
──マグロを展示の中心に据えた

水族館を造る構想ですね。

中村 ええ。三崎漁港の埋め立て

地に建設する予定で、１１月末に神奈

川県に建設許可内定を得ることがで

きました。三浦市も協力を約束して

くれています。早ければ再来年にも

オープンできると思います。

──どうして、三崎にマグロの水

族館を建設しようと考えたのです

か？

中村 日本には１００を超える水族

館があります。世界に約３００程度水

族館があると言われていますが、そ

のうちの２割以上が日本に集中して

いる。日本は水族館大国です。東京

だけでも５箇所もありますから。わ

たしは撮影の仕事の際、世界の水族

館をよく観てまわります。日本の水

族館、世界の水族館を観てまわり、

わたしもいつか水族館を造りたいと

思っていました。そんな折、今年の

年明けに南極へ船で撮影のために向

かっている時にふと思いついたもの

です。「マグロの町の三崎で、マグ

ロの水族館を造れたら」。ひらめきで

した。もともと三崎には、マグロの

図鑑をつくる仕事の撮影などで以前

から何度も足を運んでいる場所で、

知人も多くいます。ここならば、町

の魅力を増す、地域に密着した生物

の特色ある水族館を造ることができ

ます。

──水族館に展示する魚としてマ

グロの魅力は？

中村 わたしも水中写真を撮影す

るのに海によく潜ります。だけど、

回遊魚であるマグロを観ることはあ

りません。一般のダイバーで自然界

に泳ぐマグロを観たことのある人は

まずいないでしょう。でも、水族館

ならば、その姿をじっくり観察でき

ます。水族館ならではの魚のひとつ

がマグロです。日本人が大好きなマ

グロの泳ぐ姿を見れば、海のこと、

マグロの生態、そして資源のことな

ど、いろんなことを考えるきっかけ

になります。

マグロの一大テーマパークに

──マグロが観られる水族館とし

ては都立葛西水族園が有名ですが。

中村 そうですね。でも、三崎な

らば、訪れた人が、マグロの生きて

いる姿から食卓まで一気につながり

ます。

（２面につづく）

マグロの町・神奈川県三浦市の三崎に、観て、食べて、楽しめる

マグロの水族館を造る構想が進んでいる。その先頭に立つのが、海

洋写真家としても知られる中村庸夫さん。自然の海の世界を熟知し、

世界中の水族館を観てまわった中村さんが目指す水族館は、単にマ

グロが泳ぐだけでなく、数年で成長し出荷されるまでを演出するほ

か、毎日マグロの解体ショーを実施するなど、マグロの一大テーマ

パークになる構想だ。早ければ再来年のオープンを目指すマグロ水

族館について、中村さんの夢を語ってもらった。
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夢を形に 三崎にマグロ水族館誕生へ
海洋写真家 中村庸夫（なかむら・つねお）さん



