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――台湾の減船、そしてミナミマ
グロの管理制度と今後のマグロ供給
が大きく減少しかねないできごとが
相次いでいるが。
山下課長 台湾がなぜ減船をしな
ければならなくなったか。２００１年か
ら２００３年に台湾系のＩＵＵ（違反・
無規制・無報告）漁船を日本も協力
してＯＰＲＴが３９隻（沈没船も加え
４３隻）をスクラップ減船しました。
それは、台湾系ＩＵＵマグロ漁船が
国際地域管理機関の管理措置を遵守
していなかったからです。今回の台
湾の減船目的は、操業隻数を国際資
源管理の枠組みが守られるレベルに
縮小するためです。一昨年のＩＣＣ
ＡＴ（大西洋マグロ類保存国際委員
会）で国際規制の遵守を迫られ、１２
０隻の減船を表明していた台湾も、
昨年のＩＣＣＡＴ年次会合でメバチ
操業に厳しい規制を加えられた上に
１２０隻の減船では足りないとされ、１
６０隻を減船することになりました。
現在までに５９隻、今年は１０１隻を減
船することになっています。ただこ
れはあくまでもＩＣＣＡＴの話。今
後ＩＡＴＴＣ（全米熱帯マグロ類委
員会）、ＩＯＴＣ（インド洋マグロ類
委員会）、ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋
まぐろ類委員会）から見れば１６０隻
の減船ではまだ少ないということで

す。１６０隻を減らせば大西洋の規制
は守れるかもしれないが、インド洋、
太平洋等では必ずしもそうではない
ということです。さらに昨年の５９隻
減船の内容も実質５９隻とは言えない
ものです。結局、国際規制を遵守で
きる漁船数をオーバーしていたため
漁獲枠を超えて漁獲し、その結果日
本の市場にまぐろが集中し供給過剰
となっていた。これが最近のマグロ
供給の実態です。
――減船が実施されると、供給量
はかなり減ることになるのですか？
山下課長 デフレや消費低迷、刺
身商材の増加だけでは説明のつかな
いマグロの魚価安の背景には、明ら
かに供給過剰があります。それも資
源を過剰に利用してのものです。そ
の是正に向けての台湾の１６０隻減船
です。昨年は５９隻を減船し少なくと
も今年１０１隻が減船されます。この
減船による供給減少量はどれだけに
相当するか。仮に１隻３００#と仮定
すれば１６０隻で４万８０００#の供給が
減る計算です。台湾だけでなく、日
本やその他の国も燃油高騰や魚価低
迷によるコストアップで出漁を控え
ている船も出ていることを考えれ
ば、今年少なく見積もっても約５万
#を超える供給が減る可能性があり
ます。これは総供給量を約４０万#と

すれば、その１割以上に相当します。
そのインパクトは大きいのではない
でしょうか。供給過剰が緩和され、
需給バランスが正常化し流通が円滑
に機能するようになると思います。
資源に悪影響を与えるにも係わらず
供給過剰だった異常な状態を脱し需
給バランスがとれることは、漁業者
だけでなく流通業者にとってもプラ
スなはずです。消費者にとってもけ
っしてマイナスではない。余るほど
漁獲されて安くマグロが出回って、
消費者は「もうそんなにいいよ」と
思っているのにどんどんマグロが市
場に出回っていたのがこれまでで
す。
しかし、そのままの状態が続けば
いずれ資源がなくなり、今度は消費
者も望んでいないほどに供給が減少
し高騰するか、最悪の場合、マグロ
を食べられなくなる可能性だってあ
るのです。消費者はそれを決して望
んでいないと思います。需給バラン
ス、資源を考えた供給は消費者にと
ってもプラスです。

（２面につづく）

先の見えない燃油高騰、日本の遠洋マグロ漁業者団体「日かつ連」
の組織再編など、厳しい環境が続く日本のマグロ延縄漁業。そうした
中で水産庁が打ち出したミナミマグロの管理制度強化に日本のマグロ
漁業者は「今後どうしていけばいいのか」と当惑している。しかし、
そうした苦しい状況を「日本のマグロ漁業が新しい時代への一歩を踏
み出すための試練」と話すのは水産庁遠洋課の山下潤課長。日本政府
が自国の漁業者に対しミナミマグロ個別割当管理制度をあえて率先導
入した意味は、そしてマグロ漁業はこれから何をすべきか、山下課長
に聞いた。 （インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.1６ニュースレター ２００６年３月
〒１０７‐００５２ 東京都港区赤坂１‐９‐１３（三会堂ビル９階）
電話 :０３‐３５６８‐６３８８ FAX :０３‐３５６８‐６３８９
URL : http : //www.oprt.or.jp E-mail : hitomi@oprt.or.jp

