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――アパレルメーカーで販売を経

験されたそうですね？

濱田 ええ。中堅アパレルメーカ
ーの直営店で販売を担当していまし
た。わたしが担当していたのは、高
校生から２０歳代前半くらいを対象と
した店で、副店長まで務めさせても
らいました。

――服飾業界は競争が厳しいそう

ですね。

濱田 デザインは、パリコレなど
世界のファッションショーをベース
に動いています。たとえば、春のコ
レクションを見たデザイナーが今後
のトレンドを織り込んだ自社製品を
開発し、その年の秋の展示会で披露
され商品化されます。最近は、昔の
ような大きな流行がなくなり、デザ
インも難しくなっているだけに、各
社とも生き残り競争は激しいです
ね。ただ、その競争の中で、生地の
変更やちょっとしたデザインの工夫
を凝らすことで、大量生産品なら２０
００円で買える白シャツにも、１万円
を出してもらえるわけです。１万円
を出しても納得してもらえる価値を
提供できるかの世界です。価値を生

み出していると言っていいかもしれ
ません。

――そんな視点でみると、マグロ

業界はどう見えますか？

濱田 日本が発展させてきた伝統
的な漁業だと思いますが、成熟した
後発展していない。マグロもたくさ
んいて一時代築いたマグロ漁業がそ
のまま続いています。もちろん進化
はしていると思いますが大きなもの
ではありません。マグロも獲れなく
なり、マグロに代わる食材が増えた
中で、マグロ漁業だけ同じやり方を
通しても通用しないと思います。マ
グロ漁船も、コンパクトで最大の積
載量を実現したよくできた船だと思
いますが、これがいまの時代に合っ
ているかどうか。生地とデザインで
勝負する服飾業界のように、消費者
に納得してもらう価値を生み出す工
夫が、マグロ業界にも必要だと思い
ます。

――いまのマグロ漁業は時代に合

わなくなっていると。

濱田 マグロの場合、獲り方だけ
でなく、消費者への提供の方法も何
十年と変わっていないように思いま

す。たとえば食べ方もそうです。わ
たしの友人などもみんなマグロは大
好きです。同じ世代を見ていてそう
思います。でも、その一方で、ひと
り暮らしの若者がマグロを食べるか
というと、まず食べません。私も東
京で一人暮らしをしている時にマグ
ロを買って食べた記憶はありませ
ん。マグロと言えば、思い浮かぶの
は、刺身か寿司。美味しいマグロの
寿司が食べたくても、高級寿司屋は
敷居が高くて行けない。回転寿司し
かないけど、美味しくはない。刺身
も一人で買って食べることはない。
結局、若い人にとってマグロは食べ
たいものだけど、食べる機会が提供
されていないのだと思います。

（２面につづく）

華やかなアパレル業界を経験し、実家の遠洋マグロ漁業を継いだ濱

田善之専務。「新しい時代のマグロ漁船を作ろう」と、水産庁の支援

を得るために応募した事業コンペでは、熱く説得力のあるプレゼンを

披露。一位通過を獲得した。「マグロ漁業は変わる。もっとすばらし

いマグロを消費者に届けられる」と、マグロ漁業に新しい風を吹き込

もうとする濱田氏に、マグロ漁業の可能性を聞いた。

（インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.５２ニュースレター ２０１２年２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

ワンランク上のマグロづくりへ
遠洋マグロ船主 浜田漁業部専務 濱 田 善 之 氏
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（１面からつづく）

マグロ離れは、提案できていないだけ

――しかし、マグロの加工はいろ

いろチャレンジされ結局刺身か寿司

が一番ということになっていますよ

ね。

濱田 そうかもしれません。ただ、
マグロにもいいマグロがあれば、イ
マイチのマグロもある。いいマグロ
は刺身や寿司で食べれば本当に美味
しい。ただ、美味しくないものを食
べ続けると、マグロはこんなもんか
と思ってしまうんじゃないですか。
寿司が食べたいけどお金がないから
回転寿司に行くかとなった時、いざ
食べてみるとがっかりしてしまう。
だって美味しくないから当たり前な
のに、マグロの寿司ってこの程度だ
と思ってしまう。まだ、回転寿司で
美味しくないなら我慢できるかもし
れませんが、もしこれがスーパーで
そこそこのお金を出して買ったマグ
ロだったらどうか。マグロというも
のを見限ってしまうと思います。刺
身も寿司も、いまひとつのマグロで
も、ちょっとした加工を加えること
で、美味しい食べ方はあると思いま
す。刺身マグロは間口があまりに狭
すぎる。本当はもっと間口を拡げて
提供できるはずなのに、提供できて
いないから消費者のニーズにあわな
くなってしまう。だから若者がマグ
ロを食べなくなってしまう。

