
クロマグロは日本次第

──なぜ、「メジを食べるのをや

めよう！」と。

宮原 日本の周辺の海で産卵し回

遊する太平洋クロマグロがいます。

大西洋のクロマグロと区別し、「太

平洋クロマグロ」と言われています。

実はこのクロマグロは、そのほとん

どを日本が漁獲し利用しています。

いま、その資源が悪化しているので

す。最近の科学的な調査では、親魚

の数が過去最低を割り込む可能性も

指摘されてきました。漁獲する９８％

が親になる前の未成魚であることも

疑問視されています。この夏、「メ

ジを食べるのをやめよう」と呼びか

けたのは、日本にとって大切な資源

だからこそ、日本人が率先し、食べ

るのを我慢することで、日本人の力

で資源を回復しようと思ったからで

す。

──我慢すれば、太平洋クロマグ

ロ資源は回復しますか。

宮原 太平洋クロマグロの資源量

は過去にも大きく変動しています。

マグロが育つのに適した海の環境が

出現すれば、急速に回復する魚種で

もあるのです。ただ、過去に例のな

いほど資源が悪化してしまえば、昔

のように回復するかどうかわかりま

せん。いま日本に必要な事は、まず

未成魚のメジを我慢し、出来るだけ

親の魚を増やすことと、産卵する親

魚も少し控えることだと思います。

そうすれば資源は必ず回復すると信

じています。

利用が増えたカツオマグロ

──太平洋クロマグロ以外、わた

したちの食卓に上るマグロの資源は

大丈夫ですか？

宮原 太平洋のカツオマグロ全体

の資源は、過去に比べて利用される

量が格段に増えています。

（２面につづく）

この夏、水産庁は、クロマグロ資源の悪化を理由に、「メジを食

べるのはやめよう！」と呼びかけました。メジとはマグロの幼魚の

ことです。関西ではヨコワとも呼ばれ、成熟前の数 から２０ ぐら

いまでのマグロを指します。少し赤身の色が薄く、あっさりした安

いマグロとして店頭に並ぶことが多くなっている、あれです。これ

までにも、「マグロが食べられなくなる」という話しは幾度となく

ありましたが、水産庁がこうした呼びかけをおこなうのは異例の事

です。そんな呼びかけをみなさんはどう受け取ったのでしょうか。

「マグロは好きだけど…」と、水産庁のメッセージに戸惑いを覚え

た方もいるのではないでしょうか。そこで、先のメッセージを発し

た本人で、いまもマグロ国際交渉の最前線に立つ水産庁の宮原正典

次長に、メッセージに込めた思いと、消費者はマグロ資源とどう向

き合えば良いかを聞いてみました。 （インタビュー・浮須雅樹）
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─ みんなの力で おいしいマグロを いつまでも ─
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賢い消費者がマグロを救う
水産庁次長 宮原正典



