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――昨年はＯＰＲＴにとってどん
な年でしたか。
中須会長 昨年はＯＰＲＴにとっ
てさまざまな意味でとても重要な年
でした。その中からあえて挙げると
すると、１つは、昨年７月に米国西
太平洋漁業管理委員会（ＷＰＲＦＭ
Ｃ＝西太平洋ＲＣ）との共催で、責
任あるマグロ漁業に向けた国際漁業
者会議と第３回国際漁業者フォーラ
ム（ＩＦＦ３）を横浜で開催したこ
とですね。世界２８カ国、２５０人のマ
グロ漁業者等が参加し熱く議論を交
わし「横浜宣言」も採択しました。
この会議で特筆されるところは、資
源管理、海鳥・ウミガメの混獲防止、
そして海洋環境の保全に漁業者自ら
が自らの手でいかに取り組んでいく
かを、世界に発信したことではない
でしょうか。それも日本から。この
意味は非常に大きいと思いますし、
今後のマグロ漁業のあり方の方向を
示すものになると確信しています。
この会議に参加しなかったマグロ漁
業者にとってもとてもいい刺激にな
ったと思います。

また、ＯＰＲＴ独自に大西洋でマ
グロ運搬船にオブザーバーを派遣し
たことです。マグロロンダリングな
ど不正な行為を防止し、責任あるマ
グロ漁業実現のための取り組みで
す。実際、こうした取り組みを受け、
大西洋マグロ類保存国際委員会（Ｉ
ＣＣＡＴ）は来年からＩＣＣＡＴと
して運搬船全船へのオブザーバー乗
船を義務づけました。その流れを作
れたのではないかと自負していま
す。
マグロのＤＮＡ（遺伝子：デオキ
シリボ核酸）分析も小規模であるが
ＯＰＲＴ独自の取り組みであると思
います。政府レベルではすでに数年
前から実施されていますが、マグロ
のＤＮＡを分析し、どこで獲れたマ
グロかを分析することは、不正を無
くし責任あるマグロ漁業を確かなも
のにしていくのに欠かせない取り組
みになったと思います。
ＯＰＲＴは、マグロ漁業の業界だ
けでなく、マグロを流通、消費する
人に対し、責任ある行動、そして食
材として優れたマグロについてもっ

と理解してもらうための取り組みも
実施しました。一昨年に続いて昨年
１１月も全水商連の藤原厚会長の発案
による“マグロを食べて元気な家族”
をスローガンに、「天然・冷凍・さ
しみマグロキャンペーン」を全国９０
００店の鮮魚小売店で実施しました。
全国からＯＰＲＴのこと、マグロの
ことに対しての反響をいただき、非
常に有意義なキャンペーンになった
と思います。
――精力的でＯＰＲＴらしい活動
のできた１年だったということです
ね。ただ、１１月のＩＣＣＡＴでは会
員の台湾に対し厳しい制裁措置が課
せられました。責任あるマグロ漁業
を推進する立場としてこのことをど
う受け止めていますか。

（２面につづく）

マグロ延縄漁業にとって２００５年は激動の年になったと言えます。中
西部太平洋でマグロ条約ができ、マグロ資源管理体制が完成し、不正
行為を改善しないマグロ漁業者に厳しい制裁も課せられました。燃油
の高騰はマグロ漁業経営を圧迫し、今後のマグロ漁業のあり方の模索
が始まっています。その中でＯＰＲＴはさまざまな活動を展開し、成
果を挙げてきました。そのひとつひとつは小さいものでも、マグロ漁
業、マグロ資源を考えていくうえで非常に重要なテーマばかりを扱っ
ています。では、２００６年のＯＰＲＴは、そしてこれからのマグロ漁業
に必要なことは何なのでしょうか。２００６年の年頭にあたり、中須勇雄
会長に聞いてみました。 （インタビュー・浮須雅樹）
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─ みんなの力で おいしいマグロを いつまでも ─
発行・社団法人 責任あるまぐろ漁業推進機構