─ 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

刺身マグロ供給減少へ…持続的利用のための試練
水水産産庁庁遠遠洋洋課課 山山下下潤潤課課長長にに聞聞くく
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（１面からつづく）
――今度、日本船に対しミナミマ
グロの漁獲管理を厳しくするようで
すが、その真意は？
山下課長 ミナミマグロは日本の
マグロ延縄漁業にとって貴重な資源
です。持続的利用をするということ
をこれからも真剣に考えていかなく
てはいけない。今回ミナミマグロの
漁獲を個別割当とすることにしまし
た。それは資源の持続的利用をして
いくためにやらざるをえないことだ
ったのです。生産者には新しい管理
制度の下で操業の自由度を減ずる辛
さはあると思います。しかし、わが
国のこれまでの漁獲枠管理に欠陥が
あり、獲りすぎていたとすれば、た
だちに是正するのがミナミマグロの
資源管理を重視するわが国の当然の
責務です。これは他国から指摘され
しかたなく減船したり管理を強化す
る国とはまったく違う点です。国際
社会で指摘されてはじめて取り組む
のではなく、自ら実態を調査し反省
すべき点は反省し、自ら是正する。
それが責任あるまぐろ漁業国であり
消費国としての日本の義務であり、
マグロの資源管理におけるリーダー
国としての日本の使命です。今回の
制度改正の中に、違法漁獲物の所持
販売の禁止も含まれています。資源
管理の推進は、流通業界にとっても
重要なはずです。資源管理に反する
行為をして商売するということは企
業に一番求められているコンプライ
アンスから見てもマイナスだからで
す。持続的な利用を応援する流通企
業は、消費者に持続的にマグロを届
けるという使命にもつながるし、そ
れを消費者は評価するはずです。生
産者だけ儲かればいいとか、消費者
だけ安いマグロが食べられれば資源
や生産者のことは関係ないというわ
けにはいかないはずです。
――でもマグロ漁業者にとっては
厳しい試練になる。
山下課長 「漁獲量至上主義」か

ら「漁業利益至上主義」に意識を変
えるべきです。もっと漁業者は自分
たちが漁獲したマグロを消費者に届
けること、つまり実際に売ることに
熱心になってもいいと思います。ミ
ナミマグロにおいてもそうした工夫
をすれば十分に利益を得られる。自
分たちが自信を持って獲ってきたも
のを自信を持って売ることはその気
になりさえすれば可能です。それが
個々の漁業者で難しいというならば
生産者団体に力を結集して取り組め
ばいい。もし、個々の漁業者の力を
結集できず各々が勝手なことをすれ
ば、それは何も生み出さないばかり
かかえって自殺行為になると思いま
す。厳しいいまこそもっと団結して
いく必要があるし、逆にそれができ
なければ将来はないと思いますね。

漁業者の力を結集する時
そしていま必要なのは、既存の手
法にとらわれないこと。過去を忘れ
一から始めるつもりで取り組むこと
がいい結果を生むと思います。経営
的に破綻しているところとそうでな
いところをすべて一緒に考えるのは
無理であるばかりか、そうしたこと
を続けていれば全体をダメにしかね
ません。
日本の遠洋マグロ延縄漁業団体で
ある日かつ連が組織再編し、日かつ
漁協として４月から新しい一歩を踏
み出しますが、本当の再編はこれか
らであり、日かつ漁協にどれだけの
漁業者が結集しともに歩むことがで
きるかにかかっていると思います。
ラグビースピリッツにある「ワン・
フォー・オール、オール・フォー・
ワン」（ひとりがみんなのために み
んなはひとりのために）を実現しな
くてはいけない。いままではオール
・フォー・ワン、つまり漁業者団体
が個々の漁業者のためにを期待して
いてばかりで、漁業者それぞれがみ
んなのために団結しようというのが
なかったような気がします。

