
──早速ですが、「酸素充填解凍

技術」って何ですか。

今村 冷凍マグロは、漁獲後すぐ

に超低温で凍結したマグロの事を言

います。冷凍マグロの登場で、年中

どこでも美味しいマグロが食べられ

るようになりました。しかし、欠点

があります。解凍したあと時間が経

つにつれ黒っぽく変色してしまうこ

とです。みなさんもそんなマグロ見

たことありますよね。褐変（かっぺ

ん）といいます。鮮度としては問題

なくても、マグロの鮮やかな赤色が

くすんでしまえば、当然食欲は湧き

ませんよね。そのためにスーパーマ

ーケットなどの小売では、少しでも

色が変わったマグロを廃棄処分する

ことが少なくないのです。知ってい

ましたか？

天然の資源を大切にしながら、「ご

ちそうさまでした」と有り難くいた

だかなければならないマグロが、食

べられずに捨てられるのはもったい

ないし、いいことではありません。

そんな廃棄を少しでも減らし、かつ

色鮮やかで、食感も良く、味もよく

なる可能性を秘めたのが「酸素充填

解凍技術」です。

解凍後３日間色変わりなし

──どれくらいもつのですか。

今村 実験では、色は解凍後３日

間持たせることができます。これま

での冷凍マグロが半日で色変わりし

ていた事を考えれば画期的です。た

とえば、いままででは、「３日後に

お客さんが来るけど、忙しくてお刺

身が買いにいけないなあ。かといっ

て、冷凍マグロを買い置きしておい

ても解凍する時間がないし。困った

なあ」なんて時があったとします。

でも大丈夫。この技術の冷凍マグロ

なら、酸素封入のパッケージに入れ

たまま冷蔵庫に保存しておけば、色

鮮やかで美味しいマグロをお客さん

に出すことができるのです。冷凍マ

グロに比べ、生のマグロは、色が変

わりにくいことを感覚的に知ってい

る方もいると思いますが、この技術

を使えば冷凍マグロも生マグロのよ

うに色変わりを気にすることなく扱

えるということです。

──なぜ、酸素を使おうと思った

のですか。

（２面につづく）

みなさん！冷凍マグロをより美味しく食べる技術が産声を上げま

した。なんと、酸素（Ｏ２）を使って色、食感、味を向上させる技

術です。その名も「酸素充填解凍技術」。ちょっと漢字だらけの小難

しい名前ですが、解凍後短時間で色が変わってしまうマグロの欠点

をカバーする画期的な技術で、マグロ業界も大注目です。実用化に

はもう少し時間がかかりそうですが、マグロ好きのみなさまに一足
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酸素を使って美味しいマグロ―新技術登場！
水産総合研究センター中央水産研究所 今村伸太朗主任研究員



