
――ＮＰＯ法人「マンネリを打破

するカルチャーショッククラブ・カ

ルショック」とは。

手塚 “既存のメディアが伝えな

いことを伝えよう”とスタートした

インターネットテレビです。政治家

などいま話題の人にインタビュー

し、「超人大陸」で毎週月曜日に更

新し紹介しています。いまはお休み

していますが、以前は捕鯨問題をは

じめ、海に関わる人を紹介する「海

の王国」というサイトも行っていま

した。水産業との関わりはそれがき

っかけです。

――昔から報道とかネットの活動

を？

手塚 いいえ。もともと男の子ふ

たりの子育てに追われるひとりの主

婦でした。それがある時、日常に埋

もれ、感覚が鈍化する自分に「昨日

より今日、今日より明日と、日々新

しく生きていきたい」という思いが

芽生えたのです。仲間といっしょに、

日常に埋もれないで刺激を求め、そ

れを多くの人に配信して共有し活き

活き生きたい。そんな思いで始めて、

来年で１０年になります。

海を知りたい！それがきっかけ

――どんな活動を。

手塚 わたしたちには「できない」

という言葉も、タブーもありません。

この人の話しを聞きたいという思い

だけです。いまはお休みしている「海

の王国」は私の発想で始まったので

すが、これも、これだけ海の恩恵を

受けている日本にいながら何も海を

知らないことに愕然とし、「これは

日本人として恥ずかしい」と思った

のがきっかけです。

たとえば、いま仲間が集うスタジ

オが千葉・鋸南町の保田海岸にあり

ますが、毎日浦賀水道を眺め海に浮

かぶ船を見て、ただ「きれいな風景

だな」と思うだけだった。船の中で

どんな人がどんな思いを持って働い

ているかなんて想像もしなかった。

それほど海に関して無知でした。

――そこで水産業にも出会った？

手塚 そうです。お恥ずかしいこ

とですが、昔は魚をいただいていて

も、“魚にありがとう”という思い

にはなりませんでした。日本人とし

ては恥ずかしいですよね。そこから

自分の無知かげんと向き合い、漁業

に関わっているみなさんの努力を知

るようになりました。ＯＰＲＴもそ

うした活動の中で、知りました。

――マグロに特別な思い入れは？

手塚 ミナミマグロを追って海で

格闘する漁師を描いたドキュメント

映画「吼える４０度線」を見た時に衝

撃を受けました。見終わったあとは

言葉がなかった。なんでわたしは平

気でマグロを食べていられたのか。

こういう思いをして獲ってきてくれ

る人がいるのでこんな美味しいもの

をいただけるのかときづきました

ね。それからおいそれと気軽にマグ

ロは食べられなくなりました。

（２面につづく）

「マグロに感動した！」と話すのは、ＮＰＯ法人「マンネリを打

破するカルチャーショッククラブ・カルショック」の手塚寿巳さん。

“既存のメディアが伝えないことを伝えよう”とインターネット動

画サイト「超人大陸」で話題の人を紹介する手塚さんは、人だけで

はなく、マグロからも「感動」を見いだした。マグロのすばらしさ

を、手塚さんに再発見してもらった。（インタビュー・浮須雅樹）
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マグロに感動しました！
カルショック専務 手塚寿巳さん