市場と資源あれば乗り切れる
――責任ある漁業国として日本は
これから何をすべきか、ＯＰＲＴの
役割は。
山下課長 責任ある漁業国であり
責任ある消費国とは何か。それは漁
業者だけが資源に対して腐心するの
ではなく、流通業者、消費者にもしっ
かり資源管理について理解してもら
って初めて実現するものだと思いま
す。かけ声だけの責任あるマグロ漁
業では意味がない。幸いＯＰＲＴは
生産者から消費者までのすべてが加
盟している組織であり、それを具現
できるのはＯＰＲＴだけです。その
意味でも、ＯＰＲＴの責任は非常に
重要です。ＯＰＲＴの理念を具体的
な行動に移してもらいたいですね。
よく流通業者、消費者は資源管理
のことなど知らないと言われます
が、わたしはマグロの美味しさは単
なる刺身の味だけではないと思うん
です。マグロに付随する情報、それ
はどこで獲れた、誰が獲った、どん
な風に獲ったなどの情報が美味しさ
を醸し出すと思う。食べるマグロが
世界的な資源管理を遵守し漁獲され
たものとわかれば、それがいい味付
けになると思いますよ。そういった
情報を生産者から流通業者へそして
消費者へ伝えていく情報トレーサビ
リティーが必要だと思います。
日本の刺身マグロ市場は外国に競
争相手が増えてはいるけれど、日本
には大きな市場がある。市場があっ
て資源があれば知恵と努力で供給し
続けることが絶対にできるはずで
す。ただ、その時にいまの姿のまま
でいいかというとそうではない。変
化しなければその漁業が継続できな
くなる可能性は十分あります。それ
は漁業者も、われわれ行政も、流通
も消費者も考えていかなければなり
ません。常に変化し時代にあわせた
漁業を築いていくことが漁業を将来
に残すことにつながると思います。

水産庁はミナミマグロの漁獲管理
を抜本的に見直すことを決めた。ミ
ナミマグロの個体ごとにタグなどの
表示を義務づける「個別割当管理制
度」に改正し、本年４月に施行する。
ミナミマグロは、これまで漁業者
団体内の抽選で選定された操業船（１
７年実績＝のべ選定隻数２１７隻、実隻

数１６９隻）がオリンピック方式で操
業、漁獲数量などの報告が枠に達し
た時点で操業をやめる業界団体の自
主的な管理に任されていた。
今回導入される管理制度は、最初
から漁業者ごとに漁獲数量を割り当
てるもので、陸揚げや転載における
タグ表示番号の届け出が必要とな

る。管理措置は流通・加工段階にも
適用され、万一、管理措置を逃れた
ミナミマグロを所持または加工・販
売した場合には、２年以下の懲役も
しくは５０万円以下の罰金が科せられ
る。
ミナミマグロは、ＣＣＳＢＴ（み
なみまぐろ保存委員会）で総漁獲枠
（１万４０８０!＝協力的非加盟国のフ
ィリピン分５０!を含む）が決められ
ており、そのうち日本には６０６５!が
割当られている。
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水 産 庁
タグ表示義務付
けで４月施行ミナミマグロ個別割当で徹底管理に



マイヤーズ論文への反論
マイヤーズ論文への反論がNature
誌のホームページに載ったのは２年
遅れであったが、反論専用のホーム
ページがすぐに立ち上がり多くの反
論が掲載された(http : //www.soest.
hawaii . edu /PFRP/ large_pelagics / large_
pelagic_predators.html を 参 照）。し か
し、一般の人にはこのような反論は
遠い存在でしかない。ここでは、そ
れら反論の主要点を以下に示す。
!はえなわ漁業ＣＰＵＥ（釣獲率）
が資源全体の変動を反映するもので
はない。
"１９５０－６０年代の漁獲規模は小さ
く、７０年代以降漁獲は数倍にも増大
するが、マイヤーズの示したＣＰＵ
Ｅは、その漁獲の小さい時に急減し、
その後漁獲が増大した際には、ＣＰ
ＵＥは極めて安定したことになる。
これは科学的に説明できない（図）。
#資源状態は、１９５０－６０年代のＣ
ＰＵＥの減少率のみで評価すべきも

のではなく、体長組成や漁獲量の変
化など利用可能な全ての資料を用い
て行われるべきである。
マイヤーズらは、論文の発表前に、
多くの資源研究者にコメントを求め
た。上記のようなコメントは既に発
表前にマイヤーズは承知していた。
彼の反論は、要すれば、漁業初期の
ＣＰＵＥの急激な減少は正しく、そ
れを説明できない資源評価モデルの
方が誤っているということを執拗に
繰り返すのであった。
昨年１０月になって、トム ポラチ
ェックというオーストラリアの資源
研究者が「Marine Policy」という雑
誌に極めて包括的な反論を掲載し
た。そこには、Nature 誌の科学誌と
しての責任放棄にまで言及した極め
て痛烈な批判が述べられている。こ
の研究者の名前は、ミナミマグロ関
係者なら知っている人も多いと思
う。長い間、遠洋水産研究所の研究者
の論敵となっている曰くつきの研究
者である。ミナミマグロの資源評価
では、ことごとく対立したポラチェ
ック氏ではあるが、このマイヤーズ
論文に関しては、意見の一致を見た。
ポラチェック氏は、マイヤーズの
論文そのものへの批判に加えて、
Nature 誌など科学誌の役割と責任に
ついても極めて痛烈な批判を行って
いる。要約すると、科学誌は、科学
的な事実の発見を一般の人へ伝達す
る橋渡し的な役割を担ってきた。こ
れは大変重要な役割であるが、今回
のマイヤーズ論文は、科学的事実で
はなく、単なるマイヤーズの意見に
過ぎない。このような意見を科学的

