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マグロ研究で世界の最先端
国際水産資源研究所

中野秀樹所長

海の中にマグロがどれくらいいるのか。資源量を評価・予測し、
これからどれだけ獲ってよいのか。科学データは、世界各国が獲る
量を話し合う国際会議の場でも、基盤をなす情報として、信頼性が
求められています。世界でも最先端のカツオ・マグロ類の研究を行
う国際水産資源研究所の中野秀樹所長に、マグロの科学について聞
きました。
（インタビュー・戸澗史帆里）
――日本のマグロ研究の状況は。
中野 私が入所した１
９
８
８年頃（当
時は遠洋水産研究所）は、１研究部
３研究室で１
３人くらいの研究員がい
ましたが、今は２研究部６研究室で
２
５人くらいの研究員がいます。非常
勤の研究員を含めると、５
０人近くが
カツオ・マグロ類の研究をしていま
す。世界的にみても、最大規模のカ
ツオ・マグロ類の研究所の一つだと
思います。以前は日本にマグロの科
学者が少なく、技術的にも米国など
のコンピュータシミュレーションに
ついていくのに大変な時代がありま
した。しかし、近年は、日本でも若
手研究者が育ってきました。特に、
ＩＳＣ（北太平洋まぐろ類国際科学
委員会）における太平洋クロマグロ
研究では、日本人の科学者が頑張っ
ています。昔に比べると、隔世の感
があります。
――太平洋クロマグロは資源状態
が悪いと言われています。科学サイ
ドとして大変なことは。
中野 ＩＳＣのクロマグロワーキ
ンググループでは、日本、韓国、台
湾、米国、メキシコの科学者約１
５人
が議論を行っています。いちばんつ
らかったのは、２
０
１
２年の資源評価で
資源が歴史的最低水準にあるという

結果が出たときです。危機的な状況
にあるから、直ちに資源管理を行う
必要があるとの勧告をしなくてはい
けませんでした。非常につらかった
です。しかし、その後は資源の悪化
が底を打ち、回復傾向が見えてきま
した。昨年３月のＩＳＣでは、これ
くらいの管理措置を実施すると何％
の確率で資源回復するという将来予
測を行い、現行の小型魚（３
０ 未満）
の漁獲半減措置を継続すれば、６
０％
以上の確率で親魚資源が歴史的中間
値まで回復すると分かりました。低
加入を想定した最悪のシナリオでも
資源回復することが分かり、少しほ と皆の意見が一致しました。米国の
っとしました。科学者としての役割 科学者からは「こんなに精度が高い
データがあるマグロ類はほかにな
を果たせた思いがしました。
い。
」
と言われたくらいです。
――資源評価の信頼性は。
資源の増加傾向について、日本と
中野 太平洋クロマグロは、大半 台湾のはえ縄のＣＰＵＥ（単位努力
０
０針当
が日本で漁獲されています。日本は 量当たり漁獲量、例えば１,０
市場伝票などがかなり密にあり、私 たりの漁獲尾数）から推定していま
たちは各地の市場から体長などのデ すが、最新の資源評価では日本と台
ータを収集しています。太平洋クロ 湾のＣＰＵＥが殆ど一致しました。
マグロのデータはものすごく豊富で 台湾には北と南に漁場があり、北の
す。ＩＳＣの会議では、各国の科学 漁場は石垣島の近くで日本の漁場と
者の意見が激しくぶつかることがあ 同じです。同じ漁場で獲っているな
りますが、最新の資源評価を出した ら、ＣＰＵＥが一致して当たり前の
昨年３月の会議では、米国や台湾の ように思いますが、各国で統計情報
科学者から「太平洋クロマグロはデ などに誤差があるため、これまでＲ
ータが豊富だから、推定結果を信用 ＦＭＯ（マグロ類の地域漁業管理機
できる。自信がある。間違いない。
」
（２面につづく）

