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──水産の業界という演歌のイメ
ージですが、なぜロックなのですか。
船長 うちは父方の祖父が漁師、
母方の祖父が魚屋で、親戚も築地等
にいますから純粋なフィッシュ一
族。浦安魚市場のこの店も祖父の代
から受け継いで３代目となります。
赤ん坊の頃からさきイカの段ボール
に毛布をひかれて寝ていたようだ
し、おやつは店にあるシラス干し。
周りが魚だらけという環境で育ちま
した。だから魚屋は小さい時から手
伝っていたからそのまま仕事になっ
たという感じ。魚屋を手伝いながら
１５歳頃からバンド活動を趣味で続け
ていたとき、ふと店でマグロ捌くと
お客さんがすごく喜んでくれる、じ
ゃあ、ステージでやったら若い人が
純粋に感動して市場にも遊びにくれ
るんじゃないか。それによって、魚
屋とか市場とか港といった水産業界
を盛り上げられたら・・・それがフ
ィッシュロック「漁港」を結成した
きっかけです。ロックだけが好きと
いうわけでなくて演歌も好きだしＨ
ＩＰＨＯＰも好き。とにかくストリ
ートなものが好きなんです。演歌も
日本のストリートミュージックだと

思ってますからね。その中で自分の
思いを若い人に伝え易いのがロック
だったということ。“フィッシュロ
ック！”っていうとわかりやすいで
しょ（笑）。

マグロへの思い
──ステージではマグロを捌きま
すが、マグロへの特別な思いはあり
ますか。
船長 魚の世界を芸能界に例えれ
ばマグロは大スター。マグロをはじ
め魚は人の手だけで作れる機械とは
違う貴重な自然の恵みの象徴的存在
です。これまでうちの魚屋を支えて
くれたのもマグロです。マグロに特
別な思い入れがあるのは当然です。
俺とマグロは切っても切れない義兄
弟（笑）。店で売るマグロは捨てると
ころなく大切に扱ってます。皮も目
玉もすべて提供する。そうすること
が貴重な自然の恵みをいただく最低
限の礼儀だと思っていますから。好
き嫌いと食べ残しはバチが当たりま
すよ。
──最近マスコミではマグロの話
題が豊富ですが。
船長 情報は多いけど、中途半端

で残念ですよね。本当のことがちっ
とも伝わっていない。うちにも取材
が来ますが、「マグロの規制が強ま
っていますが、これから安くて美味
しいマグロを手に入れるコツを教え
てください」なんて平気で聞いてく
る人もいる。「そういう問題じゃな
いだろ！」って言いますけど（笑）。
貴重な自然の恵みをいただけるだけ
で幸せなはずなのに、高くなるなら
安いものって感覚じゃ大人げない。
実際に海でマグロと闘っている人が
どんな苦労をしているのか、地球上
がどんなマグロ問題に包まれている
のか、伝える人がしっかりと焦点を
合わせないと。

コミュニケーションが足りない
──そんな思いがロックになって
いるのですか。

（２面につづく）

ランニング姿に長靴履き、鉢巻きとサングラスがトレードマーク。
ステージでは包丁片手にマグロの頭を抱え、♪ＭＡＧＵＲＯ！、Ｍ
ＡＧＵＲＯ！、ＭＡＧＵＲＯ！～とシャウトする。しかし、単なる
パフォーマンスでも、マグロをばかにしているのでもない。“ＭＡ
ＧＵＲＯ！”の叫びはいたって本気。自然への畏敬の念と日本の食
文化への強い思いが込められている。森田釣竿さん。本人いわく、
日本の魚食文化の奥深さを歌を通じて伝えるフィッシュロックバン
ド「漁港」の船長（リーダー）だ。千葉の浦安で魚屋を営みながら、
魚への熱い思いをロックに込める森田船長に、マグロのこと、魚の
ことを聞いた。 （インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.２２ニュースレター ２００７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

