
──今年の初セリは１億を超える

マグロはでなかったですね。

伴 昨年の初セリはクロマグロが

１本１億５５００万円、１キロあたりで７０

万円という驚きの価格でマスコミの

注目を集めましたが、あれは異常。

今年は１本の最高値が７３６万円でキロ

３万２０００円。もっとも高い単価のマ

グロでもキロ４万円。マスコミの一

部にはこの数年間の状況から「期待

はずれ」というところもあったよう

ですが、適正に価値を評価する私た

ちから言わせれば、今年の初セリは

ようやく落ち着いた正常な相場にな

ったと思っていま。

──マグロの価値を適正に評価す

る役割の仲卸として、とてもマグロ

資源状況に懸念を持っていると聞い

ていますが。

伴 ええ、非常に危機感を抱いて

います。たとえば大型のまき網漁業。

根こそぎとってしまうし、水面近く

の小さい魚、マグロの幼魚などを多

く獲ってしまう漁法に疑問を持って

います。

──日本のまき網船はルールを守

っていると言われますが。

伴 根こそぎ獲ってしまうまき網

漁法であることに変わりはないです

が、少なくとも日本の大型まき網漁

船はルールを守り、資源の問題を真

剣に考えようとしていることは評価

しています。しかし、日本以外の国

の大型まき網船は違うようです。漁

場のある南太平洋の島国に船を持っ

ていき資本を投下して、どんどん漁

獲し、資源がなくなっても短期的に

儲けられればそれでいいというやり

方です。これは、漁場を持つ太平洋

の島国だけの問題でなく、日本に回

遊するカツオやマグロなどにも影響

しています。毎日マグロを扱ってい

る私たちだからこそ、この状況を黙

ってみているわけにはいかないので

す。

──そのまき網対策として、中西

部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦ

Ｃ）が２０１２年のレベルよりまき網漁

船の数を増やさないことを決めまし

たが、どう感じましたか。

伴 ようやくブレーキがかかった

かというのが実感。このまま行けば

資源が危うくなるということをよう

やく関係各国が感じ始めたのだと思

います。なんでもかんでも効率よく

獲ればいいのではありません。

（２面につづく）

築地市場でマグロ（市場用語で大物）の価値を適正に評価し消費

者に届けてくれる仲卸。その仲卸業界を束ねる大物業会のトップが

伴忠夫会長だ。「マグロは人生そのもの」と言い切るその伴さんが、

マグロ資源状況に強い関心を持っている。人一倍の愛情とこだわり

で毎日マグロと向き合っている伴さんは、マグロ資源にどんな思い

を抱いているのか、聞いた。
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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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消費者に美味しいマグロを！と５０年
築地市場大物業会 伴 忠 夫 会長



