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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

始まった自力のマグロ漁業改革
全国遠洋沖合漁業信用基金協会

冨岡功理事長
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刺身マグロを供給している日本の遠洋マグロ延縄漁業の経営が危
機的な状態です。操業を続ければ続けるほど赤字になる船もでてき
ています。最近の急激な燃油高騰が追い打ちをかけました。これか
ら日本のマグロ延縄漁業はどうなるのでしょうか。マグロ漁業の経
営に詳しい全国遠洋沖合漁業信用基金協会の冨岡功理事長に、経営
という側面からみたマグロ延縄漁業の実態と、マグロ漁業の将来に
ついて聞いてみました。
（インタビュー・浮須雅樹）
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──全国遠洋沖合漁業信用基金協
会とは。
冨岡理事長 わたしたちの協会
は、カツオマグロと大中型まき網漁
業者が経営に必要な資金を借入する
時、金融機関に対して負担する債務
を保証する団体です。漁業者が安心
して経営できるよう努力していま
す。

マグロ獲っても残るのは借金だけ
──そうした立場で経営から見え
る、いまの日本の遠洋マグロ延縄漁
業の実態を教えてください。
冨岡理事長 たとえば１
８年度のマ
グロ延縄漁船１隻の平均的な収支を
みると、１年間に獲ったマグロを売
って得られる金額、すなわち売上高
は２億３
０
０
０万円程度です。減価償却
前の利益は１
０
０
０万円弱ですが、経常
利益は２
０
０万円の損失で５期連続の
赤字になっています。この時で燃料
油代は売上高の２
４％を占めていまし
た。船を動かすために油代は必要で
すからやむをえません。ただ、これ
はあくまでも１
８年度の話です。燃油
が高騰している昨今はさらに状況が
悪化し、売上高に油代が占める割合

は４
０％近くにまで達しています。マ
グロを売った代金の半分近くが油代
で消えてしまうのです。そのほかに
マグロを獲っている人の給料やエサ
代など費用がかかりますから、マグ
ロを獲ってきても儲けることはでき
ず、借金だけが残ってしまう状況で
す。
当然、何億円もする船を新しくす
ることなどできません。日本のマグ
ロ延縄漁船はどんどん古い船が増え
てきています。マグロの価格が上が
れば、まだなんとかなるかもしれな
いのですが、マグロの場合、市場で
セリなどにかけられて値段が決まる
ため、マグロを獲ってきた人の手で
は価格は決められません。油代が多
くかかったからと言ってマグロを高
く売ることができないため、いまの
ような厳しい経営になっているので
す。
──厳しい状況をマグロ漁業者は
どうしようとしているのですか。
冨岡理事長 厳しいからと言って
諦めてはいません。自分たちでなん
とか油代がかからないように船を走
らすスピードを落とすなど工夫し、
油代にかかる費用を少しでも減らそ

うと努力を続けています。油代対策
だけではありません。昨年４月には、
マグロ延縄漁業の将来について話し
合う「遠洋マグロ延縄漁業将来展望
検討委員会」が漁業者の手で立ち上
がりました。
現在、３
０
・
４
０歳代を中心とするマ
グロ漁業者３
２人が集まり、８つの重
要課題についてチームを作って議論
しています。課題は、コスト低減や
販売の方法、漁法の見直し、後継者
対策など、この９カ月で、のべ５
０回
近くの協議を行っています。

海外のマグロ消費市場調査団を派遣へ
──成果は上がっているのです
か。
（２面につづく）
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大西洋クロマグロ資源管理・試練の年
３月、東京でＩＣＣＡＴ関係者会議開催

に対して、とてもやさしい漁業です。
効率だけみれば、１
５
０キロの長さに
およぶ縄に３
０
０
０本の針をつけて、マ
グロがかかるのを待っているという
漁業の効率は悪い。ただ、根こそぎ
マグロを獲ってしまうこともない
し、十分に育ったマグロだけを獲る
ことができます。いまマグロ資源が
減ってしまったと言われますが、資
源管理を基本としながら、世界的な
マグロの需要増加に対し、安定的に
良質なマグロを供給する延縄漁業は
十分に残る価値のある漁業だと思い
ます。そして重要なのは、マグロ漁
業者が自らの将来について真剣な議
論を始めたことです。これまではど
ちらかと言えば、魚を獲ることには
専念するが、将来のビジョンなどに
ついては行政や他人任せのところが
ありましたが、いまは「それではダ
メだ」という意識が広がり、自分た
ちで将来を切り開いていこうとする
意識が高まっています。この意味は
非常に大きいと思います。将来展望
検討委員会では、議論だけで終わら
せず実践に結びつけていこうとして
います。私たちはそれを応援したい
と思っています。

提案した東大西洋クロマグロ関係者
会議（漁業者、蓄養業者、貿易関係
者等を含む）
を３月、東京で開催し、
規制を遵守する措置等について協議
を行うこととしています。この会議
の結果が、注目されます。また、漁
獲規制の遵守を確保するための措置

の一つとして、クロマグロの漁獲か
ら市場までのすべての流通実態を一
つの文書に記録し、流通の透明性を
確保するための、「クロマグロ漁獲
証明制度」も採択されました。本年
６月から実施されることとなってい
ます。

