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――震災の時どこにいましたか。

鈴木社長 地元の女川にいて、地
震直後に高台へ避難しました。船が
気仙沼にあることはわかっていまし
たので何とかしたかったのですが、
整備中で動かせる状態にはなかった
ので、船は早々にあきらめ、とにか
く乗組員の安全を祈っていました
ね。

――所有される３隻のうち、「１明

神丸」は焼失、「３明神丸」は気仙

沼港岸に鎮座した形で打ち上げられ

ましたが、その船を見た時はどう感

じましたか？
鈴木社長 それはショックでした
よ。でもどうしようもない。泣いて
もわめいても船が戻るわけではない
し、自分自身、家も何もかも流され
ている状況なので、そんなに冷静に
考えていられなかったですね。少し
時間がたってからですが、唯一、乗
組員全員が無事避難したのを確認で
きてホッとした記憶があります。

――船が陸に上がっていることを

知って、どうしましたか？

鈴木社長 陸の建物の近くに４度
程度の傾きで乗り上げていましたか

ら、まず２次災害につながらないよ
う、かつてマグロ漁業の仲間でもあ
った気仙沼の市長に連絡をとり、船
の周辺を立ち入り禁止にしてもらい
ました。Ｈ鋼を船底に溶接して倒れ
ないように工夫することもしまし
た。当時はまだ余震が頻発していま
したから、万一船が倒れたりすれば
大変なことになりますから、必死で
したね。

――船をもう一度修理して使おう

という判断はどこで。

鈴木社長 どうしようか迷いまし
たが、実際にみると、それほど損傷
がなかったので、あとは、どう海に
戻して修理するかでした。漁船保険
やサルベージ会社に相談したとこ
ろ、海に戻せるということになり、
ならばと決断しました。しかし、重
量を減らすため燃料を抜くなど細か
い作業をして、サルベージ船を使っ
て海に戻しました。戻してみるとあ
っという間でしたが、それまでは打
ち合わせなど大変だった記憶があり
ます。その船も８月４日に試運転を終
え、２２日頃にはインド洋に向け出港
しました。修理費も漁船保険の範疇
で補えることもあり、幸いでした。

もちろん、半年以上操業できなかっ
たのは資金的に非常に厳しいことで
すが、あの津波を受けてから約５ヶ
月で操業を再開できるのは奇跡的だ
と思うし、不幸中の幸いだと感じて
います。

――精神的なショックは？

鈴木社長 ないと言えば嘘です。
ただ、こんなことで負けない、震災
に負けてなるものかという思いは強
かった。それだけが支えでしたね。被
災地の人はみんなそうだったと思い
ます。多くの人に助けてももらいま
した。本当に感謝している。修理し
出航した３明神丸も、自分の船とい
うより、被災したみんなの思いを背
負った船のように感じています。こ
の船が、震災に打ち勝つ明るい希望
を灯す船となればと思っています。

（２面につづく）

東日本大震災の津波は、遠洋マグロ延縄漁船をも襲いました。津波

で陸地に打ち上げられ鎮座したマグロ船の姿は、津波の威力を伝える

象徴としてニュースでも取り上げられました。そして、震災から半年。

陸に揚げられた船の１つ「第３明神丸」（鈴幸漁業所有）は、所有する漁

業者の手で修理され、８月に再びマグロを追って世界の海に出航して

いきました。被災しながらも復興への強い思いを持ち、マグロ漁業を

再開した鈴幸漁業の鈴木敬幸社長にその思いを聞いてみました。

（インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.５０ニュースレター ２０１１年１０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

第３明神丸を復興の希望灯す船に
不屈の精神で被災したマグロ船を出航 鈴幸漁業 鈴木敬幸社長
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（１面からつづく）

――もう１隻第１明神丸も焼失した

と聞きましたが。

鈴木社長 第１明神丸は燃えてし
まいましたから、仕方ありません。
でもあきらめるつもりはないです。
国の事業などを活用し、復活させた
い。会社の経営としても、やはり従
来通り３隻が必要ですし、震災があ
ったからといってあきらめるわけに
はいかない。あきらめれば震災に負
けてしまいすからね。それに、乗組
員の生活もあります。いち早く新し
い船を建造し、操業を再開させるこ
とが自分の役割だと思っています。