――どうすればいいのでしょう

か。

濱田 生産者が加工や販売まです
べてやるのは無理です。だけどコラ
ボレーションはできるはず。餅は餅
屋で、それぞれが工夫し、いいもの
を届ければいい。それはできるはず。
獲る人、加工する人、売る人がバラ

バラなのも問題だと思います。本当
に美味しい高級マグロは、その本当
のおいしさをストレートに味わって
もらえるように提供する。それが刺
身、寿司でもいい。ただ、それなり
のマグロには、少し手を加え、付加
価値をつけることで美味しくする。
マグロは千差万別であることを知っ
てもらい、それぞれに美味しい食べ
方をしてもらう。服でも、すべて安
いものばかり買っている人はいなく
て、用途にあわせちょっと奮発して
いい物を買うなど使い分けていると
思います。マグロもそうなれば、新
しい消費の形ができるのではないで
しょうか？天然の資源であるマグロ
は、そうする価値が十分にあると思
います。

――今春、新しいマグロ船が完成

するそうですね。そこにもその思い

は込められていると。

濱田 ええ。水産庁の事業を活用
し建造することになりました。新し
い試みを提案し、認められれば国の
支援が受けられるのです。発表はわ
たし自身で行いました。緊張でガタ
ガタ震えながらの情けない発表だっ
たのですが、なんとかこちらの思い
が伝わったのでしょう。なんとか承
認され、今年４月に完成する予定で
す。

原点に戻り、日本のマグロ漁業を復活

――どんな船にしたいのですか。

濱田 船の技術者だけでなく、マ
グロ流通業者にもいろいろ意見を聞
いて考えました。そこで見えてきた
コンセプトは、「原点に戻る」です。
かつて日本船が獲ったマグロは、品
質で一番でした。しかし、いまは違
います。台湾や中国もレベルが上が
っている。それは否定できない事実

です。なぜか。昔、日本船に乗って
いた船頭が台湾や中国の船に乗って
指導し、古い方法ながらも丁寧な仕
事を徹底的に教え込んでいるからで
す。たとえば、血抜き。昔の日本船
のマグロは丁寧に血抜きをして、シ
ミなどはあまりなかったと聞きま
す。しかし、最近は、血抜きなどの
処理より初期凍結を重視するあま
り、シミのでるマグロもある。これ
は、日本ならではの丁寧な仕事をし
なくなってしまったからだと思いま
す。ただ、それができる職人がいな
くなっているのも現実です。ではど
うすればいいいか。そこで、今回の
新船では、職人でなくても高品質の
マグロを提供できる船にしたいと思
っています。冷凍マグロとは、獲れ
たてのマグロを－６０度という超低温
で急速に凍結・保存し、品質低下と
いう時間を止めてしまうものです。
魚の場合、生が上で冷凍品が下のイ
メージがいまも強いですが、冷凍マ
グロは、ただの冷凍品ではなく、新
鮮な状態をそのまま食卓に届けられ
るすごい冷凍の技術なのです。だか
らこそ、超低温マグロのパイオニア
である日本が、「やっぱり日本船の
マグロは違う」と言わせるようにし
なくてはいけないし、その技術が優
れていることを、商品の違いで消費
者に知ってもらわないといけない。
そう思っています。

――まだ日本の遠洋マグロには可

能性があると。

濱田 遠洋マグロ延縄漁業の可能
性はまだまだあると思います。養殖
や巻網船の漁獲物と同等品ではな
く、ほかのマグロと比較にならない
ほど高品質な延縄マグロ作りは可能
なはずです。それを実践し、もうワ
ンランク上に行きたいですね。

