストラリアウナギ3 

 

 

 

1-1-2うなぎに似ている種類 

 うなぎの分類、種類などについて、ニチレイフレッシュのウェブサイト4は、以下のよう

に述べている。 

分類学上うなぎは「ウナギ目ウナギ科」に分類されます。「ウナギ目」はうなぎをは

じめ、アナゴ・ハモ・ウツボ・ウミヘビなど約 600種類がいます。「ナツメウナギ」「デ

ンキウナギ」は、外見が似ていることから同じ「うなぎ」という名前がついていますが、

生物学的には全く違った種類に属します。 

図 1 ウナギ目の顔の特徴5
 

 

                                                      
1
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=1&ID=1276&what=species&TotRec=4 

2012.10.25 
2
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=4&ID=1275&what=species&TotRec=9 

2012.10.25 
3
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=297&what=species&TotRec=6 

2012.10.25 
4
 『ニチレイフレッシュ』「水産品まめ知識 Vol.6 うなぎ編～うなぎの分類、種類ほか」

http://www.nichireifresh.co.jp/fish/knowledge/vol_06.html 2012.10.11 
5
 同注 4 

http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=1&ID=1276&what=species&TotRec=4
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=4&ID=1275&what=species&TotRec=9
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=297&what=species&TotRec=6
http://www.nichireifresh.co.jp/fish/knowledge/vol_06.html
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 以上のように、うなぎは「ウナギ目ウナギ科」に分類され、同じ「ウナギ目」には、ア

ナゴ・ハモ・ウツボなどがいる。 

また、名前に「うなぎ」が付く一部の魚類について、日本語版ウィキペディアは1、以下

のように説明している。 

ヤツメウナギ・ヌタウナギ・デンキウナギ・タウナギ・トゲウナギなどは名前に「ウ

ナギ」を含むがウナギ目の魚類ではなく、それぞれヤツメウナギ目・ヌタウナギ目・デ

ンキウナギ目・タウナギ目（タウナギとトゲウナギ）に属する。また、フウセンウナギ

目はウナギ目とは異なる近縁のグループと考えられていたが、1990年代以降のミトコン

ドリアDNA解析に基づく研究によれば、ウナギ目内部に分岐しウナギ科に近縁である

可能性が示唆されている。 

 以上のように、「うなぎ」という名前が付いているがウナギ目には属さない、全く違った

種類の魚類もいることがわかる。 

 下の図 1は、以上の分類をまとめたものである。 

図 1 うなぎに似ている種類の分類系統図2 

 

                                                      
1
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ目」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE%E7%9B%AE 2012.09.30 
2
 筆者作成。主に日本語版ウィキペディアの各目・科の記事を見て、その分類を筆者が整理してこの図を作成し

た。なお、ウミヘビについては、「魚類のウナギ目にはダイナンウミヘビやホタテウミヘビが属するウミヘビ科 

Ophichthidae が存在する。英語でも Snake eel（ヘビウナギ）と通称され、ヘビのように細長い体や獰猛な顔つ

きが名前の由来であると思われる。ウナギ目ウミヘビ科の生物は毒を持たない海水魚の一種である。ウナギやウ

ツボの仲間であり、（爬虫類の）ウミヘビとはまったく別の生物である。」以上、日本語版フリー百科事典『ウィ

キペディア』「ウミヘビ科」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%9F%E3%83%98%E3%83%93#.E3.82.A6.E3.83.8A.E3.82.AE.E7.9

B.AE.E3.81.AE.E3.82.A6.E3.83.9F.E3.83.98.E3.83.93.E7.A7.91.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 2012.10.18 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE%E7%9B%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%9F%E3%83%98%E3%83%93#.E3.82.A6.E3.83.8A.E3.82.AE.E7.9B.AE.E3.81.AE.E3.82.A6.E3.83.9F.E3.83.98.E3.83.93.E7.A7.91.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%9F%E3%83%98%E3%83%93#.E3.82.A6.E3.83.8A.E3.82.AE.E7.9B.AE.E3.81.AE.E3.82.A6.E3.83.9F.E3.83.98.E3.83.93.E7.A7.91.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6
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最後に、下の表 1は、うなぎに似ている種類の写真を整理したものである。 

表 1 うなぎに似ている種類1 

アナゴ2 ハモ3 

 

 

ウツボ4 ウミヘビ5 

 

 

フウセンウナギ6 デンキウナギ7 

 

 

 

                                                      
1
 筆者作成。 

2
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/007960.htm 2012.11.01 

3
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/028829.htm 2012.11.01 

4
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/034880.htm 2012.11.01 

5
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/018579.htm 2012.11.01 

6
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=9109&what=species&TotRec=2 

2012.11.01 
7
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=4535&what=species&TotRec=6 

2012.11.01 

http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/007960.htm
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/028829.htm
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/034880.htm
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/018579.htm
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=9109&what=species&TotRec=2
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=4535&what=species&TotRec=6
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タウナギ1 トゲウナギ2 

 

 

ドジョウ3 ヤツメウナギ4 

  

ヌタウナギ5 

 

 

                                                      
1
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/007448.htm 2012.11.01 

2
 『FishBase』http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=12026&what=species&TotRec=5 

2012.11.01 
3
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/013880.htm 2012.11.01 

4
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/031489.htm 2012.11.01 

5
 『WEB魚図鑑』http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/013447.htm 2012.11.01 

http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/007448.htm
http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=12026&what=species&TotRec=5
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/013880.htm
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/031489.htm
http://fishing-forum.org/zukan/trhtml/013447.htm
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1-1-3うなぎの生態 

 うなぎの生態について、日本語版ウィキペディア1は、以下のように説明している。 

成魚が生息するのは川の中流から下流、河口、湖などだが、内湾にも生息している。

えらの他に皮膚でも呼吸できるため、体と周囲が濡れてさえいれば陸上でも生きられる。

雨の日には生息域を抜け出て他の離れた水場へ移動することもあり、路上に出現して

人々を驚かせることもある。 

細長い体を隠すことができる砂の中や岩の割れ目などを好み、日中はそこに潜んでじ

っとしている。夜行性で、夜になると餌を求めて活発に動き出し、甲殻類や水生昆虫、

カエル、小魚などいろいろな小動物を捕食する。泳ぎはさほど上手くなく、遊泳速度は

遅い。他の魚と異なり、ヘビのように体を横にくねらせて波打たせることで推進力を得

る。このような遊泳方法は蛇行型と呼ばれ、ウツボやハモ、アナゴなどウナギと似た体

型の魚に見られる。体内調節が得意なため、淡水でも海水でも生きられる。 

 うなぎは淡水魚として知られているが、海で産卵・孵化を行い、淡水にさかのぼって

くる「降河回遊（こうかかいゆう）」という生活形態をとる。従来、ウナギの産卵場所は

フィリピン海溝付近の海域とされたが、外洋域の深海ということもあり長年にわたる謎

であった。 

卵から 2-3日で孵化した仔魚はレプトケファルス（葉形幼生、Leptocephalus）と呼ば

れ、成魚とは異なり柳の葉のような形をしている。この体型はまだ遊泳力のない仔魚が、

海流に乗って移動するための浮遊適応であると考えられている。レプトケファルスは成

長して稚魚になる段階で変態を行い、扁平な体から円筒形の体へと形を変え「シラスウ

ナギ」となる。シラスウナギは体型こそ成魚に近くなっているが体はほぼ透明で、全長

もまだ 5 cmほどしかない。 

シラスウナギは黒潮に乗って生息域の東南アジア沿岸にたどり着き、川をさかのぼる。

流れの激しいところは川岸に上陸し、水際を這ってさかのぼる。川で小動物を捕食して

成長し、5年から十数年ほどかけて成熟する。その後ウナギは川を下り、産卵場へと向

かうが、その経路に関してはまだよく分かっていない。海に注ぐ河口付近に棲息するも

のは、淡水・汽水・海水に常時適応できるため、自由に行き来して生活するが、大型湖

沼では、産卵期に降海するまで棲息湖沼と周辺の河川の淡水域のみで生活することが多

い。 

 以上のことから、うなぎは海で産卵と孵化を行い、淡水にさかのぼってくる「降河回遊」

という生活形態をとる。卵から孵化した稚魚は「レプトセファルス」2と呼ばれる。成長し

て「シラスウナギ」3となる。シラスウナギは黒潮に乗って東南アジア沿岸の川口をさかの

                                                      
1
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE 2012.09.20 
2
 Leptocephalusは、「レプトケファルス」とも「レプトセファルス」とも表記される。本レポートでは、引用部

分以外は「レプトセファルス」に統一して表記する。 
3
 ここで「シラス」と「シラスウナギ」の違いについて説明しておく。一般的に「シラスとは、カタクチイワシ・

マイワシ・イカナゴ・ウナギ・アユ・ニシンなど、体に色素がなく白い稚魚の総称。（中略）シラスは、様々な

魚の仔稚魚の総称であるが、白子干しなどの形で積極的に食用とされるのは、イワシ仔魚（主にカタクチイワシ）

がほとんどである。」以上、日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「シラス」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%82%B9_(%E9%AD%9A) 2012.11.22 また、小魚の総称

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%82%B9_(%E9%AD%9A)
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ぼる。5年から 10年ぐらいの期間で成熟してうなぎになる。その後、降海して、産卵場所

へ行って、産卵を行うことがわかる。 

さらに、うなぎの変態過程には、いろいろな名称があるので、以下の図に整理してみた。 

図 1 うなぎ変態名称図1 

 

このように、海で卵から生まれて、ガラスウナギ（Glass eel）まで海で育ち、シラスウ

ナギは海から川へ上り、クロコから黄ウナギまで川で成長し、成鰻から銀ウナギまで川か

ら海へ下って産卵を行うことがわかる。 

 以上、この節では、うなぎの種類と生態について述べた。ウナギ目ウナギ科の種類は 19

種で、一般的な食用種類は 7種であることがわかった。うなぎに似ているが、分類上ウナ

ギ目ウナギ科に近いものも遠いものもいる。また、「うなぎ」という名前が付いていてもウ

ナギ目に属さないものもいる。うなぎの生態は、海で生まれて川へ上り、成鰻になると海

へ下って産卵を行う。その生活形態は「降河回遊」と呼ばれることがわかった。 

                                                                                                                                                        
「シラス」は台湾語では「魩仔魚」（ブラヒ）で、「シラスウナギ」は中国語で「白鰻」「鰻苗」と呼ばれる。な

お、本レポートで言う「シラス」も「シラスウナギ」もうなぎの稚魚を指す。 
1
 筆者作成。主に独立行政法人水産総合研究センター（2010）「特集：ウナギ完全養殖達成」『FRANEWS』

No.23http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf 2012.10.18と、井田徹治（2007）『ウナギ 地球環境を語る

魚』岩波新書、p.39を参考にしてこの図を作成した。 

http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf
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1-2うなぎの産卵と養殖 

 本節では、まずうなぎの産卵地について調査研究の歴史を見る。次に養殖方法について、

日本と比較しながら台湾を中心に述べる。 

 

1-2-1うなぎの産卵地 

 大西洋のうなぎの産卵地について、塚本（2011：5）1は、以下のように述べている。 

  1904年にフェロー諸島の沖合でウナギのレプトセファルスを採集したデンマークの

ヨハネス・シュミット Johannes Schmidt（1877-1933）は、それまで地中海にあるといわ

れたウナギの産卵場が、本当は大西洋にあるのではないかと着想した。以来 4隻の調査

船、Thor,Margrethe,Dana,DanaⅡを駆使してウナギの産卵場を網羅的に探索した。 

  1928-1930 年には世界一周のウナギ調査航海を実施し、世界各地の海でウナギのレプ

トセファルスを採集した。当時北米とヨーロッパを結んでいた大西洋航路の商船にまで

プランクトンサンプルの採集を依頼して、精力的にレプトセファルスを収集した。 

  こうして集まったウナギのレプトセファルスの体長と分布を調べると、同じサイズの

レプトセファルスの分布する範囲は内側ほど小サイズになっていく同心円状を呈し、中

心はバミューダ沖のサルガッソ海にあった。ここで生まれたヨーロッパウナギの仔魚が

海流に乗って分散し、ヨーロッパまでやってくる。北米大陸の東岸に分布するアメリカ

ウナギのレプトセファルスも、同様にサルガッソ海に中心をもつ同心円を示した。アメ

リカウナギの推定産卵場はヨーロッパウナギよりやや西に寄っているものの、同じサル

ガッソ海で 2種のウナギが同所的に産卵していることは意外な事実である。しかし、ど

うやって相互に自分の相手を見分けているのか、わかっていない。 

 以上のように、大西洋のうなぎ（ヨーロッパウナギとアメリカウナギ）の産卵地はサル

ガッソ海であることがわかる。そして、その調査はレプトセファルスの体長と分布を調べ

て、より小さいものがいる地域が産卵地に近いという仮定に基づいて行われたことがわか

る。 

次に、太平洋のうなぎの産卵地について、塚本（2011：11）2は、以下のように説明して

いる。 

大西洋のウナギ産卵場発見に触発され、太平洋でも東アジアに分布するニホンウナギ

の産卵場を見つけようという気運が盛り上がった。 

1973年には、東京大学海洋研究所（現東京大学大気海洋研究所）の研究船「白鳳丸」

（現海洋研究開発機構所属）を用いた本格的なウナギ産卵場調査が始まった。 

その結果、1973年には台湾東方海域で体長約 50mmの仔魚が 52尾（Tanaka 1975）、1986

年には、フィリピン・ルソン島東方海域で約 40mmの仔魚が 21尾採集された（Kajihara 

1988）。1988年と 1990年にはさらに東の海域で、鹿児島大学の「敬天丸」が 20-30mm

前後の仔魚をそれぞれ 7尾と 21尾採集した（Ozawa etel.1989,1991）。1991年には、「白

鳳丸」がマリアナ諸島西方海域で 10mm前後の仔魚を約 1,000尾採集し、これによって

                                                      
1
 塚本勝巳・黒木真理（2011）『旅するウナギ－1億年の時空をこえて』東海大学出版会、p.5 

2
 同注 1、p.11 
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ニホンウナギの産卵場はマリアナ諸島西方海域とほぼ特定された（Tsukamoto 1992）。つ

まり、ニホンウナギの推定産卵場の歴史的推移は、仔魚の輸送経路を遡っていくことに

より、まず黒潮流域の沖縄南方海域、台湾東方海域からフィリピンのルソン島東方海域

へ南下していき、さらに北赤道海流を遡行・東進してマリアナ諸島西方海域に到達した。

これに伴い、採集されるレプトセファルスのサイズは徐々に小さくなっていった。ウナ

ギの産卵場調査の歴史は、広大な海の中でより小さいレプトセファルスを求め続けた歴

史といえる。 

以上のように、太平洋のうなぎの産卵地調査は、大西洋の調査と同じく、産卵場に近い

ほど仔魚（レプトセファルス）は小さいという考えによって、仔魚を採集して体長を調べ、

産卵地を推定していった。その結果、1990年代に、太平洋のニホンウナギの推定産卵地は

マリアナ諸島西方海域とされた。仔魚は産卵地から海流に乗って、以下の過程で北上する

ことがわかった。マリアナ諸島西方海域（推定産卵地）→フィリピンのルソン島東方海域

→台湾東方海域→沖縄南方海域。これを地図に示したのが下の図 1である。 

図 1 太平洋のうなぎの産卵地1 

 

1990年代に太平洋のニホンウナギの推定産卵地はマリアナ諸島西方海域とされたが、ま

だ問題点があった。その問題について、塚本（2003：2）2は、以下のように述べている。 

しかし厳密な意味では、現在世界に 18種いるウナギの産卵場は、まだ 1種たりとも

明らかになってはいない。それは産卵場推定の基礎となったものが体長数ミリメートル

の発育初期の仔魚ではあったものの、推定体長約 3ミリメートルの孵化したての仔魚が

採集されたわけではないからである。勿論ウナギの卵や産卵中の親魚も見つかってはい

ない。体長数ミリメートルの仔魚は、孵化後 1週間程度はたっている。したがって産卵

                                                      
1
 『上を向いてアンコウ』「うなぎの生態」http://torajiyama.blog.fc2.com/blog-category-13.html 2012.10.04 