２
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（１面からつづく）
関）で違う国のＣＰＵＥがほとんど
同じということはあまりありません
でした。さらに今回は日本と台湾、
両方で増えており、資源が増えてい
ることは間違いありません。
――日本各地でのクロマグロ漁獲
はどのように変わりましたか。
中野 私たちが市場からのデータ
を収集・分析し、行政が動いて規制
をかけた結果、現実として資源に跳
ね返ってきている。やってきたこと
が間違っていなかったと思います。
海の中は見ることができないので、
魚の資源量というのは実際分からな
いものです。あらゆる情報を集めて、
たくさん計算しても、本当に合って
いるだろうかと不安がよぎります。
しかし、各地で好漁が続いているな
ど、現実の色々な情報を耳にするう
ちに、私たちの推定結果が間違いで
はなかったと実感しています。
――太平洋クロマグロの親魚資源
量については、米国などが初期資源
の２０％まで回復すべきと主張してい
ますが、２０％という目標について、
どのように考えればよいでしょう
か。
中野 なぜ２
０％かと言うと、中西
部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦ
Ｃ）では、他のマグロ類の基準が２
０
％か、それに近い値だからです。管
理基準は必要ですが、２
０％でなけれ
ばいけない理由はありません。なお、
低加入シナリオと平均加入シナリオ
で将来予測を行うと、両者の結果は
灰色とバラ色で全く異なります。低
加入シナリオでは２
０％の到達はかな
り難しいですが、平均加入シナリオ
では２
０％に到達する可能性がありま
す。どちらのシナリオが現実に起こ
りやすいかは、５年後、１
０年後まで
加入量を追っていかないと分かりま
せん。現在の資源状態からみると、
２
０％は非常に高い目標だと思いま
す。
――太平洋クロマグロ以外のマグ
ロは、どのような資源状態ですか。
中野 大西洋クロマグロとミナミ
マグロは資源が回復傾向にあり、漁
獲枠が増えています。両者とも資源
がどん底まで悪くなり、漁獲枠をも
のすごく減らして資源管理を行った
結果、その効果が表れてきました。
ただし、資源状態はまだまだ安心し

てよいレベルではありません。これ
からも着実な管理を継続する必要が
あります。
メバチはほとんどの海域で乱獲状
態にあり、危機感を持っています。
まき網漁業のＦＡＤｓ（集魚装置）
操業が、メバチの小型魚を混獲して
おり、資源が悪化しています。しか
し、効果的なＦＡＤｓ規制がなかな
か進んでいません。どの国も自国が
たくさん獲りたいので、科学では決
着できない、政治的な駆け引きに左
右されている面が大きくあります。
――マグロは資源の面からみて、
どのような魚と言えますか。
中野 大西洋クロマグロやミナミ
マグロの事例が示しているように、
マグロはしっかり漁業を管理すれ
ば、計画的に増える魚ということで
す。魚種によっては、増えるはずが
なかなか増えない、減った原因が分
からないものがありますが、マグロ
は結果が見えやすいと思います。た
くさん獲られて資源状態が悪化して
も獲る量を減らせば、しっかり反応
して反発してくる。資源的に強い魚
種だと思います。
――科学の情報は専門的ですが、
正確に伝わっていると思いますか。
中野 科学的に正確な情報より、
感情に訴える情報の方が、一般の人
の関心を引きやすい面はあると思い
ます。それでなかなか真実が伝わり
づらい気がしています。それほど騒
ぐほどのニュースではないのにと思
うことは、マグロの報道でも感じる
ことがあります。専門的になればな
るほど、単純に説明できないので、
なかなか難しいとは思います。
――専門家以外の人が正しい情報
を見抜くことは難しいですか。
中野 全くその通りです。報道さ
れている事実の裏にはたくさんの背
景があり、専門的知識を備えていな
ければ、表に出てくる報道に振り回
されると思います。どの情報を信頼
するかは、まずその情報の前提が何
なのかを考えるとよいと思います。
前提が変われば、どれを正論とみる
かも変わってきます。漁業者は、自
分が付き合っている海と科学情報を
照らし合わせて、どれが合っている
かを判断することができます。たと
えば太平洋クロマグロでいえば、各
地で漁況がよくなっていて、色々な