水産総合研究センターは１月２７日、
マグロの冷凍・解凍技術や機能性成
分をテーマに１６回技術交流セミナー
をＴＫＰ銀座ビジネスセンターで開

催した。
中央水産研究所の山下倫明氏は、
マグロの血液や血合肉に多く含まれ
る「セレノネイン」について発表。

セレンを含む抗酸化物質であり、が
んや心臓疾患などの予防やアンチ・
エイジングの効果が期待されるとい
う。マグロの血液に多く含まれてい
ることを発見し、現在、新規セレン
含有化合物として特許出願中だ。
今後、山下氏は「セレノネインを
大量に抽出する技術を確立させ、動
物試験やヒトでの摂食試験を実施
し、効果を実証していきたい」と抱
負を語った。

No.５２OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ママググロロ血血液液にに�セセレレノノネネイインン�
水研センター技術交流セミナー

がん予防やアンチ・エイジング効果に期待
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築地のクロマグロ初セリで今年
は、昨年の倍近いご祝儀の１本（重
量２６９キロ）５，６４９万円という数字が
踊った。この高値は、震災と不景気
の影をせめて、初セリで吹き飛ばそ
うとの買主の鮨チェーン店の心意気
を反映したものだが、海外ではこの
数字だけがひとり歩きしたようだ。
とばっちりを受けたアメリカのマグ
ロ業界が、米国政府に、「環境保護
団体が、間違った誇大報道を駆使し
て、クロマグロの禁漁と不買キャン
ペーンを展開している情勢を是正す
るように」と、書簡で要請した。
書簡では、米国の環境保護団体が、
築地の年初めの恒例イベントをセン

セーショナルに引き合いに出し、一
年中あらゆるメディアを使って、「す
べてのマグロ漁業者がばくち的高値
を狙ってクロマグロの漁獲を繰り返
し、結果、資源枯渇を招いている」
などと繰り返しキャンペーンするた
め、米国のクロマグロ漁業者が、迷
惑を被っているとした。 また、「米
国のクロマグロの今年の正月の相場
は、せいぜい、キロ１，２００円から１，５
００円）―また米国クロマグロ漁業は
政府により厳しく管理されていると
の事実に沿って政府が虚偽情報を是
正する義務がある」、「虚偽キャンペ
ーンが普及し、全米のレストラン、
スシ店―などで、クロマグロの仕入

れが拒否される状況で、漁業者の経
営が苦しくなっている。政府が、こ
の作られた神話に加担する報道をそ
のまま広報し、漁業者の足を引っ張
るのは止めて欲しい」と強く要請し
た。

ベトナムのマグロ漁獲量につい
ての公式統計は存在しない。いろ
いろな情報から、カツオ・マグロ
類の生産が、年間３万トン程度あ
るのではないかと言われている。
ベトナムで漁獲されたマグロ類は
輸出向けが多いが、ＥＵから�マ
グロ資源の地域管理機関に加盟し
ていないベトナムからのマグロ類
の輸入を認めない�、と言われ、中
西部太平洋マグロ委員会（ＷＣＰ
ＦＣ）に急遽加
盟申請し、現在
は、協力的非加
盟国として認知
されている。
ＷＣＰＦＣ

は、昨年から、
これまで漁獲統
計の不備があっ
たベトナム・インドネシア・フィ
リッピン３カ国のマグロ類の統計
収集プロジェクト（ＷＰＥＡ）を
立ち上げ、活動を開始した。これ
に関連して、ベトナムの主要なマ
グロ水揚げ港を回ってきたのでベ
トナム・マグロ事情を簡単に紹介
しよう。
ベトナムは、現在、南シナ海で
マグロ漁業を行っている。この海
域には、かつて日本のマグロはえ
縄船も操業してキハダ・メバチを
漁獲していたが、今は操業してい
ない。南シナ海は、海底石油など

の利権をめぐり、中国、台湾、フ
ィリピン、ベトナム、マレーシア
等が互いの領有権をめぐって対立
をしており、政治的な問題を抱え
ている海域でもある。
ベトナムで大型マグロを狙うマ
グロ漁業の主体は、木造の小型船
（１０トン程度）による延縄漁業で
ある。延縄のほかには、小型の流
し網と巻き網が、カツオやソウダ
等の小型マグロ類を狙って操業し