（１面からつづく）

──なぜですか？

宮原 メバチ、キハダ、カツオの

資源は、大規模なまき網漁業の進展

の影響が大きい。まき網漁業の発達

が、マグロを漁獲する漁業の構造を

変えたのです。どういう事かと言え

ば、昔のマグロ漁業は、はえ縄漁法

で大型のマグロを獲るものが主体で

したが、いまは、まき網という大型

魚も小型魚も獲る混合漁業が入り、

主役の座を奪いました。

良い悪いにかかわらず、最近のマ

グロ漁業は小さいものをたくさん利

用する構造に変わったということが

あります。これがいまの国際的な流

れです。

──漁業構造の変化は資源管理に

影響しますか？

宮原 資源管理は、漁業構造の変

化を踏まえどれだけ獲っていいのか

考えなければならなりません。まき

網の漁獲物は、カツオを中心に缶詰

として国際的に利用されています。

まき網がなかった時代にはもう戻れ

ません。利用する量が増えている中

で、持続的な漁業を行うためにどの

ような管理が必要か問われているの

です。

──はえ縄漁業はどうなるのです

か？

宮原 はえ縄漁業も共存させない

といけない。そのためにも、はえ縄

にとって一番大事なメバチやキハダ

の幼魚を大量に漁獲するまき網の操

業規制が必要になるのです。それが

国際的な資源管理に今求められてい

る目標のひとつです。

──利用が増えて資源は大丈夫な

のでしょうか？

宮原 これ以上大型まき網船を増

やしてはいけません。今まで収入の

増加につながるまき網漁業を優遇し

増やしてきた南太平洋の島国も、こ

こにきて資源が過剰利用されている

問題に関心を高めています。増え続

ける大型まき網の管理強化を訴えて

きた日本とも最近は共同歩調が取れ

るようになっています。資源を守る

という意味で一致してきたのです。

──歩調があってきた理由は。

宮原 持続的でない漁業、即ち際

限なくまき網船を増やす国の行動

に、市場が反応してきているからで

す。まき網の漁獲物を使う缶詰メー

カーも持続的な漁業で漁獲していな

い資源を使うのはまずいと思い始め

ている。市場国である日本、ＥＵ、

中国もやっぱりまずいという姿勢を

明確に示しています。島国もそんな

市場の反応を敏感に察したのだと思

います。

まず資源に興味を持つことから

──今後、消費者はマグロ資源と

どう向き合えばよいのでしょうか。

宮原 食べる側として大切な事

は、この魚がどこで獲れているか興

味を持つことです。たとえば缶詰。

カツオやマグロ類を原料としたツナ

缶は安くて簡単な素材として使われ

ていますが、原料となるカツオマグ

ロの資源状態から言えば、それほど

手軽な食材ではなくなっているので

す。消費者にはまずそのことに興味

を持っていただきたいですね。

──興味を持つとは？

宮原 欧州では、資源にやさしく

漁獲されたものかどうかがはっきり

わかるエコマークが普及していま

す。日本もそうした状況にする必要

があります。カツオマグロ類はほと

んどが天然の魚です。湯水のごとく

湧くと思っているのはおかしい。有

限な資源を食べているのだから、有

限な資源がルールを守って獲られて

いるかどうかを、消費者自身の問題

として感じていただきたいのです。

そんな賢い消費者が増え、ルールを

守ったものしか獲っていけない、売

れないという事になった時、本当の

資源管理が実現できます。それは、

消費者が「この製品の資源は大丈夫

なの？」と店に聞く、メーカーに問

い合わせてみる事から始まります。

もし、日本の消費者が水産資源に

興味を持たなければ、世界は日本の

事を、「狂牛病などにはあれだけ神

経質な国なのに、水産資源の乱獲に

ついては無神経な国」と思ってしま

います。

賢い消費者が少ないと、情報を操

作する者も跋扈（ばっこ）します。

本当は安全なのに、放射能問題で売

れないからと三陸の穴子や、福島の

桃を生産者から半額で買いたたき、

消費者には高く売る者がでてくるの

です。このように風評を悪用する悪

徳業者は、本当の事に関心を持たず

誤った情報に踊らされる消費者をあ

ざ笑い商売にしているのです。資源

の問題も同じです。何が正しいか、

消費者が賢くなり、情報に踊らされ

ないようにすることがこれからは大

切だと思います。賢い消費者がマグ

ロ資源を救うのです。

中西部太平洋まぐろ類委員会（Ｗ

ＣＰＦＣ）の北小委員会が９月５日ま

で福岡市内で開かれ、２０１４年の太平

洋クロマグロ未成魚（０～３歳魚）の

漁獲を０２～０４年平均より１５％以上削

減する案で合意、１２月の本会議に勧

告することを決めた。なお、韓国は

留保した。

北小委員会は５％削減を経過措置

と位置づけ、１５年以降はより厳しい

資源回復計画を作成していくことで

も合意しており、ＷＣＰＦＣは過去

最低水準にある資源の回復を急ぐ。

No.６２OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ＷＣＰＦＣ北小委員会

太平洋クロマグロ未成魚１５％削減を合意
ＷＣＰＦＣ北小委
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９月１７日～１９日 ソロモン諸島ホ
ニアラで開催されたＰａｃｉｆｉｃ
Ｔｕｎａ Ｆｏｒｕｍ２０１３にゲスト

・スピーカーとして参加した長畠専
務は、「近年の日本市場におけるま
ぐろ類の最近の状況」について講演
した。その中で、日本の消費者の刺
身用まぐろに対する需要は根強い
が、価格に敏感であるとした上で、
良質なまぐろを妥当な価格で安定的
に供給することが、日本市場での刺
身用まぐろの競争力を維持する上で
必須の条件であると解説。また、刺
身用マグロの主要漁場である中西部
太平洋のメバチ資源がまき網の人工

浮き魚礁などにより乱獲が進んで悪
化しつつある現状は、深刻な問題と
なっていると指摘。１２月に予定され
ている中西部太平洋まぐろ類委員会
で、メバチ資源の回復を図るための
効果的で公平な資源管理計画を採択
することが極めて重要と強調した。
講演後、明快な説明で問題が良く理
解できたとの参加者の声が多く聞か
れた。Ｆｏｒｕｍは、ＩＮＦＯＦＩ
ＳＨが主催。ソロモン政府、パプア
・ニューギニア政府などが共催し、
国際機関、資源研究機関、業界など、
２００名を超える参加者があった。
（ＩＮＦＯＦＩＳＨは国連食料農業
機関により設立され、アジア・太平
洋地域の水産業のために市場情報等
を提供している。）

