
――貝印で扱う包丁の種類は？

林 当社だけで約６００種類ありま
す。全国にある「ＫＡＩＳＨＯＰ」
の取り扱いだけでも１５０種類はあり
ますね。地域によって違いがあり、
たとえば、片刃が一般的な出刃包丁
も、土佐（高知）では両刃があった
りします。その理由までは詳しくわ
かりませんが、どの地域も食文化と
密着した関係があり、それが種類の
多さにつながっているようです。

――そんなにあると選ぶのが大変
ですね。

林 どのように使われているのか
で選ぶ包丁が変わってきます。基本
的に洋包丁か和包丁から始まり、家
庭用か、プロの料理人として仕事で
使うのか。また、主にどんな用途で
使うのかでも大きく選択肢は変わり
ます。たとえば家庭用なら、通常、ど
んな食材も手軽に１本で間に合わせ
たいという方が多いと思いますの
で、洋包丁の三徳包丁か、少し大きい
牛刀がオススメです。丸のままの魚

を捌くならば、やはり和の出刃包丁
ですし、魚は捌かないけど刺身に徹
底してこだわりたいと言うなら、断
然、刺身用の柳葉包丁になりますね。

――お刺身に使うなら、やはり専
用の包丁がいいですか。

林 刺身用の包丁には、先のとが
った関西の柳葉包丁、先が四角い関
東の蛸引き（たこひき）包丁があり
ます。刃渡りが長い点ではどちらも
同じで、あの長い刃渡りをめいっぱ
い使って切るのが刺身に適している
ということでしょう。地域が違って
も基本的に同じ形状になるのは興味
深いですね。実際に、長い刃で引く
ように切れば細胞が壊れず、ドリッ
プも出にくくなります。あの形状は
理にかなっています。

――包丁の切れ味で、食材の味も
変わるのですか。

林 昨年、弊社は慶応大学発のベ
ンチャー企業と共同で、彼らが開発
した食味センサーを使い、包丁の切
れ味が食材にどのような影響を与え

るのかを調査しました。比較したの
は新品の包丁と、１か月、２か月、４
か月と研がずに切れ味が落ちた包丁
で食材を切った場合の変化です。そ
の結果、マグロでは、切れ味の悪い
包丁ほど旨味成分が少なくなり、苦
味成分が増すなどセンサーの数値に
違いが出ました。ピーマンでは切れ
味が悪いほど苦味や酸味が増し、ト
マトは旨味や甘味が減ります。

――いいマグロを手に入れても、
切れない包丁を使えば台無しになっ
てしまうと。

林 そうですね。調査に使った味
覚センサーは人の味覚を再現したも
のです。せっかくのおいしいマグロ
を、最高の状態で食べるには、包丁
にも気を配る意味はあると思いま
す。 （２面につづく）

みなさんは、包丁を何本お持ちですか？万能な三徳包丁１本です
か？料理人さながらに、刺身用、野菜用など用途別にお持ちという
方もいると思います。包丁は自分で研ぎますか？切れなくなったら
買い替えて、と割り切った方がいるかもしれません。包丁は調理器
具のひとつですが、実は奥の深い道具です。切れ味の違いで、食材
のおいしさが変わるという研究成果もあります。今回は、よりおい
しくマグロを食べるために知っておきたい包丁のあれこれを、「関
孫六」ブランドで知られる貝印 の刃物営業開発室マネージャーで、
刃物マイスターでもある林泰彦さんに聞きました。
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（１面からつづく）

――包丁の切れ味を維持するには
どうすればいいですか。

林 使い方で違うので、一概には
言えません。よく、トマトが切れな
くなったら研ぎ時と言いますが、正
直言って、トマトが切れなくなった
段階は重症ですね。少し切れ味が落
ちたかな、と思う段階で研いでもら
うのが一番です。
ちょっと語弊があるかもしれませ
んが、包丁にとって食材は、所詮食
材なんです。魚の骨を頻繁に切ると
か固いものをよく切る場合はともか
く、食材の違いで切れ味の落ち具合
はそれほど変わりません。包丁の刃
が切れなくなるのは、食材の先のま
な板にどれだけ当たったか。あの「ト
ン、トン」と刃がまな板に当たる瞬
間は、包丁にとってみれば、刃を潰
す作業をずっとやっていることにな
るんです。一概に研ぎ時を示せない
のはそのためです。