マグロ資源・漁業の大切さ。もっと多くの人に知ってもらいたい
２００６年のＯＰＲＴは、マグロ漁業の
将 来 に 必 要 な こ と は ？中中須須勇勇雄雄会会長長にに聞聞くく
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（１面からつづく）
中須会長 台湾はＯＰＲＴ発足時
からの会員であり、その台湾の一部
の漁業者のために台湾が制裁を受け
たことをＯＰＲＴとして非常に遺憾
に思います。本来規制を守りマグロ
資源の持続的な利用を進めるという
立場にあるべき会員がそうした制裁
の対象になったことは残念です。た
だ、会員である台湾区遠洋鮪漁船魚
類輸出業同業公会（以下、台湾同業
公会）の立場がＯＰＲＴと同じであ
ることは明確であり、今後、ＩＣＣ
ＡＴの制裁措置を厳粛に受け止め、
台湾当局と業界が結束し、不正行為
が二度と行われないような体制を築
くことを期待しています。そして、
同業公会は規制を守る体制ができま
したと胸を張って宣言できるように
していただきたいと思います。
――この問題に対し、ＯＰＲＴと
して具体的な対応は。
中須会長 ＯＰＲＴでは日常業務
の中で日本への輸入のデータのチェ
ックなどを行っていますが、おかし
な動きがあれば即座に通報するな
ど、不正が行われないように、また
未然に防げるように努力していきま
す。会員である台湾同業公会とも情
報交換を密にし取り組んでいくつも
りです。
――これからのＯＰＲＴの課題は。

中須会長 いまマグロ漁業は資源
に対し過剰な漁獲圧力がかかってい
ると思います。資源より獲る船の数
の方が多すぎるのです。台湾が本気
で減船に取り組めば、そうした漁獲
圧力の過剰な状態は改善に向かいま
す。これは台湾の問題だけでなく、
今、ＯＰＲＴに加盟する会員すべて
が過剰になっている漁獲圧力を減ら
す行動に踏み切ることが期待されて
います。いまの状態は資源に対して
も、またマグロ漁業者にとっても経
営が苦しくなるばかりであり、漁船
の数を減らし漁獲圧力を削減しなく
てはマグロ漁業の正常化もありえな
いと思います。漁業者レベルで議論
を深めていくことが重要であり、Ｏ
ＰＲＴとしてもその必要性を会員漁
業者といっしょに議論していかなく
てはいけないと思います
――中西部太平洋マグロ類条約
（ＷＣＰＦＣ）で資源管理が実施さ
れ、マグロ資源管理が世界の海で実
施される環境が整いましたが。
中須会長 ＷＣＰＦＣで資源管理
が実施されることになり、世界の海
でマグロを管理する体制が整いまし
た。しかし、そうした規制を逃れよ
うとすものは必ずでます。それを許
していてはマグロ漁業の将来はあり
ません。手遅れにならないうちに会
員である国内外のマグロ漁業者が一

体となり、不正をなくし、責任ある
まぐろ漁業を実践しマグロ資源を持
続的に利用、共存共栄しなくてはい
けません。その意味でＯＰＲＴの役
割は大きいと思います。
――昨年から賛助会員の募集を開
始しましたが、このねらいは。
中須会長 まだ募集から半年です
が、すでに４１法人、１１６人の個人賛
助会員に参加してもらっています。
半年でとくに宣伝に力をいれていな
い中で、これだけの方に賛助会員に
なっていただいたことをうれしく思
っています。また、マグロ資源の持続
的利用の旗の下に志をともにしてく
ださる企業、個人の方々が大勢いる
ことを実感し、励まされます。昨年
末には、賛助会員の方々にマグロが
当たる抽選会も開催しました。いま
刺身マグロ市場が日本以外でもでき
つつありますが、それでもやはり日
本が最大の刺身マグロ市場であるこ
とは変わりありません。その日本で
持続的なマグロの利用について食べ
る側の消費者を含め、貿易・流通・加
工・調理等マグロを扱うすべての業
者の方々にも理解してもらうことは
大きな意味を持ちます。賛助会員の
ねらいはそこにあります。ＯＰＲＴ
は賛助会員の支援のもとで、責任あ
るまぐろ漁業の実現、持続的な利用
を進めていきたいと思っています。

中西部太平洋マグロ類条約（ＷＣ
ＰＦＣ）の第２回委員会が２００５年１２
月１２日から１６日までミクロネシア・
ポンペイで開かれ、太平洋のメバチ、
キハダ、ビンナガの漁獲量を現状レ
ベルに制限することを決めた。これ
により、唯一、資源管理が行われて
いなかった太平洋で本格的な資源管
理措置の実施がスタートした。
過去の決議に反して大型巻網漁船
を増隻させた台湾に対しても２００７年
１２月末までに増隻分と同等の漁獲努
力量を関係国と協力して削減するこ
とが正式決議された。
政府代表として出席した中前明水
産庁次長は「唯一、資源管理が遅れ
ていた太平洋で保存管理措置が決ま
った意義は大きい。メバチは全世界