――いま被災地の漁業は。

鈴木社長 陸上のガレキはかなり
片付いています。沿岸の小型船など
も国の予算などで少しずつですが増
えています。ただ、海のガレキ処理
が遅れていますね。国の予算で船や
養殖施設などが整備されても、海底
にガレキが邪魔をしているところや

海底の形が変わっ
てしまったところ
もあり、施設を設
置できないところ
もあるといいま
す。それに、予算
の執行が非常に遅
れていて、養殖な
どタイミングが遅
れれば丸１年遅れ
てしまうような漁
業者はやきもきし
ています。半年が
過ぎ、多くの人の
意識から震災が薄れつつあるかもし
れませんが、被災地はまだ復興への
第一歩を踏み出したばかりであるこ
とを知っていてほしいと思います。

――いま、一般の人に望むことは。

鈴木社長 わたしのマグロ漁業に
影響はありませんが、沿岸の漁業者
は放射性物質の影響による風評被害
などで非常に大変な思いをしていま
す。漁業者にとって漁ができないこ

とは本当に辛いことですが、消費者
に安全な水産物を届けたいという思
いで、操業を自粛している漁業者も
います。まず国に、しっかりした検
査体制を作ってもらい、消費者が安
心した水産物を食べられる状況づく
りを徹底してもらうことが先決です
が、そのうえで消費者には、水産物
を印象だけで敬遠したりせず、食べ
て被災地の漁業者を応援していただ
ければと思います。

中西部太平洋まぐろ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）の北小委員会が９月６日か
ら９日まで札幌市で開催され、８カ国
・地域の関係者ら約１００人が出席し
た。
メバチ資源の減少や、日本へ来遊
するカツオの減少も懸念される状況
から、同委として、１２月に予定され
ている本委員会に対し、「赤道付近

の熱帯水域で操業するまき網漁船の
増大について懸念」を表明すること
となった。同水域では台湾資本等の
まき網漁船が９９年の５０隻から０９年ま
でに８７隻に増加するなど、漁獲圧力
が増している。委員会終了後に取材
に応じた宮原正典同委議長（水産庁
次長）は、「各国が問題意識を共有
できたことは成果」と評価した。
クロマグロの保存管理措置につい
ては、昨年の年次会合で採択された、
漁獲努力量を０２‐０４年水準より増や
さないなどとする措置について各国
が実施状況を報告。この中で、韓国
は、新たにクロマグロ漁業について

許可制を導入。漁獲量の適正な把握
に乗り出したと報告したが、参加各
国はこの措置を不十分として批判
し、議論が集中した。
昨年の年次会合で、韓国は「自国
漁業を管理することにより、未成魚
（０‐３歳）の漁獲量を規制するため
に必要な措置を講じなければならな
い」とされていた。韓国は、詳細な
漁獲データを得たうえで、来年以降
に資源管理に加わるとの意向を示
し、理解を求めた。宮原議長は、韓
国の管理体制の行方が、「来年のク
ロマグロの保存管理措置見直しの際
の大きな課題になる」と指摘した。

東太平洋のマグロ類の管理を担う
全米熱帯マグロ類委員会（ＩＡＴＴ
Ｃ）の年次会合が、７月４日から８日、
米国・ラホヤで開かれた。太平洋ク
ロマグロ資源について、メキシコが
一貫して管理措置導入に反対の姿勢
を示し、合意には至らなかった。こ
うした状況に日本、米国、ＥＵ、中
国、台湾、韓国は、「重大な懸念」
を表明、あらゆる措置を検討してい
くとの共同声明を発表した。

太平洋クロマグロを巡っては、科
学委員会による「１９９４年から２００７年
の平均レベルの漁獲量に削減すべ
き」との勧告を受け、日本、米国、カナ
ダ、中国、台湾、韓国がＩＡＴＴＣ水
域での保存管理措置を共同提案して
いた。しかし、クロマグロの養殖を行
っているメキシコが管理措置導入に
終始反対し合意に至らなかった。
太平洋クロマグロは、北太平洋に
広く分布し、中西部太平洋まぐろ類
委員会（ＷＣＰＦＣ）でも管理の強
化の方針が示されており、日本も独
自の管理措置導入策を進めている。
しかし、東太平洋でも管理されなけ
れば効果は無く、メキシコ以外の関