#
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世界初、完全養殖クロマグロの稚魚、養殖用種苗として初出荷
近畿大学水産研究所はこのほ された稚魚は完全養殖の２サイ
ど、同研究所大島実験場で人工 クル目として昨年７月に大島実
孵化させ飼育していた第３世代 験場で生まれた。
人工孵化（完全養殖）クロマグ
今回稚魚出荷に至ったことに
ロの稚魚１
５
０
０尾を、養殖用種苗 ついて同研究所では「完全養殖
として、国内養殖業者に初出荷 魚の生産量が増え、外部へ出荷
した。完全養殖クロマグロの稚 する尾数が確保できたこと、ま
魚が養殖用種苗として販売され た輸送中や輸送先での環境変化
たのは世界で初めて。
による死亡などのリスクを軽減
出荷先は、熊本県天草市で、 する技術（輸送の際、稚魚が水
船舶で運搬した。輸送中に稚魚 槽の壁に激突死することを防ぐ
が２
３尾死亡したものの、現地到 ため、壁面や照明などに予防対
着後順調に生育しており、現在 策を図るなど）が進んだこと」
の生存率は、出荷時の９
３
・
８％を など、販売に適した条件が整っ
保っている。
た点をあげており、今後さらに
クロマグロの完全養殖とは、 稚魚の生残率を高め、コストダ
「孵化・生育・産卵・孵化」と ウンを図り、完全養殖ブランド
いう世代交代サイクルを養殖施 「近大マグロ」
の生産拡大を図る
設内で実現するもの。今回出荷 各種研究を推進していく方針。
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昨年１
１月、トルコで開かれた大西
洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣ
ＡＴ）で、ＥＣが東大西洋・地中海
クロマグロの漁獲枠（１
６，
８
０
０トン）
を約４，
４
０
０トン超過漁獲したことが
判明。米国、カナダが、モラトリア
ム（操業の一時停止）を提案し、紛
糾しました。結局、早急に、各国の
規制遵守状況をチェックし、本年１
１
月の年次会議で、必要に応じて、現
在の規制措置の見直しをすることで
終了しました。
宮原正典・日本政府代表（水産庁
沿岸沖合課長）は、帰国後の記者会
見で、「クロマグロが獲り過ぎなの
に規制が守られない状態を何もでき
ないのは、ＩＣＣＡＴ自体の信用に
かかわる問題」とＩＣＣＡＴの資源
管理能力が厳しく問われながら、明
確な答えを出し切れなかった会議と
位置づけました。また、「しっかり
した管理体制ができない限り、規制
強化に向けて、大きく舵が切られる
のではないか」と今後のＩＣＣＡＴ
に厳しい見通しを示しました。
なお、ＩＣＣＡＴは、日本政府の

冨岡理事長 中長期計画として
は、地域が一体となって漁船リース
法人を立ち上げることで新しい船を
入手しやくするする方法はないかと
か、もっと効率の良い低コスト・省
エネの漁船はできないか、４０
０ 近
い船で世界の海を巡る操業スタイル
を変えるとどうなるのかなどの検討
も開始しています。この答えが出る
のはまだ先ですが、一歩一歩進めて
いるようで、私から見れば頼もしく
感じます。
──厳しい経営の話や将来に向け
た検討が始まったことをお話いただ
きましたが、冨岡理事長はマグロ漁
業の将来をどう見られますか。
冨岡理事長 油代については漁業
者の努力だけではなんともなりませ
ん。使用量を減らすことはできます
が、それも限界がありますからね。
油代が下がることや政策的な支援を
期待するしかありません。
ただ、マグロ延縄漁業の将来を過
度に悲観する必要はないと思いま
す。たしかにいま経営は厳しいです。
明るい将来の見通しが立っているわ
けでもありません。しかし、天然の
マグロを対象とする延縄漁業は資源
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（１面からつづく）
冨岡理事長 現在、検討課題を絞
り、議論の段階から具体的な取り組
みを開始しはじめたところです。た
とえば、海外にマグロを売れないか
ということも検討しています。いま
海外で刺身や寿司がヘルシーだとい
うことで人気が高まり、海外旅行に
行かれた方は、米国やヨーロッパに
寿司店などがどんどん増えているこ
とを実感されている方も多いと思い
ますが、海外で刺身や寿司でマグロ
を食べる人が増えています。それも
日本より高いお金を出して買っても
いいと。いままでマグロの刺身と言
えば、ほとんどが日本で食べられて
いたのですが、時代も変わってきて
います。日本のマグロ漁業者は、日
本人にマグロを食べてもらいたいと
いう思いが強いのですが、厳しい経
営が続く中で高く買ってくれる海外
にも目を向けて、なんとか経営を続
けていこうとしているのです。２月
にはそうした海外の市場を調査する
ための調査団を米国とマグロの加工
場があるペルーに派遣します。
──もっと先の将来をみた取り組
みは。
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３