俺とマグロは義兄弟
フフィィッッシシュュロロッッククババンンドド!漁漁 " 森森田田釣釣竿竿ささんん
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（１面からつづく）
船長 いま漁業者は倒産も多く苦
しんでいると聞いています。魚屋も
ずいぶん減りました。でもそんなこ
とを一般の人は誰も知らない。だか
らこそコミュニケーションが必要な
んじゃないかと。スーパーなどを否
定するつもりはないけど、情報を伝
える手段がシール記載じゃ寂しいで
すよ。魚屋だったら口頭でも答えら
れる。魚一匹で会話が成立するじゃ
ないですか。それを子供達が見て大
人になっていくのです。魚だけでな
く食べ物すべて、人が生きていくた
めに不可欠です。“（命を）いただき
ます”（命を）ごちそうさまでした”、
と感謝を込める文化が日本にはあっ
たじゃありませんか。シールで原産
地や魚種を確認し、そこになんのコ
ミュニケーションもなく、魚が単な
る”物”になってしまっている。だ
から「安くて…」ばかり追い求める。
魚を食べ物を大切にする日本の伝統
的な文化がきちんと伝承されていな
いのは問題です。コミュニケーショ
ンができていれば食べ物を粗末にす
ることなんかできないはず。そのよ
うなことを伝えたいからバンドをや
っているのかもしれませんね。
──船長は、そのとぎれた部分を
つなぐ役割を果たそうと。
船長 店でマグロを売っている
と、本当にいいマグロの時もあれば
ちょっと“難アリ”のマグロの時も
ある。それも正直に言っちゃうんで
す。「今日はいまいちだけどこうす
れば美味しく食べられるから得だ
よ！」「今日は高いけどその分最高に
美味しいマグロだよ！」と。すると
お客さんは信頼して安心して買って
いって満足してくれる。これもコミ
ュニケーションだと思いますよ。バ
ンドもこちらが真剣に訴えると聞い
てくれる人には伝わる。まったく違
う職種の「魚屋」も「バンド」もコ
ミュニケーションは必要だというこ
とです。
──魚屋とバンドどちらが好きで
すか。
船長 両方とも魚と人が相手の仕
事だから、どっちも好き。ただ、音
楽が売れるよりは魚が売れてもらい
たい・・・いや！音楽も売れてもら
わなきゃ困りますけどね（笑）。
──「漁港」のライブを聴いて人
の反応は。
船長 実際ライブに来てくれた人
の中には、「ライブをみて急に魚が
食べたくなり帰りに回転寿司に寄っ
てしまいました」とか、「これまで

魚がまったく食べられなかった子供
が漁港のライブをみて食べるように
なった」といううれしい声もありま
す。最近では実家が肉屋で肉しか食
べなかったという若者が店に来て、
「ライブをみて魚に対する思いが変
わって魚を食べるようになった」と
本気で話していることもありました
ね。すごくうれしいですよね。やっ
ぱりコミュニケーションです（笑）。
夢がありましてね、将来は全国の港
町を回りながら残った魚を全部仕入
れて、ライブしながら隣町で魚を売
りたいんです。もっともっとコミュ
ニケーションをとりたいですよ。い
まはその夢を実現するために、自分
たちのことを知ってもらう必要があ
るんです。“漁港”覚えてください
（笑）。
──漁業者の人と話すことは。
船長 ありますよ。テンションが
一緒だし盛り上がりますね。思いを
わかってくれるし、魅力的な人が多
い。漁師さんだけでなくお米を作っ
ている人もみんな同じですけど、み

んな自然に対して畏敬の念を抱いて
いる。素晴らしい方たちばかりです。

ＯＰＲＴの活動に喜んで協力します
──ＯＰＲＴはご存じでしたか。
船長 実はライブに来てくれる方
がニュースレターに載ったことがあ
って、「載ったんですよ」と送って
くれたから知っていました。ＯＰＲ
Ｔには、マグロの資源をしっかり守
っていってもらいたいし、一般の人
にもっとわかりやすくマグロのこと
を伝えてもらいたい。そのために漁
港で協力できることがあれば喜んで
協力いたしますよ！今後ともマグロ
魂で宜しくお願い致し鱒！フィッシ
ュロック☆

４月１日（日） 東京・渋谷
ＤＥＳＥＯ港

４月１５日（日） 東京・秋葉原
ＣＬＵＢ ＧＯＯＤＭＡＮ港

４月２２日（日） 東京・新宿ロフトプラス湾
『漁港アルバム出港記念トーク漁業』

初アルバム!漁港"の出港（発売）は、５／２３日予定
マキシシングル「鮪」「鰹」共にユニバーサルミュージックより出港中

全ての問い合わせ先は ｈｔｔｐ：／／ｇｙｏｋｏ．ｃｏｍ
ｉｎｆｏ＠ｇｙｏｋｏ．ｃｏｍまで

No.２２OPRTニュースレター２

!!漁漁 ""ラライイブブ予予定定

!漁港"のアルバムジャケット
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マグロ資源の管理をテーマに５つ
の地域漁業管理機関が初めて一堂に
会したマグロ類地域漁業管理機関合
同会合（神戸マグロ会議＝ＲＦＭＯ
ｓ）は１月２６日の最終日、「行動方針」
を採択し閉幕した。１４項目の行動方
針は、マグロ資源の持続的利用に向
け５つの機関が協力して取り組む優
先課題と取り組みへの努力を明示。
マグロ資源管理における途上国と伝

統的漁業国の問題、延縄漁業と巻網
漁業の対立軸や、今後の課題も浮き
彫りにした。
１月２２日から２６日、５４か国代表と
各ＲＦＭＯ事務局など、総勢３００人
以上が出席し、初の合同会議として
世界が注目する会議となった。
採択された行動方針には、ＩＵＵ