（１面からつづく）

限りある天然の資源である以上、

この資源を壊してまで獲る権利は誰

にもない。

何度も言いいますが、獲るなと言

うのではありません。獲るなら資源

に影響を与えないようなルールをし

っかり決めてそれを守って獲って欲

しいということです。

たとえばインド洋。海賊問題が起

きて数年間だれもその漁場に行かな

くなったら、資源が回復しました。

本当にマグロの回復力はすごい。太

平洋だって同じだと思います。いっ

そのこと、太平洋を一時的に禁漁に

して、その間、インド洋に自衛隊に

守ってもらって獲りにいけばいい。

ありえないけど、それくらいの厳し

い気持ちで資源を管理しないとダメ

なところまできていると思うし、そ

うすれば太平洋のマグロ類も短期間

で回復するんじゃないですか。

──なぜそこまでマグロ資源を心

配するのですか。

伴 急に獲れなくなってからでは

遅い。たとえば資源的にはまだ大丈

夫と言われるカツオだって、最近は

日本近海に回遊するカツオが明らか

に少なくなっている。日本周辺で獲

れるクロマグロだって危機的に少な

くなり、水産庁は昨年規制の強化を

打ち出しました。マグロを扱う者だ

からこそ、傍観していられません。

クロマグロのように高価なものは

養殖事業などでお金をかけてつくる

ことは可能になるかもしれないが、

メバチ、キハダ、カツオなどは獲り

つくしてしまえばなくなり、そうな

れば食文化も消えてしまう。それに

最近は獲れなくなっても価格が上が

らない。そのために生産者も獲りに

行けなくなってしまい、漁業を続け

るのが困難な状況になっている。一

時的に安いカツオやマグロが食べら

れても、漁師がいなくなっては、い

ずれ食べられなくなる。日かつ漁協

の山下潤組合長とも話しましたが、

限りある資源を再生産できる範囲で

利用していくのがとても大切。しか

し、いまは、再生産できる良いサイ

クルが壊れてしまっているようで。

何かが間違っていると感じます。そ

れをみんなで考えていかなければ、

食べる側も含め、大きな後悔をする

ことになるのじゃないですか。

──太平洋のクロマグロと言え

ば、水産庁は昨年、「（産卵前のクロ

マグロの幼魚の）メジを食べないで」

と異例のメッセージを出しました

ね。

伴 私もその通りだと思う。メジ

の９割を食べているのは日本。獲っ

ているのも日本。当然、日本の責任

があるはずです。何も、ずっと食べ

るなと言っているわけじゃありませ

ん。３キロのメジを５年食べるのを我

慢すれば１００キロ以上のマグロにな

ります。５年で３０倍以上ですよ。そ

れに成熟し産卵もする。価格面でも

漁獲コストの面でも資源回復の面で

も我慢する価値は十分にある。それ

をみんなでやろうと訴えるメッセー

ジは非常にまっとうなメッセージだ

と思いますね。

──メジを食べないのは賛成だ

と。

伴 決してわたしはメジを食べる

のを否定しているわけではありませ

ん。ただ規制は必要だということ。

クロマグロの幼魚であるメジは、親

があってこその魚。そのメジを多く

獲ってしまうことで結果的に親が減

ってしまえば、いずれメジも食べら

れなくなってしまうということを真

剣に考えないといけないということ

です。

──太平洋クロマグロ資源の悪化

では、メキシコでのマグロ漁業も問

題視しておられるとか。

伴 日本周辺から一部、東太平洋

へ向うクロマグロを小さいうちに大

量に漁獲し、蓄養しているのがメキ

シコです。メキシコで大量に漁獲す

るために日本に戻るクロマグロが減

っているとも言われています。皮肉

なことに、メキシコで蓄養されたほ

とんどのマグロは日本にきている。

資源に悪影響を与えるマグロの輸入

をそのまま放置するのはおかしい。

日本が国際的な責任を果たすなら

ば、メキシコの漁獲も規制するのは

避けて通れないと思います。

──規制して扱うマグロが減れば

市場も困るのでは。

伴 市場に入ってくれば、それを

扱わないということはできません。

ただ、資源を回復させるため、将来

のためにメジを買わない、売らない

という姿勢は必要だと思います。仲

卸の役割は、水産物を適正に評価し、

消費者においしくて健康にいいマグ

ロをたくさん食べてもらうことで

す。そのためにも、いま資源を獲り

過ぎないようにすることが必要とな

れば、そのことを消費者に訴え、未

成魚をメジとして市場に流通するの

を規制する。そして、マグロ資源を

十分に回復させて消費者においしい

マグロを提供していくことが、われ

われマグロを扱う仲卸の役割でもあ

ると思います。市場自らがそうした

姿勢を貫くことは、日本が国際的な

責務を果たすことにつながると思い

ますよ。

──伴さんにとって、マグロって

なんですか。

伴 いわば人生そのものかなあ。

日本人の一番好きな食べ物で健康食

品。それを届けるために、５０年やっ

ていますから。マグロを扱う仲卸の

みんながそんな思いだと思います

よ。

──築地移転でマグロの流通は何

か変わりますか。

伴 豊洲への移転は、これから１０

０年、２００年先を考え、いかに衛生的

で地震などの災害にも強い市場をつ

くるためです。１００年前の築地が本

当にここまで便利だったかと言えば

そうでなかったはず。最初から完璧

なものはない。これから便利な市場

にわれわれが作りあげていけばいい

のです。マグロも、より消費者に満

足してもらえるものを届けられるよ

うになると思います。期待していて

ください。
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中西部太平洋まぐろ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）の年次会合（於 ケアン
ズ・豪州）が昨年１２月６日閉幕し、
資源悪化が著しいメバチ等の漁獲規
制の枠組みが決まった。増加の一方
だった大型まき網漁船の隻数など漁
獲能力も、２０１２年末以降増えている
分を削減し、増加分は、島国以外の
先進国などが減船する方向が示され
た。今後の島嶼国の増隻分も先進国
の隻数を減らすことで「隻数の増隻
に歯止めがかかる」仕組みを今後検

討することになった。 ただし、今
回の決定は２０１４年に行われるメバチ
とキハダの資源評価の結果で大きく
変わりうるとも言われている。とく
にキハダについては、「メバチの規
制強化の結果、キハダの漁獲が増え
ることにつながる。キハダ資源の悪
化傾向も見えており、メバチととも
にキハダの資源管理も本格的に議論
されることになる」と水産庁は予測
している。 さらに、大型まき網漁
船増加の歯止めに、島嶼国の増加隻

