
──「まぐろの館」を作った思い

は？

松元 昔からの夢だった。串木野

と言えばマグロの町だが、実はおい

しいマグロを手軽に食べ、買えると

ころはほとんどない。マグロの船主

がたくさん事務所を構えているにも

かかわらずにだ。船を下りてからマ

グロ加工をはじめ、コツコツと九州

にマグロのマーケットを開拓してき

た。九州はどちらかと言えば白身の

文化。マグロには馴染みは薄いが、

それでもおいしいマグロにはちゃん

と応えてくれる。その手応えを胸に、

いつでもおいしいマグロが食べら

れ、買え、そしてマグロ漁業のこと

を知ることができる場所を作るのが

夢だった。

──建物を船の形にしたのもその

ため？

松元 そう。サイズはマグロ船と

同じにした。１階では日本船が漁獲

した冷凍のミナミマグロなどが買

え、２階のレストランでは手頃な価

格でマグロづくしが楽しめる。一般

の人はほとんど見ることのないマグ

ロ漁業の現場の映像を見ながら、マ

グロを満喫できる。３階には、マグ

ロ船の操舵室を模した資料室も設け

た。マグロの歴史や道具を見ること

ができ、マグロ漁業を身近に感じら

れるものになっている。

──手応えは？

松元 おかげさまで連日多くの人

に来てもらっている。観光バスも増

えて、いちき串木野市の観光スポッ

トのひとつになりつつある。

──なぜ、マグロ漁業のことをも

っと知らせたいと？

松元 いまマグロ漁業は本当に元

気がなくなってしまった。以前船に

乗り、マグロを追いかけていた身と

しては、それが一番残念。かといっ

て、マグロ漁業にはもう将来がない

かと言えば、そんなことはない。マ

グロ漁業はまだ十分に可能性を秘め

ている。しかし、多くのマグロ漁業

者は、まだ順調だった過去のスタイ

ルにとらわれ過ぎて経営を続けてい

るため、時代に取り残されてしまっ

たというのが本当のところだとわた

しは思っている。

──しかし、国際競争の激しい中

で、日本のマグロ漁業の厳しさに解

決策が見あたらないと言われている

が？

（２面につづく）

鹿児島の北西部に位置するいちき串木野市に、昨年末、「薩摩串

木野まぐろの館（やかた）」がオープンした。マグロ船を模した形の

その建物には、「本物のマグロが買えて、食べて、楽しめる」と、

地元民はもちろん、観光客で連日賑わいをみせている。この館の仕

掛人が、同市に本社を構える新洋水産の松元要社長。元マグロ船の

船頭で、「まぐろの館」以外に、これまでもマグロ血合肉の有効利

用など溢れるアイデアを次々と実現してきた。そんな松元社長の行

動の源となってきたのが、「マグロ漁業を再生したい」という思い。

自ら行動することで、マグロ業界の可能性を引き出し、業界を鼓舞

し続けている。 （インタビュー 浮須雅樹）
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知恵と努力でマグロ漁業は再生する
薩摩串木野まぐろの館 をオープン 新洋水産 松元要社長に聞く