（違法・無報告・無規制）漁業対策とし
て共通の漁船リストの作成を進める

ことや、監視・取
締措置（ＭＣＳ）
の共通化やマグロ
流通の実態を把握
などを盛り込み、
統計証明制度見直
しのための技術開
発ワーキンググル
ープの開催してい
くことも決めた。
さらに、各ＲＦＭ
Ｏが取り組む資源

管理措置を評価するパフォーマンス
レビューの実施も合意され、今後評
価基準を採択したうえ２００８年末まで
に外部を交えた評価委員会で評価し
ていく。
合同会議は今回を機に定期的に開
催していくことが合意され、２年後
にはＥＣで開催することになった。

会議２日目の２３日、ＩＵＵ（違法
・無報告・無規制）漁業、転載、デ
ータの収集・報告、さらに貿易と漁
獲追跡などについて議論が行われ
た。
ＩＵＵ漁業対策として正規船と違

法船を分ける漁船リストについて
は、各機関ごとのリストでなく全海
域に適用する「グローバルリスト」
化の必要性が指摘され、多くの国が
支持した。日本も「旗や船名が変わ
ってもわかるＲＦＭＯの世界共通ナ

ンバー必要」と賛同。２４$未満船や
運搬船も含めたリストづくりを求め
る声もでた。
また、一部の冷凍マグロ類の流通
実態の把握のために実施されている
統計証明制度については、「漁獲の
実態把握につながっていない」（米
国）などの意見が出され、システム
の見直しに向けた総合的な「統計証
明制度技術的ワーキンググループ
（ＷＧ）」開催の必要性が指摘され
た。

会議３日目の２４日の午前は、漁獲
能力の削減について進行役が全体の
概要を提示し、各機関で資源管理の
方策が示されていても規制対象外の
２４㍍未満の船や途上国の船が増えて
きている現状や、過剰漁獲はＩＵＵ
漁業などを行う一部の多国籍企業に
よって行われている実態が報告され

た。マグロ資源管理が進まない背景
には一部の多国籍企業と途上国問題
が存在することが明確に示された。
各国からも「方策は示されている
のに実行されていないことが問題」
など「ＲＦＭＯは国際社会に責任を
果たすべき」など管理強化を求める
案が各国から出された。日本は、「ま

ず地球全体の能力を増やさないこと
や、その中で途上国の発展をどう進
めるか、さらに多国籍企業のコント
ロールをどうするかが重要」と指摘
した。また、監視・取締措置（ＭＣ
Ｓ）についても共通化し、各機関が
連携できる形が望ましいとする意見
がでた。
同日午後には、各機関の資源管理
への実行状況を評価するパフォーマ
ンスレビューについて議論された。
途上国の支援の問題では、途上国
の特殊事情に配慮し、技術面などで
ＲＦＭＯとして援助していくべきと

＜行動方針の骨子＞
【取り組むべき重要な課題】
◎漁獲データ資源評価の共有・改善
◎漁獲可能量の加盟国への公平・透
明な配分
◎漁獲可能量に見合った漁船の数な
どの漁獲制限
◎科学に基づいた管理措置の実施
◎違法操業廃絶に向けた措置の強化
◎漁船から市場までの監視システム
構築
◎マグロ幼魚の混獲防止
◎開発途上国への漁業支援
【課題実現のための手法】
◎貿易追跡システムの改善
◎違法漁船の統一リスト作成

No.２２OPRTニュースレター ３

神戸マグロ会議特集

１１４４項項目目のの行行動動方方針針採採択択しし閉閉幕幕 神神戸戸ＲＲＦＦＭＭＯＯ合合同同会会議議
世界各国から約３００人が参加

神戸会議討論概要 神戸会議では様々な議論が行われました。
議論の概況をテーマごとに紹介する。

テ ー マ

ＩＩＵＵＵＵ対対策策ににつついいてて
!グローバルリスト"の必要性指摘

テ ー マ

多多国国籍籍企企業業問問題題
多国籍企業コントロールへ連携強化
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する考えが多くの支持を集めた。

造船の規制必要
台湾が漁獲能力削減問題で発言

また、この日漁獲能力の議論の中
で、台湾が発言。「漁獲能力を減少
させるべき。漁船の造船にも規制を
実施し、漁船の輸出を防止すること

や仮に輸入する場合は輸入国は自国
船をまず減らして全体の数を増やさ
ない取り組みが必要」など、造船の
規制も必要だとの考えを示した。

会議４日目の２５日午前、これまで
の議論を踏まえた一般討論で日本政
府を代表して花房克磨参事官が発言
し、「この会場にいる方は、巻網漁
船を増やしたいのですか。延縄だけ
を規制の対象にする議論ばかりして
も本当の資源管理はできない」とし、
会議で延縄漁業の管理強化に議論が
集中する中で、大型巻網漁業の資源
への影響と混獲問題などを強く訴え
た。
日本は「マグロ資源の管理で言え
ば大型巻網漁業の野放図な増加が一
番の緊急の課題」としたうえ、「巻