係国は、管理不在に懸念を表明し、
クロマグロ資源の管理に向けて共同
で取り組むことを確認した。
メバチ・キハダの管理について
は、２０１１年同様の管理措置（はえ縄：
０７年メバチ漁獲枠の５％減、まき網：
６２日間全面禁漁及び特定区域一ヶ月
間禁漁）を２０１２年も実施することで
合意。また、日中大臣合意のもと、
２０１１年に限り、３，０００トンの日本の
メバチ枠を中国に委譲することも決
定した。日本は現在３万２，３７２トンの
枠を持っているが、実質のメバチ漁
獲は１万４，９１１トン（２００９年）にとど
まっており、３，０００トンの委譲が供
給に影響することはない。

No.５０OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ＷＣＰＦＣ北小委員会

赤道付近のまき網
漁船増加に懸念表明

ＩＡＴＴＣ

太平洋クロマグロ管理 合意せず
日本枠から３、０００トンを中国に委譲も
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７月１２日から１４日、ラホヤ（米国）
で開催された第三回マグロ類地域漁
業管理機関（ＲＦＭＯ）合同会議（神
戸Ⅲ）は、「過剰漁獲能力問題」解
決への明確な道筋をつける勧告を採
択した。
これまで２回おこなわれた合同会
議で、「この問題は早急に解決しな
ければならない」と全ＲＦＭＯの意
見は一致していた。だが、その具体
策になると、ＲＦＭＯ加盟各国の思
惑・利害は一致せず、進展は見られ
なかった。特に、先進国と自国マグ
ロ漁業の発展の権利を主張する途上
国の立場との相違は、大きく、当分、
解決は見込めないようにも思われ
た。このままでは、マグロ資源の過
剰漁獲は、止まらないのではないか
と憂慮されていた。そんな状況の下
で、採択された「先進国の大型まき

網漁船の漁獲能力を凍結する」との
勧告の意義は大きい。

◆先進国も途上国も一致◆

拡大を続ける大型まき網漁船の漁
獲能力は、そのＦＡＤ（人工浮き魚
礁）の使用がも
たらす小型メバ
チ・キハダの混
獲問題も含め、
放置しておけ
ば、いずれの漁
法も（まき網も
含 め）、近 い 将
来、商業的なま
ぐろ漁業の持続
が困難となりか
ねない。そのこ
とを、解ってい
ても、誰もこの

拡大を止められなかった。今回の会
議で、先進国が、一致して問題解決
を図る意思を示し、更に、先進漁業
国から途上国への漁獲能力の移転の
方法について検討するとの勧告も採
択されたこともあり、ここにきて、
ようやく、先進国も途上国も一致し
て問題の具体的解決に取り組もうと
する国際的な基盤が成立したよう
だ。

ＦＡＤ（※）の規制強化は、もっ
ぱら、まぐろ類の漁獲に関しての
み論議されているようであるが、
もう一つ重要な問題がある。ＦＡ
Ｄ操業にも起因するとみられる一
部のサメ資源の資源状態悪化に対
する懸念である。マグロ漁業と関
連の深いサメとしては、ジンベイ
ザメがＣＩＴＥＳ（絶滅の危機に
瀕する種の保護を目的とするワシ
ントン条約）のリストⅡ（国際取
引規制種）に掲
載されたことは
記憶に新しい
が、ジンベイザ
メは、大きくて
カリスマ的なと
ころがあり、宣
伝対象として利
用価値がある上
に、科学的なデータがほとんどな
いことから、環境団体が目を付け
る格好の材料となった。しかしな
がら、これより実質的に危惧され
るのが、延縄でも漁獲されるヨゴ
レとクロトガリザメである。延縄
で漁獲されるこれら２種の釣獲率
は急速に減少しており、来年のＣ
ＩＴＥＳ会議で、リストⅠ（漁獲
禁止）に提案される可能性がある
と思われる。サメ漁獲のやり玉に
挙げられてきたのは、延縄漁業で

