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──日かつ漁協として再出発した
１年はどうでしたか。
石川組合長 まず組織、体勢を固
めることに集中した１年だったと思
います。これからやっていけるのか
目途がついていない中で必死でし
た。それがようやく１年が経過し、
先を見通せるようになったところで
す。
──日かつ漁協は先日の総会で、
組合員（漁業者）に向けた７つのマ
ニフェスト（公約）を発表したそう
ですね。
石川組合長 ええ。この１年は組
合員のためにやるべきことをじっく
りできませんでしたから。何を優先
して実行すればいいかを明確に打ち
出したかった。組合の運営について
は目途がたったと言っても、カツオ
マグロ漁業生産者を取り巻く環境は
少しも改善されていません。組合が
やらなくてはいけないことは山積み
です。
──たとえば。
石川組合長 マニフェストの１つ
に、「マグロ資源管理機関の決定し
た管理措置に反する輸入規制措置導
入」を挙げました。なぜならば、マ
グロ資源が非常に減っているからで
す。明らかに釣れなくなっている。
マグロ資源があってこそのマグロ漁

業なのに、これから大丈夫なのか、
漁業者も非常に不安に思っていま
す。そこで私たちは、世界の関係国
が決めた資源管理に協力していま
す。正直言って、獲りすぎてしまっ
たこともあります。そのペナルティ
ーとして日本はミナミマグロの漁獲
枠を半分に減らしました。漁業者に
とってこれほど辛いことはありませ
んが、自分たちがしてしまったこと
を反省し、なによりもマグロ資源を
回復させたいという思いで歯を食い
しばっているのです。そのほか、ク
ロマグロをはじめ、さまざまな海域
でマグロ資源の漁獲規制が強化され
ています。いま我慢すれば資源が増
えてくるとの思いで、厳しい規制も
受け入れています。

資源を守るための輸入規制実施を
──規制の結果、資源の回復の兆
しは。
石川組合長 そこが問題です。日
本の漁業者などが厳しい規制を受け
入れて資源を増やそうと努力してい
る一方で、そんな取り組みを無視す
る国や漁業が後を絶ちません。そん
な国や漁業を規制しようとしても、
いろんな抵抗があり、規制が実施さ
れるまでに何年もかかります。
──いまの規制は十分な効果を発

揮していないと？
石川組合長 何より問題なのが、
規制の網をくぐって獲ったマグロが
まだ当たり前のように日本に輸入さ
れてきていることです。世界的に貿
易自由の流れがあるため、ルールを
無視して獲った疑いのあるマグロも
平気で日本に輸入されます。国ごと
に漁獲枠が決まっているマグロ類で
も、輸入の数字をみるとそれをはる
かに超えた数量が日本に入っている
場合が実際にあります。それがわか
っていても日本は止められない。勝
手に止めれば、貿易の自由に反する
と抗議されてしまうからです。おか
しいと思いませんか？私はそのこと
がどうしても納得できない。一方で
資源管理に必死に努力をしているの
に、一方では獲りすぎてもなんのお
咎めもない。それではマグロの資源
が回復するはずがありません。

（２面につづく）

カツオマグロ漁業の厳しい経営状態を反映して昨年３月解散した
「日本鰹鮪漁業協同組合連合会（日かつ連）」の後を受け、「日本か
つお・まぐろ漁業協同組合（日かつ漁協）」が誕生、１年が経過しま
した。この１年で船の数は大きく減りましたが、残った船は日本へ
カツオマグロの刺身を供給しようと、いま必死に前を向いた取り組
みを続けています。日かつ漁協の石川賢廣組合長に聞きました。