網船が１隻建造されると１万トンの
漁獲が増える。小型メバチ混獲もメ
バチ資源を悪化させる。日本は責任
ある漁業国としてこの１０年巻網を増
やしていないが、世界では増え続け
ている。資源管理において一番の予
防的措置というのは船を造らないこ
と。限られた資源の中で延縄漁業の
管理だけを取り上げるのでなく全体
をみた措置が重要」と、大型巻網漁
船の問題を強く指摘した。
また、途上国支援については「途
上国の漁業発展の支援は重要。ただ、
途上国に必要なのは膨大な資金がか

かる巻網漁業ではなく引き縄漁業な
ど小規模漁業。途上国で巻網漁業を
増やすのはその国の資源を潰すこと
につながる」と発言。
さらに、混獲の問題については、
サークルフックなど開発されながら
もそれを利用する国が少ないことや
巻網漁業の小型メバチ混獲対策が進
んでいないとし、「（メバチの資源管
理を考える時）混獲対策が進まない
なら巻網は努力量を削減すべき」と
述べた。
蓄養の問題では、「地中海には総
漁獲可能量（ＴＡＣ）の２倍のイケ
スが実際にあることが資源に悪影響
を与えている」としたうえ、「蓄養
場にいけ込む魚の量などがブラック
ボックス化していることに有効な対
策がとられていない」と強く懸念を
表明した。

神戸マグロ会議で、同会合の行動
方針が採択される前日の２５日、日本
かつお・まぐろ漁業協同組合と全日
本海員組合は、世界のマグロ類資源
の持続的利用とともに、消費国の責
任として違法操業の根絶とその漁獲
流通の禁止を改めて訴える「世界か
つお・まぐろ生産者決起集会」を行
った。同集会には世界のマグロ類漁
業関係者、関連産業関係者など約２５
０人が出席。決議文「世界のまぐろ
類資源の持続的利用のために」を採
択。地域漁業管理機関合同会合の参
加メンバーに、資源保全と持続的可
能な漁業への適切な措置をとるよう
訴えた。
はじめに石川賢広日本かつお・ま
ぐろ漁業協同組合組合長が挨拶。「現
在開催されているマグロ類地域漁業
管理機関の合同会合に向けて生産者
の声を反映したい。また、カツオ・
マグロ漁業に関連した各種問題につ
いて最大のマグロ消費国である我が
国の流通、消費者に正しい理解をい
ただき、マグロ類資源の管理がより
適切により実効ある措置がとられ、
それら措置への協力を求めるアピー
ルをするのが目的である。本集会を

通じて全関係者が認識を共有、マグ
ロ類漁業が持続的に発展することを
祈念する」と語った。決議は漁業者
のみならず、流通・消費まで含めて
適切な資源管理のもとでマグロ類資
源の安定的な利用を進めていく必要
があると提起。さらに、$ＩＵＵ漁
業対策への実効ある措置%違法に漁
獲されたマグロ類の流通制限など対
処措置&漁業者のみならず消費市場

国での貿易・流通・加工・消費者も
含めた資源管理への認識やその参画
奨励等を要請した。

１月２４日、大日本水産会が、世
界各国から会議に出席した参加者
を歓迎するレセプションを行っ
た。サキイカ、エイヒレ、カワハ
ギ等の日本の伝統的な加工水産物

と焼酎、日本酒を中心に、日本の水産業界の特色を全面的に打ち出し
たレセプションは、大いに盛り上がった。中でも、まぐろ寿司は大人
気で、初めて食べるのが楽しみという人も多く、「マグロの刺身と米
の調和が美味しい」と言うコメントもあり、寿司のグローバル化が進
んでいる背景がしのばれた。

２５０人が参加した決起集会

No.２２OPRTニュースレター４
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巻巻網網漁漁業業、、蓄蓄養養問問題題
ここにいる人は巻網漁業を増やしたいのですか！日本政府代表が発言

カツオ・マグロ生産者が決起集会
!世界のまぐろ類資源の持続的利用"を要請

神神戸戸ママググロロ会会議議

業業界界主主催催レレセセププシショョンン

ままぐぐろろ寿寿司司人人気気



フリオ・モラン スペインまぐろ
業界代表（写真）が、ＯＰＲＴとＷ
ＴＰＯ（世界カツオ・マグロ巻網機

構）を代表して、１月２４日、会議で
発言を求め、世界のマグロ漁船をこ
れ以上増やさないようにと訴えた。

モラン氏はＯＰＲ
ＴとＷＴＰＯが採
択した共同宣言
（別掲）を紹介し、
次のように述べ
た。
「世界の大型ま
ぐろ漁船の業界を
代表して、ＷＴＰ
ＯとＯＰＲＴは、
これ以上世界のま
ぐろ漁獲能力を増
やさないように求