（１面からつづく）

松元 いま船は燃油の高さが問題

になっているが、わたしは２０年も前

に現在の船よりはるかに省エネを実

現した船をつくった。それに、マグ

ロと言えば、刺身として売ることし

か考えていないが、実はマグロには

刺身以外で売れるところはまだ山ほ

どある。血合肉の有効利用もその一

つだし、マグロの部位から、機能性

の高い成分を抽出することも可能。

刺身になる肉以外はほとんど二束三

文に扱われていたが、それは宝を捨

てているようなもの。貴重なマグロ

を漁獲したら、それを１００％使い切

ることがマグロへの礼儀だし、マグ

ロ漁業者が生き残る道。それらを考

えれば、十分にいまのマグロ漁業は

採算が合い経営も成り立つはず。厳

しい言い方をすれば、いまのマグロ

漁業の厳しさは、生産者の努力不足

も大きいと思う。

──ちょっと努力すれば、マグロ

漁業はふたたび元気を取り戻せる

と。

松元 必ずできる。固定概念を破

り、どんどん新しいことにチャレン

ジしてほしい。いまのマグロ漁業の

経営者は代替わりして若い人が増え

ている。いまがチャンス。分からな

いことがあればどんどん聞いてほし

い。そんな努力を続ければ、必ず日

本のマグロ漁業は復活できる。

──何からすればいいか？

松元 一人で新しいことへ踏み出

すのは難しいかもしれない。だった

ら、仲間をつくり、いっしょに知恵

を出し合えばいい。そんな活動を広

めていけば必ず活路は開ける。いま

の若い人は、「要さんみたいにアイ

デアはないから」なんて言ってない

で、私を追い越してやろうという気

概をもって取り組んでほしい。まぐ

ろの館を実現したいま、次の夢は、

私を追い越してマグロ漁業を再生し

復活させる若い人たちがどんどんで

てきてくれること。それを夢みなが

ら、わたしもまだまだ全力で走り続

ける。

全米熱帯マグロ類委員会（ＩＡＴ

ＴＣ）第８７回年次会合が、７月１４日

から１８日まで、ペルーのリマで開催

され、東部太平洋のマグロ資源の保

存管理措置について協議が行われ

た。その中で太平洋クロマグロにつ

いては、２月の北太平洋まぐろ類国

際科学委員会（ＩＳＣ）の資源評価

結果を踏まえた漁獲枠削減案にメキ

シコが反対したため、合意が得られ

なかった。引き続き日・米国・メキ

シコが協議を開いて１０月頃を目途に

結論を出すこととなった。

会合では、日本側から 未成魚（３

０㎏未満）の漁獲の０２～０４年平均か

らの半減（３，７７０→１，８８５ ）、 大型

魚の漁獲の現状維持（１，５４９ ）を

提案したが、合意は得られなかった。

また、これまで適用除外となって

いた米国の遊漁は、例外の無い資源

管理を念頭に置いた日本の提案で来

年から適用の方向となった。このた

め３ヶ国協議となったもの。

昨年オープンした「薩摩串木野
まぐろの館」は、いちき串木野市
内の国道３号線を鹿児島市方面に
南下していくと、左手に見えてく
る。舟形をした建物は、１階がマ
グロをはじめとした海産物や地元

を含む県内産水産加工品や特産品
がずらりと並ぶ。「まぐろの解体
ショー」のためのコーナーも用意
されている。
２階には寿司カウンターや個室
も用意されたマグロ料理専門店

「松榮丸」がある。昼時などは観
光客から地元の人で満員。エレベ
ーターで３階にあがると、操舵室
を模した資料館と展望デッキ。資
料館では、マグロ漁業の歴史を学
べる。
また夜になると、南九州初とな
る光のプロジェクションマッピン
グが館を覆う。壁面をスクリーン
にマグロ漁業の様子やマグロが泳
ぐ姿が夜の館に映し出され、それ
を楽しみに訪れる客も多い。

■新洋水産
薩摩串木野まぐろの館
いちき串木野市八房３１４１－１
ＴＥＬ：０９９６－２９－５５１５
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まぐろの解体ショー のコーナーも

ＩＡＴＴＣ

太平洋クロマグロ合
意得られず再協議



東京都及び特定非営利活動法人小
笠原自然文化研究所が、小笠原諸島
聟島（むこじま）列島 媒島（な
こ う ど じ ま）で ア ホ ウ ド リ
（Phoebastria Albatrus ）と推定され
るヒナを本年５月に確認した、と発
表した。
その後、収集されたヒナ及び両親
と見なされる親鳥の羽根を用いたＤ
ＮＡ分析を行った北海道大学博物館
によると、このヒナがアホウドリで
ある可能性は極めて高いと７月上旬
に報じられている。
国内のアホウドリの繁殖場所は、
これまで伊豆諸島の鳥島と尖閣諸島

で確認されていたが、小笠原諸島で
は戦後初の確認となったとしてい
る。
小笠原諸島は戦前までアホウドリ
が数万羽生息する大生息地であった
が、羽毛採取目的の
乱獲により１９３０年代
に地域絶滅した。
今回の繁殖確認の
要因として、東京都
環境局は、東京都実
施の野山羊（移植後、
野生化）の排除によ
り、アホウドリ類の
繁殖環境が回復した