2
 塚本勝巳（2003）「ウナギ：大回遊の謎」第 1回水産総合研究センター研究成果発表会講演要旨 

http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf p.2 

http://torajiyama.blog.fc2.com/blog-category-13.html
http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf
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されたあとかなりの距離、海流によって海の中を流された可能性もある。それゆえ小型

のレプトケファルスの採集地点がそのまま産卵地点であるとは断定しがたい。産卵地点

をピンポイントで特定するには、産出されたばかりの卵を採集するか、産卵中の親魚を

発見する必要がある。 

このように、孵化したての仔魚、産出されたばかりの卵、産卵中の親魚などがまだ見つ

かっていないので、地域の推定はできたが、厳密に言うと産卵地点の特定はまだできてい

なかった。 

 仔魚の体長以外に成長期間を調べるのに役立ったのが、耳石1である。この耳石について、

塚本（2003：2）2は以下のように述べている。 

一方、耳石（じせき）と呼ばれる魚の内耳の中にある微小な硬組織の解析からも貴重

なデータが得られている。耳石にはちょうど木の切り株に見られる年輪のような同心円

状の輪紋が見られ、これが一日一本ずつできることがわかっている。この「日周輪」を

顕微鏡下で数えることにより個体の「日齢」がわかる。またこれを採集日から逆算する

ことで孵化日（誕生日）が推定できる。この解析を沖合でとれたレプトケファルスに適

用してみたところ、ウナギは 5月から 10月までの約半年に及ぶ長い産卵期の間に、毎日

だらだらと無秩序に産卵するのではなく、ひと月の内の新月の日に同期して、一斉に産

卵することが明らかになってきたのである（新月仮説）。 

図 1 ウナギレプトセファルスの耳石3 

 

 このように、耳石によって、仔魚が孵化後何日なのか推定でき、うなぎは新月の日に産

卵することがわかった（新月仮説）。 

 また、推定産卵地がマリアナ諸島西方海域のどの場所なのかについて、塚本（2003：3-4）
4は、以下のように述べている。 

                                                      
1
 うなぎの耳石についての研究は、台湾では台湾海洋大学の曾萬年教授の研究があり、台湾のうなぎ生態研究を

推進した。本レポートでは詳しく紹介できないが、ここで特筆しておく。 
2
 塚本勝巳（2003）「ウナギ：大回遊の謎」第 1回水産総合研究センター研究成果発表会講演要旨 

http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf p.2 
3
 同注 2、p.3 

4
 同注 2、pp.3-4 

http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf
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これまでの産卵場調査で得られたすべてのレプトケファルスの採集記録と海流デー

タ、および海底地形図を詳細に検討した結果、ニホンウナギの産卵場はマリアナ諸島（グ

アム島）の北西約 200マイルの地点にある 3つの海山（南からスルガ海山、アラカネ海

山、パスファインダー海山）であろうと推定されている（海山仮説）。これらの海山は水

深 3000〜4000mの海底から頂上が海面下約 10mまでそびえ立つ富士山クラスの海の中

の山々である。実際シービームと呼ばれる最新の音波探査機器を用いてこれらの海山を

マッピングしてみると、美しいコニーデ型の、富士山そっくりの山であることがわかっ

た。（中略） 

親ウナギたちにとって、海山はオスとメスが広大な海の中で出合う待合場所として重

要な役割を持っている。またこれら 3つの海山が含まれる西マリアナ海嶺は、古代の火

山が南北に長く連なった高い海底山脈である。したがって、ここに生じた磁気異常や重

力異常はウナギを東アジアの河口から目的の産卵地点まで迷うことなく導くための道標

としての役目も果たすことだろう。 

図 1 ニホンウナギの推定産卵場1          図 2 アラカネ海山2 

  

 このように、海流と海底地形を検討して、産卵場をマリアナ諸島北西の 3つの海山と推

定した。その後の塚本の調査研究について漆原（2011）3は、以下のように述べている。 

塚本勝巳教授は、ウナギの旅の始まりと終わりの場所である産卵場を探し求めてきた。

1991年の時点で「新月仮説」と「海山仮説」という 2つの仮説から、「ニホンウナギは、

                                                      
1
 塚本勝巳（2003）「ウナギ：大回遊の謎」第 1回水産総合研究センター研究成果発表会講演要旨 

http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf p.3 
2
 同注 1、p.3。（シービームによる 3D画像） 

3
 漆原次郎（2011）「摩訶不思議な生き物「鰻」の謎を解き明かす（後篇）3つの仮説で「怪しい卵」をついに

発見」『Japan Business Press』http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/19754 2012.10.26 

http://www.fra.affrc.go.jp/kseika/150828seika/seika1.pdf
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/19754
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夏の新月に、マリアナ諸島沖の海山域で産卵する」ということを推測していた。実際、

この場所で卵が採れれば、これまで重ねてきた推理は証明されることになる。ところが、

その後 10年以上が経っても、卵を採るには至らなかった。（中略） 

2005年の研究航海では、（中略）マリアナ諸島沖の海山付近には、塩分濃度の異なる

水塊がぶつかり合う「塩分フロント」という境目がある。塚本教授は、この塩分フロン

トにも着目していた。「親ウナギは、北の塩っぱい水から南の甘い水に入ったところで『匂

いの違い』を嗅ぎつけることにより、故郷に帰ってきたことを察知するのではないかと

考えました」そこで、この塩分フロントに沿って、西から東へとジグザグに船を走らせ

ながら、海中に漂うプランクトンを大量に採集することで、その中からウナギの卵を見

つけようとした。（中略）塩分フロントに狙いを絞った作戦は奏功し、この航海では体長

5ミリ以下の仔魚を採ることができた。体長 12～60ミリの「レプトセファルス」よりも

小さいため、「プレレプトセファルス」と呼ばれる。孵化後 2日しか経っていないウナギ

だった。もはや 14年間の沈黙期を脱した。2008年には、この海域から親ウナギも採取

された。卵の採取は、もう直前だ。（中略） 

卵の採取は、直径 3メートルの巨大な網を海中に降ろし、これを曳航して行う。（中

略）2009年 5月、新月が迫ろうとしていた。（中略）太平洋の大海原から、ついにニホ

ンウナギの卵を採ることができた。それは塚本教授らが唱えていた「新月仮説」や「海

山仮説」、さらに「塩分フロント仮説」が、確固たる「法則」へと生まれ変わろうとする

瞬間でもあった。 

図 1 プレレプトセファルス1   図 2 孵化した仔魚2      図 3 卵3
 

   

 このように、「新月仮説」と「海山仮説」という 2つの仮説から、「ニホンウナギは、夏

の新月に、マリアナ諸島沖の海山域で産卵する」ということが推測されていたが、調査し

ても 14年間卵が見つからなかった。さらに海水の塩分濃度の境目の「塩分フロント」に沿

って調査して、「プレレプトセファルス」や親ウナギが見つかり、そしてついにニホンウナ

ギの卵の採取に成功したことがわかる。 

                                                      
1
 「2005年 6月 7日、新月の日に採集された 2日齢のプレレプトセファルス（上）。眼も歯もまだ形成されて

いない。下はその 3日後に採集された 5日齢の個体」以上、塚本勝巳（2006）「ウナギの回遊生態は解明された

か？」『淡青』18、p.28 http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/pdf/tansei18_s1.pdf 2012.10.31 
2
 漆原次郎（2011）「摩訶不思議な生き物「鰻」の謎を解き明かす（後篇）3つの仮説で「怪しい卵」をついに

発見」『Japan Business Press』http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/19754?page=3 2012.10.26 
3
 同注 2。2009年 5月に採取されたニホンウナギの卵。 

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/pdf/tansei18_s1.pdf
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/19754?page=3
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1-2-2うなぎの養殖方法 

うなぎの養殖はシラスを捕獲して、それを養殖する。シラス漁について、塚本（2011：

149）1は以下のように述べている。 

  秋が深まってくるとシラスの漁が始まる。シラス漁は、夜間河口表層にゆらゆらと接

岸してきた遊泳力のあまりない稚魚を掬い取る。手網とランプがあればこと足りる。し

かし、根気と粘り強さは不可欠だ。夜間河口近くの波打ち際にずらりと並んだランプは

冬の風物誌ともなっている。 

  漁期は原則、南ほど早い。台湾は 10月、南日本は 12月から始まる。北に行くほど遅

くなる。シラス漁の北限の東北・阿武隈川河口は、盛漁期が 4-5月と日本で最も遅い。

また瀬戸内海は直接黒潮に面していないので、接岸に時間を要し、太平洋岸の河口より

漁期は遅れる。同じ地点でも年により漁の最盛期は大きく変動する。日本の養鰻は、半

年程度でシラスから商品サイズまで急成長させ、夏の土用の丑の日に合わせて出荷する

ことを良しとするので、早期に捕れるシラスほど需要が高く、値が高い。 

以上のように、シラス漁は夜間に河口付近の海岸で手網とランプを使って行われる。漁

期は南ほど早く、台湾は 10月、南日本は 12月から始まることがわかる。下の写真は日本

と台湾のシラス漁の写真である。 

写真 1 台湾のシラス漁2         写真 2 日本のシラス漁3
 

  

台湾のうなぎ養殖について、塚本（2011：173）4は、「台湾では 1960年代から本格的な

鰻養殖が始まった。1968年に日本の養鰻池で病害が発生したことをきっかけに、台湾の鰻

養殖が急成長し、1990年前後には日本の生産量を上回った。」と述べている。約 50年の歴

史がある台湾のうなぎ養殖は、どのような特色があるのか、日本と違うのか、台南市のう

なぎ養殖業者周氏にインタビューしてみた5。以下はインタビューの内容である。 

 

                                                      
1
 塚本勝巳・黒木真理（2011）『旅するウナギ－1億年の時空をこえて』東海大学出版会、p.149 

2
 『Flickr–sunshine莊信賢影像世界的所有相片』「相片集／台灣的漁業(1)」

http://www.flickr.com/photos/sunshine_chuang/2636266382/in/set-72157621958539797 2012.11.08 
3
 『朝日新聞』「徳島シラスウナギ漁解禁阿南」http://www.asahi.com/food/news/TKY200912160235.html 2012.11.08 

4
 塚本勝巳・黒木真理（2011）『旅するウナギ－1億年の時空をこえて』東海大学出版会、p.173 

5
 2012年 7月 14日、筆者が台南市學甲區のうなぎ養殖業者の周尚文さんにインタビューした。インタビューの

内容は筆者が日本語に翻訳した。 

http://www.flickr.com/photos/sunshine_chuang/2636266382/in/set-72157621958539797
http://www.asahi.com/food/news/TKY200912160235.html
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Q：台湾のうなぎの養殖開始時期について  

A：清朝あるいは日本統治時代から始まった。しかし、うなぎ養殖が商業ベースにのった

のは、1969年に日本への活けうなぎ空運輸出が成功してからである。 

Q：うなぎ養殖と国への登録について 

A：以前は登録の必要はなかったが、2004年 3月にEUへ輸出したうなぎから残留物質が

発見されて、登録制度が始まった。養殖業者が行政院農委會漁業署に登録申請すると、

政府は業者に養殖場のコード番号を発給する。輸出をする業者は登記が義務付けられ

ていて、登記すると産地証明が発給される。養殖と販売の履歴はすべて記録しなけれ

ばならない。養殖過程（稚魚の仕入れ時期と量、養殖開始時期、使用した飼料、使用

した薬物）をすべて記録して、インターネットで登録する。 

Q：台湾と日本の養殖設備の違いについて 

A：シラス養殖の設備は似ているが、その他は異なる。日本は滅菌処理をして密集式養殖

をする。冬はビニールハウスで保温し、さらにボイラーなど加温設備を使う。日本の

養殖池はほとんどコンクリート水槽である。一方、台湾の養殖池は、95パーセントが

露地池（露天掘りの池で土壌の水槽）1である。 

Q：台湾と日本の養殖方法の違いについて 

A：台湾はすべて天気次第である。日本は養殖期間が 6ヶ月～10ヶ月で、稚魚を養殖池に

入れたその年に収穫する。台湾は養殖期間が 10ヶ月～1年半で、稚魚を養殖池に入れ

た翌年に収穫する。養殖期間の長さは、主に気候によって左右される。 

Q：養殖池には露地池とコンクリート水槽の種類があるようだが、台湾は？ 

A：台湾は露地池（伝統的・粗放式）が多く、コンクリート水槽（密集式）のものは極め

て少ない。露地池でも密集式の養殖ができるが、罹病率が高い。日本の大部分はコン

クリート水槽で密集式養殖をしている。台湾でも以前数社の会社がコンクリート水槽

で密集式のシステム化された室内養殖を試みたが、全部失敗した。 

Q：うなぎ養殖には露地池とコンクリート水槽とどちらが適しているのか？ 

A：うなぎ養殖は段階養殖なので、段階によって適しているものが異なる。台湾でも養殖

池の全部が露地池とは限らない。（まだ小さい）シラスの場合、露地池では捕まえにく

いので、コンクリート水槽のほうがいい。台湾は 90パーセントが露地池だが、それは

（ある程度大きくなった）クロコの養殖に使われている。また、コンクリート水槽は

設置や設備の維持にかかるコストが高い。 

Q：うなぎ養殖に適した水質は？ 

A：きれいな水質で、ある程度濁ったもの（藻やミネラルを含むもの）がいい。水道水の

ようなきれいすぎて透明なものは、リンやカルシウムがないので、うなぎの肉質がよ

くならない。 

Q：養殖池で使われている水車の効果について 

A：水中の酸素を増やす効果がある。飼料を食べた後、うなぎが飼料を消化する速度と水

中の酸素濃度は正比例するので、消化速度が上がり成長が速くなる。酸素濃度が低い

と、消化速度が遅くなって、飼料（脂肪分が高い）がうなぎの胃腸に残る時間が長く

なり、腸内で発酵して炎症を引き起こしやすい。 

以上のように、日本では、冬はビニールハウスで保温し、さらに加温設備を使うコンク

リート水槽を使っているためコストが高いが、養殖期間は約半年である。一方、台湾は露

                                                      
1
 中国語では、コンクリート水槽の養殖池を「硬池」と呼び、露地池の養殖池を「軟池」と呼ぶ。以下、当レポ

ートではそれぞれを「コンクリート水槽」「露地池」と表記する。 
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地池を使っていて加温設備はないのでコストは安いが、養殖期間は約 1年である。1
 

 下の写真は台湾と日本の養殖設備である。 

写真 1 水車（台湾）2         写真 2 露地池（台湾）3
 

    

写真 3 コンクリート水槽（日本）4
 

 

 

 また、養殖されているうなぎの種類について、日本語版ウィキペディア5は「種類は、日

本と台湾ではニホンウナギ Anguilla japonica のみで、中国ではニホンウナギ Anguilla 

japonica とヨーロッパウナギ Anguilla anguilla が 8 : 2くらいである。」と述べていて、日本

と台湾はニホンウナギが 100%で、中国はニホンウナギが 80％、ヨーロッパウナギが 20％

ぐらいであることがわかる。 

今台湾では、「有機養鰻」の試みが始まった。有機養鰻について、塚本（2011：177）6は

以下のように述べている。 

                                                      
1
 「養殖方法は、台湾と中国南部の広東省では池を掘っただけの露地養殖、日本と中国の福建省ではビニールハ

ウスを利用した養殖が主流である。ハウス養殖は、ボイラーを焚いて水温を約 30℃に保っており、成長を早め

ることができる。但し、養殖の過程で餌を由来としたサルモネラ菌の汚染が発生している」以上、日本語版フリ

ー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E 

2012.12.02 
2
 インタビュー時に筆者撮影 （2012.07.14） 

3
 インタビュー時に筆者撮影 （2012.07.14） 

4
 『日本養鰻漁業協同組合連合会』「国産鰻について」http://www.wbs.ne.jp/bt/nichimanren/ 2012.10.18 

5
 同注 1 

6
 塚本勝巳・黒木真理（2011）『旅するウナギ－1億年の時空をこえて』東海大学出版会、p.177 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E
http://www.wbs.ne.jp/bt/nichimanren/
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台湾では、密殖を避けて、医薬品を使わない安全安心な「有機養鰻」の試みが始まっ