（１面からつづく）

その経験はなかなかできることで

はないと思います。すでに食として

のマグロでは完成している三崎に、

マグロの水族館ができれば、葛西と

は違ったマグロの一大テーマパーク

になると思いますよ。

──どんな水族館になりますか？

中村 直径２０ の円柱水槽にクロ

マグロが泳ぎます。最初はマグロの

幼魚であるメジから入れて、３年で５０

キロくらいまで育てて市場に出荷し

たいですね。

──出荷するのですか？

中村 ３年くらいで５０キロくらい

にはなると思います。自然界と違い

水温もコントロールされています

し、短時間で出荷サイズにすること

は可能だと思いますよ。当然、コス

トはかかりますが、出荷だけを目的

としたものではなく、出荷は飼育し

た結果ですから。でも、水族館発の

「三崎生まれのマグロ」を市場に並

べてみたいと思います。

──そうなると最初にみたマグロ

が３年後にみると大きくなっている

こともわかる？

中村 そうですね。何度か足を運

んでもらえれば、マグロの成長もわ

かると思います。水族館で観たマグ

ロがいずれ食卓に並ぶのです。マグ

ロの生態や資源のこと、漁業のこと

などマグロのすべてがわかる約４００

平方 の科学館もつくりたい。マグ

ロの解体ショーもやりたいですね。

水槽に泳ぐマグロを捕獲して解体

するわけにはいきませんが、生のキ

ハダマグロなどを毎日解体し、マグ

ロ丼などで食べてもらいたいと考え

ています。マグロの解体が毎日観ら

れるところって、あまりないですよ

ね。そんな場所にしたいという夢も

あります。

──そのほかに構想は？

中村 ２０００平方 規模のマグロア

ーケードを考えています。地元の業

者の方に出店してもらい、マグロを

はじめ三崎の海産物などのお土産を

買える場所です。マグロを目で満喫

した後に楽しみが待っている、マグ

ロを満喫できる水族館にしたいので

す。

──展示はマグロだけですか？

中村 いいえ。展示するのはマグ

ロだけじゃありません。アジ、サバ、

イワシなどのほかにも三崎の海で見

られる約５００種類の魚などを展示し

ます。実は三崎周辺の海は黒潮の支

流が流れ込んでいる場所で、夏場に

はサンゴに生息する熱帯の魚が潮の

流れに乗ってやってきます。ただ、

それらの魚は本来回遊する魚でない

ため、冬を越すことができず死んで

しまう（死滅回遊）のですが、そう

した魚を保護して水族館でみなさん

に観てもらうことも考えています。

三崎の海にもこんな魚がいるのかと

楽しんでもらえると思いますよ。

──楽しみですね。マグロを知っ

てもらう場所としてはマグロ漁業界

のみならず広く多くの方の協力も得

られるといいですね。

いっしょに水族館建設を

中村 多くの人の協力のもとで造

っていきたいと思っています。マグ

ロ漁業界はいま厳しい状態だと聞い

ていますが、マグロに関係する企業

や団体の支援があれば、より充実し

た水族館にできると思います。

──建設にどれくらいの予算を？

中村 ２５億円くらいを考えていま

す。建物にはあまりお金をかけず、

平屋建てにする計画です。水槽はし

っかりお金をかけて、良いものにし

たいと思っています。世界にも例の

ないようなマグロがすべてわかる水

族館にしたいと思います。ぜひ、多

くの方の支援をお待ちしています。

１１月１８日から２５日まで南アフリカ

のケープタウンで開かれていた第２３

回大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ＩＣＣＡＴ）年次会合は、東・西

大西洋のクロマグロの２０１４年漁獲枠

（ＴＡＣ）を「現状維持」に据え置

くことを決めた。科学委員会の「東

資源は回復傾向にあるが、不確実性

が大きく、漁獲枠の増加について堅

牢な勧告ができない」等とする見解

に沿った。ただ、多くの国から来年

の増枠実現に強く期待する旨の発言

があった。

「現状維持」として決まった２０１４

年ＴＡＣは、東大西洋が１万３，４００

（そのうち日本１，１３９．５５ ）。西大西

洋は１，７５０ （うち日本は２０１．６４ ）

と、いずれも前年と同じになってい

る（国別漁獲枠はＯＰＲＴのウェブ

サイトに掲載）。（クロマグロはホン

マグロとも呼ばれ、最高級の刺身・

寿司として消費されている。保存の

ため、厳しい漁獲規制が実施されて

いる。）

南大西洋ビンナガに１，３３５ の日本枠設定

また、南大西洋（北緯５度以南）

のビンナガは、日本の漁獲枠とし

て、１，３３５ が設定された。これま

で日本は、混獲対象魚としてメバチ

漁獲の４％（７００～８００トン）を規制

の努力目標としていたが、近年は年

間２千 レベルの漁獲実績があり、

総枠２万４千トンのうちに日本枠が設

定され、枠の遵守が求められる。北

大西洋（北緯５度以北）のビンナガ

は、総枠２８，０００トン（日本は現状ど

おり４％の努力規定）が設定されて

いる。

次回年次会合は、来年１１月にイタ

リアが候補となっている。

このプロジェクトに興味のある

方は、中村さんへご連絡ください。

連絡先：株式会社 ボルボックス

電 話 番 号 ０３‐３２６５‐００４４～４５

ファックス ０３‐３２３９‐７４６０

No.６３OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ＩＣＣＡＴ

来年の大西洋クロマ
グロ漁獲枠現状維持
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※メンバー国が実施する科学調査のための枠