（１面からつづく）

今村 食品の鮮度保持によく「脱

酸素剤」が使われているので、「酸

素を加えるの？」と疑問を持たれる

方がいるかもしれません。そうなの

です。普通に考えれば、酸素を抜く

か、酸素の変わりに窒素など別の気

体を入れて酸化するのを防止するの

が、鮮度保持の常套手段です。実は

多くの研究者がそう思っていまし

た。だから、これまでマグロの保存

に酸素を加えることを考える研究者

は多くはありませんでした。

そこでわたしは、「酸素を抜いて

だめなら、酸素を入れるとどんなに

なるのだろうか？」と逆転の発想で

実験をやってみました。すると思わ

ぬ好結果が出ました。それがきっか

けです。

ちなみにマグロを、脱酸素剤や窒

素を入れて保存するとどうなると思

いますか？色が保持されるどころ

か、真っ黒に変色してしまいます。

──酸素を入れると色が鮮やかな

赤のままになる仕組みは。

今村 マグロの褐変は、マグロの

赤み成分であるミオグロビンという

筋肉中にある色素タンパク質の鉄分

が酸化（メト化）することによって

起きます。それが、マグロを高濃度

の酸素（Ｏ２）に封入することで、

通常のメト化が抑制され、ミオグロ

ビンがマグロの鮮やかな赤みの状態

の「オキシ型」を維持増強しながら

肉質の品質を高められることはわか

ってきました。

──酸素を入れて酸化しないとい

うのはわかりづらいですね。

今村 普通そう思いますよね。酸

素を充填させることで、「マグロの

酸化」と言われる肉の鉄分を酸化さ

せるメト化を逆に抑制するのです。

なぜそうなるのか、その仕組みはま

だ完全にわかっていません。ですが、

常に泳ぎ続けて体に酸素を取り入れ

ているマグロの細胞だからこそ、生

きている状態と同じように十分な酸

素を満たしてあげることで、褐変の

原因であるメト化を防ぎ、マグロの

鮮赤色のもとになっている「オキシ

型ミオグロビン」の状態を長期間維

持できるのだと考えています。

──いままで冷凍マグロの色を維

持する方法はなかったのですか。

今村 単に色を維持する方法は今

でもあります。刺身盛り合わせなど、

「加工品」に分類される食品には、

人の健康には影響がない事で使用が

認められている亜硝酸塩液という薬

剤で色を保持するものもあります。

ただ、マグロのサクなど「鮮魚」と

して扱われる商品の場合は使うこと

ができません。

また、日本では禁止されています

が、海外では一酸化炭素（ＣＯ）を

使って色を変えないマグロが流通し

ています。ただ、ＣＯの場合は、腐

っても色は赤いままです。食べたら

腐っていたなんて事も起こりうる。

とても安心して食べられるものでは

ありません。その点、今回の酸素を

使う方法は極めて安全です。そこが

決定的に違うところです。

その点、今回の酸素を使った技術

は、安全でありながら、マグロ肉質

が本来持つ力を高濃度酸素で引き出

し維持する方法と言えます。

歯ごたえ増し、肉質も改善

──この技術のメリットは色だけ

ですか。

今村 いいえ。実は肉質も改善す

るようです。わたしがこれまで研究

した結果では、高濃度の酸素に封入

し保存することで歯ごたえが増し、

ドリップの流出も減少することがわ

かってきました。それだけではあり

ません。実験段階では、味や肉色や

品質の均一化にも効果があることも

わかっています。

──どんなマグロにも効果がある

のですか。

今村 実験ではメバチマグロを使

いましたが、ミオグロビンが多い赤

身のマグロでは同様の効果がでる可

能性が高いと思っています。ただ、同

じマグロでもあまり効果のないマグ

ロもあります。マグロは１５０ に

およぶはえ縄で漁獲されますが、船

に上げられるまで長い時間がかかっ

たマグロもあれば、生きて上げられ

るマグロもあるからです。この技術

は、生きた状態で漁獲された鮮度の

いいマグロに対してもっとも効果が

あることがわかっています。天然の

マグロですから、魚ごとに脂の乗り

も身の質もそれぞれ違うので、同じ

日に漁獲されてもこの技術の効果の

あるマグロとそうではないマグロも

ありそうです。ただ、詳しくは今後の

研究の成果をみるしかありません。