た。病気の兆しが見えたら餌の量を控え、塩などの天然物を使って早期予防に努める。

このようして育てられた健康なウナギに対して消費者が特別な価値を見いだせば、この

養殖法が広まっていくものと思われる。 

以上のように、密集式養殖を避けて、医薬品を使わない安全安心な有機養鰻が広まって

いくものと思われる。その例を見てみよう。台湾で有機養鰻をしている洪啓峰さんについ

て、「遠見雑誌」のウェブサイト1は、以下のように述べている。 

 「健康第一」これが洪啓峰に薬物を使う伝統的な養殖方法を放棄させた。1994年に農

薬を使わない有機食品が人々の生活の中で趨勢になっていくのを見て、うなぎの養殖方

法を換えることを考え始めた。元看護婦の奥さんも「薬物はうなぎの生理的負担を増大

させる。水質を改善すれば、うなぎに薬物を与える必要はない。」と言った。 

  夫妻は経験者に学ぼうと、水産試験所で勉強した。その時、養殖スズキに餌を与える

のに使う目の細かい網からヒントを得た。そして 7年前に収集網を作り、養殖池に設置

して、小型の有害な浮遊生物を除去することにより、生態のバランスを維持した。また、

1ヘクタール当たり 10万匹から 6万匹程度にシラスの養殖個体数を減らして、シラスの

生活空間を増やした。 

  最初、3つの池の実験は失敗した。薬物を使わないので、うなぎの 35パーセントが死

んでしまった。甚大な損失だった。親友には自分からトラブルを招いていると言われた。

苦悩したが、希望を持ち続けた。顕微鏡で水質を観察し、水中の藻類の変化を記録し、

飼料を屏東科技大学へ送り化学検査を頼んだ。2年間絶え間なく続けた。 

  うなぎに与えたよりよい生存環境に、魚は高い生存率で応えた。生存率は薬物を使っ

ていた時の 75%から、85%に上昇した。営業利益も 20%上昇した。予想以上の好結果だ

った。                                （筆者訳） 

以上のように、病気予防のための薬物を使わなくても、水質を管理（水中の有害生物の

除去）して、さらに粗放式にしてうなぎに広い空間を与えることで、健康なうなぎを養殖

して利益を上げている例がある。 

以上、この節では、うなぎの産卵と養殖についてみた。まず、太平洋のニホンウナギの

推定産卵地はマリアナ諸島西方海域ということがわかった。そして、「新月仮説」「海山仮

説」「塩分フロント仮説」を立てて調査し、「プレレプトセファルス」や親ウナギが見つか

り、ついにニホンウナギの卵の採取に成功したことがわかる。さらに、日本では、冬はビ

ニールハウスで保温し、さらに加温設備を使うコンクリート水槽を使っているためコスト

が高いが、養殖期間は約半年である。一方、台湾は露地池を使っていて加温設備はないの

でコストは安いが、養殖期間は約 1年かかる。また、薬物を使わない安全安心な有機養鰻

の試みが始まっている。 

                                                      
1
 「改變使用農藥的傳統模式，在地農民打開世界之門」『遠見雜誌』2006 年 6月號第 240 期

http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_12147_3.html 2012.11.12 

http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_12147_3.html
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1-3うなぎの栄養と食の安全 

本節では、まず、うなぎに含まれる栄養について述べる。次に、うなぎの食の安全の問

題について述べる。 

 

1-3-1うなぎの栄養 

 うなぎの栄養について、「健康マトリックス」というウェブサイト1は「うなぎは昔から

スタミナ食として珍重されてきましたが、特にたんぱく質、脂肪、ミネラル、ビタミンA・

B1・B2が豊富。」と述べている。以下の表 1は「健康マトリックス」の説明を参考にして、

うなぎに含まれる栄養素とその効果について整理したものである。 

表 1 うなぎの栄養素（五十音順） 

栄養素 名称 特徴・効果 

たんぱく質 たんぱく質 
たんぱく質は病気に対する抵抗力をつける上でも非常に重要であ

る。抜け毛、免疫力強化、筋肉疲労などに効果がある。2
 

ビタミン 

ビタミンA 

ビタミンAには、レチノールとβ－カロチンの 2種類がある。レチ

ノールは、レバーやうなぎなど動物性のものに含まれる。夜盲症や

視力の低下防止、皮膚や粘膜を正常に保つなどの効果がある。3
 

ビタミンB1 
不足すると、糖質のエネルギー代謝が悪くなり、疲れやすくなる。

慢性疲労、腰痛、疲労回復などに効果がある。4
 

ビタミンB2 

過酸化脂質を分解する働きがあり、動脈硬化のおもな要因である血

中脂質の中性脂肪とコレステロールを減らす働きもある。胃腸病、

動脈硬化に効果がある。5
 

ビタミン E 

別名「若返りのビタミン」と言われる。抗酸化能力で老化の原因と

考えられている過酸化脂質がつくられるのを妨げる。加齢黄斑変性

症、アンチエイジングなどに効果がある6
 

ミネラル 

亜鉛 

不足すると、メタロチオネインが不足し、ストレスへの感受性が低

下しないので、精神的な疲れが高じてウツ状態になったり、極端な

場合には、突発的な暴力行為に走ってしまうことがある。肝機能、

痴呆症、味覚障害に効果がある7
 

カリウム 

代表的な作用は、血圧降下作用。不足すると、高血圧をはじめ、無

気力になったり夏バテ、不整脈や心不全を起こしやすくする。脳卒

中、高血圧、糖尿病に効果がある。8
 

カルシウム 

ミネラルの中でも最も多く体内に含まれており、骨や歯をつくって

いる栄養素である。妊娠、肩こり、骨粗しょう症（骨粗鬆症）など

に効果がある。9
 

鉄 

半分以上が赤血球中のヘモグロビンの成分となり、各細胞へ酸素を

運ぶ動きをしている。慢性疲労、冷え性、貧血などに効果がある。
10

 

                                                      
1
 『健康マトリックス』「うなぎ（鰻）」http://kenko.it-lab.com/shokuhin.php/33/ 2012.10.04 

2
 『健康マトリックス』「たんぱく質」http://kenko.it-lab.com/info.php/126/ 2012.10.04 

3
 『健康マトリックス』「ビタミンA（カロチン）」http://kenko.it-lab.com/info.php/31/ 2012.10.04 

4
 『健康マトリックス』「ビタミンB1」http://kenko.it-lab.com/info.php/21/ 2012.10.14 

5
 『健康マトリックス』「ビタミンB2」http://kenko.it-lab.com/info.php/32/ 2012.10.14 

6
 『健康マトリックス』「ビタミンE」http://kenko.it-lab.com/info.php/100/ 2012.10.14 

7
 『健康マトリックス』「亜鉛」http://kenko.it-lab.com/info.php/7/ 20120.10.14 

8
 『健康マトリックス』「カリウム」http://kenko.it-lab.com/info.php/116/ 2012.10.14 

9
 『健康マトリックス』「カルシウム」http://kenko.it-lab.com/info.php/72/ 2012.10.14 

10
 『健康マトリックス』「鉄」http://kenko.it-lab.com/info.php/117/ 2012.10.14 

http://kenko.it-lab.com/shokuhin.php/33/
http://kenko.it-lab.com/info.php/126/
http://kenko.it-lab.com/info.php/31/
http://kenko.it-lab.com/info.php/21/
http://kenko.it-lab.com/info.php/32/
http://kenko.it-lab.com/info.php/100/
http://kenko.it-lab.com/info.php/7/
http://kenko.it-lab.com/info.php/116/
http://kenko.it-lab.com/info.php/72/
http://kenko.it-lab.com/info.php/117/
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脂肪の栄養素 名称 特徴、効用 

不飽和脂肪酸 

DHA 

（ドコサヘ
キサエン酸） 

人間の体内では合成することができず、食品からしか摂取できない
多価不飽和脂肪酸の一つで、必須脂肪酸とされる。脳や神経組織の
発育、機能維持に不可欠の成分で、人間のからだでは脳細胞に多く
存在する。ドライアイ、高脂血症、生活習慣病などに効果がある。
1
 

EPA 

（エイコサ
ペンタエン
酸） 

血小板を凝集させる物質の生成を抑えて血液をサラサラにする、血
液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らして善玉コレステロ
ールを増やすなどの働きがある。コレステロール抑制、高脂血症、
動脈硬化に効果がある。2

 

上の表で見た栄養素のうち、特にうなぎに多く含まれるものを他の食品と比較したのが

次のグラフである。 

図 1 100g中のビタミン A含有量3    図 2 100g中のビタミン E含有量4
 

    図 3 100g中の EPA含有量5       図 4 100g中の DHA含有量6
 

                                                      
1
 『健康マトリックス』「ドコサヘキサエン酸（DHA）」http://kenko.it-lab.com/info.php/23/ 2012.10.14 

2
 『健康マトリックス』「エイコサペンタエン酸（EPA）」http://kenko.it-lab.com/info.php/30/ 2102.10.14 

3
 Yabe Toshio『うなぎ情報館』「うなぎのうんちく／ウナギの栄養価」

http://www.geocities.co.jp/wallstreet/2654/unagieiyou.htm 2012.10.10 
4
 同注 3 

5
 同注 3 

6
 同注 3 

http://kenko.it-lab.com/info.php/23/
http://kenko.it-lab.com/info.php/30/
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/2654/unagieiyou.htm
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このように、ビタミンAはチーズや卵の約 4倍、ビタミン Eは卵の 3倍、EPAやDHAは

さけやあじの約 1.5倍が含まれていることがわかる。また、井田（2007：88）1はうなぎの

栄養価値について、以下のように書いている。 

 『万葉集』（奈良時代）の時代から夏バテに効果がある食事とされてきたウナギの栄養

価は高い。ウナギの蒲焼き百グラム当たりのエネルギーは約 300キロカロリーと、牛肉

並。ウナギの筋肉中などに脂肪が非常に多く含まれるので、脂肪の量も 100グラム当た

り 24グラムと多い。ウナギに含まれる脂肪は、いわゆる魚の脂、不飽和脂肪酸と呼ばれ

るもので、動脈硬化や高血圧、心筋梗塞のリスクを低くする効果があるとされている物

質だ。 

 ウナギの栄養価として最も注目されるのはビタミンAやビタミン Eが、他の食品に比

べて特に多いことである。ウナギに含まれるビタミンAは牛やサバの 500倍、ビタミン

Aは視覚に関連し、これが欠乏すると夜盲症になったり、失明したりすることもある。

また、抗酸化作用があり老化防止に関連するビタミンEが、他の食品に比べて特に多い

こともウナギの特徴だ。その他ビタミンDなども多く、夏バテによる疲労の回復にウナ

ギが効果があることは、科学的な食品分析によって実証されていると言える。ウナギを

食べるのは夏の土用の丑の日というのがもっぱらだが、本当に脂が乗っておいしいのは、

秋になって餌をたくさん食べて太って産卵のために海に向かう「降りウナギ」だという。 

以上のように、うなぎは高カロリー高脂肪である。高脂肪と聞くと太りやすいと思うか

もしれないが、その脂肪は不飽和脂肪酸なので動脈硬化や高血圧、心筋梗塞のリスクを低

くする効果があり、コレステロールを抑制する効果もある。また、目の健康に必要なビタ

ミンA、老化防止や疲労回復に効果のあるビタミン E、Dが他の食品に比べて特に多い。

したがって、日本で夏の土用の丑の日2にうなぎを食べるのは、夏バテに効果があるという

理由があるためである。 

 

1-3-2食の安全 

日本語版ウィキペディア3は、台湾や中国から日本へ輸入されるうなぎの安全性問題につ

いて、以下のように説明している。 

  2003年に台湾産鰻から合成抗菌剤スルファジミジンが検出され残留農薬に関する調

査が厳重化され始める。2005年にはらでぃっしゅぼーやが台湾産を国産と偽って販売し、

しかもその蒲焼から合成抗菌剤エンロフロキサシンが検出された。2007年 6月 29日、

アメリカの FDA（アメリカ食品医薬品局）は中国産のウナギ、エビ、ナマズの 1/4に発

                                                      
1
 井田徹治（2007）『ウナギ 地球環境を語る魚』岩波書店、p.88 

2
 「土用の丑の日（どようのうしのひ）は、土用の間のうち十二支が丑の日である。夏の土用の丑の日のことを

言うことが多い。夏の土用には丑の日が年に 1日か 2日（平均 1.57日）あり、2日ある場合はそれぞれ一の丑・

二の丑という。（中略）土用の丑の日になることがある日は、夏の土用になることがある 7月 19日～8月 7日で

ある。」以上、日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「土用の丑の日」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%91%E3%81%AE%E6%97%A5 

2012.11.10 
3
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F

.E9.A1.8C/ 2012.09.09 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%B8%91%E3%81%AE%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C/
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ガン物質が検出されたとして輸入方法を変更した。（中略） 

検出された物質のうちニトロフランとマラカイトグリーンは動物実験で発ガン性が

確認され、中国でも魚介類への使用が禁止されている物質であった。マラカイトグリー

ンは以前に中国産のウナギから日本でも検出されたことがある。ウナギの日本国内消費

量 10万トンのうち 6万トンは中国産であり、これをきっかけに日本国内でのウナギの売

れ行きは激減した。これに関して日本鰻輸入組合森山喬司理事長は、アメリカに輸入さ

れたウナギから上記の物質が検出されたものの、「日本に輸入されている中国産ウナギは

中国政府による検査・各工場の自主検査、日本での命令検査をパスしており安全だ」「ウ

ナギが危ないと連日報道されて消費者の不安が煽られ、ウナギの売れ行きは激減してい

る。いかに努力して安全なものにしているか実態を理解してほしい」とコメントしてい

る。 

中国側の検査の実情として、中国の国家品質監督検査検疫総局は 2007年 7月 11日、

中国の食品会社 41社の安全管理に問題があったとして、輸出差し止めとした。このうち

11社は、日本向けに水産食品を輸出、そのうち 5社はウナギのかば焼きであった。これ

らの工場は日本の通関時に違反事例を起こしており、既に日本への輸入は止められてい

る。また 15社は中国側の検疫手続きを免れていたことが判明している。また日本側検査

の信頼性については、厚生労働省名古屋検疫所は同日（2007年 7月 10日）基準値の勘

違いなどのミスで殺虫剤ベンゼンヘキサクロリドが残留する中国産ショウガ 25トンが

流通してしまったことを発表している。また森山喬司理事長の所属する佳成食品株式会

社は、2007年 7月に細菌多数につき食品衛生法違反でウナギ廃棄を命じられている。（中

略） 

コープさっぽろは 2007年の土用の丑の日の翌日になって、2007年 7月 31日に日本水

産の子会社に委託していた中国産鰻から発ガン性のある抗菌剤を検出したと発表、回収

を開始した。このウナギはweb上では「抗生物質などの薬品をほとんど使用していませ

ん」と宣伝され、店頭では「コープ札幌で取り扱っているウナギは報道等で取り上げら

れているウナギとは別の商品なので安全です」と広告されていた。 

一方、国内産ウナギと称して販売されているウナギの中にも、実際には外国産と表示

すべきものがあり（産地偽装）、台湾から輸入したウナギに「愛知三河 一色産ウナギ」

ブランドを付して流通させていたという事例があった。これを受け 2008年 6月 18日、

農水省はそのようなウナギがJAS法に違反しているとして業界団体等に適正な表示を依

頼する文書を発出した。 

以上の日本へ輸入されるうなぎの安全性問題についてポイントをまとめると、以下のよ

うになる。 

残留薬物の問題 

日本へ輸入されるうなぎにスルファジミジン、エンロフロ

キサシン、ニトロフラン、マラカイトグリーンなど発がん

性のある残留物質が見つかっている。 

輸出入時の検査の問題 輸出国側の検査、輸入国側の検査がともに不完全である。 

業者の安全広告の信頼性の問題 
業者が安全だと広告したうなぎからも残留物質が見つか

り、信頼性が低い。 

流通の問題（産地偽装） 
国内産うなぎは（比較的）安全というイメージを利用して、

外国産を国内産と偽って販売する産地偽装問題がある。 
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次に、日本に輸入されるうなぎの安全性の問題について、今まで発生した事件を以下の