事実と混同するような形で掲載する
ことへの批判である。

科学の果たすべき役割・科学誌の責任
社会に警鐘を鳴らすのは、科学の
任務の一つである。しかし、闇雲に
警鐘を鳴らしてよいというものでは
ない。あくまでも事実に基づいたも
のでなければならない。それは、色々
な社会における判断が、正確な事実
に基づく必要があるからである。そ
のために、科学的事実を知らしめる
ために警鐘をならすことも必要な場
合があると考える。しかし、その点
では、マイヤーズ論文は大きな問題
である。あくまでも「科学的事実」
を伝達しなければならない。単なる
個人的な意見であってはならないの
である。そのためには、専門家の間
での透明性のある議論を経た結論と
して提示される必要がある。それは、
専門家の責任でもあるし、科学誌の
責任でもある。マイヤーズ論文は、
単に混乱を与えただけであるが、こ
のような情報をいかに適切に管理す
るかも環境保護運動の歴史を見ると
極めて重要であることがわかる。し
かし、そのような制度が出来上がっ
ていない以上は、情報を受け取る側
も、その情報の確からしさを、単に
情報媒体の権威に頼らずにチェック
する工夫が必要な時代なのだという
認識が必要である。

漁業資源管理の目的を忘れてはならない
水産資源の管理も当然、科学的事
実に基づいた意思決定によって実施
されなければならない。更に、科学
的事実には「不確実性」が伴う、そ
の不確実性の大きさにも充分配慮し
た意思決定が必要である。これは「リ
スク管理」そのものといえる。往々
にして、資源管理の最終目的が漁業
の維持発展であることが忘れられ、
資源管理の失敗を少なくすることに
のみ注意が払われがちである。しか
し、漁業の維持なくして、資源管理
の最終目的は達成できないのである
から、リスク管理は漁業の維持を視
野に入れたものでなければならな
い。マイヤーズ論文などをベースに
した議論では、資源が枯渇している
から「漁業を廃絶」しなければなら
ないという極めて短絡的なものであ
る。しかし、万が一、資源が１０分の
１になった場合でも、漁業を可能な
限り維持しながら、資源を回復させ
る道を最大限模索することが、資源
管理に責任を持つということではな
いだろうか。 （完）

２００３年５月１５日 発 行 のNature
誌（第４２３号）に掲載されたマイ
ヤーズ論文「補食性魚類群集の急
速な世界的減少」は、マグロ類な
どの大型魚類の資源は１０分の１ま
で激減している」と主張、物議を
かもした。魚住氏は、このマイヤ
ーズ論文の問題点を客観的に分
析、論文の根拠のなさを論破して
いる。魚住氏のマイヤーズ論文分
析の後半を紹介する。（前半は２０
０６年１月発行、ＯＰＲＴニュース
レター１５号に掲載）
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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 !
水産総合研究センター遠洋水産研究所企画連絡室長 魚 住 雄 二

インド洋のキハダの漁獲量（実
線）とＣＰＵＥ（破線）の経年変化
（ポラチェック氏の論文より引用）



#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

#
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

#
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ＯＰＲＴでは２月２２日、１７年度第
３回のＯＰＲＴセミナー「拡大する
蓄養マグロ～それぞれの蓄養マグロ
～」を東京で開催しました。生産、
流通、行政、科学者、外食・小売業
者というさまざまな角度から蓄養マ
グロの功罪が紹介される中、外食、
小売業者からは「本当は天然の赤身
を売りたいのだが」という本音や、
消費者からは「もっと情報提供を」
という声が聞かれました。
まず三宅眞・元ＩＣＣＡＴ（大西洋
マグロ類保存国際委員会）次長が、
蓄養マグロについて「蓄養マグロに
は功罪双方がみられる。功としては、
漁獲した魚に経済的な付加価値を付
けたことやトロをコンスタントに大
量にかつ安価に市場に提供したこと
など。一方、罪としては市場の魚価