（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

日本の遠洋マグロ漁業が新たな一歩！
日日かかつつ漁漁協協 石石川川賢賢廣廣組組合合長長 消費者にも解って欲しい課題



（１面からつづく）
──そのために、輸入の規制を？
石川組合長 そうです。国際的に
その国の枠が決まっているマグロは
枠を超えて輸入されないようにすべ
きです。また、ちゃんと資源管理を
しているのかどうかわからない国か
らの輸入は、資源管理がしっかりで
きていることが確認されるまで輸入
を止めるべきです。いま世界中でマ
グロは消費されるようになっていま
すが、それでも日本は一番大きな市
場です。どの国も日本に買ってもら
いたい。その日本が毅然とした態度
を示さなければ、マグロ資源の回復
はありえません。日本が世界一のマ
グロの消費国である以上、資源に対
してもしっかり責任を果たすべきで
す。本来の枠を超えたマグロの輸入
を止めることは、もっともマグロを
食べる国としての責任を果たすこと
となり、資源の回復を早めることに
つながるはずです。

世界の巻網漁業に歯止めを
──マニフェストでは、巻網漁業
の問題も指摘しています。
石川組合長 外国の大型巻網の無
秩序な増加、大型化に歯止めをかけ
たいと思います。
──なぜですか。
巻網は、魚が浮魚礁などのものの
影に集まってくる習性を使って、集
まったマグロを網で一網打尽にする
漁法です。ただ、巻網がすべて悪い
と言っているのではありません。資
源が豊富なカツオなどを獲っている
だけなら何の問題もありませんが、
資源が減っているメバチマグロの幼
魚もたくさんいっしょに獲ってしま
うことが問題なのです。メバチ資源
はいまどの海域でも減少していま
す。なかなか回復していません。そ
の減少が止まらないのに、巻網は増
え続けて来たのです。巻網の影響は
少なくないはずです。しかし、規制
はなかなか導入されません。ヨーロ
ッパの国などは、「そんなことは関
係ない」という感じです。今年１月、
神戸で世界のまぐろ資源管理機関が
集まった会議が開かれましたが、そ
こでも巻網の問題が指摘されたにも
かかわらず、実際の規制はなかなか
進みません。
──どうすればいいのですか。
石川組合長 日本は延縄漁業と巻
網漁業の２つを持つ国です。だから
それぞれの立場を理解できる。だか
らこそ、日本がこの問題に率先して
取り組むべきです。まずすべきこと

は、巻網が小型のメバチマグロの漁
獲を減らすことです。網の入れ方を
工夫するだけでメバチマグロを一緒
に獲ってしまわなくても済むんで
す。その技術開発も日本が率先して
取り組まないといけない。これも日
本が責任を持って取り組むべき課題
です。公的調査研究船で早急にその
技術開発を実現してもらいたい。
──貿易の規制をはじめ、それが
実現されると日本で売られるマグロ
は高くなってしまうのでは、それを
消費者は理解してくれるでしょう
か。
石川組合長 日本人ほどマグロを
食べている国民はいません。マグロ
をこれからもずっと食べていきたい
と思っている人も多いと思います。
たしかに一時的に高くなることはあ
るかもしれませんが、それが資源を
守るためならばきっとわかってくれ
ると思います。ぜひ、責任ある国、
日本の国民としてマグロの資源管理
に協力していただきたいですね。

本当に美味しいマグロを届けたい
──消費者はこれからも美味しい
マグロが食べられますか？
石川組合長 最近スーパーなどの
売場をみると、「本当にいいマグロ
が少ないな」というのが実感です。
消費者がこんなマグロばかり食べさ
せられたらマグロ嫌いになってしま
うのではないかと心配しています。
それは、スーパーなどが品質より価
格を優先してきたために起きたこと
です。漁業者はプライドを持ってマ
グロを獲っているので、本当は一番
美味しいマグロを消費者に届けた
い。でも、とにかく安いマグロを要
求され、漁業者も質でなく量を優先
します。結果、美味しいマグロがス
ーパーに並びません。たしかに漁業
者も反省すべき点はあると思いま
す。しかし、漁業者以上にスーパー
や流通業者に反省してほしい。消費
者はただ安いマグロを求めているわ
けではないはずです。わたしたちも
これから本当に美味しいマグロを食
卓に届ける努力をしていきます。こ
れこそマグロ、マグロってこんなに
おいしかったの、と言われる高品質
のマグロを届けることに全力で取り
組みます。
──いま養殖マグロも増えていま
すね。
石川組合長 天然のマグロを漁獲
している立場からすれば、養殖マグ
ロの存在は脅威です。しかし、養殖
できるから天然魚はいらないと本当