表にまとめてみた。 

表 1 うなぎの安全性事件年表（年代順） 

年度 国 事件 

2002年 5月 中国 
厚生労働省によると、2 月と 4 月に中国産養殖うなぎから、国内で使

用禁止の合成抗菌剤「スルファジミジン」が検出された。1
 

2003年 11月 台湾 
合成抗菌剤「スルファジミジン」が台湾産養殖うなぎから検出された

として、輸入業者に検査命令を出した。2
 

2004年 10月 台湾 再び合成抗菌剤スルファジミジンが検出された。3（筆者訳） 

2005年 7月 台湾 
らでぃっしゅぼーやが台湾産を国産と偽って販売し、その蒲焼から合

成抗菌剤エンロフロキサシンが検出された。4
 

2005年 8月 中国 中国産養殖うなぎの加工品から「マラカイトグリーン」を検出した。5
 

2006年 8月 中国 有機塩素系殺虫剤「エンドスルファン」が検出された。6
 

2007年 6月 台湾 
養鰻業者が台湾産のウナギを、加工業者を経由する段階で宮崎産に偽

装し、蒲焼きなどで販売していた。7
 

2007年 7月 中国 
中国の食品会社 41社の安全管理に問題があったとして、輸出差し止め

とした8。合成抗菌剤マラカイトグリーンの代謝物が検出された9。 

2008年 6月 台湾 
うなぎを 72トン購入し、仕入先の産地証明書に基づき国産及び一色産

として販売した。10
 

2008年 7月 中国 合成抗菌剤マラカイトグリーンが中国産のウナギから検出された。11
 

2010年 8月 中国 
「イトーヨーカ堂」の元社員らが中国産冷凍うなぎの輸入元を改ざん

したとされる。12
 

このように、輸入うなぎの安全性の問題は、2002年ごろから始まって、その後ほぼ毎年

のように発生している。輸出量の多い台湾産と中国産が中心である。しかし、事件の内容

を見ると、台湾産の場合は 2003年から 2005年までが残留薬物の問題であり、その後は日

本の業者が台湾産を日本国産と偽った産地偽装問題であるのに対して、中国産の場合はほ

とんどが残留薬物の問題で、最近まで連続して発生していることがわかる。 

                                                      
1
 『身近にひそむ有害物質』「第 3章 4 養殖魚と家畜の汚染（2/3）」http://toxic.o-oi.net/Category/15/2/ 2012.10.20 

2
 同注 1 

3
 偉績實業公司『台灣鰻訊』「第 244期」http://www.eelfry.com/big/taiwan_newsletter/244_1.shtml 2012.10.20 

4
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F

.E9.A1.8C/ 2012.10.20 
5
 同注 1 

6
 同注 1 

7
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「産地偽装」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%9C%B0%E5%81%BD%E8%A3%85 2012.10.20 
8
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「ウナギ」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F

.E9.A1.8C 2012.10.20 
9
 同注 1 

10
 『生活協同組合コープみえ』「一色うなぎ漁協不適正表示報道についてのお知らせ」

http://www.coop-mie.jp/info_riji/data1/080625-231924.html 2012.10.20 
11

 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「マラカイトグリーン」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B0%E3%

83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3 2012.10.20 
12

 『E-NEWS（いいニュース）』「イトーヨーカ堂、高山シーフード、日洋の社員ら 6人、中国産うなぎ偽装事

件で逮捕（2008年 08月 18日）」http://ee-news.seesaa.net/article/159819460.html 2012.10.20 

http://toxic.o-oi.net/Category/15/2/
http://www.eelfry.com/big/taiwan_newsletter/244_1.shtml
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%9C%B0%E5%81%BD%E8%A3%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E#.E8.BC.B8.E5.87.BA.E8.A6.8F.E5.88.B6.E5.95.8F.E9.A1.8C
http://www.coop-mie.jp/info_riji/data1/080625-231924.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3
http://ee-news.seesaa.net/article/159819460.html
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また、台湾産うなぎの安全性に関する現地での対応方法について、台湾の養殖業者1にイ

ンタビューした回答は以下の通りである。 

一般の県、市の場合は病気になったうなぎを家畜保健衛生所に送り、直轄市の場合は

防疫所に送る。そこは業者のために病気の原因を検出してくれる。細菌感染だったら、

細菌培養をして、さらに薬物アレルギー検査もしてくれる。そして、どの薬がこの細菌

を抑制するか調べる。使用する薬は、養殖うなぎに対して合法的な範囲内のものしか使

えない。非合法の薬を使うと検査で不合格になり、そのうなぎは輸出できない。防疫所

は薬剤の処方箋を出して、水産獣医師に処置させる。           （筆者訳） 

以上のように、現在台湾では、台湾産うなぎのブランドを守るために、うなぎの食の安

全に対する問題はきちんと検査している。2005年以降、日本の検査で台湾産うなぎから残

留薬物が検出されていないのも、それを立証している。 

 うなぎの食の安全については、上で見た残留薬物や産地偽装の問題の他に、うなぎとい

う魚自体の問題もある。うなぎを食べるときに注意するべき点について、井田（2007：42）
2は、以下のように書いている。 

  生きたウナギの血液中にはウナギの体内で作られる毒性物質が含まれる。この物質は

「イクチオヘモトキシン（魚類血清毒）」と総称され、人間でも大量に摂取すると下痢や

嘔吐を起こし、ひどい場合には呼吸困難を起こして死ぬこともあるという。ウナギを生

で食べることができないのはこのためだ。だが、この物質は六十五度以上の高温にさら

されると、簡単に分解され、無害になるので、加熱して蒲焼などにして食べる分にはま

ったく影響はない。 

このように、うなぎの血液中には毒性物質があるので、生のまま大量に摂取すると危険

である。65度以上に加熱すれば無害になるので、料理して食べるときには、この点に注意

しなければならない。しかし、実は刺身が食べられる方法がある。「健康コラム」というウ

ェブサイト3はうなぎの刺身について、以下のように述べている。 

ウナギの血液中にはイクシオトキシンという毒素が含まれていて、生の状態で食べる

とひどい場合、吐気などの中毒症状が出てしまいます。このイクシオトキシンは熱に非

常に弱い事から、加熱調理する事で分解されてしまうので、ウナギは必ず加熱して食べ

られてきました。最も生に近い状態では、開いたウナギをよく洗って血抜きをし、酢で

しめるという食べ方があります。洗って血抜きをする事でイクシオトキシンの含有量を

下げ、酢の酸で無力化するという理に適った食べ方ではありますが、ウナギの調理方法

としては、極めて稀な事と思われます 

 以上のように、うなぎは絶対に刺身として食べることができないわけではないことがわ

かる。珍しいものだが、開いたうなぎの血抜きをして酢でしめれば、生に近い状態で食べ

                                                      
1
 2012年 07月 14日、筆者が台南市學甲區のうなぎ養殖業者の周尚文さんにインタビューした。インタビュー

の内容は筆者が日本語に翻訳した。 
2
 井田徹治（2007）『ウナギ 地球環境を語る魚』岩波書店、p.42 

3
 『サンプロジェクト』「健康コラム／第 555回 生食不可」

http://www.nintama.com/column/archives/2006/06/post_549.html 2012.11.15 

http://www.nintama.com/column/archives/2006/06/post_549.html
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ることができる。 

 以上、この節では、うなぎの栄養と食の安全について述べた。うなぎには、たんぱく質、

ミネラル、ビタミン、脂肪などの栄養が含まれている。そして、ビタミンAはチーズや卵

の約 4倍、ビタミン Eは卵の 3倍、EPAやDHAはさけやあじの約 1.5倍が含まれている。

日本へ輸入されるうなぎの安全性の問題は、残留薬物の問題、輸出入時の検査が不完全で

ある問題、業者の安全広告の信頼性の問題、流通の問題（産地偽装問題）などがある。台

湾産うなぎの安全性問題は、2002年から 2005年まで続いている。2006年以降は台湾産う

なぎの残留薬物の問題はない。その後は日本の業者が台湾産を日本国産と偽った産地偽装

問題である。台湾は台湾産うなぎのブランドを守るために、現在はきちんと薬物検査をし

ている。 
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第 1章 まとめ 

第 1節では、うなぎの生態と種類について述べた。世界のうなぎの種類は 16種 3亜種の

合計 19種に分類されている。一般的に食用にされるうなぎは、ニホンウナギ、ヨーロッパ

ウナギ、アメリカウナギ、インドネシアウナギ、アフリカウナギ、オオウナギ、オースト

ラリアウナギの 7種である。 

 分類学上うなぎは「ウナギ目ウナギ科」に分類される。ウナギ目はウナギ科、アナゴ科、

ウツボ科、ハモ科、ウミヘビ科に分かれる。また、名前に「うなぎ」が付く一部の魚類は、

ウナギ目には属さない。例えば、ヤツメウナギ、ヌタウナギ、デンキウナギ、タウナギ、

トゲウナギなどがいる。 

 うなぎは海で産卵と孵化を行い、淡水にさかのぼってくる「降河回遊」という生活形態

をとる。卵から孵化した稚魚はレプトセファルスと呼ばれる。成長してシラスウナギとな

る。シラスウナギは黒潮に乗って東南アジア沿岸の川口をさかのぼる。5年から 10年ぐら

いの期間で成熟してうなぎになる。その後、降海して、産卵場所へ行って、産卵を行う。 

第 2節では、うなぎの産卵地と養殖方法について述べた。ニホンウナギの産卵地は、太

平洋のマリアナ諸島西方海域と推定されていた。そして、「新月仮説」と「海山仮説」と「塩

分フロント仮説」を立てて、うなぎの産卵地を調査して、「プレレプトセファルス」や親ウ

ナギが見つかり、ついにニホンウナギの卵の採取に成功したことがわかった。 

台湾と日本の養殖方法の違いについては、日本では、冬はビニールハウスで保温し、さ

らに加温設備を使うコンクリート水槽を使っているためコストが高いが、養殖期間は約半

年である。一方、台湾は露地池を使っていて加温設備はないのでコストは安いが、養殖期

間は 1年ぐらいがかかることがわかった。 

第 3節では、うなぎの栄養と食の安全について述べた。うなぎの栄養はたんぱく質とビ

タミンとミネラルと不飽和脂肪酸が含まれる。そして、ビタミンAはチーズや卵の約4倍、

ビタミン Eは卵の 3倍、EPAやDHAはさけやあじの約 1.5倍が含まれている。うなぎは

高カロリー高脂肪である。その脂肪は不飽和脂肪酸なので、動脈硬化や高血圧、心筋梗塞

のリスクを下げ、コレステロールを抑制する効果もある。また、うなぎは他の食品よりビ

タミンの含有量が特に多い。したがって、日本で夏の土用の丑の日にうなぎを食べるのは、

夏バテに効果があるという理由があることがわかった。 

 日本へ輸入されるうなぎの安全問題については「残留物質の問題」「輸出入時の検査が不

完全」「業者の安全広告の信頼性の問題」「流通の問題（産地偽装）」など、4つの問題があ

る。現在台湾では、台湾産のブランドを守るために、薬物検査をきちんとしている。2005

年以降、台湾産のうなぎは日本の検査で問題ないのも、それを立証していることがわかっ

た。 
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第 2章 台湾のうなぎの生産 

 本章では、台湾のうなぎの生産について、国内生産、対外輸出、国内消費の面から紹介

する。 

  

2-1国内生産 

 台湾は亜熱帯の国である。気候が暖かいので、うなぎ養殖に適している。台湾と近い日

本が世界では最大のうなぎの消費国である。輸出による利益が大きいので、多くの業者が

うなぎを養殖している。 

 本節では、まず、台湾のうなぎ養殖地の産量変化をグラフ化して紹介する。次に、うな

ぎの総生産量と価格の変化をグラフ化して紹介する。 

  

2-1-1台湾のうなぎの養殖地 

 まず、行政院農業委員會の漁業統計年報1のデータをもとにして、うなぎの総生産量の変

化を見てみよう。次の図 1は、2003年から 2011年までの 9年間の台湾各地の養殖うなぎ

累計生産量割合である。 

図 1 2003年～2011年累計の台湾各地の養殖うなぎ生産量割合2
 

 

 このグラフを見ると、9年間の累計で生産量が一番多いのは雲林県で、次に多いのは嘉

                                                      
1
 『行政院農業委員會』「農業行動化平台-田邊好幫手／農情報告／漁業統計年報／縣市別魚類別」

http://m.coa.gov.tw/outside/FisheriesStatisticalReport/Search.aspx の統計資料を使用した。 
2
 筆者作成。なお、2010 年 12 月から台湾でいくつか県市合併をしたが、グラフ内の地域名は合併前のもので

ある。『中華民國總統府』「總統與總統府／馬英九總統／執政報告／長期改革／縣市合併」

http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1078 2012.09.25 

http://m.coa.gov.tw/outside/FisheriesStatisticalReport/Search.aspx
http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1078
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義県、さらに彰化県がそれに続くことがわかる。雲林県・嘉義県・彰化県の 3県だけで全

台湾の生産量の約 90%を占めていることがわかる。 

 次の図 1は、2003年から 2011年まで各年の台湾各地の養殖うなぎ生産量の変化をあら

わしたものである。 

図 1 2003年～2011年の台湾各地の養殖うなぎ生産量変化1
 

 

 次の図 2は、2003年から 2011年まで各年の全台湾の養殖うなぎ総生産量と養殖地の内

訳をあらわしたものである。 

図 2 2003年～2011年の養殖うなぎ総生産量及び養殖地内訳2
 

 

                                                      
1
 筆者作成。 

2
 筆者作成。 
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 以上の、図 1と図 2を見ると、生産量の多い地域（雲林県・嘉義県・彰化県）が占める

割合はほとんど変わっていない。しかし、台湾全体の生産量は 2003年以降毎年減少してい

て、特に 2011年には前年の約半分にまで減少している。2003年の生産量と比べると、2011

年は 3分の 1以下に減少している。 

  

2-1-2国内の市場価格 

1-3で見たように、2005年には中国産うなぎから薬物が検出されて安全性問題が発生し、

2006年 8月にも中国産うなぎから薬物が検出されたので、日本は台湾からうなぎを多く輸

入するようになった。2007年には台湾産うなぎが日本産と産地偽装する問題が発生したが、

同年の 7月、中国産うなぎから薬物が検出されて中国産うなぎの日本への輸出が禁止され

た。 

2009年 3月 17日『聯合晩報』1は以下のように述べている。 

台湾うなぎ基金会の郭瓊英会長は「日本人は日本国産うなぎが一番いいと堅く信じて

いる」と言った。日本市場で日本国産うなぎの価格は 2000 円である。台湾産は約 1800

円、中国産は 1500 円である。昨年（2008 年）日本の一部のうなぎ加工業者は中国産を

日本国産と偽装して、日本の消費者団体に告発された。中国産うなぎは日本の検査で連

続して残留薬物が検出されて返品され、日本国内市場から締め出された。昨年（2008年）

末、中国のうなぎ養殖市場は約 70%縮小した。昨年（2008 年）11 月から続々とシラス

ウナギが市場に出回ったが、中国の業者が購入しなかったのが原因で、価格はキロ当た

り 55台湾元から大幅に下落して、今年（2009年）2月にはキロ当たり 11台湾元になっ

てしまった。台湾のうなぎ養殖場はこの安値に乗じてシラスウナギを大量購入し、養殖

規模は大幅に拡大した。来年（2010年）初めの収穫量は 5万トンに達し、日本国内市場

を奪還することが可能になると予想される2。               （筆者訳） 

このように、2008年に中国産うなぎの安全性問題が発生して、2008年末には中国のうな

ぎ養殖市場が 70%縮小した。そしてシラスウナギが安値になり、2009年には台湾の養殖規

模は大幅に拡大した。 

以上の状況を念頭において、行政院農業委員會漁業署のデータ3をもとにして、うなぎの

価格の変化を見てみよう。次の図 1は、2003年から 2012年までの台湾のうなぎの各年の

月別の価格の変化をあらわしたものである。 

                                                      
1
 「台灣鰻 搶回日本市場」聯合新聞，2009年 3月 17日，晚報 

2
 2-1-1で見たように、2010年の実際の生産量は 19,000トンぐらいだったので、この予想は当たらなかった。 

3
 『行政院農業委員會漁業署』「漁產品全球資訊網／行情統計查詢／中長期行情資訊-行情走勢圖」

http://efish.fa.gov.tw/efish/statistics/trendchart.htm の各年の月別の資料を使用した。 

http://efish.fa.gov.tw/efish/statistics/trendchart.htm
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図 1 台湾国内うなぎ（各年の月別価格変化）1 