（１面からつづく）

マグロ漁師の仕事に感動

――それで水産業、漁業のイメー

ジは変わった？

手塚 ええ変わりましたよ。最初

は、もし息子が漁師をやりたいと言

ったらどうしよう、なんて思う程度

の認識でした。しかし、映画を見て、

漁業の姿をみるうちに、漁師は、マ

グロをみんなの口に入れたいという

一途な思いを持って漁にでる仕事だ

と知り、息子にも「男ならやってみ

な」と、言えるほどの気持ちになり

ました。仲間意識も強く、立派な男

を作る仕事だと思っています。

――そのマグロ漁業も厳しい状況

で現実をどう思うか？

手塚 やはり漁業も農業も国の基

本。そして、経済的には厳しいのか

もしれませんが、人としては農業も

漁業も、都会の人が忘れてしまった

非常に豊かな生活をされていると思

います。精神的に豊かです。自然を

敬い自然と近い中で生活し、とにか

く活き活きとしている。本来の人と

しての生活があるように思います。

こうした人たちが大変な思いをする

のはどこかおかしいと思います。

マグロパーティ、絶対オススメ！

――手塚さんは、ＯＰＲＴの「ホ

ームパーティ用のマグロが当たる企

画に当選されたそうですね。

手塚 ありがとうございました。

当たったと聞いた時には仲間からも

歓声があがりましたよ。ＯＰＲＴに

もよく登場する水産庁の上田勝彦さ

んは、よく「マグロの底力」と言い

ますが、今回のパーティでまさにマ

グロの底力を実感しましたね。

――どこでそう感じられましたか？

手塚 まず準備と後片付けが非常

に簡単。日本人はホームパーティが

苦手と言われますが、それはメニュ

ーを考えないといけないとかが頭を

よぎってしまうからですね。でも、

マグロなら大丈夫。塩マグロ、カル

パッチョ、そして炊かず飯の３品を

覚えたら鬼に金棒。いやーこれは本

当にすごい。マグロのサクに、大皿

と取り皿、そして飲み物を用意して

おけば、あとは炊きたてのご飯があ

ればそれでＯＫ。三つ葉や家庭菜園

の野菜などを加えればなおいい。塩

マグロもたった１５分でできる。パー

ティには打ってつけです。感動しま

すよ。絶対にオススメ。３品の料理

をサッとだせるようになれば、「奥

さんすごい！」と言われるのは間違

いない。子供の誕生日なんかでもド

ンとこい！です。

――参加した人の反応は？

手塚 それはお聞かせしたかった

ほど。みんな「ウォー！」って歓声

があがりましたよ。マグロの力って

すごい。ワンランクもツーランクも

違う。マグロがあるだけでその場が

はじけて話しが弾む。この底力は本

当にすごい。彩りはいいし、味も、

食感もすばらしい。言うことなし。

――日本人にはマグロは特別？

手塚 そう思いますよ。やはり縄

文の時代から食べ続けてきただけあ

り、ＤＮＡに刻まれていることを実

感しました。もともとマグロはハレ

の日にいただいた料理です。だから

マグロをみるとワクワクする。

まず受け止めてあげる事も

――しかし、若い人にはマグロは

必ずしもハレの日の料理ではない。

手塚 でも日本人である以上、マ

グロに感動するＤＮＡは持っている

と思いますよ。今回のパーティには

３０～６０代まで参加しましたが、盛り

上がりは半端でなかった。ここまで

「感動」をもたらす食材はそうはな

い。理屈のない底力だと思う。

――これからマグロの魅力をどう

伝えればいいのでしょうか。

手塚 子供たちにお魚を食べた時

の感動を伝えられる場が必要だと思

います。たとえばマグロホームパー

ティで子供たちが作ったマグロ料理

を投稿できる場所なんかがあっても

いい。子供は伝搬力がすごいですか

ら。子供はその感動をずっと大人に

なっても覚えています。

――何から始めればいいか？

手塚 パーティなどで使ってもら

うのはいいアイデアだと思います。

わたしたちの世代は、マグロはハレ

の日の食材ですが、いまの子供たち

にパーティで出せば、わたしたちと

同じ印象を持つと思います。子供た

ちにもそうしたイメージを持っても

らわないといけない。『ちょっと特

