Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

ニュースレター

No.５７
２０１２年１２月

〒１０７‐００５２ 東京都港区赤坂１‐９‐１３（三会堂ビル９階）
電話 :０３‐３５６８‐６３８８ FAX :０３‐３５６８‐６３８９
URL : http : //www.oprt.or.jp E-mail : hitomi@oprt.or.jp

─ 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

時代の最先端！コンビニで美味しいマグロ
ローソン

商 品・物 流 本 部・米 飯 部 シ ニ ア マ ー チ ャ ン ダ イ ザ ー
本部・原材料仕入部シニアマネジャー

マグロのお寿司とコンビニエ

ンスストア！？

近い将来、それが当たり前にな
るかもしれません。いや、もし
ンビニで、という時代がやって
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かすると、マグロの寿司ならコ
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簡単には結びつきませんが、
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松本 茂氏
土屋喜彦氏

くるかもしれません。ローソン

は、今年の５月から生ネタのに

ぎり寿司の販売を開始しまし
た。こだわっているのが、なん
とマグロです。期間限定で「マ
グロづくし」などマグロの寿司
のみの商品も登場しています。
コンビニで手軽に美味しいマグ
ロが本当に食べられるようにな
るのでしょうか？ローソンの商
品・物流本部・米飯部の松本茂
シニアマーチャンダイザーと同
本部原材料仕入部の土屋喜彦シ
ニアマネジャーに聞きました。

（インタビュー・浮須雅樹）
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――５月からにぎり寿司を本格発
売し、しかもマグロにこだわってい
るそうですね。
松本 やはり寿司と言えば、マグ
ロ。人気のネタですから。生ネタを
使った寿司も、マグロを使わなけれ
ばそれほど難しいものではありませ

松本 マグロを使ったにぎり寿司
ん。しかしマグロとなると別です。
色や鮮度のことも含め、本当に美味 盛り合わせとは別に、にぎり・軍艦
しいマグロを提供しようとすれば、 ・巻き寿司すべてにマグロを使った
特別な流通体制を整備しないといけ 「マグロづくし」や「マグロ海鮮巻」
、
ません。とくにスライスのマグロを 「マグロ海鮮丼」を販売しています。
のせたにぎり寿司は、温度管理が一 販売期間は毎月１０日を含む火曜日か
番のポイントであり、展開が困難で らの１週間、「マグロの日」として
した。今回、その温度管理の部分の 展開しています。１１月で言えば、６
整備を行い、「マグロスライス」を 日から１２日になります。
使用した商品の展開が可能になりま
――展開する際に課題があったと
した。
いうことですが、コンビニでマグロ
――毎月の１０日を「マグロの日」 を販売する難しさとは？
として販売されているそうですね。
土屋 コンビニエンスストア対応
松本 ええ。来年の２月まで「マ に国内のメーカーにスライスをして
グロの日」として展開することが決 もらい、それをお客さまにご提供す
まっています。今年の「１０月１０日
るまでのすべての流通段階で温度管
マグロの日」
では、
日かつ漁協やＯＰ 理をどう担保できるかがポイントに
ＲＴにもご協力いただき、
販促資材 なりました。マグロは、ほかの魚と
を作成し、
商品の訴求を行いました。 は全く別の流通の仕組みをつくらな
いと流通できない。それくらい難し
――マ グ ロ の 日 に は ど ん な 販 売
い商材です。
を？
（２面につづく）
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（１面からつづく）
そこには当然コストもかかります。
しかし、難しいだけに価値もあるわ
けです。
――マグロ寿司に使っているマグ
ロは何ですか？
土屋 メバチとキハダの赤身で
す。まずは１万店ある全国の店舗に
安定供給を第一に、２種類のマグロ
を使うことにしました。