漁業種類で獲れています。私たちは
規制をかければ増えることが現実に
なってきたと言っていますが、あな
たはどの情報を信じますか？という
ことです。
――漁業者に伝えたいことはあり
ますか。
中野 もっと沖と直接つながる方
法がないかを考えています。太平洋
クロマグロやカツオの仕事をしてい
ると、沿岸で現場が近いため、自分
の仕事に実感が伴うのを感じまし
た。太平洋クロマグロは漁業者から
文句を直接聞く機会もあり、距離が
近く感じます。一方で遠洋漁業は、
船頭さんまで私たちの情報が届いて
いない気がします。「ミナミマグロ
は資源が増えていますが、実感はあ
りますか？」などと直接聞いてみた
いです。もっと現場の意見を吸い上
げ、現場に還元する努力をしていき
たいと考えています。
――科学の役割と今後の目標は。
中野 科学の役割は、客観的な判
断材料を提供することです。公明正
大に科学として正しいことをやる。
これが第一のスタンスです。マグロ
の資源管理は政治に大きく左右され
る面がありますが、科学の正論が通
りづらくなっているということはな
いと思います。むしろマグロ類のデ
ータは充実し、コンピュータ技術も
発展し、研究者のレベルも上がって
います。科学は以前より、ぐっと進
展しているのです。太平洋クロマグ
ロについても、過去１
０年くらい一所
懸命に研究してきたので、今後５年、
１
０年でもっと成果が表れてくると思
います。今は打って出る時だと思っ
ているので、科学委員会で出した結
果をどんどん発信していきます。
我々の目標は、太平洋クロマグロの
研究で世界のマグロの研究をリード
することです。今、かなりよい所ま
で来つつあると、非常に手応えを感
じています。
――ＯＰＲＴに期待することは。
中野 現場と情報交換する場として
機能してほしいです。私たちは科学
の国際的なチャンネルはあるのです
が、漁業現場とのチャンネルはあま
りないので、ＯＰＲＴの勉強会や講
演会で現場とつながる機会を得たい
と思います。
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き網の主要漁法に漁獲量の上限を導
入することで合意した。
メバチ・キハダの保存管理措置に
つ い て はＩＡＴＴＣ科 学 事 務 局 か
ら、まき網漁業の全面禁漁期間を６
２
禁漁期拡大は合意せず
日間から８
７日間に拡大すべきとの勧
告が出ている。これに基づき昨年６
全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴ 月、１
０月に議論を行ったが、今年度
ＴＣ）第９
１回会合（特 別 会 合）が２ ３回目となる今次会合でも合意が得
月７日から１
０日まで、米国・ラホヤ られなかった。
で開かれた。懸案で継続審議とされ
そのため、何らかの合意が必要と
てきたメバチ・キハダを含む熱帯カ の観点から会期中に、日本が提案を
ツオ・マグロの保存管理措置につい 行い、現行のまき網漁業での６
２日間
ては、まき網の禁漁期間の拡大では の全面禁漁と沖合特定区での１か月
合意が得られなかったが、新たにま 禁漁を維持することに加えて、新た

ＩＡＴＴＣ

まき網に新たに漁獲上限

築地魚河岸がプレオープン
課題山積するも
幸先よいスタート
東京・築地の水産・青果の仲卸業
者５
５店舗が入る「築地魚河岸」が昨
年１
１月１
９日、プレオープンした。豊
洲移転が延期されたことで１か月遅
れのプレオープンで、正式な開業は
移転後の予定。
各店舗では、築地の目利きが選ん
だ新鮮な魚介類や水産加工品などが
並んだほか、マグロの解体も行われ
るなど盛り上がりをみせ、多くの買
い物客らで賑わった。
同日開かれた式典で、矢田美英中
央区長は「ここを観光の名所、世界
有数の食文化の名所にしていきた
い。築地場外と一体となり活力を増