漁獲可能量及び各国別割当量

１０月１４日から１７日まで、豪州のア
デレードで開かれていた、ミナミマ
グロ保存委員会（ＣＣＳＢＴ）の第
２０回年次会合は、２０１５年以降につい
てもミナミマグロの漁獲枠を増枠す
ることで合意した（来年１２，４４９トン
への増枠は昨年の会合で決定済み）。
１５年から１７年まで総漁獲枠（ＴＡＣ）
は、年間１万４，６４７ に増加。そのう
ち、日本の漁獲枠は４，７３７ となり、
（今年２，７０３トン、来年３，３６１トン））
より大幅に増加する
委員会は、「産卵親魚量は依然低
水準が続いているものの、加入資源
量（幼魚）の増加傾向が続いている」
とする科学委員会の勧告を踏まえ、
増枠の継続を決定した。ただ、今後

の科学調査の結果次第で、１６、１７年
の漁獲枠の見直しはあり得る。

豪州ステレオカメラ導入せず

ミナミマグロの漁獲枠は、資源量
の悪化を理由に０７年から大幅に削
減。その後、科学委員会で資源の回
復傾向が確認され、１２年から段階的
な増枠が実現していた。
なお、昨年の年次会合で、蓄養マ
グロの生簀への活け入れ数量の的確
な把握を目的としたステレオカメラ
の導入について、今年１２月までに実
施すると約束していた豪州だが、国
内事情を理由に実施できないと報
告。その結果、蓄養マグロ漁業のデ

ーターの不確実性の改善に問題を残
すこととなった。
また、今回の年次会合では、保存
管理措置強化のためＩＵＵ（違法・
無報告・無規制）漁船のリストアッ
プを実施することも合意した。

ミナミマグロ保存委員会（ＣＣ
ＳＢＴ）の科学者は、本年１０月、
豪州（アデレード）で開催された
年次会議で、ミナミマグロの蓄養
生簀にステレオカメラを設置する
ことが、再度、延期され、またも
や深い失望を味わった。ステレオ
カメラ導入を巡るごたごたは、ミ
ナミマグロ資源の回復基調が明瞭
となり、２期連続で大幅な漁獲割
り当て（ＴＡＣ）が増加したなか
で、ミナミマグロの資源管理上、
今や未解決の問題の最大の懸案と
なった感があ
る。
ＣＣＳＢＴの
科学委員会は、
蓄養されるミナ
ミマグロの尾数
や重量を正確に
モニターするの
にステレオカメ
ラの使用が最良の実用的方法であ
るとして、その使用を勧めている。
ミナミマグロを蓄養しているの
は、豪州だけであり、豪州のほぼ
全量に近い漁獲枠（ＴＡＣ）を用
いて蓄養をおこない、そのほとん
どが日本に輸出されている。種苗
となるミナミマグロは２～３歳魚
で、まき網で漁獲され、これを生
かしたまま曳航用の生簀に移し替
えられる。曳航後さらに蓄養用の
生簀に移されて、そこで６か月程
度蓄養されて日本向けに出荷され

る。漁獲されたミナミマグロの尾
数と重量は蓄養生簀に移した後に
推計される。
まき網で漁獲され、蓄養生簀に
収容されたミナミマグロの数量の
推計は、操業ごとに４０尾（２年前
から１００尾）を生簀の中から漁獲
し、一尾ずつサイズ・重量を計測
し、この数値を基に全量を推計し
ている。しかしながら、この方法
による推計は不正確となることを
免れず、まき網船による漁獲量は
ＴＡＣを超過しているという疑問