来日中の 沙 志一 台湾漁業署
署長（水産庁長官）が１０月９日（水）
ＯＰＲＴに来訪した際、長畠大四郎
専務と中西部太平洋のまぐろ資源管
理の強化の必要性等について、意見
交換を行った。
長畠専務は、「中西部太平洋のメ
バチ資源の悪化は止まらず、事態を
憂慮している。１２月に予定されてい
る中西部太平洋まぐろ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）で、これまでに漁獲量の
削減など誠実に義務を履行してきて
いる大型はえ縄漁船に過重な負担が
課されること無く、公平で実効性の
ある資源管理措置が採択されること
が必要である。ついては、交渉メン
バーの一員である台湾政府としての
尽力をお願いする」と述べた。沙署
長は、「まぐろ資源の持続的利用・

そのために漁業管理を推進するとい
うＯＰＲＴ設立の理念を支持してい
る」と述べた。
また、小型はえ縄漁船の増加問題
について、長畠専務が「これまで、
ＯＰＲＴの会員が行ってきた大型は
え縄漁船の漁獲能力の抑制努力を減
殺しかねないものであり、台湾業界
団体代表も参加した本年６月のＯＰ
ＲＴ会員の意見交換会において、懸
念の声が上がった。それを受けて、
ＷＣＰＦＣに対して管理強化の検討
を７月に申入れた。台湾政府として
このような漁船の管理の実効性を高
めて欲しい」と要望したのに対して、
沙署長は、大型船ともども隻数の制
限を行ってきている。小型はえ縄船
協会を設立したところであり、更な
る管理強化に結び付けたい旨述べ

た。
一方、沙署長は、最近、ビンナガ
マグロを主対象とする中国の小型は
え縄漁船が増加していることに懸念
を表明。ＯＰＲＴとしての認識・対
応を尋ねた。長畠専務は、「前述の
ＯＰＲＴ会員意見交換会の意見も踏
まえて、今夏中国側に照会等を行っ
た。最近、中国政府が隻数の増加を
抑制する措置をとった旨の報道がな
されているが、増加した当該漁船の
動向、ＷＣＰＦＣでの議論等を注視
していきたい」と回答した。

北太平洋まぐろ類国際科学委員会（ＩＳＣ）は８
月９日、太平洋クロマグロについて、「あらゆる指
標から見ても過剰な漁獲。現在の漁獲を続ければ、
資源の回復が見込めない」とする勧告を公表した。
ＩＳＣは、これまでの漁獲データに加え、新たに、
日本の２０１２年の未成魚漁獲データを加え資源状況を
解析。その結果、太平洋クロマグロの資源状況につ
いて「資源への加入量が少ない」と指摘、「史上最低
レベルの資源状況を下回るリスクがある」と断じた。
そのうえでＩＳＣは、「産卵親魚資源が史上最低
の水準を下回ることの無いよう、（漁獲による）死
亡率の更なる削減、とりわけ未成魚の漁獲削減が必
要である」と勧告した。
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太平洋クロマグロ とくに未成魚の漁獲削減を 科学委が勧告

メバチマグロ資源回復に早急な対策を！
長畠専務、ソロモンで講演ＯＰＲＴ

台湾政府に小型はえ縄漁船の管理の強化を要請



ＯＰＲＴは、今年も国内外の会員
の協力を得て、全国の鮮魚小売店（２
２８店）を中心に１０月１日から１０日ま
で、「１０月１０日はマグロの日」を焦
点に据え、天然・刺身マグロキャン
ペーンを実施した。３００名にマグロ
・パーティ用・刺身まぐろブロック
１キロが抽選であたるパンフレット
の配布などを行うとともに、キャン
ペーン開始１０周年を記念して、１０月
４日、東京・赤坂の石垣記念ホール
で、マグロ・パーティを開催した。
会場では、マグロを使った「ホーム
パーティのススメ」などをテーマに
したトークライブや、誰でも簡単に
できるマグロ・パーティにぴったり
のマグロ料理の紹介と、その料理が

提供された。
ＯＰＲＴの長畠専務は、冒頭に「マ
グロは、責任ある消費も重要。食べ
ることを通じて、責任あるまぐろ漁
業を消費者の皆様にも支えてほし
い」とあいさつした。
トークライブでは、Ｒｅ－Ｆｉｓｈ
代表の上田勝彦氏（水産庁情報技術