――自分で研ぐのは簡単ではない
ですよね。

林 弊社のホームページに研ぎ方
が紹介されています。一度チャレン
ジしてみてください。慣れれば、だ
んだんコツもわかってくると思いま
す。研ぎ棒や研ぎ機などを使っても
いいと思います。

――貝印では、研ぎ直してもらう
ことはできますか。

林 全国のホームセンターなど
に、「ＫＡＩＳＨＯＰ」があります。
今年はすでに７か所が新たにオープ
ンし、全国に１０数か所になりました。
有料ですが、そこでは常時、私のよ
うに研ぐ専門スタッフが包丁の研ぎ
直しを受け付けていています。

――自分で研ぐのとはやはり違
う？

林 家庭で研ぐのと違うのは、包
丁の使い方によって研ぎ方を変える
ところです。わたしたちは、使った
包丁を見れば、どんな風に使われて
いるかがある程度はわかります。た
とえば、まだよく切れるのに研いで
ほしいと持ってこられるお客様に
は、ピンピンに研ぎあげます。刃に
相当ダメージのある使い方をされた
包丁を持って来られる方には、ご相

談の上あまりピンピンに研がず、少
しでもいい切れ味が長く続くように
耐久性を重視した研ぎ方をします。

――包丁は研ぎ方次第ということ
ですか。

林 極端に言えば、そうですが、
包丁は、刃に使用している材料、熱
処理などの製造工程、刃付けの良し
悪しで決まります。
お客さんに４,０００円ぐらいの包丁
と１万円台の包丁を試してもらうと、
最初に試した４,０００円の包丁でも「良
く切れる。これで十分」との反応が
返ってきます。しかし、その後、１
万円台の包丁を試すと、あまりの切
れ味に笑いだす方さえでてきます。
それぐらいの違いはあります。価格
の差を研ぎでカバーすることも可
能ですが、やはり切れ味や切れ味の
耐久性は、価格に比例しています
ね。

――包丁選びのコツはあります
か。

林 何に使うかによりますが、た
とえばマグロの刺身をおいしく食べ
るためになら、ベストの選択は柳葉
包丁です。ただ、刺身のために柳葉
包丁を別にそろえるのは難しいとい
うことでしたら、当社の製品で言え
ば、関孫六ダマスカスシリーズの牛
刀などはどうでしょうか。２１センチ
くらいの刃渡りがあれば、刺身包丁
のように使えます。良く切れて長く
使える包丁ですので、マグロのサク
も、食べる直前に切れば舌触りもよ
く、ドリップも出にくく、旨味の多
いマグロの刺身が楽しめると思いま
す。

――手入れのコツは。

林 使用後にはなるべく早く洗
い、水気を拭い、切れ味が落ちたら
研ぐなどちゃんとメンテナンスをし
ていただければ、長く気持ちよく使
っていただけると思います。

――包丁のことがよくわかりまし
た。林さんマグロは好きですか。

林 大好きですね。自分で買って
食べるというより、お店で食べる方
が多いですが。

――天然の魚類資源は、えてして
獲りすぎとなり、将来の世代が、今
の我々と同じように食べられるか心
配といわれることがあります。特に、
マグロ資源の今後について、どのよ
うに思われますか。

林 先にも言いましたが、包丁は
食文化とともに歩んできたもので
す。日本人の食卓に欠かせないマグ
ロが持続的に利用できてこそ、包丁
も存在価値を持つことができます。
それに弊社は創立から１０８年の歴史
を持ち、次の１００年に向けて、より
良い商品を適切により良い形で提供
することを使命としていますので、
マグロを持続的に利用できることと
通じるところがあると思います。マ
グロを食べられる環境があってこそ
の包丁です。天然のマグロを持続可
能な形で将来にわたって利用してい
こうとの取組みは重要であり大いに
進めてもらいたいと思います。

――ありがとうございました。
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全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴ
ＴＣ）第９０回会合（年次会合）が６
月２７日から７月１日まで米サンディエ
ゴ市・ラホヤで開かれ、太平洋クロ
マグロは「現行の保存管理措置を２０
１８年まで２年継続する」ことが合意
に至らず、引き続き関係国で協議し、
１０月の会合で結論を出すこととなっ
た。
太平洋クロマグロの現行措置は、
商業漁業について１５年及び１６年の年
間漁獲上限３，３００ を原則とし、２年
間の合計が６，６００ を超えないよう
管理。３０ 未満の漁獲比率は５０％ま
で削減するよう努力する内容で実施
している。
今回の年次会合では、今年３月の