ている。同じ船で流し網と巻き網
の両方の操業をすることもしばし
ばある。漁船隻数は、極めて不正
確であるが、延縄漁業：８００～１，０
００隻、１航海が１５～３０日で、キハ
ダ主体にメバチ混じりで、１～５ト
ン／隻の漁獲、漁期は１１月から５
月。流し網漁業：１，５００～２，０００隻、
１航海約３０日で、カツオ・ソウダ
・アジ等、巻き網漁業：少なくと
も５００隻ある。
はえ縄船の水揚げを見ている
と、鮮度が相当落ちているし、扱
いも粗雑な感じを受ける。ただし、

ベトナムでは鰓や内臓を除く作業
を女性がやっているのには驚い
た。男にも負けないほどの手際で
次々とさばいて、計量、選別（刺
身用か加工用）に回していく。巻
き網や流し網では、カジキ類の混
獲がかなり多く、気になる。大き
なマンタも漁獲し、ぶつ切りにし
て、食用として売られている。味
はどうかと聞いたら、「うまい
よ！」という。

ベトナムで
は、漁獲成績報
告書の提出を昨
年から義務づ
け、ＷＣＰＦＣ
の協力で、統計
収集や水揚げ量
調査、体長測定
なども本年から

スタートしたばかりであり、ベト
ナムの研究者・業界・政府が一体
となって、取り組んでいる。２００
万人の漁師がおる一方、年々２万
人増え続けていると聞くし、乱獲
の兆候がかなり鮮明に出ている。
漁業管理のための行動計画の作
成も遅ればせながら進められてい
る。人々は親日的で、日本に寄せ
る期待は大きい。その期待に応え、
良い統計を集め、ＷＣＰＦＣ海域
の資源の管理に役立てたいもので
ある。

No.５２OPRTニュースレター ３

史史上上最最高高値値築地のクロマグロ初セリで
キロ２１万円、１本５６４９万円

米国、マグロ業界にとばっちりも

鈴 木 治 郎

第
２５
回科科学学者者のの目目

ベトナムのマグロ漁業事情 ―港で見てきた。
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世界のカツオマグロ類の６０％を水
揚げる中西部太平洋水域で近年、超
低温冷凍設備を備えた小型延縄船（２
４ｍ未満、５０～１５０�）が急増し、放
置すれば、日本のサシミ市場を支え
るメバチ・キハダの資源問題にも発
展しかねない状況にある。２月１０日
のＯＰＲＴセミナーで鈴木治郎元遠
洋水研（現国際水産資源研究所）浮
魚資源部長が最近の調査の結果を報
告。カツオマグロ漁業で急速に勢力
を伸ばしつつある小型延縄船の漁獲
能力の把握と規制強化を見据えた実
態調査の必要性を訴えた。
背景には船価が安く小回りの利く
漁船と、手軽に使える冷凍コンテナ
の活用という、より国際競争力のあ
る新ビジネスモデルがあり、日本の
大型マグロはえ縄漁船の経営への影
響も懸念される。
調査のきっかけは、昨年末ＯＰＲ
Ｔが受け取ったＰＩＴＩＡ（南太平
洋島嶼国１４カ国のマグロ業界の協
会）の声明。�南太平洋でビンナガ

の漁獲量・隻数が急増�マイナス６０
度Ｃの超低温凍結装置を持つ小型延
縄船が台頭�ビンナガと混獲するメ
バチ・キハダ資源への懸念――を表
明。これを受けてＯＰＲＴが鈴木博
士に緊急調査を依頼していた。
セミナーで発表された調査結果は
つぎのとおり
�世界の資源管理機関の統計はＩ
ＯＴＣ（インド洋マグロ委員会）を
除き小型船の隻数把握が全く不備だ
が、ＩＯＴＣの数字（２４ｍ未満船１５
００隻、２４ｍ以上船６００隻）と中国・
台湾・ミクロネシアなどの水揚げ統
計、貿易統計（日本）などから推測
すると小型船増加およびビンナガ水
揚げの増加が観測される。�台湾の
造船所やフィジーの基地では、超低
温凍結装置を備えた小型延縄船（５０
�～１５０�）が観察される。�現地の
漁港は、通常の冷凍運搬船に替えて、
超低温の冷凍コンテナを活用し、少
量で小回りの利く水揚げを実現して
いる様子が見られる。�冷凍コンテ