の海で漁獲制限が導入された」と語
った。
メバチ・キハダは科学委員会の勧
告を受け、延縄は２００１年から２００４年
の平均の現状レベルに制限すること
を決めた。また、巻網についても漁
獲量を現状レベルに制限（北緯２０度
と南緯２０度の間の水域のみ）するこ
とになった。
ビンナガについては、北太平洋に
加え、南太平洋もビンナガを主対象
に操業している漁船隻数を制限する
ことを採択した。
そのほか、ウミガメや海鳥につい
て、混獲の削減や混獲データの提供
などを加盟国に求める決議が採択さ
れた。

農林水産省は２００５年１２月２１日、全
国各地の小売店３００２店において１万
６９２９商品の生鮮マグロおよびマグロ

加工品を対象に表示状況の調査結果
の発表を行った。
また、魚種が表示されている生鮮
マグロ３００商品を小売店から買い上
げてＤＮＡ分析を行った。
その結果、２７９店（９．３％）の５５１
商品（３．３％）に事実と異なる不適
正な表示や義務表示事項の欠落を確
認。このうち、原産地の不適正表示
は１９６店（６．６％）で３８２商品（２．７％）、
名称（魚種）の不適正表示は２９店（１．
０％）で４１商品（０．３％）であった。
また、仕入先である中間流通業者

６８３事業者（３４２４商品）に対して遡
及調査も実施。その結果、９８事業者
（１４．３％）の１６６商品（４．８％）に義
務表示事項の欠落等の不適正表示を
確認した。
なお、ＤＮＡ分析による調査の結
果、魚種又は原産地の不適正表示を
確認したものは、１５商品の１７店・事
業者。不適正表示を確認した事業者
については、不適正表示の発生原因、
動機等について事実確認を行い、そ
の内容に応じてＪＡＳ法に基づく指
示・公表等の厳正な措置が実施され
た。
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ママググロロ関関連連情情報報
ＷＣＰＦＣ

太平洋のマグロ現状レベルに管理へ
台湾巻網努力量削減も正式決議

農林水産省

２７９店、５５１品に不適正表示
マグロを調査



マイヤーズ論文騒動
マイヤーズ論文とは、Nature 誌の

２００３年５月１５日発行の第４２３号に掲
載された「捕食性魚類群集の急速な
世界的減少（Rapid world wide depletion
of predatory fish communities）」と題さ
れた論文のことである。著者がカナ
ダのダルハウジー大学のマイヤーズ
とワームということで、マイヤーズ
論文と呼ばれるようになった。内容
を一言で言うと「まぐろ類などの大
型魚類の資源は１０分の１にまで激減
し、大変なことになっている！」と
いったものである。
この論文が一流の科学誌である

Nature 誌に発表された際、同時に世
界の多くのマスメディアがこの記事
について紹介した。放送局ではＣＮ
Ｎ、ＢＢＣ等が、紙メディアでは、
エコノミクス、ワシントンポスト、
タイムマガジン等である。また、環
境保護団体などのホームページにも
関連した記事が掲載され一大キャン
ペーンが張られたのである。このキ
ャンペーンの内容は、大型魚類資源
は現在１０％にまで激減しており、海
洋生態系は破壊され、このままでは
多くの種が絶滅しかねないという危
機感を煽ったものであった。そんな
騒ぎの中で、米国議会は、公聴会ま
で開催するに及んだ。
もちろん、この内容は、現在マグ
ロ類の資源管理を実施している国際

漁業委員会の科学委員会の見解とは
全く異なったものである。しかし、
漁業委員会の見解など一般の人が知
る由もなく、一般紙に公開された情
報は、一般の人に誤った事実を強く
印象付けたことになる。当然、漁業
委員会に関係した科学者は、この論
文に対する反論をNature 誌へ投稿
したが、長い間なぜかその掲載を拒
絶され、掲載されたのはマイヤーズ
論文掲載の２年後になった。しかも
オンライン誌にのみ掲載となった。
マイヤーズ論文は国連の会議などで
も引用され、極めて誤った情報を基
にした議論が進む可能性も否めない
（ＯＰＲＴニュースレター１３号のレ
ポート参照）、かって流し網全面禁止
の時がそうであったように。

なぜかCPUEの変化のみに固執
さてこの論文の内容をかいつまん
で紹介すると、日本のマグロはえ縄
漁業のＣＰＵＥ（鉤１００本あたりの
漁獲尾数）が、戦後漁業が開始され
た１９５０年代から１５年で２０％にまで減
少し、現在は、１０％になってしまっ
ているというものである。いくつも
の水域に分けて、ＣＰＵＥの減少傾
向が論文には示されている。その一
例を図に示した。
この図をマイヤーズらは新発見の
ように記述しているが、目新しいも
のではなく、マグロ類関係の国際漁
業委員会（ＩＣＣＡＴやＩＯＴＣな