める。過剰漁獲能力の問題こそ、解
決に向けて早急に取り組まなければ
ならない基本的課題だ。まぐろ資源
を末永く利用できるようにするため
に、資源管理機関が積極的に取り組
んで欲しい。発展途上国が、まぐろ
漁業を開発させたいとの希望をもっ
ているが、先進まぐろ漁業国関係者
との意見交換・協力が重要だ。先進
国の漁業者は、まぐろ漁業技術の開
発、投資リスク等、まぐろ漁業を行
うために苦労を重ねてきた。先進国
の漁業者の権利も正当に尊重しても
らいたい」
ＩＡＴＴＣやＷＣＰＦＣ等から、
この共同宣言を受け止めるべきであ
るとの発言もあった。中須勇雄ＯＰ
ＲＴ会長は、「実質的に世界のまぐ
ろ類の漁獲の大部分を占める巻網漁
業と延縄漁業代表するＷＴＰＯとＯ
ＰＲＴが問題意識を共有し、対策を
共同提案できたことは意義深い」と
コメントしている。

２月２１日、２２日の両日、静岡市で
「１８年度マグロ調査研究成果報告会」
（主催・水産綜合研究センター遠洋
水産研究所）が開催され、２００人以
上の研究者、水産団体、水産会社等
が出席。人見三郎ＯＰＲＴ事業部長
が、過剰漁獲能力抑制が急務と、Ｗ

ＴＰＯ（巻網）とＯＰＲＴ（延縄）
の共同宣言を紹介した。専門家から、
「ＦＡＯのレポートによれば、巻網
の漁獲能力は、資源に対して３０－４０
％過剰」「資源に与える影響を尾数で
評価すれば、巻網は延縄の７倍」等、
活発な意見交換が行われた。

ＷＴＰＯとＯＰＲＴはマグロ資源を末永く利用するために、責任ある漁業を行うこととしてい
るところ、
世界のマグロ資源はＭＳＹ（最大持続生産量）の近くまで、あるいはその水準を超えて利用さ

れている状況にあることを懸念し、
かつ、各マグロ類地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ）は「メバチとキハダへの漁獲努力量又は漁獲

量の削減を出来るだけ速やかに実施すべきである」と勧告していることを認識し、
マグロ漁獲能力の問題は、各ＲＦＭＯによるマグロ漁業の保存管理の効果的な実施をより一層

困難にしていることを認識し、
ＦＡＯが２００６年に行った漁獲能力管理作業部会は、「大型のマグロ漁船の更なる増隻は、直ち

にモラトリアム（中止）とするよう勧告」していることを認識し、
マグロ資源の保存とその合理的利用について、主導的役割を果たすことを決意し、
マグロ各ＲＦＭＯとの全面的協力により、資源の保存措置の効果的な適用を通じて、更にマグ

ロ資源の最適かつ持続的な利用に貢献することを決意し、
マグロ類地域漁業管理機関合同会議が、全世界のマグロ漁獲能力を現在の水準以上に増加させ

ないことを確保するために必要な措置を、採択するよう要請する。

共同宣言を紹介する人見事業部長

No.２２OPRTニュースレター ５

神戸マグロ会議特集

ままぐぐろろ漁漁獲獲能能力力制制限限をを！！
ＷＴＰＯ／ＯＰＲＴ 共同宣言

ＷＴＰＯ／ＯＰＲＴ共同宣言関連

過剰漁獲能力抑制へ

ＯＰＲＴが遠水研で訴え

マグロ漁獲能力制限に関するＷＴＰＯ／ＯＰＲＴ共同宣言
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取り組むべき事世界に発信

──神戸会議は世界にどんなメッ
セージを出しましたか。
宮原 世界の海でマグロ類の資源
がほぼ満限に使われ、その資源を将
来も持続的に利用していくためには
いくつかの課題があることを世界が
認識した思う。「行動方針」は今後
取り組まなければならないことを世
界に向けて発信した。

マグロ資源管理変えるきっかけに

──これまでも各海域での資源管
理は行われていたが。
宮原 各地域資源管理機関だけで

はどうしても内向きの議論となりが
ちだ。加盟国のエゴも強く働き問題
を先送りしてしまうケースも多い。
しかし、今回の神戸会議では、５機
関が一堂に会する合同会議の定期開
催や、各機関の資源管理への取り組
みを客観的に評価するパフォーマン
スレビューも決まり、自ずと各機関
のモチベーションは上がるはずだ。
マグロ類の資源管理を変えていくき
っかけになるだろう。

旗国主体から国際機関主体の
管理の時代に

──５つの機関が集まったことで
見えた共通の課題は。
宮原 内包する大きな３つの命題
が明らかになった。１つは途上国の
発展の権利を確保しながら日本のよ
うに伝統的な漁業国の権益との調整
をどう図るかの問題。会議でもこの