を生む源ともなっている。この件
については、科学委員会で盛んに
論議され、その議論を踏まえて、
問題の解決を図るために、ステレ
オカメラの使用を勧告している。
豪州もステレオカメラの導入の必
要性を認め、一昨年、昨年と導入
を約束したが、それを実行せずに、
今年からの実施を約束してきた。
それにもかかわらず、１０月に行わ
れた年次会議では、導入は、業界
の経済的負担が過重となるので実
施ができないと説明し、延期とな

ったのだ。皮肉なことに、ステレ
オカメラ販売業者によれば、豪州
製のステレオカメラは性能がよ
く、その精度の高さと価格から、
蓄養業者の間で、豪州国内のみな
らず、国際的にも広く使われてい
るようだ。ステレオカメラの性能
の向上を背景に、大西洋まぐろ類
保存委員会（ＩＣＣＡＴ）では、
大西洋クロマグロのまき網による
漁獲量及び蓄養に回されるクロマ
グロの総量の推定精度の改善のた
めに、この方法の使用を義務づけ

ている。ステレ
オカメラの使用
は正確な漁獲量
の推定の為に蓄
養に関連する漁
業者にとって必
要のみならず、
ＣＣＳＢＴ，Ｉ
ＣＣＡＴ，ＩＡ

ＴＴＣ（全米熱帯マグロ類委員会）
等世界のマグロ漁業管理委員会に
とっても適切な資源管理を行うた
めに必要となっていると思う。ス
テレオカメラの使用の開始の遅れ
は、豪州が自国のＴＡＣ超過に関
する疑惑を払拭する機会を失わせ
るばかりでなく、むしろ増大させ
るだろう。また、引き続く導入の
遅れはＣＣＳＢＴの管理能力にも
疑念を生じさせ、ＣＣＳＢＴにと
っても不名誉なことであると言わ
ざるを得ない。

No.６３OPRTニュースレター ３

ＣＣＳＢＴ

ミナミマグロの漁獲枠を増枠へ

鈴 木 治 郎

第
３２
回科学者の目

ミナミマグロ蓄養におけるステレオカメラの導入が早急に必要



ＯＰＲＴは１１月５日、東京で今年
度・第２回目のセミナーを開催し、
中国マグロ漁業・流通調査団による
報告を行った。調査団のメンバーと
して参加した東京海洋大学の婁小波
教授は、中国マグロ市場が「多くて
も１万２千トン程度で停滞している」
と説明。中国マグロ漁業経営の実情
についても、「燃油高騰や為替の影
響など６重苦にある」とし、曲がり
角に来ていると分析した。
セミナーは、８月に実施された中国
マグロ事情調査をもとに開かれた。
婁教授は、「マグロ市場は、１万２千
トン。そのうちミナミマグロなど高
級マグロの市場は３千トン程度と見
られ、ここ数年１万トン程度で停滞
している」と報告。
その理由について、 サーモンに
比べ、価格が高いが、その割に脂の
乗りの面など満足感が低い ０７年の
ＣＯマグロ（刺身の赤色を保持する
ため一酸化炭素ガスで処理したマグ
ロ：日本は禁止）取締強化で流通業

者にマグロを扱う経済的リスクが増
した サーモンに比べて宣伝が少な
い 習近平国家主席が打ち出した
「ぜいたく禁止令」）で官官接待など
の禁止が影響 コールドチェーンの
未整備 最近の日中情勢による和食
に対する敬遠などを上げた。
また、中国のマグロ漁業について
は、厳しい実情について聞き取り調
査の結果を報告。その背景には、高
い人件費、高い燃料、高いエサ代の
「３高」と、低い漁獲量、低い魚価、
低い為替の「３低」による「３高３低」
の６重苦があるとし、「中国マグロ
漁業は曲がり角にきている」と分析。
中国も乗組員に外国人を混乗させる
等のコスト節減対策を進めているこ
となどを報告した。