ことが考えられる、としている。
海鳥の保存のためには、生息地の環
境整備を含む包括的な取組みが必要
であることを示す良い例となってい
る。

ＩＳＣ（北太平洋まぐろ類国際
科学委員会）における最近年の資
源評価の結果により、太平洋クロ
マグロの資源状態は過去最低水準
付近にあることが示された。この
ため、資源の持続的利用のために
適切に資源管理を行うことが急務
となっている。本種は若齢期から
多様な漁業により漁獲されるた
め、できるだけ早い段階にその年
産まれの加入量、すなわち毎年の
子供の数を把握して、それに基づ
いて資源管理を進めることが望ま
れる。
子供の数を正確に推定するため
には、彼らがいつ、どこで、どの
ような環境下で、どれぐらいの期
間過ごすのか、その基礎となる回
遊状況を知る必要がある。天然海
域における魚類の回遊状況を直接
的に調査する方法の１つとして、
電子標識を用いた標識放流が挙げ
られる。電子標識を魚に取り付け
ることによって、魚が生息する水
温や深度の把握、また照度記録か
ら魚の位置・移動経路の推定がで
きる。調査対象となる魚は、生後
２～３ヵ月齢、体長２０ｃｍ程度の太
平洋クロマグロ０歳魚（以下、ク

ロマグロ幼魚）であり、魚体が小
さいことに加えて脆弱なので、こ
れまで電子標識の適用は難しかっ
た。そこで、我々は小型魚への電
子標識装着技術の開発に取り組
み、世界で初めてクロマグロ幼魚
での電子標識による標識放流に成
功した（ＯＰＲＴニュースレター
Ｎｏ．５７）。本稿では、それにより
実際に得られたクロマグロ幼魚の
回遊様式の知見について報告す
る。
クロマグロは主に南西諸島付近
で春に産卵する（一部は日本海）。
仔稚魚は飢餓や捕食から逃れつつ
黒潮に輸送されて、夏に成育場と
なる高知や長崎沿岸域に辿り着
く。この成育場に到着したクロマ
グロ幼魚を対象に、どこに滞在し、
どのように移動しているのかを調
べた。２０１２年８月に、高知沖で曳
縄により漁獲された幼魚の腹腔内
に小型の電子標識（空中重量２．３
ｇ，直径７．８ ，長さ２６ ）を装
着して、生簀内で３～６日間の経過
観察を行った後に、放流した（２０
１２年～２０１３年に放流した尾数１３７
尾、再捕数２０尾（再捕率１５％））。
再び捕獲された幼魚の電子標識記

録を読み出して、放流から再捕さ
れるまでの１日１点の幼魚の位置を
推定して回遊経路を再現した
（図）。下図に示した個体は放流か
ら再捕までの期間が最も長いもの
で、夏の間は主に土佐湾内で過ご
し、その後、秋から冬にかけて、
東方の紀伊水道へ移動しており、
季節的に東西方向の移動を行って
いることが明らかとなった。また、
彼らの生息域の中心は沿岸域であ
り、今のところ黒潮を横断するよ
うな沖合への移動は、再捕された
いずれの個体についても記録され
ていないことから、幼魚はごく沿
岸域から黒潮までを生息域として
いることが示された。別途実施し
た、同海域で市場に水揚げされた
幼魚の胃内容物調査の結果から、
彼らの主な餌生物はカタクチイワ
シであることがわかっており、幼
魚は土佐湾また紀伊水道の沿岸域
でカタクチイワシを捕食し成長し
ながら回遊しているものと推察さ
れた。

２０１２年８月に高知県沖から放流
し、１２月に紀伊水道で再捕された
クロマグロ幼魚の回遊経路
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小笠原諸島 媒島（なこうどじま）でアホウド
リ と 推 定 さ れ る 雛 を 戦 後 初 め て 確 認

高知県沖に来遊した太平洋
クロマグロ０歳魚の回遊様式
国際水産資源研究所くろまぐろ生物グループ 研究員 藤 岡 紘



責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は７月４日、中西部太平洋ま
ぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）のグレ
ン・ハリー事務局長に対し、中西部
太平洋のメバチ資源回復に向け、「実
効的な保存管理措置を実現するよ
う」求める要望書を送付した。
要望書は、ＯＰＲＴメンバーであ

る日本、台湾、韓国、インドネシア、
フィリピン、セイシェル、バヌアツ
が意見交換の中でまとめたもの。Ｗ
ＣＰＦＣが昨年の年次会合で採択し
た「メバチ資源回復などを目的とし
た２０１４年～２０１７年を対象とする保存
管理措置」について、実効的な措置
の実現を求めたもの。

日本かつお・まぐろ漁業協同組合
（山下潤組合長）、全国遠洋かつお・
まぐろ漁業協会（池田博会長）、全国
近海かつお・まぐろ漁業協会（三鬼
則行会長）、責任あるまぐろ漁業推進