──サーモンなどでも効果があり

ますか。

今村 サーモンとマグロは両方と

も赤系の肉色を持つ魚ですが、色素

成分が違います。マグロはミオグロ

ビンなのに対し、サーモンはアスタ

キサンチンという物質がその色の元

になっています。ですからこの技術

がサーモンなどに応用できるわけで

はありません。仕組みがまったく違

うので。マグロならではの技術と思

ってもらっていいと思います。

──実際に店頭に並ぶにはいつ頃

になりますか。

今村 特許出願中であるため、わ

かっていてもまだ公表できない部分

もありますが、この技術にはまだ判

明していない事もたくさんありま

す。これから研究をして解明してい

かなければいけません。それに実用

化には、どの段階で酸素封入をする

のか、どんなパッケージで酸素封入

すればいいのかなど、実用化に向け

ては課題が多いのも事実です。

しかしわたしは、一日も早く実用

化されることを願っています。実用

化されれば、色が変わってしまい廃

棄されるマグロが減るし、消費者に

もきっと喜んでもらえると思うから

です。がんばって研究を進め、できる

だけ早くみなさんの身近な技術にし

たいというのがわたしの願いです。
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６月２８日、今年度第一回目のＯＰ
ＲＴセミナーで、日本かつお・まぐ
ろ漁協の石川賢廣前組合長が「遠洋
まぐろ漁業、その持続的発展を願っ
て」と題して講演した。石川氏は、
６月に退任するまで、１１年間、業界
を率いてきたが、「組織の再編、減
船による隻数の半減、規制の強化」
などの激動の経過を振り返りなが
ら、「日本の遠洋マグロはえ縄漁業
は刺身マグロを日本国民に安定的に
供給するために、資源の保存管理に
熱心に取り組んできた。厳しい漁獲
規制と２００隻もの減船は、漁業者に
は、真にきつい試練であったが、そ

れを乗り越えた結果、今日があると
思う」と述べた。
また、日本のマグロはえ縄漁業が、
資源の持続的利用を確保するため
に、今後も責任ある漁業を実践し、
国際社会に貢献していくことの必要
性を指摘。また、加盟国間の意見が
まとまらない中西部太平洋のマグロ
資源管理の現状についても、「今の
まま放置すれば、太平洋水域でのマ
グロ漁業はなくなってしまう。その
懸念が強い。南太平洋の島嶼国も、
資源が有限ということに早く気づく
べき。資源が枯渇することになれば、
日本も困るが、一番困るのは島嶼国

だと思う。島嶼国には、一日も早く
目を覚まして欲しい」と訴えた。
（講演全容はＯＰＲＴ ウェブ 「最

新情報」コーナーに掲載）

ウミガメ類は主要な種として、
５種ほどあるが、これ等はすべて
絶滅の恐れがあるとされ、ＣＩＴ
ＥＳ（ワシントン条約）のリスト
Ｉ（国際取引の禁止）に分類され
て久しい。ところが、長年厳しい
ウミガメの捕獲規制が行われてき
たハワイでは、米政府が最近メカ
ジキはえ縄漁で混獲（偶発的に捕
獲）されるウミガメの規制を緩和
し、アカウミガメとオサガメの混
獲の上限尾数を、それぞれ１７尾か
ら３４尾へ、１６尾から２６尾へと増や
した。メカジキ
狙いのはえ縄漁
船はマグロを狙
うはえ縄船より
ずっと浅い水深
に釣り針をセッ
トするので、表
層水域を遊泳し
ているカメ類は
混獲されやすい。そのため、これ
まで厳しいカメ類の混獲規制が課
せられていた。日本とハワイのア
カウミガメは同じ系統群であり、
最近日本での産卵個体数が増加傾
向にある。これも、規制の緩和を
行った背景にあるのではないかと
思われる。ハワイでは、アオウミ
ガメも増えている。世界の主要な
ウミガメ類は、すべてが減少して
いるわけではなく、資源動向が安
定または増加しているウミガメ類
もかなりあり、どの海域でも減少
し続けている種はないようだ。し

かし、世界中でウミガメ類保護の
取り組みが進んでいるにもかかわ
らず、太平洋のオサガメはいずれ
の海域でも減少が続いている。こ
の点から見ると、今回のハワイの
メカジキはえ縄漁におけるオサガ
メの混獲規制の緩和がどのような
根拠で行われたのか興味あるとこ
ろだ。
ウミガメ資源の変動要因は不明
な点が多いが、漁業と漁業以外の
要因に大別してみよう。漁業では、
トロールやはえ縄、流し網等が混