あるが、これら２種はまき網漁業、
特にＦＡＤ操業でも混獲される。
さらに、これら２種の釣獲率の減
少が顕著になったのは、１９９０年代
後半ころからで、これはＦＡＤ操
業の増加の年代とほぼ一致する。
一回当たりのＦＡＤ操業で漁獲さ
れるこれらのサメの漁獲量は少な
いが、ＦＡＤの操業回数はとてつ
もなく多いし、ＦＡＤ操業による
サメ類の漁獲記録は、極めて不正

確である。これら２種のサメの急
速な釣獲率の減少は恐らく、延縄
だけでなくまき網のＦＡＤ操業と
のダブルパンチが効いているので
はないかと懸念している。
一方、日本もオブザーバーをま
き網船に乗船させて混獲魚種の調
査をしており、まき網のデータも
含めた解析が望まれる。サメの資
源評価といっても、現状では、ま
ぐろ類・かじき類の資源評価で手
いっぱいであるから、すでに決め

られた数種のサメ類の資源評価だ
けでも、本格的に取り組む余裕は
ないであろう。マグロ漁業の混獲
問題は、対処の仕方を誤ると、流
し網のビンナガのように、本命の
まぐろ類の漁獲が危うくなると言
う大変厄介な問題であるのでおろ
そかに出来ない。研究者の悩みが
尽きないところである。
ＦＡＤの禁漁強化には、困難な
問題がいくつかある。南太平洋の

島国では、自国
の漁船が彼らの
ＥＥＺ内でのＦ
ＡＤ操業に大き
く依存してい
る。また、日本
に特有の問題と
しては、節用の
カツオはＦＡＤ

付きのものでないと、脂が多すぎ
て使えないという事情もあるよう
である。しかしながら、何とかこ
れらの問題の解決・妥協を図れ
ば、ＦＡＤ操業の大幅な規制強化
は、まぐろ類だけでなく最近問題
が多くなってきたＣＩＴＥＳがら
みのサメ類に関しても、損失より
も利益の方がはるかに大きいので
はないかと筆者は思う。
（※ＦＡＤ＝まき網漁船が集魚の
ために使う人工浮き魚礁）

No.５０OPRTニュースレター ３

先進国のまき網漁獲能力の凍結を勧告
マグロＲＦＭＯ合同会議（神戸Ⅲ）

鈴 木 治 郎

第
２３
回科科学学者者のの目目

中西部太平洋のマグロ資源は大丈夫か 望まれるＦＡＤの規制強化㊦
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賛賛

助助会会
員員のの

声声声声声

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は、ＩＵＣＮ（国際自然保
護連合）がレッドリストにマグロ類
を掲載し、早急なマグロ類保護対策
が必要としたことに異議を唱えてい
る。
ＩＵＣＮはこれまでにも絶滅危惧
種をまとめたレッドリストに再三マ
グロを掲載。今回、７月７日に、マグ
ロ類８種類のうち５種類を絶滅危惧種
と指定。特に、ミナミマグロと大西
洋クロマグロは「絶滅の危機に瀕す

る種」、メバチマグロも「絶滅の脅威
にさらされている種」に入れ、対策
が必要だとした。
これに対し、ＯＰＲＴは、「マグ
ロには各地域に漁業管理機関（ＲＦ
ＭＯ）があり、その科学委員会が、
資源状況を診断しており、ＩＵＣＮ
のリストは適正ではないと反論。世
界のマグロ資源に詳しい三宅眞氏
（国際水産研究所客員研究員・元大
西洋まぐろ類保存国際委員会事務局
次長）の意見「ＩＵＣＮがまた無謀

な警告をした。どうしてこんな非科
学的なことがまかり通るのか。メン
バーに魚の資源をわかっている人が
少なく、環境団体の影響を受けやす
い環境にあることが大きいのだろ
う。また、決められた判定基準に機
械的に当てはめて判断している結果
だ。すでに多くのマグロ資源研究者
は、ＩＵＣＮを見限っており、その
結論には、注意を払っていない。Ｉ
ＵＣＮがこのような基準で判断を続
けるならば、絶滅に瀕するのはＩＵ
ＣＮ自身の権威や信頼ではないか」
を紹介している。