に言ってしまっていいのでしょう
か。養殖は大量のイワシやサバなど
の餌を必要とし環境にも大きな負荷
をかけます。それに比べて天然魚は、
豊かな自然の海が育ててくれる安全
・安心なマグロです。天然マグロは
まさに自然の恵みなのです。天然が
だめなら養殖という安易な考えでは
なく、天然の資源を大切にして、ず
っと利用できるようにすることの方
が地球にとってもやさしいし、人間
にとってもいいはずです。みんなで
真剣にマグロ資源のことを考えれば
安全で安心な天然のマグロをずっと
ずっと利用できます。
──ＯＰＲＴには今後どんなこと
を期待していますか。
石川組合長 台湾ＦＯＣ漁船のス
クラップから始めて、ＩＵＵ（違法
・無報告・無規制）漁業の廃絶に大
きな役割を果たしてもらいました。
これからは、さらに名前の通り「責
任ある漁業」をリードする存在でい
てもらいたい。いま漁業者は必死で
前を向いてがんばっています。その
ことを消費者にもっと伝えてもら
い、マグロ資源を次の世代もずっと
利用できるような取り組みを率先し
て推進してもらいたいと思います。
ＯＰＲＴの責任は大きく、その活動
は大いに期待しています。

水産庁は６月２０日、巻網漁船に
よる沿岸のクロマグロ幼魚（ヨコ
ワ）の漁獲を自粛要請した。
水産庁が要請したのは日本遠洋
旋網漁業協同組合。遠旋組合によ
ると、ヨコワの漁獲自粛は初めて。
ただ、あくまでも自粛要請という
形と組合も受け止めており、組合
では「国内外でクロマグロの資源
管理が注目されている状況を十分
に念頭においてほしい、という要
請と受け止めている。組合員へ周
知した」と話している。
水産庁の宮原正典課長は「これ
でクロマグロを管理しようという
ものではない。日本周辺のクロマ
グロ保存管理措置については、年
度内をめどに検討することにして
いる」と述べた。
ヨコワは、国内での養殖の増加
などに伴い争奪戦が起きている。
水産庁もこうした状況が加熱しな
いよう要請したものと見られる。

No.２４OPRTニュースレター２
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ヨコワ漁獲自粛
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台台湾湾刺刺身身ママググロロ
ブブーームムはは本本物物!
７月初め、台湾の高雄市から車で
南へ約１時間にあるクロマグロの町、
東港を訪問した。
東港は、台湾の小型まぐろはえ縄
漁船約７００隻が年間１万尾の生鮮マグ
ロを水揚げするまぐろ漁業基地。ク
ロマグロの盛漁期は４月から６月、そ
れ以外の時期は、キハダ、メカジキ等
が水揚げされている。以前は、水揚げ
のほとんどが日本へ輸出されていた
が、台湾のライフスタイルの変化、日
本食嗜好の高まりにより刺身まぐろ
ブームが起きている。今では、ほぼ
全量が台湾国内で消費されている。
市場は、卸売市場だが、午後には
一般人に開放されている。市場内に
は、刺身マグロがその場で食べられ

る屋台が約３０軒。市場の周りにも４０
軒ほどのマグロ専門のレストランが
軒を並べており、人気を呼んでいる。
中には、食べるまでに１時間も待た
なければならない人気店もあるとの
こと。最近では、日本人観光客も増
えている。刺身マグロ用超低温冷蔵
庫の建設もはじまり、これから益々
発展しそうだ。