ど）では、図に示したようなＣＰＵ
Ｅの変化は古くから良く知られてい
たことである。しかし、マイヤーズ
らは、この図からマグロ資源は７０年
代には５０年代の２０％にまで減少し最
近年では１０分の１になり、絶滅に瀕
していると結論した。彼らが示した
根拠はこのＣＰＵＥの減少のみであ
る。まぐろ類の国際漁業委員会では、
この情報以外にも様々な情報や調査
結果を基に検討しているが、彼らは、
そのような情報は全く用いず、なぜ
かＣＰＵＥに固執している。
確かにこの図を見るとＣＰＵＥは
減少している。しかし、国際漁業委
員会の科学委員会ではマイヤーズら
の下した結論とは全く異なった結論
を出している。それは、このＣＰＵ
Ｅが、まぐろ類の資源の変動を正し
く反映していないと断定したからで
ある。また、世界のまぐろ資源の研
究者でマイヤーズらの意見に賛成し
ている人は誰もいないのである。
もし、この図に示したＣＰＵＥが
資源の変動を正確に反映していると
すると、例えば、図に示したメバチ
のＣＰＵＥは、５０年代はほとんど０
であるが、８０年代には「２」近くに
まで増加している。メバチの資源は、
この間に少なくとも何十倍にも増加
したことになる。一方で、ビンナガ
は１９７０年代には絶滅してしまったこ
とになる。こんなことは誰も信じな
い。

事実を無視したでたらめぶり
このＣＰＵＥの変化は、日本の延
縄漁業が、５０年代から６０年代にかけ
てビンナガを対象とした操業を行
い、その後はメバチを対象とした操
業へ変化したことが反映されている
に過ぎないのである。大西洋のビン
ナガは現在も適度な開発が行われて
いるし、メバチが急速に増大したと
いった「夢」のような話は「夢」で
しかない。これは極めて有名な話で、
どの国のマグロ資源の研究者でも知
っている事実。この事実だけでも如
何にマイヤーズ論文なるものがでた
らめなものか誰にでもわかる。
ＣＰＵＥの解析は極めて慎重に行
われなければならない。資源評価で
最も重要なポイントでもある。この
ことを示す象徴的な例はミナミマグ
ロであろう。ミナミマグロのＣＰＵ
Ｅの解釈を巡って、日本とオースト
ラリアが対立し、日本は持論の正当
性を証明するため「調査漁獲」を実
施し、国際裁判になったこともある。

（次号につづく）

No.1５OPRTニュースレター ３

偏向科学論文の生み出すまぐろ資源の危機特特
別別
寄寄
稿稿

マイヤーズ論文を巡って !
遠洋水産研究所企画連絡室長 魚 住 雄 二

大西洋熱帯域の日本マグロ
延縄のＣＰＵＥの経年変化
（マイヤーズホームページより引用）
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マグロ漁業の直面している問題を
広く周知する目的で水産総合研究セ
ンターは２００５年１２月２０日、東京国際
フォーラムで講演会「岐路に立つま
ぐろ漁業！今後何をすべきか」（共催
・水産庁）を開催した。
講演会の講師の一人として原田雄
一郎ＯＰＲＴ専務は、マグロ資源管
理をリードしてきた日本のマグロ漁
業とマグロ法の精神を説明したうえ、
「日本のようにマグロの資源管理に
積極的に取り組んできた国が漁業国
としての看板を下ろす事態になれば
マグロをこれからも持続して利用し
ていくことに重大な影響がでる。い
まこそ、日本人一人ひとりがマグロ
漁業を支えてほしい」と強調した。
また、全国消費者団体連絡会の神
田事務局長は「日本人は水産物が好
きであり、日本型食生活には欠かせ
ない食材。またいつまでも美味しい

マグロが食べられるよう資源管理も
しっかりとして欲しい」と訴え注目
を集めた。

神田事務局長発言要旨
急速に変化する日本の社会にとっ
て、マグロは優れ、かつ対応できる
食品である。現在の生活にピッタリ
適合する。簡単調理、バラエティー
に富んだ料理に応用、男性でも簡単
に調理でき、かつ栄養豊富である。
今後の日本人の食育の観点からもマ
グロは活用したい食品である。その
ためにもマグロのサクは、もっと小
さく、数種類を選んで食べることが
できるようにする等、もっときめ細
かく、現在の需要に応えた工夫が必
要だと思う。
消費者は美味しいマグロをいつま
でも食べたい。最近、欧米で刺身・
寿司など日本食の人気が健康指向と