獲しているし、卵や肉を重要な食
料としている地域も発展途上国を
中心に世界中にある。漁業以外の
要因には、産卵場の人間活動によ
る破壊や照明、騒音による産卵行
動の障害、浮遊するプラスチック
やビニール類の誤飲による死亡、
卵の野生生物による食害等、さら
に気候変動なども関連しているよ
うだ。
これら諸要因がどの程度の影響
を与えているのかは不明である。
漁業がやり玉に挙げられがちであ
るが、産卵場での保護の取り組み

の結果、資源が急速に回復した場
合もある。漁業が主たる原因であ
れば、いくら産卵場で保護しても
回復はしないはずだ。また、ウミ
ガメの中で体重が１トン近くまで
成長し、カリスマ性に富む太平洋
のオサガメ資源の減少は、主産卵
域のニューギニアで、野ブタなど
による食害や人間による卵の採取
などもあり、漁業だけを目の敵に
規制しても、保護の効果は上がら
ないと思われる。さらに、ハワイ
のアオウミガメでは、産卵場の保

護活動を充実さ
せてから数年内
には資源回復が
始まったことも
報告されてお
り、成熟に１０～
２０年もかかると
されてきた既往
の生物情報に対

する疑問も出てきた。結論として
言えば、ウミガメ類の資源保護に
は漁業以外のもろもろの死亡要因
を含めた調査研究が必要であり、
同時に不明な点の多い生物特性の
解明や最近導入された混獲を回避
する漁具の改善や産卵場の保全活
動の一層の充実にも努めなければ
ならない。海がめ保護には漁業を
規制すればよいとするような、単
純かつ感情的な保護運動に変え
て、このような総合的視点にたっ
た科学的な海がめ保護運動に発展
することを期待したい。
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厳しい規制と減船を乗り越えて今がある
石川氏講演 ＯＰＲＴセミナーで
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ＯＰＲＴ（堤芳夫会長）は通常総
会・理事会を６月２８日、東京で開催
した。役員の補欠選任では、退任し
た原田雄一郎専務の後任として、長
畠大四郎氏（元ＩＡＴＴＣ・全米熱
帯マグロ類条約委員会コミッショナ
ー）を新専務に選任した。長畠新専
務理事は「堤会長のもとＯＰＲＴの
ミッションを効果的かつ効率的に進
行できるよう尽力したい」と抱負を
語った。また、退任する原田専務は、
「ＯＰＲＴが世界のマグロファミリ
ーの中心になるよう、新専務のもと
でさらに元気よく活動されることを
願っている」とあいさつし、関係者
に謝意を述べた。なお、原田氏は顧
問に就任し、ＯＰＲＴの活動を側面

から支援する。
総会の冒頭、堤会長は「マグロ漁
業の持続的発展とマグロ類の安定供
給には当機構と各国会員の連携だけ
でなく、各国政府の支援も不可欠」
と訴えるとともに、「ＯＰＲＴは、
今年４月１日から一般社団法人となっ
た。新たな組織として役職員一同、
努力を重ねていきたい」と語った。
ＯＰＲＴに登録する大型はえ縄漁
船の隻数は、今年３月末現在、１０２２
隻と前年度末に比べ２６隻減少した。
日本が１隻増え２５２隻、韓国も３隻増
加の１４７隻、中国も３隻増の１４１隻、
ミクロネシアが１隻増の４隻となっ
た。その一方台湾が３３隻減の３２０隻、
バヌアツは１０隻減の３８隻、フィリピ
ン１隻減の２４隻となっている。イン
ドネシア、エクアドル、フィジー、
ツバル、キリバスの隻数は変わらな
い。（詳細はＯＰＲＴウェブ）

なお、まぐろ漁業の持続的発展と
市場へのまぐろ資源の安定供給に資
するため、平成２５年度においても、
資源に対して過剰な漁獲能力の抑
制、 ＩＵＵ（違法、無規制、無報
告）漁業の防止に取り組むとともに
「１０月１０日まぐろの日」を中心と
した刺身まぐろキャンペーンの実
施、 マグロ資源の管理、貿易及び
市場に関する調査及び研究開発 国
際的な漁業者間の交流・協力の促進
責任あるまぐろ漁業の理念の普及
・啓発などの事業を実施する。