年１
２月に高知県柏島で養殖マグロを
生産する大洋エーアンドエフのマグ
ロ養殖場で実証実験を実施した。
実験は、直径６
０ のイケス間に横
蓄養殖魚の管理の決め手として期待高まる
１
０ 、縦８ のトンネルを作りマグ
ロの移動の様子を観測する方式で行
水産庁と水工研が実証実験
われた。カメラが捉えた画像を映し
イケスで泳ぐマグロの数やサイズ ス社が開発した２周波音響カメラ 出すパソコン画面には、ちょうど水
を超音波で正確に計測する装置が登 「ＤＩＤＳＯＮ」で、米国ではサケ 面を真上から見た状態が扇型に写し
場した。この装置は透明度の低い濁 遡上数計測、日本ではエチゼンクラ だされ、イケス間を高速で移動する
った水域や夜間を問わずに計測でき ゲの観測での活用実績がある。
流線型のマグロの姿を白く捉えるこ
る特徴を持っており、「管理が問題
ＤＩＤＳＯＮは、照射する超音波 とに成功した。パソコンに組み込ま
視されている地中海の蓄養殖マグロ （１
・
１メガヘルツ、１
・
８メガヘルツ） れたソフトを使うことで移動尾数も
をはじめとする蓄養マグロ管理の決 で一定の範囲（水平視野角３
０度、垂 はじき出した。
め手になるのでは」
（水産庁）と期待 直１
４度、撮影距離最大４
０ ）にある
瞬時にマグロのサイズを自動計算
が寄せられている。
物体を撮影できる音響カメラで、普 することも可能だが、今後はその指
装置は、米国サウンドメトリック 通の光学カメラでは不可能な夜間や 標となる基礎データの蓄積が期待さ
透明度の低い水中で れるところだろう。実験に協力した
泳ぐ魚を捉えられる 大洋エーアンドエフは「透明度が低
のが大きな特徴。対 いところでも正確に魚の数を計測で
象範囲を通過した魚 きるのは非常に魅力を感じる。まだ
の個体数も自動でカ 実際の養殖場で利用するには課題は
ウントしサイズを測 あるものの、大いに期待したい」と
定でき、超音波を１
・ 話している。
８メガヘルツにすれ
地中海の蓄養マグロの活け込みの
ば約４
０ 先までの広 尾数などの不透明さが指摘されてい
い範囲の魚群観測も る中で、正確に計測できる装置が登
できる。
場した期待は大きい。蓄養マグロ漁
水産庁と水工研は 業を責任あるものにするためにも、
こうしたＤＩＤＳＯ 装置が早期に実用化されることが期
Ｎの能力に着目。昨 待される。

泳ぐマグロを超音波でカウント
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マ グ ロ あ 科学者の目

第７回

それでは、今なぜ懸案だったマ り、日本への規制強化が際立った。 た。大西洋のクロマグロの資源管
グロ研究所が出来たのか？ もっ 研究者ならずとも、何でこれだけ 理の混迷を見るにつけ、太平洋の
とも、このマグロ研究所なるもの クロマグロなどの蓄養の実績や飼 クロマグロをこのような状態には
は、水産総合研究センターのホー 育の経験がありながら、この疑惑 させてはならないという危機感と
ムページ等を見ると解かるよう に対して日本側が、明快な答えを そのためには、これまでバラバラ
に、ネット上に出来たまぐろ類研 出せなかったのかという事は、行 に行われてきた色々なマグロを巡
究機動部隊のようなもので、新た 政官にとってもやりきれない無い る研究を一元化して行うことが不
な研究所の建物が実際に出来たわ 思いであったに違いない。クロマ 可欠という意識が高まったためマ
グロ研究所の設
けでなく、資源、
立となった、と
増殖、利用加工
鈴 木 治 郎
私は理解してい
等の既存の水産
る。今こそやり
研究所の勢力が
残した海洋牧場
中心になり、そ
計画を完成する
のもてる力を総
くらいの意気込
合的に使うとい
マグロ研究所に期待するもの（下）
みでやるなら前
うものである。
途は明るい。
もともと存在し
このまぐろ研究所が持続して本
てしかるべき研究所であったか グロについて言えば、太平洋のク
ら、その体裁にこだわる気はない ロマグロについても、ＷＣＰＦＣ 来の任務を果たすのか、あるいは
し、やっと出来たかという感慨が の活動が本格化し、北委員会も動 線香花火のように短命で消えてし
ある。なぜ今かという事を考える き出し、真剣に資源管理のあり方 まうのか、日本のみならず、世界
とき、最近の一連のまぐろ資源管 を考えなければならなくなってい のマグロ関係者が注目して見てい
理を巡る日本の苦戦を思い起こし る。かつて海洋牧場という大きな ると思う。どうかこの研究所の設
てほしい。その最たるものは、ミ 研究プロジェクトがあり、太平洋 立が日本のマグロの研究と管理の
ナミマグロや大西洋のクロマグロ のクロマグロも遠洋水研等が中心 改善のターニングポイントであっ
である。ミナミマグロでは豪州の に参画したが、残念ながら、十分 たとして、後世の人から評価され
蓄養の過剰漁獲疑惑は灰色に留ま な成果を上げることなく終わっ るものにしてほしい。