混乱の渦中で初セリ

マグロ：史上２番目の高値
東京・築地市場

東京・築地市場で１月５日、平成２
９
年の初市が開かれた。豊洲市場への
移転延期で、混乱や戸惑いの渦中、

３

にまき網漁業の主要漁法にメバチ及
びキハダを合計した漁獲上限を設定
することに合意した。即ちＦＡＤｓ
（集魚装置）操業に９万７,７
１
１ 、イ
ルカ巻き操業に１
６万２,１
８
２ の漁獲
上限を新たに導入することで合意。
漁獲上限は２
０
１
３〜１
５年の平均漁獲量
に基づいて設定された。
はえ縄漁業では現行通り、メバチ
の国別漁獲枠が設定される。日本の
漁 獲 枠 は３万２,３
７
２ 。ま た、今 年５
月に行われる資源評価結果を踏ま
え、７月に開かれる次回ＩＡＴＴＣ
会合で措置の見直しを行うとするこ
とも合意された。

なった築地市場とこの場所との２か
所で開くことに不安があったが、今
日お客さんの反響をみると前が明る
くなった気がする。一般の買い物客
も予想以上に来場され、年末に向け
心強さを感じた」と手応え。また、
区側は「銀座近くに人間くさい市場
があることを区としてアピールした
い」
とした。
ただ、
移転問題が長引く
中、
「区としても当惑している。
安全
面を早く調べて具体的なスケジュー
していきたい」とあいさつ。
築地魚河岸は豊洲移転後、業務筋 ルを出してほしい。手順が決まらな
のお客がこれまで通り買い付けがで ければ何も進められず、築地の人た
きるようにと作られたが、移転が延 ちの大きなストレスになっている。
期されたため、出展業者は近隣で一 交通環境の整備など都の課題は山積
社２店舗を運営することになる。そ している」と早急な対応を求めた。
施設は小田原橋棟と海幸橋棟の２
のため、オープン前に２社が撤退し、
０
０平米。フード
空きスペースは築地の歴史を写した 棟で延べ床面積７,４
コートスペースもある。営業は業務
写真などの展示スペースにした。
楠本栄治築地魚河岸事業協議会理 筋向けが午前５時から９時、一般客向
事長は「オープン前は移転が延期と けは午前９時から午後３時。
毎年注目のマグロのセリでは、東都
水産が上場した青森県大間産２
１
２
の生鮮クロマグロがキロ３
５万円の史
上２番目の高値（一本値７,４
２
０万円）
で落札された。
生鮮マグロ卸売場では、大都魚類
の青木信之社長が「豊洲市場への移
転が延期となったが、現在も移転の
日程が確定せず、混乱の渦中にある。
新市場の安全・安心を確立し、一歩
でもこの状況から脱却したい」など
とあいさつ。
東京築地魚市場大物業会の早山豊
会長は
「
（豊洲移転の延期に対し）戸
惑いと怒りを覚えている。我々は与
えられた環境でしか商売ができない
が、なんとか生き残らなければいけ
ない」と決意を述べた。また、減少
するマグロ資源に対して国際規制を
進展させるよう強く求めた。

最高値をつけた大間産クロマグロ
は、寿司チェーン「すしざんまい」
５年に
を運営する 喜代村が落札。２
一本約１億５,０
０
０万円の史上最高値を
付けてからは、買付け競争が一服し、
昨年は一本約１,４
０
０万円で落ち着い
ていたが、今年は再び史上２番目の
高値まで跳ね上がった。
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４

ＯＰＲＴセミナー
マグロのブランド化に挑む
西松の相原専務が講演

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は２月２日、東京・赤坂の三
会堂ビルで平成２
８年度第３回セミナ
ーを開いた。三浦市三崎の 西松の
相原宏介専務が「ブランド構築と市
場形成を図る仕組み」と題して講演
し、「西松の三崎まぐろ」や「まぐ
ろコンシェルジュ」の取組みなどを

まぐろとワインとボ
サ・ノ ヴ ァ の 夕 べ
洋風マグロ料理、
好評
日かつ漁協は１月２
０日、東京・有
楽町の日本外国特派員協会メインダ
イニングで、大人のためのまぐろ教
室「まぐろとワインとボサ・ノヴァ
の夕べ」を開催した。１
０月１
０日の
「ま
ぐろの日」キャンペーンの一環で、
約１
０
０人が参加。ワインと相性のよ
い洋風マグロ料理などが並び、マグ
ロの新たな魅力を引き出した。
冒頭には同漁協の魚住雄二顧問ド
クターが世界のマグロ資源の現状を
説明。続いて中村善郎さんと橋本一