獲れた時の状態まで把握し
品質吟味

ては非常に大きなことなのですが、
お客さまにとってはそれがなかなか
伝わらない。そこで、シャリを覆い
隠すぐらいの大きなネタを使うこと
で、「ほかとは違う」というところ
を実感してもらいたいからです。こ
れはマグロだけでなく、サーモンの
切り身も大きくしています。コンビ
ニエンスストアと寿司と言えばあま
りイメージがない人も多いかもしれ
ませんが、ローソンの寿司はマグロ
もサーモンもネタが大きい、他とは
違う、ということを訴える意味も込
められています。
――売り方では？

――漁獲した国や海域などの指定
は？
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ニエンストアにとって、マグロを本
格的に扱うということは、コンビニ
エンスストアで扱うものが変わって
いく一歩でもあると思います。
――マグロと言えば、資源の問題
がクローズアップされることが多い
ですが。

松本 マグロは大きいので、品質
は同じでも、スジの入り方などすべ
てを同じに、規格化することはでき
ません。そのため、まず、全国の加
盟店にマグロについて理解してもら
う事から始めました。

土屋 万一にも、マグロが獲れな
くなれば、わたしたちも商品がつく
れなくなってしまいます。それは困
る。だからこそ、供給サイドには、
持続性に十分配慮しマグロを調達し
てもらうようにしています。

――加盟店に理解してもらうこと
は、それほど大切？

――ところで、マグロ寿司の１０月
からの売れ行きはいかがですか？

松本 たとえば、同じマグロから
取った切り身でも、シャリに乗った
時には部位で色が違うし、スジの入
りかたも違ってきます。その違いは
けっして鮮度や品質の違いではない
のですが、それがお店にはわかりづ
らい。原料のマグロは１尾単位で購
入していますからなおさらです。お
――では、ローソンのマグロ寿司
店でわからなければ、見た目が違う
の一番の売りはなんですか？
ことで売りづらくなります。マグロ
松本 一番は、マグロの大きさで という魚の特徴を知っていただくこ
すね。見てもらえればわかりますが、 とで、マグロのような食材が扱える
回転寿司などで通常使われているネ ようになるのだと思います。
タに比べ、大きくなっています。
いまの食に求められているのはす
べて同じの画一的な商品ではなく、
――大きさにこだわったのは？
特定地域限定のものなど、それぞれ
松本 コンビニでマグロが扱える 違いのあるものだと思います。これ
ようになったのは、われわれにとっ まで画一的な商品が多かったコンビ

松本 まだ始まったばかりでこれ
からですね。お寿司としては、マグ
ロも入っている定番の「お好みにぎ
り（６カン）
（
」３９８円）が人気です。
最初にも申しましたが、わたした
ちは、毎月１０日を「マグロの日」と
位置づけ、販促をはじめました。毎
月販売する商品を変更し、「マグロ
の日」の認知度アップをはかってい
ます。
恵方巻がコンビニエンスストアか
ら全国的な広がりを見せたように、
毎月１０日はマグロを食べる日と思っ
ていただけるように、普及していき
たいですね。マグロのメニューも、
もっと広げたいと思います。これか
らのローソンのお寿司、マグロにご
期待ください。

土屋 それはありません。ただ、
安心・安全な商品を届けるために
も、どの漁船がどの海域でいつ漁獲
したものかはすべてわかるようにし
ています。
――マグロは魚によってずいぶん
差の出る食材ですが。
土屋 その部分は船での漁獲直後
から注意を払い、冷凍されるタイミ
ングなど、鮮度が良い状態で凍結さ
れたものかをしっかり吟味していま
す。漁獲段階からの品質にこだわる
ようにしています。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｏ Ｐ Ｒ Ｔ マ グ ロ・ク イ ズ
ＯＰＲＴが１０月１日から１０日まで、
全国で行った天然・刺身マグロキャ
ンペーンの期間中に募集したマグロ
・クイズは、１０月２０日に締め切った
が、６，
５７８通もの応募があった。１０
月３０日に、２００名を抽選し、メバチ
マグロ１キロをプレゼントした。
ＯＰＲＴ事務局は、「短期間にも