企画官）、東京・築地の仲卸、「樋長」
の飯田統一郎氏、目黒区の寿司店「湖
山」の續木敬巳氏の３人が、マグロ
の魅力を話し、上田氏の絶妙な進行
に会場からの意見も多数あり、時間
を超過する盛り上がりだった。
マグロがホームパーティーの材料
として優れている点について上田氏
は「１種類の魚で、家族三代が一緒
に楽しめる。マグロはそういった実
力を持っている」と述、「多様な食
べ方を広めることで、もっとマグロ
ファンが増えるのでは」と話した。
飯田氏は「キハダマグロも脂が乗
ったものはおいしい。マグロの種類
や旬など正しく伝えることが大事。
情報の橋渡しもしていきたい」と、
仲卸としての経験と抱負を語った。
續木氏は「マグロは季節によって
味が変わる。血合いも３日間かけて
血抜きすれば臭みもなくなり、おい
しく食べられる。」と、無駄にするこ
となくマグロを使いきるプロの心意
気など、自身の店でのマグロの処理
方法なども交えて紹介した。
トークライブ終了後、提供された
マグロ料理は、筋の入った部位を活
用した「鮪カツ」や、「鮪塩なます」
など、上田代表おすすめの一品も併
せて紹介した。また、遠洋はえ縄漁
船５隻（１８八幡丸、１長久丸、８８清福
丸、３８高豊丸、３５福積丸）が最新の
技術と処理方法で加工した高品質な
刺身の試食もあり、参加者は、バラ
エティーに富んだマグロ料理を楽し
み、「我が家でもマグロ・パーティ
やって見よう」との声も聞かれた。
（ＯＰＲＴのウェブ 「写真で見る
ＯＰＲＴの活動」をご覧下さい。）

漁業管理で最も効果的で実効性
があるのが、漁獲量規制であろう。
しかし許容総漁獲量を決めても、
どんなサイズの魚が漁獲されるか
によって、その効果は大変な違い
となる。この欄で何回か述べたが、
重量としてはマグロは大きくして
から漁獲するのが得で
ある。同じ資源から獲
れる持続的漁獲量は大
型で獲る方がかなり大
きいし単価も良いのだ
から、経済利潤は更に
大きい。と言っても理
屈通りには行かないのが資源管理
で、夫々の漁業には生活が懸かっ
ているし、他の魚種の漁獲への影
響も大きい。
マグロ漁業は多魚種、多国漁業
で、例えばメバチは小型魚が巻き
網で漁獲され、大きな魚がはえ縄
で獲られる。太平洋クロマグロに
至っては、日本沿岸で０～１歳魚
が曳縄などで漁獲され、２～４歳
魚は日本・韓国・メキシコで主に

巻き網で、更に日本のはえ縄、定
置等もそれに絡み、産卵大型魚は
台湾と日本がはえ縄で獲ってい
る。
資源管理はそうした生物・社会
・経済全部に目を配り全体のバラ
ンスを考慮しなければならない訳
で、サイズ別の漁獲割り当て制が
よいことは判っていても、総許容
漁獲量を漁業間で配分することは
非常に難しい。そこで従来の各漁

業の漁獲を一律に何
パーセント削減など
という事になる。
ここに一つ大きな
例外がある。大西洋
クロマグロでは生物
的利益を優先して、

漁獲最小魚体サイズを導入して、
それまで大量にあった沿岸の小型
クロマグロの漁獲を一部除外はあ
るものの、原則全面禁止した（２０
１０年・３０ ）。極めて画期的な決断
である。沿岸漁民を押さえ、よく
これだけの決断をしたものだと思
うのだが、蓄養の利益確保が優先
した結論だろうか。
（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 日本がその大部分を利用している太平洋クロマグロの資源。その状況に科学者の厳しい判定
が下され、マスコミにも取り上げられた。事態を的確に理解していただくたくために、関連

の情報を取り上げるとともに、マグロ資源管理に最前線で取り組んでいる水産庁の宮原次長にインタビューを
お願いした。その中で、「増え続ける大型まき網漁船の問題」について南太平洋の島国でも関心が高まってき
ているとの発言に注目。今後の国際交渉をリードして、まき網漁船の隻数の増加を食い止め、メバチ、キハダ
資源の回復を実現する具体策の導入が実ることを、大いに期待したい。 （長畠）

No.６２OPRTニュースレター４

ＯＰＲＴがマグロパーティ開催

サ イ ズ 別
割 り 当 て

Ｄｒ．三宅