北太平洋まぐろ類国際科学小委員会
（ＩＳＣ）の資源評価結果を踏まえ、
ＩＡＴＴＣ科学事務局から勧告され
た「現行措置を２年継続すること」
について議論した。
米国は現行措置の２年継続に付随
して、さらに長期管理方策の議論に
関するスケジュールを決めるように
提案。他国は「太平洋クロマグロは
東側と西側で漁獲しており、東側の
ＩＡＴＴＣ水域だけスケジュールを
決めるのは時期尚早。西側を管轄す
る中西部太平洋まぐろ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）とともに、全体的な議論
が必要」（水産庁）と反対し、合意に
至らなかった。
ＷＣＰＦＣとＩＡＴＴＣの合同作

業部会の開催は承認された。作業部
会は今年のＷＣＰＦＣ北小委員会会
期中に開催され、太平洋全域でのク
ロマグロの適切な管理を目指す。

▽メバチ・キハダも合意ならず
メバチ・キハダについては、現行
の保存管理措置では、まき網漁業は
６２日間の全面禁漁と、沖合特区での
１か月間の禁漁を実施している。は
え縄漁業では国別メバチ漁獲枠を設
定し、日本の漁獲枠は３万２，３７２ と
なっている。
今回の年次会合では、ＩＡＴＴＣ
科学事務局による「まき網漁業の禁
漁期間を６２日から８７日に拡大すべ
き」との勧告について議論したが、
中南米諸国の反対が強く、合意に至
らなかった。
１４年のＩＡＴＴＣ水域における日
本漁船の操業状態は、はえ縄船約８０
隻がメバチ１万３，４６８ 、キハダ２，６５
２ を漁獲している。クロマグロの
漁獲はない。

以前、大西洋クロマグロの資源
状況が悪くなったときに、減少し
ている親魚の卵質、つまり健全な
子孫となる要素に関し、より高齢
の親魚の方が若齢の親魚より優れ
ているので、大型の親魚を保護す
る必要がある、という論文が話題
となったことがある。
この論文はクロマグロについて
の論文ではなく、寿命の長いメヌ
ケやタラ等に関して出された仮説
（母系効果と呼
ばれる）である
が、同じ長寿命
のクロマグロに
もそういうこと
があるのでは、
ということで、
環境保護団体や
一部の研究者が
注目することになった。この仮説
は関連する文献を集めて、推論し
たもので、実証されたものではな
く、対象とした魚類も限られてい
る。
その後、大西洋クロマグロの資
源回復基調が確認され、この仮説
に関するマグロ類に関する論議は
聞かなかったが、この仮説がほか
の魚種で成り立つのか否かを、飼
育実験で検証しようという研究が
サバやカタクチイワシで始められ

ている。
さて、マグロ類の資源評価にお
ける親魚資源量の見積りは次のよ
うになる。
漁獲等の影響で資源が減少する
場合、まず、大型魚から減少が始
まる。これは、大型魚がより値段
が高いので集中的に漁獲されるば
かりでなく、漁獲圧が強まるにつ
れて、魚が成長して成熟する前に
小型魚を漁獲するようになり、親

魚が減少するからである。さらに
親魚が非常に減少すると、生まれ
てくる次世代まで減少し、深刻な
乱獲となる。
資源評価では、若齢の親魚でも
高齢の親魚でも、生み出される子
供の成長や生残には変わりはない
ものと想定している。
先に述べた母系効果、すなわち、
「大きくて高齢の親は若齢の親よ
り質の良い大きい卵を生み出し、
成長の速い子孫を残すことによ

り、再生産にとって、より重要な
役割を果たしている」があれば、
従来の資源評価で考慮されていな
い新たな要素を親魚資源量の計算
に考慮する必要がある。
先に述べたサバやカタクチイワ
シは、マグロ類に比べて寿命が短
いので、クロマグロ類のような長
寿の魚で、母系効果があるかどう
か気になるところである。母系効
果の有無は資源評価の親魚資源量