全 国 か ら６，
７５８通 応 募
かかわらず、応募が余りに多数だっ
たので、コンピューターにより抽選
した。これまで、毎年キャンペーン
の目玉として刺身マグロプレゼント
を行っているが、北海道から沖縄ま
で、文字通り、全国各地から、これ
ほど多くの応募者があったのは、初
めて。クイズを通じて、優れた健康

食品としてのマグロの価値や、資源
管理の重要性もＰＲしたが、クイズ
は「１０月１０日はまぐろの日」が全国
的に浸透する起爆剤となったと受け
止めている。この「まぐろの日」
が、
国民的行事の日となるように、今後、
更に工夫したい」と述べた。
（抽選状況は、ＯＰＲＴのホーム
ページ「写真で見るＯＰＲＴの活動」
に掲載）
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ステレオ・カメラ導入を急げ！
ＯＰＲＴセミナー
本年度第２回ＯＰＲＴセミナー「畜
養マグロ漁業の管理の強化・ステレ
オ・カメラ導入をめぐる状勢」が１０
月２６日、東京で開催された。テーマ
は１０月４日まで開かれたＣＣＳＢＴ
（ミナミマグロ保存委員会）でも導
入が叫ばれたステレオ・カメラにつ
いて。注目度の高い内容に、日本の
関係者のみならず、豪州大使館員の
姿もみられた。
マグロ類の資源状態を診断するに
は漁獲データーが必要だ。蓄養イケ
スの中で泳いでいるマグロのデータ
ーを得るのは困難だ。 このため、
適正な資源評価ができず、また、漁

No.５７

獲量の規制枠が守られているかの確
認も不確実となり、かねて、問題と
して指摘されていた。ステレオ・カ
メラは、２つのカメラを使い魚の体
長を測り、漁獲量を確定する。この
導入により、正確で信頼できる漁獲
データーが得られる。講師の鈴木治
郎氏（元遠洋水研・浮魚資源部長）
によると、豪州のミナミマグロ蓄養
の場合、イケスへいけ込むミナミマ
グロから４０尾を漁獲して計測し、平
均値とするが、割合は全体の１％程
度にすぎず、「資源評価がお手上げ
状態」という。鈴木氏は、日本が最
大の輸入国、ステレオ・カメラの導
入には、日本のイニシアチブが重要」
とした。
講師の 国際水産資源研究所・境
磨研究員は、４０尾の間引き計測に対
し、ステレオ・カメラは、「重さを
直接計量できない」
「映像を分析する

３

手間がかかる」が、「より正確な測
定ができ、信頼できる資源評価につ
ながる」とステレオ・カメラの特性
を評価し、ステレオ・カメラはすで
に実用化されており、企業が製品化
し、商業的利用が可能な段階にある
と述べた。蓄養マグロ産業は、今後、
さらなる発展が見込まれ、出席した
関係者からは、漁獲量の把握に透明
性をもたせる意味でも、早期に導入
を望む声が挙がった。
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!０歳魚の標 識 放 流 に 成 功 世 界 初 ！ "
太平洋クロマグロ （国際水研レポート）

太平洋クロマグロは、主に日本、
韓国、台湾、米国、メキシコが漁
獲しているが、日本は、その最大
の漁業国かつ消費国として、その
持続的利用のために、適切に資源
管理を行うことが求められてい
る。本種の漁獲量の９５％以上は３
歳未満の０歳魚（幼魚）で占めら
れており、その資源状況を正確に
知ることが重要である。水産庁は、
太平洋クロマグロ資源の管理を推
進するための調査研究を強化。そ
の一環として国際水産資源研究所
では、幼魚の回遊生態に関する情
報（いつ、どこで、どのような環
境下で、どれぐらいの期間過ごす
のか）の収集・蓄積に取り組んで