問題についてはさまざまな場面で出
てきた。２つ目は、これまでの旗国
依存の管理から国を超えた管理への
展開。国を超えて企業活動や投資が
動いている中で、義務を逃れて大規
模なマグロ漁業が営まれている実態
がある中、旗国だけに依存する管理
では限界が見えてきたということ
だ。すでにＩＣＣＡＴは、運搬船の
オブザーバー乗船などで、国ではな
く国際機関が主体となった管理に動
き出しているが、今後こうした傾向
は強まっていくだろう。３つ目は、
利害が対立している巻網と延縄の問
題。加工向けと刺身向けという見方
もできるが、最近では巻網物も刺身
向けに使われるようになり構図はさ
らに複雑化している。欧州・ラ米中
心に発展してきた巻網と日本や台湾
など巻網も持ちながら延縄も行うこ
の対立構図は複雑で根は深い。

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）と水産庁はこのほど、大洋
エーアンドエフ（ＴＡＦＣＯ）の協
力を得て、ウミガメの混獲防止に有
効な「ねむり針（サークルフック＝
ウミガメが飲み込んでも外れやすい
針）」を使ったマグロの釣り上げ実験
を行いました。実験では３７尾のマ
グロにねむり針が使用され、釣れ具
合は通常使用する針に遜色がないこ
とが確認されました。水産庁は「ウ
ミガメの混獲に有効なねむり針が、
マグロの釣り上げにおいても通常の
針と遜色がないことがわかった。こ
の意味は大きい」と話しています。
現在、マグロ延縄漁業は鳥やウミ
ガメなどの混獲対策が求められてお
り、日本も「ウミガメの混獲削減を
推進することはマグロ延縄操業の存

続維持に不可欠」との立場から混獲
対策に積極的な取り組みを進めてい
ます。ねむり針は、ウミガメが飲み
込んでも傷つけずに取り出せる針
で、通常の釣り針に比べ針先がやや
内側に曲がっているのが特徴です。
すでにウミガメの混獲防止に役立つ
針として有効性が確認され、米国な
どでも普及していま
す。
実験は、ウミガメ混
獲削減に有効なねむり
針が延縄操業でマグロ
釣り上げにどのような
影響があるかを目的に
行われました。養殖マ
グロの釣り上げを一本
釣りで行う沖縄・本部
のＴＡＦＣＯ沖縄事業

所が実験場となり、通常の針と比較
してどれだけマグロが釣りやすい
か、また釣りこぼしてしまうかにつ
いて調べました。実験では、ねむり
針と通常の針とマグロの釣れ方に大
きな違いはなく、逆に「釣り落とし
にくい」との声がありました。
今回の実験でねむり針は、実はマ
グロの釣り上げにも適していること
がわかり、今後ウミガメの混獲を減
らす手段としてマグロ漁業者への普
及が期待されています。

神戸マグロ会議で議長を務め
た水産庁の宮原正典課長。神戸
会議の意味、そして今後を聞い
た。

No.２２OPRTニュースレター６

神戸マグロ会議で見えたこと
宮原議長に聞いた （水産経済新聞記事より抜粋掲載）

ママググロロ資資源源管管理理をを変変ええるる会会議議にに３つの命題明確化

ウミガメ混獲対策!ねむり針"はマグロ釣り上げにも有効
ＯＰＲＴと水産庁が実証実験実施



ママママママママママママママママママママママママママママググググググググググググググググググググググググググググロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロああああああああああああああああああああああああああああ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれここここここここここここここここここここここここここここ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ

大西洋のクロマグロの漁業規制
が強化された。２００６年末のＩＣＣ
ＡＴ（大西洋のまぐろ類の資源管
理を行う国際機関）の年次会議で、
地中海を含む東側（資源管理のた
め大西洋の中央で東西に２個の資
源を別々に管理している）の資源
について、許容漁獲量（ＴＡＣ）
を４年かけて２割減少させ、主要
漁業について半年程度の禁漁期を
もうけること、一部漁業を除いて
３０キロ以下の小型魚の漁獲の禁止
等が決定された。しかしながら、
ＩＣＣＡＴの科学委員会の勧告で
は、ＴＡＣは２００７年から約５割減
であったから、科学的に見れば、
削減は極めて不
十分である。大
西洋の東側クロ
マグロの規制
は、この１０年程、
ＩＣＣＡＴでは
大きな論議とな
ってきたが、そ
れ以前は種々の
問題点を抱えながら、論議の俎上
にあがることはそれほど無かっ
た。それでは、近年東側クロマグ
ロに焦点が当てられてきた原因は
何であるかについて、触れてみた
い。