の推定にも重要
かもしれない
し、クロマグロ
養殖にとって
も、生き残りが
良くて成長の速
い卵を生み出す
最良の親魚年齢
があるか否かは

重要であろう。ただし、あまり高
齢魚になると、老齢のため、逆に
卵質が悪くなるのではないかとい
う疑問もある。事実、比較的寿命
の長いブリでは、２－３歳魚の母系
効果が高くて、その後は低くなり、
必ずしも年齢が高くなれば上がる
ものではないようである。
クロマグロは飼育が長期にわた
って可能であり、今後母系効果の
実態が明らかにされることを期待
したい。
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ＦＡＯ（国連食糧農業機関）は７
月７日、「世界水産白書２０１６（世界
の漁業・養殖業生産動向）」をまとめ
た。
それによると、２０１４年の世界の一
人当たり水産物（海藻など除く）消
費量は、養殖業の伸長と堅調な消費
に支えられ、初めて年間２０ 超えを
記録した。また、海洋生物資源の状
態は、一部地域で目覚ましい進展が
みられるものの「改善されていない」
と指摘。すなわち漁獲量は１９７４年の
約３倍になったが、「漁業資源の約３
分の１が生物学的に持続不可能な状
態にある」と警告している。
１４年の世界の漁獲量は過去２年間
と比べて若干増加し９，３４０万 とな
った。最大漁獲魚種はスケソウダラ
で、白書史上初めてアンチョビと魚
種交代した。効果的な資源管理が奏
功した証左といえる。このほか、マ
グロ類、ロブスター類、エビ類、イ
カ・タコ類など主要４魚種の漁獲量
も報告されている。
１４年の世界の漁船は４６０万隻。こ
のうち９割がアジアとアフリカの漁
船。長さ２４ 超の漁船は６万４，０００隻

にとどまる。
１４年には、人間の直接の消費に向
けられる魚介類の生産量で史上初め
て養殖が天然を上回った。
水産物は人類が消費するタンパク
質の６．７％を供給。５，７００万人が漁業
・養殖業の１次生産に携わり、このう
ち３分の１が養殖業に従事していた。
全貿易取扱高での水産物の割合は

１％で、農水産物輸出に占める割合
は９％超だった。
１４年の水産物の世界輸出総額は１，
４８０億 で、１９７６年の８０億 から１８
倍の急増。このうち発展途上国は８０

０億 で、食肉やタバコ、コメ、砂
糖を加えた貿易額を上回る水準とな
っている。
ＦＡＯのホセ・グラツィアーノ・
ダ・シルバ事務局長は、「水棲生物
の持続的な開発の課題としては、こ
れまでの食料の供給という問題か
ら、気候変動による生物種の変化に
対処していくことが求められてい
る。報告でも示した通り、漁業資源
の持続的な管理は可能で、著しい発
展を遂げている養殖業は人類に食料
供給だけでなく、雇用を生み出して
いる」と述べている。

ＯＰＲＴは、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１日（土）から１０日
（月）にかけて実施する。今年で
１３回目。
天然刺身マグロの新鮮さ、美味
しさ、手軽さ、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実施する。
また、恒例の関連イベントは、

９月３０日に三会堂ビル（東京・赤

坂１－９－１３）で開催する。今年も
セミナーと関連試食会を予定。
詳しくは、後日ＯＰＲＴホーム
ページで掲載する。キャンペーン
実施鮮魚小売店などについても合
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とって欲
しい。

編 集 後 記 刺身とは切っても切れない仲の包丁について、本号では貝印 の包丁マイスターのお話を
伺いました。ご家庭でも、良く切れる包丁で刺身マグロをご堪能戴ければ幸いです。なお、

両刃の出刃包丁は、鯛などの骨の硬い「兜」の部分を偏りなく二つに割るのに良いと聞いたことがあります。
（長畠）

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）水産
委員会が７月１１日から１５日まで、イ
タリア・ローマのＦＡＯ本部で、約１
２０カ国の政府のほか約８０の国際機関
・非政府組織（ＮＧＯ）が出席して
開催され、ＩＵＵ（違法・無報告・
無規制）漁業、過剰漁獲能力、水産
物貿易、養殖、及び小規模漁業の発

展など、各国水産業が抱える問題に
ついて熱心な討議が行われた。
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水産物消費、１人当たり年間２０ 超に
ＦＡＯ白書 海洋資源には警告

ＩＵＵや過剰漁獲など議論
７月開催のＦＡＯ水産委員会

今年も
毎年大盛況のセミナー＆試食会

やりま
す １０月１０日はマグロの日

天然刺身マグロキャンペーン

平成２７年度キャンペーンの様子