高雄市内外食店
今年オープンした東南アジア最大
のショッピングセンター「夢時代」
の一角にある冷凍まぐろはえ縄漁業
者が経営する寿司レストランを訪
問。にぎり寿司、鉄火丼、まぐろ刺
身等マグロメニューが中心。値段は、
にぎり寿司が一人前２００元（約８００円）
ちらし３００元（約１２００円）等とやや
高め。経営者によれば、消費者は、
刺身をスーパーで買う習慣はまだな
いが、レストランではよく食べるよ

うになってきているので、売上げが
伸びることを期待しているとのこと
であった。

台湾マグロ船減船
２００７年の減船計画で対象となった
大型マグロはえ縄漁船２３隻のうち２２
隻がすでに母港の前鎮漁港へ帰港
し、係船中であった。最後の１隻は、
２週間以内に帰港する予定。全船揃
ったところで、東港へ移され沈船魚
礁とされる予定。（ＯＰＲＴ 田端）

漁業批判続けた科学者
本年３月末に R.Myers（カナダ
のダルハウジー大学教授）が死去
した。２００３年にNature にマグロ
資源の全般的激減を指摘する論文
を発表して以来、色々と世間の注
目を浴びた人であった。私は一度
も会ったことはないが（だいぶ前
カナダでＩＣＣＡＴの資源評価の
会議があったときに出席していた
ようであるが、全く記憶に無い）、
２００３年の論文発表前に、この論文
のことで、メールで押し問答を繰
り返し、発表を
止めるように要
求したことがあ
る。発端は、こ
の論文に日本の
延縄のデータを
使わせてくれと
彼から依頼があ
り、事前に見せ
て、チェックするという条件つき
でＯＫしたことがあったが、彼か
ら連絡はなく、とっくに忘れてい
た。その後、知り合いから今度
Myers が論文を出すようだ、内容
は少し刺激的のようだなどとの情
報が入ったので、『すでにNature
で受理されているようだがなぜ事
前に見せない、ひどいじゃないか』
とメールし、やり取りが繰り返さ
れた。J.Hampton や J.Sibert 等のマ
グロ資源学者も巻き込んでのやり
取りとなったが、人の意見を全く
聞き入れない。Nature はどういう

基準でMyers の論文を受理したの
か理解に苦しんだが、あっという
間に公表となってしまった。その
後、予想したとおり、いくつかの
反論論文により、彼の論文は世界
のマグロ研究者の間では、全面的
に否定されている。私も、２００６年
の国連の会議で、Myers 論文の共
著者の B.Worms にこの論文につ
いて反論したことがある。

根底にある水産業への不信
Myers 一派の漁業批判は今も続
いており、全く衰える気配は無い。

その背後に過激な反漁業団体が控
えていることは良く知られてお
り、潤沢な資金を駆使して、漁業、
特に大規模漁業を批判し続けてい
る。表面的にはこれが、一連の動
きの原動力となっていることに間
違いは無い。
しかしながら、私は、その根底
に、水産業がなかなか解決できな
いでいる諸問題に対する彼らの批
判あるいは不信があると思ってい
る。卑近な例を最近のマグロ関係
の地域漁業管理機関の事例から見
てみよう。ＣＣＳＢＴ（ミナミマグ

ロ）におけるオーバークォーター
問題、ＩＣＣＡＴ（大西洋）におけ
るクロマグロ資源に対する科学委
員会の勧告をほぼ無視した甘い規
制の導入、ＩＯＴＣ（インド洋）、Ｉ
ＡＴＴＣ（東太平洋）、ＷＣＰＦＣ
（西太平洋）などにおける科学委
員会の勧告をひどく軽視したメバ
チの規制の不十分性、混獲生物保
全や、過剰な漁獲能力削減への取
り組みに対する対応の遅さ等々で
ある。各国の漁業の利害が対立し、
内輪もめもあり、問題解決の実効
性が上がらない。これを見て、こ