を崩壊させ、日本の漁業を苦境に追
いやったことなどが考えられる」と
功罪を説明。蓄養するマグロの漁獲
量、そしてイケスでの成長・生残数
など不明瞭な部分が多いという問題
も指摘しました。
消費者代表として出席した全国消
費者団体連絡会の神田敏子事務局長
は「トロを本当に消費者は求めてい
るのか疑問に感じる。資源を大切に
した漁獲が行われているのか、エサ
は何を与え薬は何を使っているのか
など蓄養マグロについての情報をも
っと提供してもらいたい」としたう
え、「私個人で言えば、トロは１、
２切れで十分。私は美味しい赤身が
食べたい」と述べました。
流通の代表として大武勇全水商連
副会長（東京・等々力で鮮魚小売店
「魚辰」経営）が「私は鮮魚小売店
をやっているが、蓄養マグロの良さ
は価格的にも安定している点。トロ
が大衆化したのも明らか。ただ、ト
ロも赤身もそうだが、どんな素性の
ものか、私たちが買う市場などから
の情報も少ない。そこらをなんとか
してほしい。まあ、うちとしてはも
っと赤身を売りたいのが本音」と話
していました。また、寿司屋である
「ぎんざまぐろや」の鈴木勝二支配
人は、「最近天然マグロの良いもの
が少なくなったのが蓄養マグロが増
えた理由。蓄養マグロの技術も非常
に良くなり、品質的には昔とは比べ
ものにならなくなっている」と蓄養
マグロを冷静に分析していました。
メキシコで蓄養マグロの生産に関
わっている生産者の代表として大都
魚類の西川正敏取締役は、「漁獲か
らエサ、加工まで一環した生産を行
っている。エサも生のイワシだけを
使っている。メキシコの蓄養は赤身
の色、色持ちがいいことで評価を受
けており、トロも上品で人気高い」
と説明しました。
行政代表として水産庁の花房克磨
参事官は「蓄養マグロの資源管理上
の問題点として、漁獲国と蓄養国が
異なり、原産国の把握が不可能とい

うことが
ある。大
西洋のマ
グロ資源
を管理し
ているＩ
ＣＣＡＴ
ではそう
した不明
瞭な部分
を明らか
にするた
めにクロ
マグロの
蓄養場などでデータ収集を進めてい
る」など蓄養マグロも国際資源管理
の対象となってきていると説明しま
した。
セミナー後、「ぎんざまぐろや」の
協力のもと天然と蓄養のマグロ食べ
比べが行われました。最初がどちら
が天然か蓄養か明かされない中で食
べ比べ、「わたしは絶対に蓄養はこち
らだと思う」「意外にわからないね」
「食べ比べると味の違いがわかる」
など参加者は五感を研ぎ澄ませ天然
と蓄養のマグロを食べ比べました。

編 集 後 記 サシミ用にまぐろを獲るまぐろはえ縄漁業に冬の時代がきた。しかも厳冬である。日本のみの話で
はない。今や世界最大のさしみ用まぐろ漁船団を持つ台湾も、１６０隻と今の保有隻数の３０％近い大

規模な減船を国際公約し、実施している。ＯＰＲＴの調査によれば、年内に完遂することは確実である。一方、米国、
欧州、そして最近は中国と外国のサシミまぐろ需要は、拡大している。これまで、国内ではスーパーの特売目玉商品と
なっていたサシミまぐろも、それを可能としていた日本市場への大量供給の時代が間もなく終わり、商材としての扱い
も変わるだろう。冬の時代は生産者のみでなく、流通から消費まで蔽う。 （原田）

蓄養マグロをテーマとした第
３回ＯＰＲＴセミナーでアンケ
ートを行い、その結果がまとま
りました。６０人出席のうち半数
から回答があり、全員から「面
白かった」との回答をいただき
ました。主催者にとって嬉しい
回答です。今後は、アンケート
でも要望が多かった「資源」「流
通」「価格」などさらに興味を持
っていだだけるセミナーを企画
していきたいと思っています。
そのほかアンケートでは、マ
グロ購入の決め手となるものに
ついて１番が「値段」となりま
した。蓄養マグロセミナーでの
アンケートながら、マグロ購入
の決め手に「天然にこだわる」
とした回答が２番目に多く寄せ
られるなど、興味深い結果もで
ました。

No.1６OPRTニュースレター４

ＯＰＲＴが蓄養マグロテーマにセミナー開催
流通業者!本音は赤身が売りたい" 消費者!もっと情報提供を"
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