ともに急速に高まっている。肉より
魚と野菜へと向かっている。近い将
来、日本人が、これまでのように好
きなだけマグロを食べつづけること
は出来なくなりはしないか？
蓄養マグロが急増し、資源の有効
利用と宣伝されているが、高度回遊
魚を囲って蓄養することは、生態系
に問題がないのか、食品としての安
全性に問題は無いのか不安を感じ
る。天然マグロとの味の違いを含め
もっと情報を提供して欲しい。
水産物の表示にも、畜養の表示義
務は無いが、消費者は、不満を感じ
ている。義務化されていなくても販
売店は、自主的に明示して欲しい。
特に、地域の消費者に密着した小売
店は、このようなことを通じ情報を
提供する等、消費者に日常的に触れ
合って欲しい。ＯＰＲＴのマグロキ
ャンペーンは、消費者と小売店の交
流を広げることに役立っている。
マグロ漁業も、社会の変化に敏感
に対応し、「食育」の推進に積極的
に参加して欲しい。

ＯＰＲＴは１２月１０日、神奈川県・
三崎市の三崎漁港で、「天然・冷凍
・さしみまぐろキャンペーン」の一
環として三崎セミナーを開催しまし
た。家族連れから年配の方まで４５人
の消費者が参加し、マグロに触れ、
学び、食べることでマグロを存分に
体感してもらいました。
セミナーでは日本鰹鮪魚市場（三
崎ツナ）の川合雄次専務からマグロ
について説明を受け、市場ではセリ
場や陸揚げのために接岸している延
縄漁船を見学しました。川合専務は、
魚価低迷や燃油高騰などで日本のマ
グロ漁業の窮状を説明、日本のマグ
ロ漁業を守っていくことの重要性を
強調しました。

アンケート調査も実施
セミナー参加者に行ったアンケー

トではほぼ全員から「面白かった」
「また参加したい」との回答をいた
だき、主催者側としても大変うれし
く感じています。
セミナーの内容については、「蓄
養マグロ」問題がもっとも関心が高
かったようです。実際にスーパーに
多く売られ口にすることが増えた蓄
養マグロがどのように生産されどん
な問題があるのか、消費者は情報を
必要としていることを実感しまし
た。
また、「食育の視点でのセミナー
もやってほしい」「（ＯＰＲＴの活動
を）一般の消費者にももっとＰＲで
きたらと思う」「漁業・農業の自給率

を上げるのは大切なこと」など建設
的なご意見をいただきました。
今後のＯＰＲＴマグロセミナーに
ご意見を反映していきたいと思いま
す。

編 集 後 記 世界のまぐろ資源管理の空白水域であった中西部太平洋で管理体制ができ、活動を始めた。グロ
ーバルな体制の成立によって、限りあるまぐろ資源の持続的利用が確実なものとなるよう、ＯＰＲ

Ｔとしても、隻数の抑制、マグロロンダリングの防止など新たな状況の変化に対応し、国内外の会員の連携・協力を更
に進めて責務を果したい。なお、魚住博士に寄稿をお願いした。外国発の科学論文の報道をそのまま鵜呑みにすること
の危うさを知っていただければ幸いです。また、この問題について関心のある方は、魚住博士の好著「マグロは絶滅危
惧種か」（成山堂書店）をご一読下さい。（原田）

＜賛助会員年末抽選会＞
平成１７年１２月１０日、神奈川県・
三崎で開かれた「ＯＰＲＴまぐ
ろセミナー」の会場で、参加者
の立ち会いの下、１７年度のの抽
選会を行いました。当選者の方
には、天然
・冷凍・さ
しみマグロ
の詰め合わ
せをお送り
しました。
当選者の会
員番号は表
の 通 り で
す。

賛助会員の種別 会員番号
法人 ＳＧ－０１４
法人 ＳＧ－０２１
個人 ＳＩ－００３
個人 ＳＩ－０１６
個人 ＳＩ－０４６
個人 ＳＩ－０５３
個人 ＳＩ－０６０
個人 ＳＩ－０６６
個人 ＳＩ－０７２
個人 ＳＩ－０９５
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ＯＯＰＰＲＲＴＴ・・三三崎崎ママググロロセセミミナナーー開開催催

!面白かった"
参加者に大好評

賛助会員情報

家族でマグロのすべてを満喫

天然・冷凍・さしみマグロ当選者