一時!東西分理論"優勢に
大西洋のクロマグロ資源は、資
源が１個なのかそれとも東西で２
個あるのかを巡っていまだに科学
論争が続いており、これに加盟国
の行政的思惑が絡んで、資源構造
に関する考え方が歴史的に変遷し
てきている。研究初期の１９７０年代
中ごろまでは、１個の資源と見る
考え方が優勢であった。これは、
標識放流結果からクロマグロが大
西洋を東西に回遊していること
（渡洋回遊）が大きな根拠となっ
ている。ところが、米加沿岸域を
中心とする西側海域の資源状態が

急速に悪化し始めると、米国は自
国の周りの資源（西側クロマグロ）
は東側と切り離して規制をするよ
うに主張しだした。当時の漁業が
大西洋の東西に偏在していたこ
と、また、クロマグロの渡洋回遊
は限られているという現在の知見
からみると誤った科学情報をその
当時の科学委員会が本委員会に与
えてしまったこと、ヨーロッパ諸
国は厳しい規制に反対であること
などもあり、とにかく西側だけ外
して資源管理をするようになって
きた。当時の言葉で言うところの
“東西分理論”である。私他少数
の研究者は、広域をカバーして操

業している延縄漁業の解析等か
ら、東西のクロマグロの交流はも
っと高く個別の管理には合理性が
ないと反論し続けてきたのである
が、全体的な意見にはならなかっ
た。

一転!東西交流論"判明
ところが、その後、米国などが
西側クロマグロの厳しい漁獲規制
を続けてもその資源状態の回復が
思わしくないのは実は東西交流が
もっと盛んで、ほとんど野放しで
クロマグロを捕り続けている地中
海を中心とする東側漁業のせいで
あると言い出した。これは長期に
わたり実際の回遊経路が詳細にわ
かる記録型標識の使用によりここ
１０年ぐらいで、東西交流がかな
り頻繁にあると判明したからであ
る。我々に言わせば、そんなこと
は記録型標識の使用をする前から

推論されていたことであるが、実
証的事実とまでは行かなかったの
で評価されなかった。ちなみに、
記録型標識で明らかにされたクロ
マグロの回遊経路と回遊タイミン
グは延縄漁業の解析から我々が推
定したものと驚くほど類似してい
る。

東クロマグロがクローズアップ

米国は当初は、１９９０年ぐらいか
ら北太平洋中央部で日本が新たに
開発し漁場で取られるクロマグロ
（資源解析では東側クロマグロと
して計算される）が西側クロマグ
ロであるとして、これを規制しよ
うと意図したが、蓄養などで地中
海のクロマグロの漁獲が伸びる
と、このなかにも西側のクロマグ
ロが漁獲されているとして、ヨー
ロッパ諸国を非難し始めた。

“東西融合論”
に戻ったわけで
ある。これが最
近地中海を中心
とする東側クロ
マグロがクロー
ズアップされる
ようになった概
略の経緯であ

る。

漁獲規制、米が沿岸も

実際のところ、東西交流がどの
程度あるか具体的な数値はデータ
不足で、いまだに不明であるし、
資源が１つか２つかも確定してい
ない。科学委員会は一貫してクロ
マグロ調査のための予算をＩＣＣ
ＡＴとして支出するよう要求して
いるが、実質的な予算はほとんど
組まれていない。統計改善を含む
科学的知見の集積を図ることが急
務であり必須ではあるが、それに
は、金と時間がかかる。私は一貫
して、現実的な有効な方策として、
産卵期における漁獲規制の一層の
強化が必要であると主張してき
た。これは単に地中海だけでなく、
今回見送られた米加の沿岸海域に
も拡大されるべきである。

No.２２OPRTニュースレター ７

産産卵卵期期のの漁漁獲獲規規制制不不可可欠欠

鈴 木 治 郎

第
３
回科科学学者者のの目目

大大西西洋洋ののククロロママググロロ資資源源管管理理ににつついいてて
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遠洋マグロ漁船を下りて２３年。マ
グロ漁師料理店を開き、魚市場でマ
グロを買い付け、料理してきた。近
頃おいしいマグロが少なくなってき
ている。やせて脂がない。せっかく
いいマグロにも傷や染みがある。マ
グロ資源に問題が生じていることを
実感する。
日本の遠洋マグロ船は、上質のマ
グロを求めて地球の隅々まで漁場を
開拓してきた。北洋のアイスランド
沖、カナダ沖から地中海、インド洋、
南極海まで。資源の減少を考慮して、
自主的に減船もした。その日本の遠
洋マグロ船が相次いで倒産した。最
後の日本の遠洋漁業。何とか維持し
て欲しい。
国際資源管理機関はマグロ資源を
守るため、漁獲規制を強めてきた。
このほど神戸市で五つの機関が初め
て合同会議を開いた。残念ながら、
採択された行動方針はまだまだ不十
分なものだと言わざるを得ない。