 

下の図 2は、台湾のうなぎの各年の平均価格の変化をあらわしたものである。 

図 2 台湾国内うなぎ（各年平均価格変化）2 

 

以上の2つの図から、月別に見ると例年に比べて乱高下が激しかったのは、2006年と2007

年である。各年平均価格を見ても、2006年と 2007年は例年に比べて、価格が高くなって

いる。2006年には中国産うなぎから薬物が見つかり、台湾産の需要が増えたことが国内価

格に影響を与えたのであろう。2007年は 6月に台湾産うなぎの産地偽装問題、7月に中国

                                                      
1
 筆者作成。 

2
 筆者作成。 
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産うなぎの安全性問題があり、月別国内価格の乱高下につながったと思われる。安全性問

題の影響で 2008年末に中国の養殖が縮小したことにより、翌年 2009年に台湾産の需要が

高まり、2009年は国内価格が高くなったと思われる。また、年々生産量が減少しているに

もかかわらず、2011年や2012年の国内価格は、2003年や2004年の価格とほぼ同じである。

このように、国内価格は、2006年から 2010年までの間は乱高下したが、その期間の前後

はあまり価格が変化していない。 

以上、本節では台湾国内のうなぎの生産について述べた。養殖生産量が多いのは、雲林

県・嘉義県・彰化県である。養殖生産量は 2003年以降毎年減少していて、特に 2011年に

は前年の約半分にまで減少している。2003年の生産量と比べると、2011年は 3分の 1以下

に減少している。国内価格は、中国産或いは台湾産うなぎの安全性問題の影響で 2006年か

ら 2010年までの間は乱高下したが、その期間の前後はあまり価格が変化していない。 

 

2-2対外輸出 

本節は台湾のうなぎ対外輸出について、他の国の輸出量との比較をしながら、変化と現

状を説明する。 
 

2-2-1輸出先 

台湾のうなぎ対外輸出について、以下、主に中華民國對外漁業合作發展協會のデータを

もとにして説明する。 

表 1 2011年台湾から各国へのうなぎ輸出1 

国家 

活けうなぎ 蒲焼き 白焼き 

輸出量 
（トン） 

金額 
（ドル/キ
ロ） 

輸出量 
（トン） 

金額 
（ドル/キ
ロ） 

輸出量 
（トン） 

金額 
（ドル/キ
ロ） 

合計 4,996.64 28.09 803.39 30.50 329.70 36.00 

日本 4,994.30 28.09 391.98 30.90 329.68 36.00 

アメリカ   101.51 29.02   

韓国 0.34 19.12 101.92 27.65   

ドイツ   44.00 30.26   

フランス   32.52 36.16 0.02 45.00 

マレーシア   37.78 30.41   

ベネズエラ   18.64 30.94   

オーストラリア   10.80 37.32   

ポルトガル   9.85 36.13   

カナダ   10.00 29.29   

ホンコン   7.61 36.73   

タイ   9.00 27.57   

イタリア   7.70 28.34   

シンガポール 2.00 35.55 6.00 28.43   

イスラエル   5.00 28.90   

レバノン   3.45 27.33   

スウェーデン   2.50 29.64   

アラビア   1.05 40.76   

オランダ   1.00 41.20   

デンマーク   1.08 26.39   

オーストリア       

南アフリカ       

                                                      
1
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況／100 年 1月至 12月合計 我國鰻魚產品出口國別」http://www.ofdc.org.tw/My_Data/BIF/108/9210A01.htm の

資料を使用した。 

http://www.ofdc.org.tw/My_Data/BIF/108/9210A01.htm
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表 1から台湾のうなぎの輸出先を見ると、活けうなぎと白焼きはほとんど日本向けに輸

出されている。蒲焼きは日本向けが約 50%で一番多く、アメリカ・韓国がそれに次いで多

い。活けうなぎは、輸入後自国内で調理が必要になるため、伝統的にうなぎを食べる文化

が定着していて最大のうなぎ消費国である日本からの需要が多いのであろう。白焼きも、

輸入後さらにタレをつけて蒲焼きにするなどの調理が可能なため、（自国内で自国風の味付

けができる）日本からの需要が多いと思われる。また、蒲焼きの場合は加熱すればすぐ食

べられるので、日本以外の国からも（主に日本料理及びその食材として）需要があると思

われる1。 

次に、台湾からうなぎが輸出される過程について、台南市のうなぎ養殖業者周氏にイン

タビューしてみた2。以下はインタビューの内容である。 

台湾が輸出するうなぎは主に稚魚、成魚などの活けうなぎ、白焼き、蒲焼きなどの加

工品である。輸出する前に、4回の薬物検査を受けなければならない。1回目の検査は産

地養殖者業者が自分で検査申請する。検査方式は、まずうなぎ組合に申請し、公正な機

関によってサンプルが採取される。その後、国に認可された検査機関である SGS
3や水産

大学などに送られて検査される。2 回目の検査は、卸売業者が養殖業者からうなぎを買

うときに行われる。卸売業者は、まず養殖業者の 1回目の薬物検査報告を見て、その後

もう一度薬物検査を申請する。3 回目の検査は、卸売業者が貿易業者に売るときに行わ

れる。貿易業者が再度薬物検査を申請する。4 回目は、包装する段階か輸送機に搬入さ

れる段階で、もう一度検査される。 

台湾では加工工場が貿易業者を兼ねている。屠宰過程は管理下におかれていて、台湾

冷凍加工組合の係員の監視管理の下で屠宰される。品質を保持するため、入荷してもす

ぐには屠宰できない。24時間係留して体内の排泄物が排出されるのを待って屠宰される。

係留中、冷凍加工組合の係員が、薬物のサンプル検査をする。すべての輸出うなぎ包装

箱には、産地養殖業者の登録番号が表示されている。産地養殖業者と卸売業者と貿易業

者はすべて免許が必要で、漁業署への登録義務がある。 

 このように、現在台湾から輸出されるうなぎは 4回の薬物検査を受けて、検査に合格し

たものだけが輸出される。台湾産うなぎのブランド、品質、安全性を守るために、養殖業

者・卸売業者・貿易業者（加工工場）がすべて登録制度になっている。 

台湾がうなぎを輸出する国は、主に日本である。しかし、日本はうなぎを台湾だけから

輸入しているのではない。うなぎを日本へ輸出している国と輸出量を、次のグラフで紹介

する。 

                                                      
1
 蒲焼きを輸入する国は日本食レストランが多い国だと推測される。海外における日本食レストランについては、

日本の農林水産省の資料があるので参考にしてほしい。農林水産省（2006）「海外における日本食レストランの

現状について」http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/easia/e_sesaku/japanese_food/kaigi/01/pdf/data3.pdf 
2
 2012年 7月 14日、筆者が台南市學甲區のうなぎ養殖業者の周尚文さんにインタビューした。インタビューの

内容は筆者が日本語に翻訳した。 
3
 「SGSは、検査、検証、試験および認証業界において世界的にもトップ企業です。（中略）現在では世界の 1,350

以上のオフィスおよび研究所で70,000名を超える社員が活躍しています。（中略）もともとはフランスの穀物出

荷検査所としてルーアンで 1878年に設立されました。1919年にSociété Générale de Surveillanceとしてジュネー

ブに会社登録されました。」以上、『SGS日本』「SGSの概要」
http://www.sgsgroup.jp/ja-JP/Our-Company/About-SGS/SGS-in-Brief.aspx 2012.11.04 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/easia/e_sesaku/japanese_food/kaigi/01/pdf/data3.pdf
http://www.sgsgroup.jp/ja-JP/Our-Company/About-SGS/SGS-in-Brief.aspx
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図 1 2004年～2011年の各国から日本へ輸出された活けうなぎの量1 

 

図 2 2004年～2011年の各国から日本へ輸出された加工うなぎの量2 

 

                                                      
1
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況」http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm の資料を使用した。 
2
 同注 1 

http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm


34 

以上のように、グラフを見ると、日本へうなぎを輸出している主要な国は台湾と中国で

ある。活けうなぎは、台湾のものがやや多くて、中国と半々ぐらいである。加工うなぎ（調

理済み蒲焼きと白焼き）は、中国のものが 90%以上を占めており、台湾のものは 10%に満

たない。活けうなぎは安全信頼性で台湾が有利、加工うなぎは加工コストの安い中国が有

利という理由が考えられる。 

 

2-2-2輸出量 

台湾のうなぎの輸出量について、以下、中華民國對外漁業合作發展協會の年別統計資料

を参考にして説明する。 

図 1 2011年うなぎの輸出量1 

 

上の図を見ると、輸出量は白焼きや蒲焼きなどの加工品に比べて活けうなぎが非常に多

い。そこで、活けうなぎの部分だけを見るために 2003年から 2011年までの活けうなぎの

各年累計輸出量のデータを次の図にあらわしてみた。

                                                      
1
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況／截至 100 年 12月 我國鰻魚產品各月份出口情形」http://www.ofdc.org.tw/My_Data/BIF/108/9210A02.htm の

資料を使用した。 

http://www.ofdc.org.tw/My_Data/BIF/108/9210A02.htm
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図 1 2003年～2011年活けうなぎの生産量と総輸出量1 

 

2003年から、活けうなぎの対外輸出量は国内の養殖うなぎの生産量が減少していること

もあって、徐々に減少する傾向にある。また、2007年に少し増加するが、2008年にまた減

少する。これは、2007年に中国うなぎの安全性問題があり、台湾の輸出量が上がったため

である。しかし、2008年に台湾から日本へ輸出されたうなぎの産地偽装事件が発生したの

で、対外輸出量が減ったと思われる。そして、2011年には生産量が最低だったので、輸出

量も今までで最低の 1年になった。次に、日本への輸出のほとんどを占める台湾と中国を

比較してみよう。 

図 2 2003年～2011年台湾と中国から日本への活けうなぎの輸出量2 

 

                                                      
1
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況」http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm の資料を使用した。 
2
 同注 1 

http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm
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2003年から 2006年まで、台湾からの輸出量は減少し続けているが、それに対して中国

は増加し続けて 2006年には台湾を上回った。これは、台湾のうなぎ生産量が減少したこと

と、中国のうなぎ生産が伸びた上に、人件費の安さを利用して低価格で販売したことなど

によって、台湾のうなぎ輸出市場が打撃を受けたからである。また、2003年と 2004年に

日本に輸入された台湾産うなぎから残留薬物が検出された事件が、台湾の活けうなぎの輸

出量に悪影響を与え、一方中国の活けうなぎは日本へ輸入される機会を得た。 

しかし、2006年と 2007年には、中国産の活けうなぎから残留薬物が検出された事件に

よって、2007年の台湾の輸出量は大幅に増加した。 

また、2009年 3月 17日『聯合晩報』1によると、「2008年に中国産うなぎは産地偽装と

残留薬物の問題で、日本市場から締め出された。中国のうなぎ産地養殖市場は約 70%縮小

し、日本があらためて台湾産うなぎを輸入した。中国のうなぎ産地養殖業者が購入しなか

ったので、シラスウナギの価格が下がった。その時、台湾のうなぎ養殖場が大量のシラス

ウナギを購買して養殖した。（筆者要約）」そのために、2010年の台湾のうなぎ輸出量が上

がったのである。 

図 1 2003年～2011年台湾と中国から日本への加工うなぎの輸出量2 

 

 加工うなぎの輸出は、中国のほうが圧倒的に多い。人件費など加工コストが安いからで

あろう。2005年から 2008年まで毎年中国産うなぎから残留薬物が見つかり、中国産に対

する安全性疑惑が続いたので、2003年や 2004年ごろと比べると輸出量は減っている。一

方、台湾は 2006年以降は残留薬物の問題はなく、また 2007年と 2008年は産地偽装問題だ

けで残留薬物はなかったが、中国と同じような輸出量の増減の変化を示している。中国産

うなぎの安全性問題の影響を受けたのかもしれない。 

 このように、対外輸出量が減少していった最大の原因は養殖うなぎの生産量が減少して

                                                      
1
 「台灣鰻 搶回日本市場」聯合新聞，2009年 3月 17日，晚報 

2
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況」http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm の資料を使用した。 

http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_0.htm
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いることである。また、残留薬物や産地偽装などの安全性の問題も輸出量に影響を与えて

いる。 

 

2-2-3国外価格 

台湾産うなぎの日本での価格について、中華民國對外漁業合作發展協會の年別統計資料1

と「うなぎネット」のうなぎ貿易統計2を参考にして、以下のように整理してみた。次の図

は、日本での 2003年から 2012年までの毎月の台湾産活けうなぎの価格の変化をあらわし

たものである。 

図 1 日本における台湾産活けうなぎ各年の月別価格変化3 

 

次の図は、日本での各年の平均価格の変化をあらわしたものである。 

                                                      
1
 『中華民國對外漁業合作發展協會』「漁業資訊／國際漁產貿易訊息／我國主要養殖魚類產品之出口與國際市場

狀況」http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_1.htm の資料を使用した。 
2
 『うなぎネット』「財務省うなぎ貿易統計」http://www.unagi.jp/data/2012/2012mof.htm の資料を使用した。 

3
 筆者作成。 

http://www.ofdc.org.tw/internationalinfo/SearchPage_Index_1.htm
http://www.unagi.jp/data/2012/2012mof.htm
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図 1 日本における台湾産活けうなぎ各年平均価格変化1 

 

 以上の 2つの図を見ると、2003年から 2012年まで、日本における台湾産活けうなぎの

価格は徐々に上昇していて、特に 2011年から 2012年にかけて急激に上昇している。2011

年は前年より 1.5倍近く価格が上昇している。2012年の価格は 2003年の価格と比べると、

3倍以上上昇している。うなぎ稚魚減少により台湾のうなぎ養殖生産量が減少し、日本に

おける台湾産うなぎの価格が暴騰したと思われる。 

以上、本節では、台湾から国外へのうなぎの輸出状況を見た。うなぎの輸出量が徐々に

減った原因は、2-1で見たように国内生産量が減っているからである。さらに、残留薬物

や産地偽装などの安全性の問題も輸出量に影響を与えている。また、台湾うなぎの主要な

輸出先は日本であり、主に活けうなぎを輸出している。蒲焼きなどの加工うなぎの輸出量

は中国が圧倒的に多い。活けうなぎは安全信頼性で台湾が有利、加工うなぎは加工コスト

の安い中国が有利という理由が考えられる。生産量の減少、輸出量の減少により、日本で

はうなぎの価格がここ数年急激に上昇している。 

 

2-3国内消費 

本節では、まず、国内消費量の変化を見る。次に、台湾における日本式うなぎ料理と台

湾式うなぎ料理を紹介する。 

 

2-3-1国内消費量 

2-1で台湾のうなぎ生産量を見て、2-2で台湾のうなぎ対外輸出量を見た。台湾のうなぎ

の国内消費量を直接統計したデータはないが、国内生産量から対外輸出量を引いた数値が

国内消費量に近い数値になると仮定して、以下の図にしてみた。 

                                                      
1
 筆者作成。 
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図 1 国内消費量1 

 

1-3と 2-2で見たように、輸出量は 2007年に少し増加するが、2008年にまた減少する。

これは、2007年に中国うなぎの安全性問題があり、台湾の輸出量が上がったためである。

しかし、2008年に台湾から日本へ輸出されたうなぎの産地偽装事件が発生したので、その

影響でその年には輸出量が減って、国内で販売するしかなくなり、相対的に国内消費が増

えたと言ってもいいだろう。このように、国内消費の増減は、国内需要よりも、輸出量の

増減に左右されると思われる。 

 