ナを利用した輸送の効率化と大型船
と変わらない漁獲能力をもつ新鋭小
型延縄船の増加は、南太平洋水域で
注目されているが、中西部太平洋全
域に広がると見られ、メバチ・キハ
ダの混獲（８～１０％）など過剰漁獲
による資源への影響が懸念される。
�漁船船型別の操業実態把握がまず
必要である。これまでマイナーな存
在として注目されなかった小型船だ
が、大型船と変わらない漁獲能力を
備えている模様であることから、過
剰漁獲を規制する措置が必要。日本
政府のイニシアチブが求められる。
発表後、会場から燃油等のコスト
高により大型はえ縄船は国際競争力
を弱めてきており、安価な小型漁船
と冷凍コンテナの組み合わせという
新ビジネスモデルが今後急速に広ま
ることへの懸念や抜本的対策を求め
る声が次々に表明された。

２３年度第３回ＯＰＲＴセミナーが
１２月９日、開かれ、�ウエカツ水産�
こと水産庁の上田勝彦氏（研究指導
課情報技術企画官）が「ＲＥ－ＦＩ
ＳＨ運動のこころ－そして志」をテ
ーマに講演した。上田氏は、「日本

が食で自立しようと思えば、日本と
いう地理的条件の中で食べていくし
かない。世界でも有数の海岸線と豊
かな海を持つ日本にとって、それは
魚であり米であり野菜。日本人が食
料で自立するにはそれしかない。水
産物を仮に国民共有の財産と仮定す
れば、生産者は消費者の代行者で、
その生産者の魚を正価で買って支え
るのが消費者の役割。それぞれが役
割を果たしてこそ食の自立が成立す
る」と持論を展開。ＯＰＲＴについ
ても、生産から流通、消費に関わる
団体が会員として一体となって活動
しており、「まさにＲＥ－ＦＩＳＨ
の理念そのもの」と、評価した。
上田氏が訴えたのは、自ら実践す
るＲＥ－ＦＩＳＨ運動。日本人の魚
食ＤＮＡをもう一度呼び覚まそう
と、デザイナーから広告代理店も含

む水産の垣根を超えたさまざまな分
野のプロたちを巻き込み展開されて
いる運動で、「確実に手応えを感じ
ている」（上田氏）と言う。 最後に
参加者に向け、「これを聞いたみな
さんは、今日から魚食普及のＲＥ－
ＦＩＳＨ運動に参加する�リフィッ
シャー�」と、会場をすっかり魚食に
巻き込んだ。
セミナー後のＯＰＲＴ賛助会員の年
末恒例懇親会では、ご夫婦での参加
も増え、懇親を深めた。また、ミナ
ミマグロ等の刺身の他、シェフ・ウ
エカツの「マグロの湯煮」（新作）や
人気の「マグロ炊かず飯」等も振舞
われ、その場でマグロが多数の参加
者に当たる抽選等も会を盛り上げ
た。 （懇親会の様子はＯＰＲＴウ
ェブ 「写真で見るＯＰＲＴの活動」
をご覧下さい。）

編 集 後 記 「若いって素晴らしい」。濱田さんのインタビューは、漲る若さの力をまぐろはえ縄漁業にぶ
つける意気込みを感じさせる。アパレル業界からの転進も、まぐろ漁業を新鮮な目で見る力

を養った。新たなはえ縄漁業が生まれそうだ。規制、乗組員不足、燃油高、など、厳しい経営環境にさらされ、
沈滞気味な日本の遠洋まぐろはえ縄漁業。まだまだ行くぞの濱田さんの声は、さわやかだ。頼むよと言いたい。
ウエカツさんのＲＥ－ＦＩＳＨ運動。買って支えよう日本の漁業。これも解りやすいメッセージだ。今日から
貴方もＲＥ－ＦＩＳＨＥＲ。よろしく （原田）
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鈴木博士が懸念表明ＯＰＲＴセミナー

マグロ資源保全に新たな課題
南太平洋で小型はえ縄船急増・実態把握急務

ＯＰＲＴセミナー

日本人の魚食ＤＮＡをもう一度！
ＲＥ－ＦＩＳＨ運動で上田氏が講演