別な日にはマグロ』と。そのために

は、今回のパーティ企画など感動で

きる場を提供し、そこで得た感動を

受け止めてあげる。それは将来のマ

グロ消費を支えるものになっていく

と思います。

――水産業界はまず受け止めよと。

手塚 そう。水産業界のみなさん

は懸命に発信しようとしています

が、まず受け止めることから始めた

方が結果的に広まる。感動を受け止

める、それを返せば、感動が定着す

る。それを子供や若い人に対して行

うべきです。

――マグロにはまだまだ食材として

のポテンシャルがあると思いますか？

手塚 それはある。マグロは十分

感動できる魚。もっと感動の輪を子

供たち中心に広げていけば、消費市

場は広がるし、マグロに対する理解

も深まると思います。マグロは感動

を呼ぶ底力があります。

――では、ＯＰＲＴは何をすべきか？

手塚 ＯＰＲＴのホームページは

情報が非常に多くすばらしいです

が、あまりに多く、もったいないほ

ど後ろに隠れてしまっているものが

あります。これでは本当に届けたい

人に届かない。たとえば、パーティ

のやり方を動画で配信するなど、も

っと触れやすいものにしていくな

ど、手軽にマグロを感じ、身近なも

のにしていかないといけないと思い

ます。ＯＰＲＴさん、がんばってく

ださいね。応援しています。
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太平洋クロマグロの資源管理につ
いて日本とメキシコの両政府は、５
月１５日、メキシコシティーで非公式
協議を開催。全米熱帯まぐろ類委員

会（ＩＡＴＴＣ）が２年間で１万 の
漁獲枠を設定している東太平洋のク
ロマグロ。その漁獲の大半を占める
メキシコは昨年６６００ を漁獲、１年

の上限とされている５６００ をも上回
り、制限の順守に懸念が生じていた。
日本側は、日本近海のクロマグロ資
源ともつながる東太平洋クロマグロ
の資源が悪化しないようメキシコに
管理の徹底を要請。これに対しメキ
シコは、２年間で１万 の漁獲枠を「確
実に順守する」と明言した。

５月６日－１０日、モーリシャスで開
催されたＩＯＴＣ（インド洋まぐろ
類委員会）年次会合で、ＥＵがビン
ナガマグロを２０１０年の漁獲量の２５％

以下に制限する案を提出。検討の結
果、明年、あらためて資源評価を行
い、その結果に基づき管理措置を検
討することになった。また、メバチ

マグロ、キハダマグロの未成熟魚の
混獲が問題となっているＦＡＤｓ
（人工浮き魚礁）を使用するまき網
船の操業について、加盟国は、明年
中に、「ＦＡＤｓ管理計画」の提出
を義務付けられた。提出された「計
画」を科学委員会が分析し、２０１６年
までに管理対策案を勧告する。

２００８年から、違法漁獲物を市場か
ら締め出すために、水揚げから市場
まで、各生産段階（漁獲、転載、蓄

養魚の活け入れ・取り上げ、貿易な
ど）において政府の認証を受けた証
明書の提出を輸入業者が義務付けら

れている。これを更に効率的かつ効
果的なものにするため、制度を電子
化（インターネットで書類の記入や
政府の認証を行う）することとなっ
た。５月１６日以降、明年３月１日まで
に各国が順次、導入する。（日本は、
今年から実施）

インド洋のビンナガの漁獲量を
見ていたら、最近インドネシアの
はえ縄によるビンナガの漁獲量が
急増していることに気が付いた。
５月にモーリシャスで開かれたイ
ンド洋マグロ類委員会（ＩＯＴＣ）
の年次会合で、やはり、ビンナガ
資源の管理を巡り論議があったこ
とが解った。
インド洋では、ソマリア冲の海
賊問題で、西部インド洋のマグロ
漁業の操業が大
幅に衰退、代わ
りに、刺身用の
ビンナガ狙いの
操業が、特に、
南インド洋で急
増している。最
近のインド洋の
ビンナガ漁獲量
は、国別漁獲量をみると、インド
ネシアの漁獲が急増しており、こ
れまで漁獲の主要部分を占めてい
た台湾の漁獲量をしのぐ年もあ
る。
ＩＯＴＣで科学委員会の議長を
している西田勤博士によると、科
学委員会では、ビンナガ資源は過
剰な漁獲圧を受けており、漁獲量
を２０％ 削減するよう勧告した
が、これを巡って年次会合でかな