ＯＰＲＴは７月２２日、「メバチ
資源の回復を図るよう求める要望
書」をまとめ、中西部太平洋まぐ
ろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）事務局
のグレン・ハリー事務局長に送付
した。
要望書は、過剰漁獲で資源の衰
退が問題となっている中西部太平
洋のメバチ資源について、６月２７
日東京で開催したＯＰＲＴ会員間
による協議（出席：日本、台湾、
韓国、インドネシア、フィリピン、
中国、セイシェル、バヌアツ、書
面参加：エクアドル、フィジー等
８カ国）をまとめたもので、ＷＣ
ＰＦＣが年内に確定を予定してい
る「マグロ資源管理複数年計画」
へのＯＰＲＴ会員の意見の反映を
求めている。

要望書は、「メバチ資源の深刻
な状況はＷＣＰＦＣの管理の失敗
を意味する」と率直に述べ、「大
型巻網漁船の隻数制限の導入」や
「小型はえ縄漁業の漁獲能力増加
問題への対応」のほか、巻網漁業
の管理に効果をあげていないＶＤ
Ｓ（隻日数）管理方式の科学的な
見地に基づく見直しなどの必要性
を指摘している。
「複数年管理計画」策定のための
ＷＣＰＦＣ作業部会は、８月末に
東京で開かれ、年末の年次会合で
最終化されることとなっている。
ＯＰＲＴは各国会員に対し、こ
の書簡をもとに、各々、自国政府
へ要望するよう求めている。

日かつ漁協（山下潤組合長）、全
遠かつ協（池田博会長）、全近かつ
協（三鬼則行会長）と責任あるまぐ
ろ漁業推進機構（＝ＯＰＲＴ、堤
芳夫会長）の４団体は８月２日、中
西部太平洋のメバチ資源の回復の
実現に向けて水産庁に要望した。

８月２７日から３０日、東京で開催
されるＷＣＰＦＣ（中西部太平洋
まぐろ類委員会）の「複数年管理
計画」を作成する作業部会に向け
要望したもの。
具体的には、メバチ資源の悪化
をもたらしている事態の改善を求
め、「資源の回復を可能とする実
効性のある合理的で公平な計画案
の作成」を水産庁の主導で実現す
るよう要望。とくに、過剰漁獲と
メバチ幼魚の漁獲の増加につなが
る大型まき網漁船の隻数増加への
歯止め及びＶＤＳ（隻日数管理方
式）の見直しの必要性を指摘、さ
らに、近年新たな問題となってい
る小型はえ縄漁船の漁獲能力の増
大への対策の導入を求めている。
長畠大四郎ＯＰＲＴ専務は、「メ
バチの過剰漁獲を解消する保存管
理措置を早急に策定し、実行しな
ければ取り返しのつかないことと
なる。その影響は、生産者のみで
なく、流通、消費の全ての関係者
に及ぶ」と指摘、「日本のはえ縄
漁業は、減船を実施し、ＷＣＰＦ
Ｃの定めた管理措置に誠実に対応
し、メバチ漁獲量を削減してきて
いる。日本の努力が計画に正当に
反映されることを期待する」と述
べた。

編 集 後 記 過剰漁獲が止まらない中西部太平洋のメバチ資源。その命運を握る「管理計画」作成のため
の作業部会が開催される。ＯＰＲＴセミナーで石川さんが訴えたように、資源には限界があ

る。実効のある「計画」作成に向けて水産庁のリーダーシップの発揮に大いに期待したい。今号インタビュー
は、マグロの美味しさを届ける新しい技術の紹介。お店だけでなく家庭にとっても朗報だ。 （長畠）
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水産庁へメバチ資源回復を要望
日本のマグロ漁業団体も連携
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新専務に長畠氏原田氏は顧問へ