2-3-2台湾のうなぎ料理（日本料理として） 

 中国語で「鰻魚料理」と言って、台湾人がまず思い浮かべるのは「紅焼鰻」の缶詰のイ

メージか、日本料理の蒲焼きのイメージである。まず、日本料理としての蒲焼きを見てみ

よう。日本の蒲焼きの場合、次の表のように関東と関西で蒲焼きの料理方法が異なる。 

                                                      
1
 生産量は 2-1のデータを使用し、輸出量は、2-2のデータを使用した。 
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表 1 蒲焼きの調理法の違い1
 

 関 東 関 西 

開き方 背開き 腹開き 

串のさし方 
割いたうなぎの頭を落とし、半分に

切って竹串を打つ。 
頭をつけたまま丸ごと金串を打つ。 

焼き方 
皮の方から素焼きした後せいろで

蒸す。タレをつけて本焼き。 

身の方から素焼きした後タレをつ

けて本焼き。焼き上がってから頭を

落とす。 

タレのつけ方 タレの中にうなぎをつけ込む。 ひしゃくでタレをかける。 

味 
蒸して脂を落とすので、柔かく淡白

な味。 
脂がのって濃厚。 

関東では、ご飯の上に蒲焼きをのせた「うな重」や「うな丼」が一般的であるが、関西には

「まむし」という、ご飯の間にも蒲焼きを挟んだメニューがある。 

では、台湾における日本料理の蒲焼きの場合は、日本のように料理方法の違いがあるの

だろうか。台湾の日本料理店「京都屋」のマネージャーに電話インタビューした2回答は以

下の通りである。 

現在、台湾の日本式うなぎ料理の蒲焼きは、（日本のように）関東式と関西式に分け

ることはない。例えば、「京都屋」は台湾では有名な日本料理店だが、蒲焼きは関東式の

うな重だが、タレは関西式のである。また、台湾の蒲焼きは全部加工工場で作っている

ので、（自店でうなぎをさばいて焼いている店以外）料理方法は関東と関西の区別がない

と推測できる。                            （筆者訳） 

このように、台湾の蒲焼きの場合、加工工場で作ったものを使用するので、料理方法（さ

ばき方や焼き方）に違いはないようである。 

 

2-3-3台湾のうなぎ料理（台湾料理として） 

台湾料理としての「鰻魚料理」を以下紹介する。まず、台湾の屏東のうなぎ料理専門店3

で食べられるメニューを紹介しよう。 

                                                      
1
 東京ガス『東京ガス』「食の 110番／東西のうなぎの蒲焼き」http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku110/unchiku/414.html  

2012.10.11
2
 2012年 11月 1日、筆者が台北市天津街の日本料理店「京都屋」のマネージャーに電話インタビューした。イ

ンタビューした内容は筆者が日本語に翻訳した。 
3
 2012年 11月 9日、筆者が屏東縣佳冬鄉のうなぎ料理専門店「政鶴活鰻 89吃專賣店」のオーナーにインタビ

ューした。インタビューした内容は筆者が日本語に翻訳した。 

http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku110/unchiku/414.html
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写真 1 涮涮鍋（しゃぶしゃぶ）1 写真 2 鹽穌鰻魚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うなぎをさばいて、血を全部取り去る。しゃ

ぶしゃぶにするのは腹の部分だけなので、腹

の部分を薄切りにして使う。鍋に当帰、枸杞、

朝鮮人参、川芎などの漢方薬、生姜、エノキ

ダケを入れてだし汁を作る。そして、薄切り

にしたうなぎをしゃぶしゃぶにする。 

うなぎの尾部の肉を使う。尾部の肉は薄く、

揚げるとサクサク感が出やすいからである。

まず、うなぎをぶつ切りにして、醤油や塩や

砂糖などで味付けし、10分置いておく。小麦

粉と片栗粉をつけて、160～180度に加熱した

油で揚げる。金色になったら、すくい上げて、

油を切る。揚げるのに使った鍋から油を出し、

ショウガ、ネギ、唐辛子を炒めた後、揚げた

うなぎを入れてさらに炒める。最後に黒酢を

数滴かけて火を止める。3 

写真 3 涼拌鰻魚4 写真 4 麻油鰻魚5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うなぎをぶつ切りにして、湯通しする。水に

浸しておいた玉ネギのみじん切り、湯通しし

たうなぎ、バジルやニンニクを入れて炒める。

炒めた後、黒酢や砂糖や醤油をかけて混ぜる。

最後に冷蔵庫に入れて、冷やす。 

鍋で生姜の薄切りを炒めて、そこにぶつ切り

にしたうなぎを入れて炒める。米酒、塩、ゴ

マ油を入れて、弱火で 15分煮る。 

 

                                                      
1
 筆者撮影 （2012.11.09） 

2 同注 1 
3
『辰龍養生鰻部落格』「辰龍養生鰻食譜／鹽酥鰻DIY」

http://tw.myblog.yahoo.com/eel5566/article?mid=183&prev=185&next=162 2012.11.17 
4
 同注 1 

5
 同注 1 

http://tw.myblog.yahoo.com/eel5566/article?mid=183&prev=185&next=162
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写真 1 味噌鰻魚1 写真 2 蒜泥鰻魚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

味噌（台湾の一般的な味噌）、米酒、砂糖、醤

油、シナモンなどでソースを作っておく。鍋

にぶつ切りにしたうなぎとソースを入れて、

炒める。 

水を入れた鍋にネギ、生姜の薄切り、料理酒

を入れて沸騰させる。ぶつ切りにしたうなぎ

を入れて煮る。火が通ったら、火を消し、ふ

たをして 5分置いておく。煮えたうなぎを取

り出し、冷水に浸して、皿にのせる。にんに

くと香菜のみじん切り、醤油を混ぜてつけだ

れを作る。うなぎをつけだれにつけて食べる。 

写真 3 酸菜鰻魚3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うなぎをぶつ切りにして、湯通しする。それから、湯通ししたうなぎ、酸菜、唐辛子、ネギ

を鍋に入れて、炒める。 

以上のうなぎ料理はオーナーが薦める、この店で人気がある料理である。また、オーナ

ーにインタビュー4した回答は以下の通りである。 

以上のうなぎ料理の中で、涼拌鰻魚、麻油鰻魚、蒜泥鰻魚は尾部以外はどんな部位で

も使うことができる。そして、味噌鰻魚と酸菜鰻魚は全部の部位を使うことができる。

                                                      
1
 筆者撮影 （2012.11.09） 

2
 同注 1 

3 同注 1 
4
 2012年 11月 9日、筆者が屏東縣佳冬鄉のうなぎ料理専門店「政鶴活鰻 89吃專賣店」のオーナーにインタビ

ューした。インタビューした内容は筆者が日本語に翻訳した。 
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うなぎをさばくとき、腹部を上に向けた状態で、頭から尾部まで一気に切る。そして背

骨を取り除いてから、必要な部位を切り取る。うなぎの刺身を作ることもできるが、完

全に血抜きをしておくことが前提である。これは、しゃぶしゃぶの下準備も同じである。

刺身の作り方は日本料理の刺身の作り方と同じである。         （筆者訳） 

以上のうなぎ料理の食材にする種類はニホンウナギである。しかし、これらの料理は台

湾人がよく食べる一般的な「鰻魚料理」ではなく、特別な店でしか食べられない。 

では、「鰻魚料理」と言って台湾人がイメージするのは、蒲焼き以外にどんな料理がある

のだろうか。日本ではうなぎとは別の魚で別の料理として食べられている魚も、中国語の

「鰻魚料理」のイメージの中に含まれている場合がある。以下、その例としてハモ、アナ

ゴ、ウツボなどを紹介する1。 

ハモは日本の漢字では「鱧」と書くが、台湾（中国語）では「海鰻」と書く。1-1-2で見

たように、うなぎはウナギ目ウナギ科に属し、ハモはウナギ目ハモ科に属している。また、

日本では、うなぎ料理とハモ料理は異なる料理である2。しかし、台湾では「海鰻」と書く

ように、うなぎ（鰻）の一種として認識されている。台湾のハモについて、許（2002：17）
3は以下のように述べている。 

ハモ（灰海鰻）は、1981年以前は漁獲量が多く価格も安かったので、「紅焼鰻」の缶

詰、すり身団子、乾物、「鰻魚羮」などの主な材料だった。        （筆者訳） 

 このように、ハモは中国語で「紅焼鰻」「鰻魚羹」という料理にして食べられている。 

 写真 1 紅焼鰻4          写真 2 紅焼鰻の缶詰5
 

  

 

                                                      
1
 2-3-1で見た国内消費量のグラフは、ハモ・アナゴ・ウツボを含まない。うなぎ（ニホンウナギ）だけである。 

2
 「京都において鱧は夏の高級食材であるが、スーパーにおいても鱧の湯引きなどは広く販売されており、生活

に密着した食材である。（中略）骨切りを施したハモを熱湯に通すと反り返って白い花のように開く。これを湯

引きハモまたは牡丹ハモといい、そのまま梅肉やからし酢味噌を添えて食べるほか、吸い物、土瓶蒸し、鱧寿司、

天ぷら、鱧の蒲焼や唐揚げなどさまざまな料理に用いられる。」以上、日本語版フリー百科事典『ウィキペディ

ア』「ハモ」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%A2 2012.11.25 
3 許仁堂‧方玉梅（2002）『鰻魚物語』台灣餐飲出版社，p.17 
4
 『聯合新聞網』「消費流行／捷運美食／田園海鮮餐廳 台式海產好吃又便宜」

http://mag.udn.com/mag/happylife/storypage.jsp?f_ART_ID=151504 2012.11.17 
5
 『同榮實業』「產品介紹／鰻魚類EEL／紅燒鰻」

http://www.tongyeng.com.tw/ec99/ushop1010/ShowGoods.asp?category_id=59&parent_id=57 2012.11.17 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%A2
http://mag.udn.com/mag/happylife/storypage.jsp?f_ART_ID=151504
http://www.tongyeng.com.tw/ec99/ushop1010/ShowGoods.asp?category_id=59&parent_id=57
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写真 1 （紅焼）鰻魚羹1
 

 

また、「紅焼鰻」ついて、「蘋果日報」のウェブサイト2は以下のように述べている。 

「紅焼鰻」に使うのは「海鰻」（ハモ）である。日本料理でよく使われる日本うなぎ

ではない。「紅焼鰻」の「紅焼」は料理方法を指すのではなく、福州料理でよく使われる

「紅糟」という調味料を指す。通常、「紅糟」などの調味料に漬けておいたものを、油で

揚げる。最後に、とろみのあるスープか、さっぱりしたスープを組み合わせる。（筆者訳） 

以上のように、「紅焼鰻」という料理で使われるのは、ハモである。実はハモであるにも

かかわらず、「鰻」という漢字が含まれているので、台湾人はうなぎ（ニホンウナギ）だと

思っていることが多い。さらに、「紅焼鰻」の缶詰は、日本のうなぎの蒲焼きの缶詰と非常

によく似ていて、その上に「鰻」という漢字が書いてあるので、日本人でもうなぎの蒲焼

きの缶詰だと思うかもしれない。 

次はアナゴである。ウナギ目アナゴ科のアナゴは、日本の漢字では一般的に「穴子」と

書くが、台湾（中国語）では「星鰻」と書いて「鰻」という漢字を含んでいる。台湾料理

には「星鰻」を使った料理はなく、台湾の日本料理の店で日本料理として食べるのが一般

的なようである。台湾の日本料理店でアナゴの蒲焼きや寿司を「鰻魚料理」だと思って食

べている台湾人がいるかもしれない3。 

次はウツボである。ウナギ目ウツボ科のウツボは、日本ではあまり漢字で表記しないで

ひらがなかカタカナで表記することが多いが、日本の漢字では「鱓」と書く。一方、台湾

（中国語）では「錢鰻」「薯鰻」などの漢字を書いて「鰻」という漢字を含んでいる。ウツ

ボについて、許（2002：17）4は以下のように述べている。 

ウツボ（錢鰻）はよく台湾の海鮮料理店で料理して売られている。ウツボの体表の粘

                                                      
1
 『Flickr』http://www.flickr.com/photos/lamerdamour/2271904826/ 2012.11.25 

2
 『蘋果日報』「紅燒鰻 吃出海鰻鮮嫩味」

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/supplement/20080711/30740022 2012.11.15 
3
 「日本料理において、マアナゴはウナギと同様に開き、天麩羅、蒲焼、寿司種、八幡巻（牛蒡をアナゴの身で

巻いたもの）などで食べられている。一本丸ごと揚げた天麩羅は天丼や天ぷらそばなどに乗せると丼からはみ出

す様が見栄えがし、価格も手ごろなため、名物としている店も多い。」以上、日本語版フリー百科事典『ウィキ

ペディア』「アナゴ」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%82%B4 2012.11.25 台湾の日本料

理店でアナゴのどの料理が多いか調べていないが、蒲焼きや寿司の場合、台湾人はうなぎだと思って食べている

かもしれない。 
4
 許仁堂‧方玉梅（2002）『鰻魚物語』台灣餐飲出版社，p.17 

http://www.flickr.com/photos/lamerdamour/2271904826/
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/supplement/20080711/30740022
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%82%B4
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液は非常に生臭いので、料理方法は醤油で煮込む（紅焼）か漢方薬で煮込む薬膳が一般 

的である。                              （筆者訳） 

写真 1 紅燒錢鰻（ウツボの醤油煮込み）1  写真 2 藥膳錢鰻（薬膳ウツボ）2 

  

また、李（1997）3は以下のように述べている。 

ウツボ「錢鰻」は「薯鰻」とも言い、学者は「裸胸鯙」とも呼ぶが「鯙」の字など誰

も読み方を知らない。「錢鰻」は台湾語である。（中略）昔ウツボは雑魚で誰も食べなか

った。（中略） 

宜蘭・大里・石城など東北部の海岸では、初冬になると海が荒れて、2ヶ月近く漁に

出られない。漁師は年中魚を食べているので、漁に出られないと、元々無価値のウツボ

でも、高値がつくようになった。 

ウツボの薬膳料理は、1日煮込んでやっと皮まで食べられるようになる。しかし、香

港式の三杯錢鰻という料理方法（皮ごと油で揚げて、その後煮込む）を誰かが習ってか

らは、海鮮レストランで通のメニューとして有名になった。ウツボがますます少なくな

ったのは、この時からである。                     （筆者訳） 

以上のように、もともと台湾ではウツボは誰も食べなかった。その後、不漁のときの急

場しのぎの漁師料理として食べられるようになり、さらに香港式の料理方法が導入されて

海鮮レストランのメニューにも登場するようになった。魚や料理名に「鰻」という漢字が

あるので、料理の名前だけ見たら台湾人はこれを「鰻魚料理」と思うかもしれない4が、ウ

ツボの写真を見せたら、これはうなぎではないと否定すると思われる。 

最後にタウナギである。淡水に住み、分類上はドジョウに近い。日本ではあまり食べな

いので知らない日本人も多いが、日本の漢字では「田鰻」と書く。一方、台湾（中国語）

                                                      
1 2012年 9月 9日、筆者が台中市の梧棲漁港の海鮮レストランで撮影。 
2 同注 1 
3
 李嘉亮（1997）「《漁村小檔案》漁鄉懷谷－薯鰻管」『海洋台灣雙月刊』第 1期 1997 年 2 月

http://www.oceantaiwan.com/foot/mag/001/001013.htm 2012.11.17 
4
 「「翠庭」中餐廳的江浙菜、寧波老菜都堪稱一絕，即日起至 12月 23日推出的鰻魚美食節，剛好適合冬令時節

滋補養生，主廚王書年以蒸、炸、燒等手法，精彩呈現五味菊鰻、辣爆鰻析、十全燉錢鰻、鍋燒栗子鰻、XO醬鰻

柳等佳餚。」以上、「台北花園翠庭 創新鰻魚料理」『中時電子報』

http://tol.chinatimes.com/CT_NS/CTContent.aspx?nsrc=A&ndate=20121202&nfno=N0136.001&nsno=1&nkeyword=%b3

%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z&SearchArgs=Keyword%3d%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z%2