り論議があったとのことである。
実際、ビンナガ資源はどんな状
態なのか？資源評価に用いられる
資源量指数が国によって大きく異
なるという問題があり、必ずしも
定かではない。主要なビンナガ漁
獲国である台湾の最近年の資源量
指数が減少を続けているのに比
べ、日本や韓国の資源量指数は最
近急速に増加に転じている。ほぼ
同じサイズのビンナガを各国のは

え縄漁業が利用しているわけであ
るから、本来、資源の変動傾向が
異なることはありえないわけで、
この差異の十分な検討も必要だ。
ＩＯＴＣは、漁獲量・資源量指数
を精査して来年（２０１４年）資源評
価を再度行い資源管理方策の検討
をすることとなったという。
小型マグロはえ縄漁船の増加
は、大型のマグロはえ縄の陰に隠
れて目立たなかったが、ビンナガ

の過剰な利用に関する問題として
顕在化しつつある。中西部太平洋
のビンナガ資源も島しょ国の小型
はえ縄漁船が、ビンナガの漁獲を
増やしており、また、悪化しつつ
あるメバチやキハダも漁獲、大き
な資源問題となっている。
一方、インド洋のマグロはえ縄
漁業では、漁船隻数でみると、か
つて主体であった大型船がさらに
減少し、代わって小型船数が大型

船数を大幅にし
のいで増加し、
今や、はえ縄漁
業の主体となっ
ている。最近の
小型はえ縄船の
漁獲効率は向上
し、経済性にも
優れているよう

だ。ＩＯＴＣでは、この問題はあ
まり注目されていないようである
が、今回の論議を契機に、科学委
員会が小型はえ縄船の増加抑制も
ビンナガ資源管理対策として取り
上げ検討し、資源の安定を確保し
て欲しい。スーパーや回転寿司店
で人気の高まっているビンナガマ
グロが食べられなくなったら困
る。

No.６０OPRTニュースレター ３

Ｉ Ａ Ｔ Ｔ Ｃ

クロマグロ漁獲枠順守 メキシコが明言

Ｉ Ｏ Ｔ Ｃ

インド洋 ビンナガ規制か？

Ｉ Ｃ Ｃ Ａ Ｔ

大西洋クロマグロ漁獲証明制度・電子化へ

鈴 木 治 郎

第
３０
回科学者の目

インド洋 ビンナガ資源に危険信号？ 小型マグロはえ縄船の管理も急務



「三崎まぐろ鉄火巻日本一寿司づ
くり大会」は４月２１日、三崎魚市場
で行われた。約１０００人の参加者が、
４３２ の鉄火巻を腰の高さまで持ち
上げ大成功。会場は喜びの声に包ま
れた。
三崎まぐろ鉄火巻実行委員会が主
催して実施したもの。吉田英男三浦
市長は「鉄火巻作りに成功し、これ

を機会に三崎に足を運んで下さい」、
岩野匡史三浦市議会議長は「すごい
熱気です。町を賑わしてくれます」、
と来賓祝辞。
この後ただちに巻き台に上にご
飯、鉄火巻の芯が乗せられ鉄火巻が
巻き上げられ、参加者は腰の高さま
で鉄火巻を持ち上げ、歓声を上げた。
今回同実行委は、５００ を超す記
録更新をめざしたが、悪天候で会場
が室内に移り狭くなったことから、
「記録更新はともかく、三崎のマグ
ロのおいしさを堪能してもらおう」
と、開催に踏み切った。 ７０ のメ
バチ、２２０ のシャリを使って巻き
上げた鉄火巻は、その場で切り分け
られ、参加者に振る舞われた。