紹介した。
同社は三崎港で水揚げされた天然
マグロを同社の選別基準で厳選し、
「西松の三崎まぐろ」としてブラン
ド化している。低価格競争からの脱
却と残存漁船の存続を目指し、「適
正価格と品質安定による高収益のモ
デルケースをつくり、地域活性化と
マグロ漁業の経営の向上を実現させ
たい」と取組みを始めた。
まず必要だったのは、社内の意識
改革。社員はマグロのプロであるが
ゆえに、自分目線で価値を判断して
きたが、「消費者から求められるブ
ランドを目指し、消費者目線での選
別・加工を徹底することを通じた価
値訴求を前面に打ち出し、加工段階
では品質の安定化を図った。
」
販売は地方の量販店の市場を開拓
し、競合品や売れ筋の商品、価格帯
を徹底的にリサーチしたうえで、消
費者が買いやすい品揃え・売場を提
案。船名や漁場の情報開示、ＳＮＳ

を生かしたＰＲ、商品シールなどに
よる見える化を展開している。
「まぐろコンシェルジュ」は、マ
グロの専門知識をもつ販売員を育成
する取組み。量販店と対等な関係を
構築し、売場へ提案できる卸への変
換を図っている。売上アップと販売
員のモチベーション向上につながっ
ており、「まぐろコンシェルジュ」
を前面に出したフェアを行うと、前
年同月比３
０
０％の売上を記録した店
舗もあった。「現在の鮮魚売場には
マグロを選ぶ情報が少ない。『まぐ
ろコンシェルジュ』を配置した店舗
は確実に売上が伸びており、消費者
が情報を欲しがっているのを実感し
ている」
。
講演の最後に相原専務は「多方向
の目線で時代のニーズを読み解き、
自社だけでなく（船や消費者、取引
先を含めた）三方よしの売り方が大
事」と強調し、発想の転換による売
り方改革について熱く語った。

子さんによるボサ・ノヴァの演奏に
耳を傾けた。
懇親会では、５種のマグロの刺し
身の食べ比べや、ミナミマグロとビ
ンナガのカルパッチョ、キハダのタ
ルタルブルスケッタ、メバチとキハ
ダのハンバーグ、ウロコマグロのフ
ライ、メカジキのソテーとともに、
日本産ワインが振る舞われた。
参加者からは「刺身以外もおいし
かった。ワインに合う料理を研究さ
れている。ミナミマグロもおいしか
った。資源管理をしながら、おいし
いマグロが提供されていることを知
った」
（４
０代女性）
、
「ボサ・ノヴァが
すごくよかった。マグロの講義も分
かりやすくて、きちんと規制を守っ
たマグロを選びたいと思った。マー
クが付いていると選びやすい」
（２
０代
女性）
、
「初めてボサ・ノヴァを聴い
たが、素敵だった。ハンバーグがマ
グロとは思えなかった」
（３
０代女性）
、
「ボサ・ノヴァが大好き。マグロは
日本酒のイメージだったが、ワイン
にも合った。カルパッチョがおいし
かった」
（５
０代女性）など好評で、マ

グロの新たな魅力を堪能した様子だ
った。
同漁協担当者は「はえ縄漁業や資
源管理のことなど、マグロ漁業をも
っと深く知ってほしい。マグロ料理
の色々なバリエーションも味わって
ほしかった。今後も小学校での出前
授業とともに、マグロの消費拡大に
向け、活動を続けたい」と話してい
る。

資源の保存管理措置は、資源評価を含む最良の科学的知見に基づくべきであることは言う
を俟ちません。日本のまぐろ研究者の方々が世界の最先端で頑張っておられるのは頼もしい
限りですが、刺身マグロとして主体をなすメバチ資源（世界で４つのストックに区分、うち３つが乱獲状態）
の評価・管理勧告などにもより多くの努力が向けられるよう希望します。また、各委員会（特に中西部太平洋
のＷＣＰＦＣ）が科学小委員会の評価・勧告を尊重した保存管理措置を採択し、時宜を逸することなく実施に
移すことが何よりも必要です。
（長畠）
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