資源より商売
資源へのダメージが特に大きいの
は大型巻き網船だ。ヘリコプターで
魚群を探査し、未成魚まで巻き網で
一網打尽に捕る。一方、マグロにえ
さを与えて太らせた畜養マグロが急
増している。
神戸の合同会議で日本は世界の巻
き網船の規制を主張したが、受け入
れられなかった。また、畜養マグロ
の生産については、行動方針に「監
視の促進」がうたわれたが、具体策
は見えない。

需給に悪循環
需要が増え、供給を満たそうとす
れば、本来の漁期前のやせたマグロ
にまで手を出し、安く買いたたかれ、
採算を取るために量で稼ごうと乱獲
する。こんな悪循環を断ち切らねば
ならない。
安いマグロを追い求めれば、いつ

かマグロ漁業は崩壊するだろう。漁
獲規制を強化した結果、供給が減少、
ある程度マグロの値段が上がって適
正価格が守られれば、消費が落ち込
むかもしれないが、マグロを大事に
食べるようになるはずだ。
マグロを刺身で食べるのは、日本
固有の食文化である。マグロはとて
も繊細な魚であり、刺身の微妙な味
の違いがわかる日本人でなければ丁
寧に扱えない。マグロ漁船に乗り、
現場を見てきた私の実感だ。
今、日本の遠洋マグロ漁船は生き
残りの正念場にあり、生産者の努力
だけでは限界に来ている。マグロ資
源とマグロ漁文化を次世代に継承し
ていくには、捕る人、買う人、食べ
る人が一丸となって考えていくこと
が必要ではないだろうか。
消費する前に、日本の漁師たちが
いかに厳しい状況にあるか、そのマ
グロがどこから来たのかを知ってほ
しい。

１月２９日から東京で開かれていた
大西洋マグロ類保存国際委員会（Ｉ
ＣＣＡＴ）の中間会合は１月３１日、
地中海を含む東大西洋クロマグロの
国別割当を決めた。
採決は投票で行われ、トルコ、リ
ビア以外の賛成多数で決定した。日
本など既存漁業国の各国漁獲枠は、
段階的に２０１０年までに２３％削減する
ことになった。日本は、２００６年の２８
３０"から今年は２５１６"となる。
今回決まった国別割当は、前回枠
を決めた段階で加盟していなかった
新規加盟国５ヵ国（キプロス、マル
タ、シリア、トルコ、ノルウェー）
にも枠を配分、総枠が２０１０年までに
２０％削減する中で、既存の漁業国の
国別枠は、総枠の削減分と新規配分
枠の分を含めた一律２３％を削減する
ことになった。

トルコ産リビア産の輸入自粛呼びかけ
水産庁が商社などへ

水産庁は２日、大西洋類マグロ類
保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）の中
間会合の国別割り当てについてマグ
ロの輸入業者などに対して説明会を
開き、ＩＣＣＡＴで異議申し立てを
行い、実質的に枠に縛られない操業
が可能となったトルコ産およびリビ

ア産蓄養マグロの輸入自粛の呼びか
けを行った。
宮原正典水産庁資源管理部沿岸沖
合課長は、リビアの漁獲報告は不明
瞭な点が多く、信用できない。もし
リビア産の原魚を取引せざるを得な
い場合は水産庁に相談して欲しい」
と述べた。トルコ産原魚については
今後詳細な特別な書類が必要になる
と思う」と話していた。

全米熱帯マグロ類委員会（ＩＡＴ
ＴＣ）の特別会合が５日から９日ま
で米国ラホヤで開かれ、６月に開か
れる年次会合で小型魚の漁獲削減措
置の合意を目指すことで一致した。
協議では、巻網漁船への休漁期間の
延長や浮物付操業（ＦＡＤｓ）の禁
漁、漁獲量や操業回収の制限などを
検討する。

そのほか、混獲対策として、海鳥
やウミガメの混獲回避措置の検討、
データの改善などを委員会に勧告す
ることになった。

ＩＩＡＡＴＴＴＴＣＣ海海域域のの概概要要

ＩＡＴＴＣ海域は西経漁場を含む
海域として日本にとって重要な水
域。ＩＡＴＴＣの統計によると、東
部太平洋の２００４年の漁獲状況は、メ
バチ１０万７９８２#（うち日本１万８５０９
#）、キハダ２８万５４３４#（同６４５０#）。
日本は同海域で延縄船１００～１４０隻が
操業している。

編 集 後 記 ステージでマグロをさばきながらロックを歌う。ＤＶＤを見て、驚いた。組み合わせの不自然さは
全く無い。マグロ・マグロ・マグロの連呼の熱唱。一度で惹きつけられた。バンド「漁港」リーダ

ーの森田釣竿船長。インタビューさせていただき、もっと驚いた。いや参りました。本物の日本人の魂と魚屋の根性に。
これからも頑張ろうという気持ちになる。（原田）
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