クロマグロ幼魚に適用した超小
型の電子標識。魚の位置・移動
経路の推定が可能

いる。近年、広大な海洋での魚類
の行動を直接的に測定する方法の
１つとして、電子標識による標識
放流が開発されている。この電子
標識を研究対象の魚に取り付ける
ことによって、魚の生息する水温
や深度の把握、また照度記録（照
度の変化から毎日の魚の位置が推
定できる）から移動経路の推定が
できる。
南西諸島付近で孵化した生後２
〜３ヵ月のクロマグロ０歳魚（尾叉
長２０ｃｍ程度）は高知県や長崎県
沿岸域での曳縄漁業から漁獲され
始める。この０歳魚は魚体が小さ
いことに加え（大人の手のひら
大）
、
魚体に直に触れただけでも簡
単に死んでしまうほど脆弱なの
で、これまで幼魚への電子標識の
装着は難しかった。
そこで標識を迅速に装着するた
めの手術台を開発し、あわせて水
中での手術（装着するお腹部分だ
け空中に出す）と丁寧な取り扱い
によって、魚の取り上げから３０秒
〜１分以内で腹腔内に電子標識を
挿入することができるようになっ
た。その結果、生残率が飛躍的に
向上した。また電子標識が従来の
４５ｇからわずか２．
３ｇ（水中重量１．

通常標識と電子標識
（腹側）
を装
着されて生簀のなかを遊泳する
クロマグロ幼魚
（尾叉長２
３ｃｍ）
２ｇ）と飛躍的に小型化したこと
もクロマグロの生残に貢献した。
今回これらの技術革新により、世
界で初めて０歳魚への電子標識の
標識放流に成功し、自然環境下に
おける回遊情報を連続的に記録で
きるようになった。
これまでクロマグロ幼魚の回遊
については主に漁業から得られる
情報から推定されていたが、電子
標識による追跡で実際の魚の移動
経路がわかることになる。これま
でわからなかった漁期の間の移動
経路や太平洋と日本海の交流やそ
の割合などが、将来的には解明さ
れ、幼魚の保護策を初め、太平洋
クロマグロ資源の管理に必要なよ
り実際的な情報を提供することが
可能となるだろう。
詳細は国際水研くろまぐろ資源
部、藤岡紘さんへ
電話：０５４−３３６−６０３９、Ｅメー
ル：ｆｕｊｉ８８＠ａｆｆｒｃ．ｇ
ｏ．
ｊｐ
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ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋）

５年でメバチ過剰漁獲解消へ
ＦＡＤｓ規制も強化
フィリピン・マニラで開かれた中
西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰ
ＦＣ）年次会合が１２月６日閉会し、
メバチの過剰漁獲を５年間（２０１３年
〜１７年）かけて解消する計画を、来
年中に作成することで合意した。
今回の会合はメバチの幼魚を大
量に漁獲するまき網漁業の、ＦＡＤ
ｓ（集魚装置）抑制策を採択できる
かが焦点となっていた。会議では、
日本などが、「過剰漁獲を放置する
ようでは、委員会の役割を果たせな
い」とし、加盟各国もその主旨に賛
同、合意につながった。
明年については、ＦＡＤｓは禁漁期
間を３か月から４か月に拡大、または
それに相当するＦＡＤｓ使用制限が
決まった。
はえ縄については、日本はすでに

漁獲量の３０％削減を済ませており、
現在の漁獲量を維持。中国は１０％、
韓国、台湾は各２％ずつ、減らすこ
とになった。

東 大 西 洋・ク ロ
マグロ回復の兆し

いては、科学委員会の勧告（現状維
持）を受け入れ、２０１３年のＴＡＣを

&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
中西部太平洋のまき網削減を ！
&&&&&&&&&&&&&&
かつお・まぐろ道県協議会が要望