中国の中型マグロ船増加を注視
同じく調査団に加わり訪中した長
畠大四郎専務は、中西部太平洋まぐ
ろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）の公表デー
タから、「中西部太平洋で操業する超
低温大型中国マグロ漁船の隻数は０９
年の９９隻から１２年には８４隻に減って
いる一方で、３０～４５ の中型に相当
するはえ縄船は０９年の１２０隻から１２

年には２０２隻と２倍弱まで増え、この
２年間で新船が１０２隻にのぼる」現状
を上げ、中国側に説明を求めた。
これに対し、中国側は、「１００隻を
超える２４ 超の船の新造は事実であ
るが、いずれも超低温冷凍設備を持
っていないし、船体も小さい。漁獲
対象も資源が増えている南太平洋の
ビンナガであり、漁獲物の行き先は
米国を想定、日本の刺身市場には影
響を与えるものではない」と回答、
増隻に理解を求めたという。
長畠専務は「調査から帰国後、確
認した、最新データでは新造船は１１１
隻に増えている。現在はビンナガを
対象とした船だとしても、潜在的に
メバチ漁業への移行は可能であり、
引き続き注視していきたい」と、中
国の中型マグロ船の動きを見守る考
えを示した。

日本かつお・まぐろ漁業協同組合
（山下潤組合長）は１０月２９日、江東
区の数矢小学校５年生３クラス（９２人）
を対象に課外授業「まぐろ教室」を
行った。
１０月１０日「まぐろの日」を記念し
て行ったもので、昨年に続き今回は
２回目。前回のような試食は行われ
なかったが、日かつ漁協職員がマグ
ロの種類や漁場、釣り針など使う道
具、そして獲り方などＤＶＤ映像を

交えながら紹介、子供たちは食い入
るように見つめ、授業に集中した。
子供たちは「マグロのオスとメスは

どう見分けるの？」「マグロ漁は危険
じゃないの？」など沢山の質問を投
げかけ、マグロに強い関心を示した。

編 集 後 記 「マグロの一大テーマパークを作る」。日本だけでなく、おそらく、世界で最初のマグロ水族館。
是非、実現して欲しいものだ。夢を語る中村さんのインタビューは、今年の締め括りにふさわ

しい。サシミ・スシの日本語は、今や、そのまま、世界で通じるものとなった。その元祖日本が、マグロのテー
マパークを作り、マグロ資源の持続的利用のために努力している日本を世界に発信し、広く理解を深めてもら
う基地になればと、夢が膨らむ。今年の最後の四半期も、こうして記事が並ぶと、いろいろなことがあったなあ、
との実感が湧く。今年も残り僅かになりました。最後に、皆様におかれては良いお年をお迎え下さい。（長畠）

ＯＰＲＴは、国内外の会員団体
の協力で１０月に実施した第１０回
「天然・刺身マグロキャンペーン」
の一環として、マグロ・プレゼン
トの応募者の抽選を１１月２日、行
った。期間中、全国から２１７８通（内
訳：ハガキ１２９９通、メールによる
応募８７９通）の応募があり、その
中から３００人に超低温で凍結した
刺身マグロを贈った。
今回のキャンペーンの目玉のマ
グロ・プレゼントは、「私のマグ

ロパーティー」について記述する
応募方式だったため、ＯＰＲＴの
長畠大四郎専務は「当初、応募数
の少なさを心配したが、蓋を開け
てみれば、全国から２，０００通余り
の応募があり、マグロ人気の根強
さを実感した。応募内容には、町
内会の集いやサッカークラブの仲
間と等のほか、結婚式の披露宴、
余興でマグロを目指して競争する
などのユニークな提案もあり、ま
た、ＯＰＲＴの提案したメニュー
で輪が広がる可能性も感じられ
た。今後も、『１０月１０日はまぐろ
の日』の全国的な浸透を図るとと
もに、この日を中心に国民的なマ
グロ・イベントが拡がるようがん
ばりたい」と話している。

No.６３OPRTニュースレター４
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ＯＰＲＴマグロキャンペーン当選者に
マグロパーティーのユニークな提案も