数分を先進国が減らす形について、
水産庁は、「これまでのように、新
しい船をつくって島嶼国にもってい
き無制限に隻数を増やす時代は終わ
ったということだ」と述べている。
なお、メバチは、２０１７年までに段
階的に規制を強化することが決定。
まき網も同年までにＦＡＤｓ（人工
浮き漁礁）の使用操業回数の削減又
は使用禁止期間の延長を図る。はえ
縄は０１～０４年レベルから段階的に４０
％漁獲量を削減することになった。
島国の保護規定に沿って、規制強
化に伴い島国が被る影響に対処する
枠組みを２０１４年次会合で採決するこ
とが、２０１５年以降の規制強化実施の
条件とされている。

漁場によっては、はえ縄漁業の操
業中に、その餌を求めて飛来する海
鳥が偶発的に捕獲（混獲）されるこ
とがある。このような混獲は、操業
の妨げになるので、はえ縄の漁業者
は、これを避ける工夫を昔から行っ
てきた。この工夫には、乗組員の努
力と工夫が重ねられ、現在、鳥ポー
ル・ラインの使用、夜間投縄の実施
などが効果的な措置として実施さ
れ、海鳥の保護にも効果をあげてい
る。

海鳥の保護を真に効果的なものと
するためには、はえ縄漁業の努力だ
けでは足りない。海洋汚染の防止や、
海鳥の営巣地の保全、保護も重要だ。
海鳥の卵や雛が野生生物に襲撃され
るのを防ぐ措置ばかりでなく、営巣
地そのものの喪失（表層土の流失等）
を食い止める措置も必要だ。海鳥の
全生活史に渡って海鳥に与える悪影
響を把握し対策を地道に実施する全
体的なアプローチが重要だ。
日本近海にある鳥島はアホウドリ

の営巣地として有名だが、一時、絶
滅の危機に瀕していると言われた。
それに対して東邦大学の長谷川博教
授が先頭に立って、流失しかかって
いた営巣地の保全等を長年にわたり
行ってきた結果、３千羽まで回復し、
２０１９年には、５千羽に達すると推定
される状態になったと報告されてい
る。海鳥の保護運動の在るべき姿と
して、多くの関係者により敬意が表
されている。

首都圏の１７人が参加した「まぐろ
マイスター」ツアーが１月２５日、神
奈川県三浦市三崎港で行われた。参
加者自身がマグロをスライス（写真）
して刺身やマグロ「マイ丼」作りに
挑戦。できあがったマグロ料理を食
べ、生のマグロを食べるのは初めて、
という２歳の女児も「おいしい」と
笑顔を見せていた。
一行は午前１１時前に三崎港に到
着。冷凍マグロがサクにおろされる
作業を見学。獲れた漁場は太平洋、
刺身マグロを選ぶときはピンク色の
ものを、などの説明を受けた。
さらに、塩を使ったマグロのおい
しい食べ方などを紹介された後、ツ
アー参加者はサクに切ってあるマグ

ロをスライスし、好みの調味料で味
付けして「マイまぐろ丼」の調理を
体験。
また、ご飯、まぐろ汁の他、マグロ
創作料理専門店・くろば亭の作った
マグロ唐揚と三浦ダイコン
の煮物の中華風あんかけを
おかずに、「マグロには刺
身以外でもいろいろおいし
い食べ方がある。マグロの
ほか三浦には豊富な食材が
ある」などの説明を受けな
がら昼食。
マグロが卸される様子を
笑顔で見続けていた千葉県
流山市から来たという幼児
連れの２０歳代のカップル。

自分で作ったマイ丼に「おいしい」
を連発。東京都から来たという７歳
の女児を連れた父親。「娘はおそら
く『初マグロ』だと思います」とマ
グロを食べる娘を嬉しそうに見てい
た。
なお同ツアーは、三浦市が「三崎
のマグロ」を目玉食材とし、同市へ
の誘客を目指そうと全日空に提案、
同市とＡＮＡスカイホリデーの共同
企画として実現した。

No.６４OPRTニュースレター ３

ＷＣＰＦＣ

大型まき網船増加に歯止めへ

海鳥の保護には全体的な取組みが肝要

三崎港に「まぐろマイスター」ツアー
マグロ「マイ丼」づくりに挑戦



ＯＰＲＴは２５年度第３回セミナー
を１２月１２日、東京で開催、「高品質
な刺身マグロづくり」に挑戦するマ
グロ延縄漁業経営者４人（ 浜田漁
業部（岩手・宮古）：濱田善之専務、
八幡水産（宮城・気仙沼）：村上
純一社長、 福積丸（静岡・焼津）：
西川兼一社長、 長久丸（三重・尾
鷲）：大門長正社長）が各々の取組
みを語った。参加者が７０名を超え、
会場は満員となった。
濱田専務は、最新のナノバブル技
術を使ったシミ・血栓のないマグロ
への挑戦を披露。「味に問題ないが、
見栄えで評価の下がるシミ・血栓防
止に原点に帰って挑んだ。効果が実
証できつつある」とし、今後はトレ
ーサビリティの充実にも取り組む姿
勢を語った。
村上社長は、船上でマグロをロイ
ン（４つ割）加工し凍結する、コス
トをかけない高品質なマグロづくり