若齢マグロ類を大量に混獲する集魚
装置（ＦＡＤｓ）を使用した操業の
抑制等を要望した。政務官は、「対
策を実施したい」と応じた。

かつお・まぐろ漁業対策推進道県
協議会（会長・伊藤祐一郎鹿児島県
知事。北海道から沖縄まで、全国１１
の地方自治体が会員）
が、１１月１６日、
鷲尾英一郎農林水産大臣政務官に、
日本のかつお、まぐろ漁業経営を維
持継続していくための、諸対策を要
望した。中西部太平洋のまぐろ資源
については、 まき網漁船の削減
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モロッコで開かれていた大西洋ま
ぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）
が１１月２０日閉幕し、２０１３年の東大西
洋クロマグロの総漁獲枠（ＴＡＣ）
を今年より５００ 増の１万３４００ とす
ることを決めた。漁獲枠の増加は１０
年ぶり。
水産庁の発表によると、各国のこ
れまでの配分比率が維持され、日本
の割当は１１３９・５５ （４２・５２ 増）
となった。西大西洋クロマグロにつ

&

平成２４年度 ＯＰＲＴ賛助会員 天然・冷凍・さしみマグロ年末抽選結果発表
ＯＰＲＴは１２月５日、４９５会員（法人５８社を含む）を対象に、１５２
名（５口以上加入の個人賛助会員６６名は無抽選）を抽選。当選者に
は、サシミマグロ（１キロ）を１２月１６日までにお届けした。
当選番号は、下記のとおり。
法人会員（１０会員、掲載はＳＧ以下）
００１、００３、０１２、０１３、０２７、０４１、０４５、０６０、０８３、０９６
個人会員（１４２会員、ＳＩ以下）
００２、００７、０１９、０２０、０２４、０３５、０４０、０４４、０４５、０５５、０５６、０６０、
０６２、０６３、０６８、０７３、０７５、０７９、０８５、０８６、０９５、１００、１０３、１１４、
１２７、１３０、１３３、１３５、１４０、１４７、１４８、１５１、１５３、１６９、１７０、１７５、
１８１、１８９、１９０、１９６、２０５、２１９、２２０、２２１、２３２、２６９、２８２、２８３、
２８９、３０８、３２５、３３７、３４３、３６４、３６８、３９２、３９５、３９７、４０４、４１０、
４４０、４４２、４４５、４４６、４５４、４６３、４６４、４７４、４８２、４８５、４８９、４９６、
５０３、５０５、５０６、５１６、５２１、５２２、５２４、５３３、５３９、５４１、５４３、５５５、
５５９、５７４、５７６、５８３、５８４、５８６、５８７、６０３、６１０、６１９、６３０、６３１、
６３５、６３６、６３７、６３８、６３９、６５０、６５４、６６３、６６７、６８１、６８２、６８６、
６９６、７０９、７１３、７１５、７１７、７２３、７２７、７２９、７３５、７３９、７５２、７５８、
７６０、７６３、７６８、７７４、７７５、７７９、７９３、７９５、７９９、８０３、８０５、８０８、
８１０、８１１、８１２、８１６、８１８、８１９、８２０、８２６、８２８、８３２
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ＩＣＣＡＴ
（大西洋）

&

１７５０ 、日本枠 は３０１・６４ に 据 え
置かれた。
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メバチマグロの乱獲が止まらない中西部太平洋。１２月の会合で、まき網漁業の集魚装置
（Ｆ
ＡＤｓ）の規制を強化したが、肝心の大型まき網漁船の隻数凍結・削減は手つかず。明年、
作成が予定されている資源回復計画に期待するけれども、計画に各国の合意が得られるか？懸案は年を越す。
今年もあと数日で終わるが、マグロについて良いこともあった。特に、「復活！１０月１０日まぐろの日」は、全
国で広がりを見せ、「毎月１０日はマグロの日」へ進展の動きも進んでいる。国民的行事となるように、更に工
夫したい。皆様、良い年をお迎えください。
（原田）

編集後記
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