直視できない震災映像

はじめに、このたびの東日本大震
災により被害に遭われた皆様に、お
見舞い申し上げます。私は２００５年よ
りマレーシア、ペナン島でマグロ漁
業の経営に従事しております。当地
マレーシアにおいても今回の震災、
その後の福島原発の事故のニュース
は、連日マスコミで報道されました。
マレーシアは、もともと天災の少な
い地ではありますが、２００４年のスマ
トラ沖地震の津波では６８人の死者を
だしており、人々は東日本の惨状に
胸を痛めております。特に宮城県は、
当社が技術指導を仰いだ方の出身地
であることから、当地マグロ漁業の
関係者は、破壊された港湾施設のテ
レビ映像を直視できないと言うほど
心配しておりました。

原発問題で一転�加害者�視も

当初、津波による大被害が報道さ
れている間は、当然、日本が「被害
者」として見られておりましたが、
一旦、福島原子力発電所の放射能漏
れが、ニュースとして流れたら、「放

射性物質が雲に乗ってマレーシア上
空にやってくる。放射性物質を含ん
だ雨が降り注ぐ」といったメール情
報が国内に広まり、人々は不必要に
日本からの放射能の影響を恐れるよ
うになりました。その意味で日本を
「加害者」としての視点をもつ人々
も現れました。
マレーシアでは、国内初の原子力
発電所を２０２１年に稼動させる計画が
あり、東京電力を含めた日系企業グ
ループも事業化調査へ入札する予定
でした。しかし、世界でも絶対の安
全性を謳っていたはずの日本の原子
力発電所が、国民へ甚大な悪影響を
及ぼしている状況を見るにつけ、マ
レーシア国内でも反原発を唱える勢
力が顕著になってきました。

風評で日本食需要が減少

また、マレーシアは日本食ブーム
であり、屋台の麺類からフランチャ
イズの回転寿司、日本人料理長によ
る和食に至るまで、街角のあちらこ
ちらに見つけることができます。中
でも高級店は、魚を「築地直送」と
して看板やメニューに載せておりま

した。しかし、今
回、放射能の影響
の風評が立ち、ど
の店も「福岡市場
直送、またはマレ
ーシア地元の魚使
用」などと書き換

えております。中にはわざわざ福岡
と福島の距離が１０００ｋｍもあること
を強調している店もあります。とは
いえ、マレーシアが、親日国家であ
ることは疑いの余地がなく、「ヘル
プ ジャパン」というチャリティー
イベントが、企業、店舗、団体、学
校、宗教法人などで様々な形で開催
されております。近所の小学校でも、
生徒が小遣いを日本に寄付する活動
がありました。このような活発な外
国への寄付活動は、過去に他の国で
起こった災害のケースでは、あまり
見聞きしておりません。

日本を他山の石に発展を

マレーシアは、日本を見習い経済
発展を成し遂げようとしています。
電子、機械製造業からマグロ漁業に
おいても、様々な形での技術協力が
現在進行形で展開されております。
日本が、経済発展に伴い背負った
環境破壊など負の遺産を、マレーシ
アは他山の石として、その轍を踏む
ことのないよう進んでいくよう願わ
ずにはいられません。

編 集 後 記 気仙沼の街に鎮座していたあの巨大なまぐろ漁船は、津波の凄まじい威力を無言で示してい
た。今、その船が、修復され操業しているとのニュースは、復興へ向けた漁業者の執念を伝

えるものでもある。この執念を、被災地の復興の実現に実らせるまで、息永く支えて下さるよう読者の皆様に
お願いしたい。なお、今号はもう一つ、将来の希望につながるニュース「まき網漁船の漁獲能力の凍結」へ向
けた世界の動きを掲載した。会議に参加した全ての先進国が合意した以上、速やかに先進国は、凍結を実施す
ることが可能なはずだ。言いっぱなしで、いつまでも、実施しなければ、漁業管理機関は無能力との環境団体
による批判を免れまい。放置しておけば、その先は、ワシントン条約によるマグロの貿易禁止へ通じる。勧告
の早期実施に向け、これまでに示されたように、水産庁の優れた外交力を発揮してもらいたい。 （原田）

No.５０OPRTニュースレター４

ママググロロののレレッッドドリリスストト掲掲載載にに異異議議あありり
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