ＯＰＲＴの提案するマグロ・ホー
ムパーテイ。５月２３日（木）夕刻、
水産記者クラブで、有志の記者の
方々が、ＯＰＲＴのパーテイ用パン
フレット「マグロのサクさえあれば、
美味しく、簡単にできるパーティー
・メニュー」から、５品を手作り、
パーテイを行った。「マグロ炊かず
飯」は、創案したウエカツさん（水
産庁上田勝彦氏）が、駆けつけ、皆
の前で作って、パーティも盛り上が
り、美味しいと人気。「マグロのヌ
タ」や「塩マグロ」も好評。「マグ
ロを囲んで楽しいひと時が過ごせま
した」と参加した岡記者がレポート
を寄せてくれました。

ＯＰＲＴは、５月２８日、外国の理
事（台湾、韓国、中国、フィリッピ
ン）とインターネットテレビ会議で
初めて理事会を行った。田端憲太郎
事務局長は「数回の試験の後、本日
の理事会を開催したが、各国理事の
画像、音声も鮮明で、双方向で意見
交換ができホッとした」と述べてい
る。

今回は軽い話題で。私が東太平
洋から大西洋のマグロ国際委員会
に移った時、一番面食らったのが、
マグロのスペイン語の呼称であっ
た。カツオが太平洋ではバコレタ、
大西洋がリスタド。キハダはアレ
タアマリヤ（黄色い鰭）に対して
ラビル．メバチがオホグランデ（大
きな目）に対してパト
ゥド。クロマグロがア
レタアスール（青鰭）
に対してアツン又はア
ツンロホ（赤いマグロ）
である。南米のマグロ
漁業は新しいので英語
を直訳したようで、ヨーロッパの
スペイン語はおそらく歴史的に古
くからの呼び名であったろう。
最も混乱しているのがボニト
で、英語でもスペイン語でも本来
ボニトと言うとハガツオを指す。
そこで漁船が外海に出て獲れたカ
ツオは、オシアニックボニト（海
洋性ハガツオ）と名付けられた。

しかし米語ではカツオはスキップ
ジャックで、今では後者がヨーロ
ッパでも一般的に使われている。
ただ南米ではスペイン語でカツオ
のことをボニトと呼ぶことも多
い。更に紛らわしいのはスペイン
ではボニトはビンナガのことであ
る。
アルバコアは英語ではビンナ
ガ、フランス語ではキハダのこと
で、これは通訳泣かせで知られて

いる。日本でも同じ
マグロをシビ、ホン
マグロ、クロマグロ、
マグロなど多くの名
で呼ぶから、驚くに
は当たらないのだ
が、委員会の公式名

が太平洋と大西洋で異なるとなる
と一寸不便である。
所でスペイン語のアツンはマグ
ロのことだが、日常会話でウスノ
ロとか間抜けと言う意味で使うこ
とが多い。とすればこのコラムは
「間抜けの呟き」か。
（元ＩＣＣＡＴ事務局次長の三宅

眞博士が水産経済新聞に連載中）

編 集 後 記 エネルギーに満ち溢れた手塚さんのインタビューで元気になった方も多いのでは。ＯＰＲＴ
が提案した「マグロ・パーティ」を、これほど、熱く受け止めていただいてスタッフ一同感激。企

画にご参加いただいた他の方々からの感想も有難う御座いました。息子さんの家族と、大学の仲間たち、仲良し
仲間、会社の同僚と等と、それぞれのマグロ・パーティ。手塚さんの「マグロは感動をもたらす食材」「感動の輪を
子供たちへ」の言葉は、今回の提案に参加した皆様に共通した想いでした。あなたもやってみませんか？（原田）
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第７回三崎まぐろ鉄火巻づくり大会
三崎魚市場で４３２ を巻き上げる

マグロ・ホームパ
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