機構（ＯＰＲＴ、堤芳夫会長）の４
団体は７月３０日、水産庁の遠藤久審
議官に中西部太平洋のメバチ資源の
回復に向けた要望を行った。
要望は、まき網漁業のＦＡＤ設網
回数、まき網漁船の過剰漁獲能力（隻
数）の実質的な削減について、２０１５
年以降着実に実施されるよう求めた
もの。近年、新たな問題として表面

化している小型はえ縄漁船の漁獲能
力増大への対応策についても必要性
を訴えた。
４団体を代表し、ＯＰＲＴの長畠
大四郎専務は遠藤審議官に７月４日に
ＷＣＰＦＣの事務局長宛に発出した
要望書簡の写しを手渡した。昨年１２
月の年次会合で採択された２０１４～１７
年の複数管理計画が実効性を発揮
し、特に今年中に達成すべき事項の
実現に向け主導的な対応を取るよう
要請した格好だ。
長畠専務は、「メバチ資源回復に
向けた方向が示されたが、１５年以降
にはＦＡＤｓ（浮魚礁）操業の相当
な削減と、まき網の過剰漁獲能力の
削減を達成する必要がある」と言及。
今年は、「複数年管理計画という仏
に魂を入れる正念場の年」と、要請
に至った背景を説明している。

気仙沼で遠洋まぐろはえ縄漁業を
営む臼福本店（臼井壯太朗社長）は
４月、新船建造した遠洋マグロはえ
縄船「第１８昭福丸」を使い、体験乗
船クルーズを行った。「一般の人に
漁業の大切さを知ってもらいたい」
と、臨時航行許可をとり実施。前例
のない企画に、２４０人の募集定員は
予約の時点でいっぱいになった。
気仙沼に船籍を持つ遠洋マグロは
え縄船は多い。しかし、たとえ市民
でも、岸壁に係留された船を見るこ
とはあっても、航行する船内に足を
踏み入れることはほどんどない。あ

くまでもプロの世界と一線を画して
きたが、「こうした機会を通じ、漁
業の応援団になってもらいたい」（臼
井社長）と、前例のない取り組みの
実現に、関係者が奔走した。クルー
ズには、気仙沼の復興を応援する俳
優の渡辺謙・南果歩夫妻も参加し、
第１８昭福丸の前川渡漁労長と渡辺謙
氏との対談が催された。
約１時間のクルーズ（２日間で８
回にわたり実施）を終えた参加者ら
は、これまで触れたことのなかった
遠洋マグロはえ縄船を体験し、「魚
を大事に食べなきゃ」など、認識を

新たに。体験
乗船には多く
の子供も参加
し、興奮した
様子で船内を
探検。「個室
もあり、思っ
た以上に（生
活空間が）し

っかりしている。息子を乗せても良
いかな」と話す人もいた。

編 集 後 記
遠洋マグロはえ縄漁業基地（串木野及び気仙沼）で、一般の方々、消費者サイドに向けて、

楽しみながらこの漁業に親近感を持って理解を深めて貰う意欲的な取組みを２つ紹介した。

このような取組を通じたり、関連させたりしながら、限りあるマグロ漁獲物の付加価値を上げる試みは貴重で

ある。また、松元社長の仰るように、後に続く若い人たちの活躍にも期待したい。 （長畠）

天然・刺身マグロ
キ ャ ン ペ ー ン
ＯＰＲＴが毎年全国の鮮魚小売
店等と連携して実施している
「天然・刺身マグロキャンペー
ン」を、今年も１０月上旬に実施
する。今年で１１回目。
「マグロ再発見 」をキーワ
ードに、新鮮さ、美味しさ、栄
養面でのすばらしさを改めて消
費者に訴える。
マグロプレゼント企画も充実さ
せ、恒例のマグロ刺身に加え、
食材魚貝大百科「マグロのすべ
て」（平凡社刊）を用意している。
詳しくは、後日ＯＰＲＴホーム
ページでお知らせする。キャン
ペーン実施鮮魚小売店も合わせ
て発表するので、お店で配布す
るパンフレットを手に取って欲
しい。

No.６７OPRTニュースレター４

メバチ回復へ実効ある措置を
ＯＰＲＴがＷＣＰＦＣに要望

かつおマグロ４団体が水産庁に要望
中西部メバチ資源の回復で

気仙沼で遠洋マグロ船の乗船クルーズ
１０月１０日はマグロの日俳優の渡辺謙・南果歩夫妻も参加