を説明。「船上でロイン加工し小さ
くすることは、凍結庫での凍結のス
ピードを早くして品質をアップす
る」と説明。
西川社長は、これまで使っていた
冷媒が使えなくなる将来を見据えな
がら、マイナス４５℃（通常－５５～－
６０℃）で凍結しコストをかけない高
品質なマグロづくりと超深縄操業と
いう新しい操業スタイルへの挑戦を
報告。「仲買人からクレームもなく、
従来のマグロと変わら
ない評価を得ている」
と成果を語った。
また、「もちもちマ
グロ」づくりに挑戦す
る大門社長は、従来の
空冷凍結でなく、アル
コールスラリーアイス
という液体中で急速に
凍結するという方式を
採用。解凍した時にマ

グロの細胞を壊さずモチモチ感を出
す凍結方式に挑んだ。「地元・尾鷲
に水揚げし、非常に好評。来年は４０
、３年目となる再来年は６０ を生
産し、“尾鷲産もちもちマグロ”と
して、ブランド化したい」と思いを
語った。
セミナー修了後、行われた年末恒
例の懇親会に、ＯＰＲＴ提供のマグ
ロパーティメニューに加えて、セミ
ナーで紹介された４社の高品質刺身
マグロが提供され、大好評だった。
また、刺身マグロがその場で当たる
抽選会も懇親会を盛り上げた。

東京・築地市場で１月５
日、平成２６年のマグロ初セ
リが開かれた。大間産２３０
物が一本最高値７３６万円
（キロ値３．２万円）、同じく
大間産１６８ 物が一本値６７２
万円（キロ最高値４万円）
を付けた。近年高騰してい
た買い付け競争（昨年一本
値約１・５億円）が一服した
結果。

日本かつお・まぐろ漁協（山下潤
組合長）は、昨年１１月８日の台風で
過去最大の被害を受けたフィリピン
に対し支援金を届けようと、傘下漁

業者などの募金を呼びかけた。全国
遠洋かつお・まぐろ漁業者協会（池
田博会長）も呼応し、１２月末、集ま
った総額５万ドルをＯＰＲＴ経由、
フィリッピンのＯＰＲＴ会員へ送金
した。
フィリピンのまぐろ漁業者は、東
日本大震災の直後に４万ドルの「日
本の被災地支援金」をＯＰＲＴに送
金。ＯＰＲＴは、日本かつお・まぐ

ろ漁協に他の外国ＯＰＲＴ会員の支
援金とともに届けていた。
今回のフィリピン支援募金を呼び
かけた同漁協の佐藤安男常務は、「東
日本大震災直後、日本のマグロ漁業
者に対しいち早く支援金を集めてく
れた国のひとつがフィリピン。今回
の台風による大被害に対し、わずか
でも恩返しができれば」と述べてい
る。

編 集 後 記 ここ何年か、年明け早々のマスコミを大いに賑わしてきた築地市場のまぐろの初競り。本
年は、大間産２３０ｋｇクロマグロが最高値７３６万円。１月６日、仕事始めのＯＰＲＴに電話で海

外の英語のビジネス誌から価格の急落の評価を尋ねる問合わせを受けるなど、海外の関心も高いものでした。
このような点にも触れつつ、マグロの利用は資源の持続可能な利用が何より基本との見解を示された築地市
場中卸大物部会伴会長のインタビューを巻頭に、本年最初のニュースレターをお届けします。

（長畠）

平成２５年度ＯＰＲＴ賛助会
員天然・冷凍刺身マグロ抽選
ＯＰＲＴは１２月１２日、賛助会
員４８５会員（法人５４会員）を対
象にした年末抽選会を監事立ち
会いのもと実施し、１５３人（５口
以上加入の個人会員６９人は無抽
選で当選）が当選。当選者には、
天然超低温の刺身マグロ１キロ
をお届けした。
（当選者の会員番号はＯＰＲＴ
のＨＰに掲載）

No.６４OPRTニュースレター４

第３回ＯＰＲＴセミナー・年末懇親会

築地初セリ一本値最高７３６万円
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フィリピン台風被害に支援金送金

大震災の恩返しに
日かつ漁協・遠かつ協