6Attr%3d%26Src%3d7%26DateFrom%3d20121113%26DateTo%3d20121212%26ShowStyle%3d2%26PageNo%3d1%2

6ItemsPerPage%3d10&App=NS 2012.12.13 このように台湾のニュースのレストラン紹介記事の中でも、錢鰻（ウ

ツボ）を鰻魚料理の一つとして紹介している。 

http://www.oceantaiwan.com/foot/mag/001/001013.htm
http://tol.chinatimes.com/CT_NS/CTContent.aspx?nsrc=A&ndate=20121202&nfno=N0136.001&nsno=1&nkeyword=%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z&SearchArgs=Keyword%3d%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z%26Attr%3d%26Src%3d7%26DateFrom%3d20121113%26DateTo%3d20121212%26ShowStyle%3d2%26PageNo%3d1%26ItemsPerPage%3d10&App=NS
http://tol.chinatimes.com/CT_NS/CTContent.aspx?nsrc=A&ndate=20121202&nfno=N0136.001&nsno=1&nkeyword=%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z&SearchArgs=Keyword%3d%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z%26Attr%3d%26Src%3d7%26DateFrom%3d20121113%26DateTo%3d20121212%26ShowStyle%3d2%26PageNo%3d1%26ItemsPerPage%3d10&App=NS
http://tol.chinatimes.com/CT_NS/CTContent.aspx?nsrc=A&ndate=20121202&nfno=N0136.001&nsno=1&nkeyword=%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z&SearchArgs=Keyword%3d%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z%26Attr%3d%26Src%3d7%26DateFrom%3d20121113%26DateTo%3d20121212%26ShowStyle%3d2%26PageNo%3d1%26ItemsPerPage%3d10&App=NS
http://tol.chinatimes.com/CT_NS/CTContent.aspx?nsrc=A&ndate=20121202&nfno=N0136.001&nsno=1&nkeyword=%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z&SearchArgs=Keyword%3d%b3%d0%b7s%c5%c1%b3%bd%ae%c6%b2z%26Attr%3d%26Src%3d7%26DateFrom%3d20121113%26DateTo%3d20121212%26ShowStyle%3d2%26PageNo%3d1%26ItemsPerPage%3d10&App=NS
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では「鱔魚」という漢字を書く。タウナギの料理について、日本語版ウィキペディア1は、

以下のように述べている。 

中国、台湾では、主に裂いて骨を取り、炒め物、煮物、から揚げなどにして食べられ

る。現代の料理では、細切りの炒め物「炒鱔絲」、江蘇料理のごま油風味の甘い炒め煮「炒

鱔糊」、浙江料理のから揚げ甘酢あんかけ「生爆鱔片」、寧波料理のエビと合わせた具の

汁麺料理「蝦爆鱔麺」、広東料理の土鍋飯（台山黄鱔煲仔飯）、台湾料理の台南の揚げ麺

を使った麺料理「鱔魚意麺」などが著名。ぶつ切りでスープにする例もあるが、市場で

は捌いて売ることが多い。日本ではあまり食用にされない。 

以上のように、日本ではあまり食用にされないが、中国や台湾ではよく食べられている。

台湾では台南の「鱔魚意麺」が有名である。 

写真 1 鱔魚意麺（タウナギのあんかけ揚げ麺）2
 

 

 もちろん、台湾人は「鱔魚意麺」を「鰻魚料理」とは思っていない。しかし、台湾に観

光に来た日本人がガイドブックなどを読んで日本語で「田鰻」「タウナギ」と書いてあるの

を見て、うなぎと誤解する可能性がある。 

 以上、いろいろな料理を紹介したが、台湾人が「鰻魚料理」と言うときにまずイメージ

するのは紅焼鰻の缶詰（食材は実はハモ）と日本料理の蒲焼きである。また、特定のレス

トランでしか食べられない台湾式の「鰻魚料理」（食材はニホンウナギ）もある。さらに、

日本ではうなぎとは別の食材であるハモやアナゴも、台湾人の「鰻魚料理」のイメージに

含まれる可能性がある。ウツボも台湾人の「鰻魚料理」のイメージに含まれる可能性があ

る。しかし、タウナギは、台湾人の「鰻魚料理」のイメージには含まれない。 

以上、この節では、国内消費について述べた。国内消費量の増減は、国内需要よりも、

輸出量の増減によって左右されていると思われる。また、うなぎ（ニホンウナギ）の国内

                                                      
1
 日本語版フリー百科事典『ウィキペディア』「タウナギ」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE 2012.11.14 
2
 『城邊真味炒鱔魚專家』「生炒類／鱔魚意麵」

http://easterncastle.vrworld.com.tw/products_view.php?prod=2881&mpmid=467&muna=%E5%95%86%E5%93%81%E4

%BB%8B%E7%B4%B9 2012.11.12 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%82%AE
http://easterncastle.vrworld.com.tw/products_view.php?prod=2881&mpmid=467&muna=%E5%95%86%E5%93%81%E4%BB%8B%E7%B4%B9
http://easterncastle.vrworld.com.tw/products_view.php?prod=2881&mpmid=467&muna=%E5%95%86%E5%93%81%E4%BB%8B%E7%B4%B9
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消費は、日本料理としての蒲焼きや台湾料理として特定のうなぎ専門料理店で主要に消費

されていると思われる。紅焼鰻はハモを使うので、厳密に言えば、うなぎ（ニホンウナギ）

の消費には含まれない。このように、日本ではうなぎとは別の食材であるハモやアナゴも、

台湾人の「鰻魚料理」のイメージに含まれる可能性がある。ウツボも台湾人の「鰻魚料理」

のイメージに含まれると思われる。しかし、タウナギは、台湾人の「鰻魚料理」のイメー

ジには含まれない。 
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第 2章 まとめ 

 第 1節では、台湾のうなぎの国内生産と国内市場価格について述べた。国内の生産量が

一番多いのは雲林県で、次に多いのは嘉義県、さらに彰化県である。また、養殖生産量は

2003年以降毎年減少していて、特に 2011年には前年の約半分にまで減少している。2003

年の生産量と比べると、2011年は 3分の 1以下に減少している。国内市場価格は、中国産

或いは台湾産うなぎの安全性問題の影響で 2006年から 2010年までの間は乱高下したが、

その期間の前後はあまり価格が変化していない。 

第 2節では、台湾のうなぎ対外輸出について述べた。台湾がうなぎを輸出する国は、主

に日本である。また、日本へうなぎを輸出している主要な国は台湾と中国である。活けう

なぎは、台湾のものがやや多くて、中国と半々ぐらいである。加工うなぎ（調理済み蒲焼

きと白焼き）は、中国のものが 90%以上を占めており、台湾のものは 10%に満たない。活

けうなぎは安全信頼性で台湾が有利、加工うなぎは加工コストの安い中国が有利という理

由が考えられる。対外輸出量は、徐々に減少している。また、残留薬物や産地偽装などの

安全性の問題も輸出量に影響を与えている。国外価格は、日本における台湾産活けうなぎ

の価格は徐々に上昇していて、特に 2011年から 2012年にかけて急激に上昇している。稚

魚の減少による生産量や輸出量の減少がその原因である。 

 第 3節では、台湾の国内消費量について述べた。国内消費量の増減は、国内需要よりも、

輸出量の増減によって左右されていると思われる。また、うなぎ（ニホンウナギ）の国内

消費は、日本料理としての蒲焼きや台湾料理として特定のうなぎ専門料理店で主要に消費

されていると思われる。紅焼鰻はハモを使うので、厳密に言えば、うなぎ（ニホンウナギ）

の消費には含まれない。このように、日本ではうなぎとは別の食材であるハモやアナゴも、

台湾人の「鰻魚料理」のイメージに含まれる可能性がある。ウツボも台湾人の「鰻魚料理」

のイメージに含まれると思われる。しかし、タウナギは、台湾人の「鰻魚料理」のイメー

ジには含まれない。 
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第 3章 うなぎの資源問題 

本章は、シラスの輸出の規制と人工養殖の技術と台湾の養殖業の未来について説明する。 

 

3-1うなぎの稚魚の輸出規制 

うなぎの稚魚は今どんどん減少していて、各国がうなぎの稚魚の輸出量を統制している。

本節ではうなぎの稚魚の輸出規制について紹介する。 

日本の水産庁は 2012年 3月 22日にシラスウナギ対策会議を開催した1。以下は、その会

議で使われた台湾海洋大学の曾萬年教授の資料である。 

図 1 2006年以降の各国の養殖用シラスウナギ池入れ量（表）2
 

 

                                                      
1
 水産庁『水産庁』「シラスウナギ対策会議」http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/tesuto.html 2012.10.17 

2
 水産庁『水産庁』「シラスウナギ対策会議／資料 1ウナギ資源の現状等について」

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/pdf/siryou1.pdf 2012.10.17 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/tesuto.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/pdf/siryou1.pdf
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図 1 2006年以降の各国のシラスウナギ池入れ量（グラフ）1
 

 

以上の表とグラフから、台湾は最近 3年間のシラスウナギ（うなぎの稚魚）の不足によ

りうなぎ養殖業が危機に直面していること、台湾だけではなく日本・韓国・中国など東ア

ジア全体でシラスウナギが減少していることがわかる。 

このような状況に対して、各国はシラスウナギの輸出規制を始めた。以下、各国の規制

について説明する。 

台湾では、経済部国際貿易局が以下のように公告を出している2。 

公告日付：2007年 10月 30日 

公告：国内漁業資源管理のために、「ガラスウナギ（1キロ当たり 5,000匹以上）」、「シラ

スウナギ（1キロ当たり 501匹から 5,000匹まで）」、「クロコ（1キロ当たり 11匹

から 500匹）」の 3項目を輸出規制コード「112」（毎年 11月 1日から翌年 3月 31

日まで輸出規制）に指定する。                  （筆者訳） 

以上のように、台湾では 2007年から、毎年 11月 1日から翌年 3月 31日まで、うなぎの

稚魚を輸出規制している。 

また、ヨーロッパの規制について、塚本（2011：133）3は以下のように述べている。 

                                                      
1
 水産庁『水産庁』「シラスウナギ対策会議／資料 1ウナギ資源の現状等について」

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/pdf/siryou1.pdf 2012.10.17 
2
 經濟部國際貿易局『經貿資訊網』「公告」http://ekm92.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=39&pid=78994 

2012.09.16 
3
 塚本勝巳・黒木真理（2011）『旅するウナギ－1億年の時空をこえて』東海大学出版会、p.133 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/saibai/pdf/siryou1.pdf
http://ekm92.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=39&pid=78994
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2007年 6月に開催された第 14回ワシントン条約（CITES）締約国会議において、EU

はヨーロッパうなぎの資源の激減を食い止めるため、シラスウナギの放流義務と輸出規

制を決定した。その後、2009年にヨーロッパうなぎが附属書Ⅱに掲載された。これによ

って、ヨーロッパから中国の養殖業者に大量に輸出されていたシラスウナギの量が規制

された。 

2008年には、ヨーロッパうなぎは国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストにも絶

滅危惧 IA類（Critically Endangered, CR）として掲載されるに至った。 

 以上のように、ヨーロッパではヨーロッパウマギを保護するために、2007年から輸出規

制が始まり、2008年には絶滅危惧類とされている。さらに、2012年には全面的に輸出を禁

止した1。また、ヨーロッパから中国の養殖業者に大量に輸出されていたシラスウナギの量

が規制されたので、中国のうなぎ養殖にも影響が出ると思われる2。 

最後に、日本におけるうなぎの稚魚捕獲と輸出承認について、水産庁長官から経済産業

省貿易経済協力局長への通知3は以下のように、述べている。 

うなぎ稚魚については、資源保護の観点から、漁業法及び水産資源保護法に基づいて

定められた都道府県の漁業調整規則により採捕を禁止とするとともに、増養殖用種苗の

供給及び試験研究のために行う者に限り、期間、漁法や採捕量等を定めて、都府県知事

が特別に採捕を許可（以下「特別採捕許可」という。）しているところである。 

こうしたうなぎ資源の保護に関する措置に対応して、現在、13グラム以下のうなぎ稚

魚の輸出については、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の承認に係らしめることと

され、貴職が定める輸出注意事項により各年 12月 1日から翌年 4月 30日までの間は、

貴職が別に定める場合を除き輸出を承認しない取扱いとなっているところである。 

近年、うなぎ稚魚の採捕量が減少傾向にあるなど、その資源状態が悪化しているとみ

られ、特別採捕許可制度によるうなぎ資源の保護の必要性が一層高まっている状況にあ

る。 

都道県知事のうなぎ稚魚の特別採捕許可に関しては、各年 12月 1日から翌年 4月 30

日までの間に、国内の漁業生産力の発展のための増養殖種苗の供給あるいは国内におけ

る試験研究用に供する場合に限り行われており、これ以外の目的での特別採捕の許可が

行われた実績はなく、今後も想定し得ない状況である。 

ついては、貴局におかれては、こうしたうなぎ稚魚の特別採捕許可の制度の趣旨及び

運用を踏まえ、今後、12月 1日から翌年 4月 30日までの間うなぎ稚魚の輸出承認を行

わない取扱いとするようお願いする。 

以上のように、日本では養殖用の稚魚捕獲は毎年 12月 1日から翌年 4月 30日までで、

稚魚輸出も同じ時期中は輸出規制されている。 

                                                      
1
 「危機感を強めたEUは、2007年、ヨーロッパウナギをワシントン条約の付属書Ⅱとし、規制する一方で、今

年 4月からは全面的な輸出禁止に踏み切りました。」以上、NHK『NHKオンライン』「解説委員室／時事公論：

うなぎ資源回復を急げ 2012年 7月 19日」http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/126786.html 2012.10.28 
2
 本レポート 1-2-2の p.17で見たように、中国のうなぎ養殖はニホンウナギとヨーロッパウナギが 8:2ぐらいで

ある。 
3
 経済産業省『経済産業省』「政策について／法令／通知通達一覧」

http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/a300.pdf 2012.09.16 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/126786.html
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/a300.pdf
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一方、中国は現在うなぎの稚魚の輸出規制がないが、うなぎの資源問題が解決できなけ

れば、今後うなぎの稚魚の輸出規制を制定するかもしれない。 

 以上のように、各国はうなぎ資源を保護するために規制を作っているが、密輸や密漁が

行われているのも事実である。以下、その例を見てみよう。 

「47NEWS」のウェブサイト1は、2008年 4月 8日のニュースとして、以下のように述べ

ている。 

養殖ウナギ用の稚魚「シラスウナギ」の取引で、大量にあった台湾からの輸入がなく

なる一方、これまでほとんどなかった香港からの輸入が昨年末から急増していることが

8日、関係者の話などで分かった。 

台湾は昨年（2007年）、資源保護を理由にシラスウナギの禁輸措置を取った。関係者

によると、香港にシラスウナギ漁はほとんど存在せず、禁輸措置をかいくぐるために、

台湾産が香港経由で大量に日本に輸出されているとみられる。密輸や産地偽装がしばし

ば問題となる不透明なウナギ取引の現状を示すと言えそうだ。 

国内の養殖業者によると、「香港モノ」と称するシラスウナギが出回るようになった

のは昨年 11月ごろからで、台湾のシラスウナギ漁が本格化する時期と重なる。 

財務省の貿易統計によると、昨年 12月には約 4トン、今年 1月には約 5トン、2月に

約 1トンと、かなりの量のシラスウナギが香港から日本に輸入された。 

 このように、台湾でうなぎの稚魚の輸出規制をしている時期に、台湾から香港に密輸さ

れて、その後香港から日本へ輸出されることもあるようである。また、日本でのシラスウ

ナギの密漁について、「日本経済新聞」のウェブサイト2は、2012年 7月 27日のニュース

として、以下のように述べている。 

全国でウナギの稚魚「シラスウナギ」の密漁が相次いで摘発されている。千葉県警が

今月、4人を書類送検したほか、大阪府警も 16年ぶりに摘発。第 4管区海上保安本部（名

古屋市）は今年に入って愛知、三重両県で計 14人を検挙した。不漁で稚魚の価格が高騰

していることが背景にあるとみられ、漁業関係者は「一層稚魚が減ってしまう」と懸念

している。 

 このように、日本で不漁で稚魚の価格が高騰しているので、シラスウナギの密漁が相次

いで摘発されている。 

以上、本節では、うなぎの稚魚が減少している状況を見て、次に各国の資源保護対策を

見た。台湾では 2007年から、毎年 11月 1日から翌年 3月 31日まで、うなぎの稚魚を輸出

規制している。ヨーロッパでは、2012年には全面的に輸出を禁止した。日本では毎年 12

月 1日から翌年 4月 30日まで稚魚の捕獲も輸出も規制されている。しかし、各国がこのよ

うに資源保護のために規制する一方で、密輸や密漁が行われているのも事実である。 

                                                      
1
 『47NEWS』「「香港産」のウナギ急増 禁輸逃れ？台湾産偽装か 2008年 4月 8日」

http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008040801000157.html 2012.11.15 
2
 『日本経済新聞』「ウナギ稚魚の密漁急増 不漁で高騰、転売狙う 2012年 7月 27日」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2403X_X20C12A7CC0000/ 2012.11.22 

http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008040801000157.html
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2403X_X20C12A7CC0000/
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3-2卵の人工養殖技術の開発 

 本節では、卵の人工養殖技術の開発について説明する。 

まず、世界初のうなぎの卵の人工孵化について、農林水産省のウェブサイト1は以下のよ

うに、述べている。 

うなぎの人工ふ化は、北海道大学の山本喜一郎教授らによって 1973年に世界で初め

て成功し、仔魚はふ化後 5日間生存しました。さらに、北海道大学の山内晧平教授らは

1976年にふ化後 14日間の生存を報告しました。しかしながら、ふ化仔魚の飼育が可能

な餌が見つからなかったため、その後 20年にわたり給餌飼育には成功しませんでした。

その壁が破られたのは 1996年のことです。養殖研究所の田中秀樹グループ長らがうなぎ

人工ふ化仔魚はサメ卵をよく食べることを発見したことにより給餌飼育が可能となり、

その後飼料組成の改良によって 1999年には全長 30mmのレプトケファルス幼生まで、

そして 2002年にはついに養殖用種苗として利用可能なシラスウナギまで育てることに

成功しました。 

このように、うなぎの人工孵化は 1973年に初めて成功したが、ふ化仔魚の飼育が可能な

餌が見つからなかったため、その後 20年にわたり給餌飼育には成功しなかった。その後、

サメの卵が餌になることがわかり、2002年になってようやくシラスウナギまでの育成に成

功したことがわかる。 

次に、うなぎの完全養殖について、独立行政法人水産総合研究センター2は以下のように

紹介している。 

河川などから漁獲されたシラスウナギを育てて受精卵を得、ふ化した仔魚を成魚まで

育てることはすでにいくつかの機関で成功しています。しかし、この成魚を成熟させて

受精卵を得た例はありませんでした。 

志布志栽培漁業センターでは 09年 12月、十分に成長した人工うなぎ 26尾から生殖

腺を採取し、雌雄の存在と、メスについては成熟可能な卵巣卵を確認しました。 

これらを成熟させるため 10年 1月からオスに、2月からメスにホルモンの反復投与を

行った結果オスは 7週目に排精を確認し、メスは 8週目の 3月 26日に排卵誘起に成功し

ました。これらを用いた人工授精により、翌 27日に、世界で初めて人工うなぎからのふ

化仔魚約 24万尾を得ることができました。世界初の完全養殖うなぎの誕生です！人工う

なぎが親になるまで成長して卵を産み、第二世代の人工うなぎを生み出すことに成功し

たのです。 このことによって、人工うなぎからも次の世代のうなぎが得られ、子孫を残

すことができることを示すことができました。ふ化した仔魚は、4月 2日には無事にエ

サを食べ始め、現在シラスウナギへの成長に向けて、順調に成長しています。 

 

                                                      
1
 農林水産省『農林水産技術会議』「広域回遊魚類（うなぎ・マグロ）の完全養殖技術開発」

http://www.s.affrc.go.jp/docs/report/report26/no26_p3.htm 2012.10.07 
2
 独立行政法人水産総合研究センター（2010）「特集：ウナギ完全養殖達成」『FRANEWS』No.23、

pp.18-19http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf 2012.10.07 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/report/report26/no26_p3.htm
http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf
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図1 ホルモン注射による成熟の

促進1
 

図 2 成熟したメスうなぎから採卵（左）し、人工授精

（右）へ2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 世界の初の完全養殖うなぎの受精卵3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 世界の初の完全養殖うなぎのふ化した瞬間（受精後 30-31時間）4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上のように、うなぎの完全養殖（人工孵化→成魚→受精卵の採卵→人工孵化）は、2010

年に成功した。しかし、まだ問題がある。「47NEWS」のウェブサイト5は、2012年 7月 25

日のニュースとして、以下のように述べている。 

                                                      
1
 独立行政法人水産総合研究センター（2010）「特集：ウナギ完全養殖達成」『FRANEWS』No.23、p 

p.18-19http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf 2012.10.07 
2
 同注 1 

3
 同注 1 

4
 同注 1 

5
『47NEWS』「水産庁、ウナギ稚魚 1万匹生産 5年後、完全養殖確立へ」

http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072501001677.html 2012.11.14 

http://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews23.pdf
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012072501001677.html
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水産庁は 25日、養殖ウナギの卵をふ化させて成魚にする「完全養殖」で、稚魚のシ

ラスウナギを年間 1万匹生産できる技術を 5年後に確立する方針を明らかにした。稚魚

を安定供給し、ウナギ価格の高騰を抑えるのが狙いだ。最大でも年間 600匹にとどまっ

ている生産量の拡大を目指し、民間企業の参入も促す。 

 ただ、完全養殖による稚魚の生産コストは現在 1匹当たり数万円と高い。ウナギの養

殖業者が仕入れる稚魚は年間 1億匹とされ、1万匹の生産では追い付かない。ウナギが

手ごろな価格で味わえるまでには依然課題が多そうだ。 

 以上のように、完全養殖よる稚魚の生産コストは現在 1匹当たり数万円で高い。また、

生産量も足りない。したがって、低価格で需要に合う生産量を供給する商業的生産は、い

まだ実現していない。 

 以上、本節では卵の人工養殖技術の開発について見た。2010年についに完全養殖に成功

したことがわかった。しかし、まだ生産コストが高く、生産量も少ないので、課題が多い。 

 

3-3うなぎの資源問題と台湾の養殖業の未来 

 うなぎの資源はどんどん減少している。台湾のうなぎの養殖業はどう変わるだろうか。

本節では、うなぎの資源と台湾の養殖業の未来について、説明する。 

 まず、うなぎの資源問題について、井田（2007：137、167-168）1は以下のように述べて

いる。 

東京大学海洋研究所のグループが、1959年から 90年代後半まで、シラスウナギを基

に生産される養殖うなぎの量と河川で漁獲される降りうなぎ（黄うなぎ）の漁獲量と関

係を全国各地のデータから比較したところ、ある年の養殖生産量、つまりシラスウナギ

の漁獲量が増えると、それから、8年後のうなぎの漁獲量が減り、養殖生産量の少ない

年の 8年後には、黄うなぎの漁獲量が多くなることが分かった。うなぎが性的に成熟す

るまでの年月を考えると、8年の時間差でシラスウナギの乱獲の影響が資源量に現れる

というのは非常に説得力のある結果だ。この研究は欧州などでも、シラスウナギの漁獲

量がうなぎ資源に与える影響を示すデータとして注目されている。（中略） 

漁業者による乱獲、河川の人工的な改変やそれが引き起こす水質汚染、生活排水によ

る湖沼や内湾の富栄養化、森林の伐採、干潟や湿地の破壞、外来種、有害化学物質によ

る、汚染、環境や生物への配慮なく建設されるダムや発電所。うなぎの生活史や資源状

況などを見てきて感じることは、現在、深刻化が指摘されている環境問題のほとんどが

うなぎの生活に関連していて、うなぎはその独特の生態や体型、生活史などから環境破

壊の影響を非常に受けやすいということだ。うなぎの生存を脅かすものが、現代社会に

はいかに多いかが、よく分かる。海の環境問題についてはあまり触れなかったが、地球

温暖化によって進んでいる海の酸性度の上昇や海水温、海流の変化などが、微妙なバラ

ンスの上に成り立つうなぎの回遊に与える影響も懸念されている。地球温暖化や外来種

問題などは、今後も悪化することが予想されるので、うなぎの将来を脅かす要素は増え

こそすれ、減ることはないように思われる。うなぎの将来は不安この上ない。 

                                                      
1
 井田徹治（2007）『ウナギ 地球環境を語る魚』岩波新書、p.137、pp.167-168 
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以上のように、うなぎの減少の原因は、漁業者による乱獲、河川の人工的な改変やそれ

が引き起こす水質汚染、生活排水による湖沼や内湾の富栄養化、森林の伐採、干潟や湿地

の破壞、外来種、有害化学物質による、汚染、環境や生物への配慮なく建設されるダムや

発電所などがある。しかし、うなぎの減少問題で影響が一番強いのは乱獲である。乱獲の

影響が資源量に現れている 

次に、台湾のうなぎ養殖業の未来について、高雄大学生命科学学部のウェブサイト1は以

下のように説明している。 

  現在、台湾のうなぎ養殖業者は以下の問題に直面している。 

●シラスウナギの供給が不安定で、価格変動が極めて大きく、生産コストが高い。 

●水と土壌資源の過剰な使用により、地盤沈下が起こり、社会的コストの負担が増加

している。 

●国際競争の激化。 

●国内市場も国外市場も新規開拓が難しい。 

●うなぎの安全衛生と品質管理にまだ問題がある。 

  シラスウナギの供給問題については、人工繁殖と養殖技術を迅速に確立することと、

うなぎの放流を持続的に実行して天然うなぎ資源を増加させることが急務である。また、

養殖うなぎの安全と品質は、直接或いは間接に国際競争力や国内外市場の開発に影響す

るので、最重要、最優先に解決しなければならない問題である。（中略） 

  このような観点から、政府行政の水産部門が、「優良養殖場（GAP）」と「食品衛生上

の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造・加工の工程（HACCP）」

について規範を定めれば、以下の台湾うなぎの「4T」商標を確立することができるであ

ろう。 

●履歴商標（Traceability mark）：生産、製造、加工、運輸、販路などすべての過程が

遡って追跡できる。品質衛生の問題が発生した場合、効率的に管理できる。 

●優良商標（トレードマーク、Trade mark）：どんな製品でも国際市場を開拓する場合、

ブランドとトレードマークを確立すれば、販売や販路拡大に有利である。 

●信頼商標（Trust mark）：優良ブランドがあれば、消費者の信頼感を増幅させること

ができる。どこで台湾うなぎを買っても、安全・衛生・品質・味に信頼を持たせる

ことができる。 

●台湾商標（Taiwan mark）：台湾うなぎが以上の履歴・優良・信頼商標を持てば、国

際市場で初めてうなぎで商標を確立することになり、国際市場で永遠に上位を占め

ることができる。                         （筆者訳） 

以上のように、うなぎ資源の減少については、台湾でも完全人工養殖技術の開発を進め

ることと、うなぎの放流を持続的に実行して天然うなぎの資源を増やすことが急務である。

さらに、安全性管理と品質を向上させて、「4T商標」を確立し、安全安心でおいしい「台

湾うなぎ」のブランドイメージが国際市場で定着するのを目標にしなければならない。 

 

                                                      
1
 高雄大學生命科學系『認識鰻魚網』「台灣鰻魚產業／鰻魚養殖歷史／展望」http://eel.nuk.edu.tw/3/3_1/4.html 

2012.11.15 

http://eel.nuk.edu.tw/3/3_1/4.html
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第 3章 まとめ 

第 1節では、うなぎの稚魚が減少している状況を見て、次に各国の資源保護対策を見た。

最近 3年間で東アジア全体のシラスウナギが激減している。台湾では 2007年から、毎年

11月 1日から翌年 3月 31日まで、うなぎの稚魚を輸出規制している。ヨーロッパでは、

2012年には全面的に輸出を禁止した。日本では毎年 12月 1日から翌年 4月 30日まで稚魚

の捕獲も輸出も規制されている。しかし、各国がこのように資源保護のために規制する一

方で、密輸や密漁が行われているのも事実である。 

第 2節では、卵の人工養殖技術の開発について見た。2010年についに完全養殖に成功し

たことがわかった。しかし、まだ生産コストが高く、生産量も少ないので、課題が多い。 

第 3節では、台湾うなぎ養殖業の未来について見た。うなぎ資源の減少については、台

湾でも完全人工養殖技術の開発を進めることと、うなぎの放流を持続的に実行して天然う

なぎの資源を増やすことが急務である。さらに、安全性管理と品質を向上させて、「4T商

標」を確立し、安全安心でおいしい「台湾うなぎ」のブランドイメージが国際市場で定着

するのを目標にしなければならない。 
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結論 

第 1章では、うなぎの種類、生態、養殖、栄養と食の安全について述べた。 

世界のうなぎの種類は 16種 3亜種の合計 19種に分類されている。うなぎは海で産卵と

孵化を行い、淡水にさかのぼってくる「降河回遊」という生活形態をとる。ニホンウナギ

の産卵地は、太平洋のマリアナ諸島西方海域と推定されていた。そして、「新月仮説」と「海

山仮説」と「塩分フロント仮説」を立てて、うなぎの産卵地を調査して、「プレレプトセフ

ァルス」や親ウナギが見つかり、ついにニホンウナギの卵の採取に成功した。養殖方法の

違いについては、日本では、冬はビニールハウスで保温し、さらに加温設備を使うコンク

リート水槽を使っているためコストが高いが、養殖期間は約半年である。台湾は露地池を

使っていて加温設備はないのでコストは安いが、養殖期間は 1年ぐらいかかる。うなぎの

栄養はたんぱく質とビタミンとミネラルと不飽和脂肪酸が含まれる。日本へ輸入されるう

なぎの安全問題については「残留物質の問題」「輸出入時の検査が不完全」「業者の安全広

告の信頼性の問題」「流通の問題（産地偽装）」など、4つの問題がある。 

 第 2章では、うなぎの国内の生産と市場価格と消費量、対外輸出、国内消費について述

べた。 

国内の養殖生産量は雲林県・嘉義県・彰化県が多いが、全体の生産量は 2003年以降毎年

減少している。国内市場価格は、中国産或いは台湾産うなぎの安全性問題の影響で 2006

年から 2010年までの間は乱高下したが、その期間の前後はあまり価格が変化していない。

台湾がうなぎを輸出する国は、主に日本である。また、日本へうなぎを輸出している主要

な国は台湾と中国である。台湾は主に活けうなぎを、中国は主に加工うなぎを輸出してい

る。残留薬物や産地偽装などの安全性の問題は輸出量に影響を与えている。日本における

台湾産活けうなぎの価格は徐々に上昇していて、ここ数年急激に上昇している。稚魚の減

少による生産量や輸出量の減少がその原因である。国内消費量の増減は、国内需要よりも、

輸出量の増減によって左右されていると思われる。また、うなぎ（ニホンウナギ）の国内

消費は、日本料理としての蒲焼きや台湾料理として特定のうなぎ専門料理店で主要に消費

されていると思われる。 

第 3章では、うなぎの稚魚の輸出の規制、人工養殖の技術、台湾の養殖業の未来につい

て述べた。 

稚魚の減少は深刻な状況であり、ヨーロッパでは全面輸出禁止、日本や台湾では時期を

限定して輸出や捕獲を禁止している。卵の人工養殖技術の開発については、日本が 2010

年についに完全養殖に成功した。しかし、まだ生産コストが高く、生産量も少ないので、

課題が多い。台湾うなぎ養殖業の未来については、台湾でも完全人工養殖技術の開発を進

めることと、うなぎの放流を持続的に実行して天然うなぎの資源を増やすことが急務であ

る。さらに、安全性管理と品質を向上させて、「4T商標」を確立し、安全安心でおいしい

「台湾うなぎ」のブランドイメージが国際市場で定着するのを目標にしなければならない。 

最後に、このレポートが台湾のうなぎ養殖の変化・現状・課題を理解する一助になれば

幸いである。 
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