んな無責任な地
域漁業管理機関
に資源保全を任
せられないと彼
らは思っている
に違いない。こ
の点は、謙虚に
受け止め反省す
る必要がある。

漁業が資源状態を次々と悪化させ
るようであれば、漁業はむしろ有
害であるという極端な批判に堂々
と胸を張って反論することが困難
となる。さらには、漁業は人類生
存のために無くてはならないもの
であるという自明の理から一般社
会に説明をしなくてはいけなくな
るかもしれない。事実、彼らは、
漁業は無くてもよいと思っている
節がある。我々は、この自明の理
をそこなうような漁業側の信用の
失墜を今後許さず、自らを厳しく
律する気構えを持つべきである。

台湾にオープンした寿司レストラン

No.２４OPRTニュースレター ３

鈴 木 治 郎
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回科科学学者者のの目目

RR..MMyyeerrss のの訃訃報報にに思思ううこことと
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ＯＰＲＴは１９年度第一回セミナー
を５月３０日、東京赤坂の自転車会館
で開催しました。中央魚類の山田雅
之秘書課マネージャーが「日本の刺
身マグロ市場の動向～流通の最前線
から～データを読み解く～」をテー
マに講演しました。山田マネージャ
ーは、魚離れと言われる状況につい
て、「魚離れと言われる環境を変え
る努力と工夫が必要」と、具体的な
事例を挙げて説明しました。
山田マネージャーは、消費者の魚
離れについて「マクロ的に数字だけ
をみれば確かにそうかもしれない。
しかし、子供に給食で美味しい魚を
食べさせていない中で、魚が好きで
ない子供が増えるのは当然。主婦の
７割が魚をおろせないことも、スー

パーのパック売りなどの普及で、魚
を調理する機会が失われている事象
等に目を向けず、単純に『肉より割
高』『調理が面倒』『子供が好まない』
等を魚離れの理由に結びつけるのは
おかしい」と指摘。
さらに、「魚の消費全体は冷え込
んでいると言わざるを得ないが、地
域によっては消費が増えているとこ
ろもある。家計調査で見るとマグロ
購入量が平成１２年－１８年に増加した
のは１１都市で、宮崎１５５％、大津１４９
％、松山１３５％等が大きく増加して
いる。直近の１７年から１８年に増加し
た都市は１７にのぼる。こうした都市
に共通しているのはスーパーマーケ
ットの激戦区であること。安売りす
ればいい、というような店は消え、

懸命に工夫して売ろうとするスーパ
ーが多いところが魚消費を牽引して
いる。業界は、魚離れがおきている
と嘆いているのではなく、マグロも
トロ、だけではなく、栄養豊富な健
康食品としての赤身をもっと食べて
もらうように消費者に工夫し働きか
けるべき」と述べました。

東部太平洋のマグロ類を管理をす
る全米熱帯マグロ類委員会（ＩＡＴ
ＴＣ）の年次会合が６月２５日～２９日、
メキシコ・カンクンで開かれたが、
焦点となった２００８年以降のメバチ・
キハダの管理措置は合意に至らず、
特別会合で引き続き検討することに
なった。特別会合の日程は未定。
メバチ・キハダの管理措置が決ま
らなかったため、小型魚の混獲削減
対策も具体的な進展が無かった。

責任あるマグロ漁業への関心と
重要性の高まりへ対応！

ＯＰＲＴは５月３０日、１９年度通常
総会を開き、事業計画等を審議、決
定しました。冒頭、中須会長は「マ
グロをめぐる世界の動きに大きな変

化が見られる。資源が低下し、持続
的利用への関心が世界各国で高ま
り、刺身マグロのマーケットが日本
以外に拡大しつつある。またマグロ
漁業は燃油の高騰で操業経費が増加
し経営状況は厳しくなっている。こ
の様な中、釣り、延縄、巻網の各漁
法がどのように資源を過剰利用せず
に 漁獲していくのか、一方で、先
進国と開発途上国との資源配分の問

題等難題も抱えているが、国際的に
責任あるマグロ漁業への関心とその
重要性への認識も高まっている。Ｏ
ＰＲＴは財政的側面も含め事業運営
は大変厳しい状況にあるが、マグロ
資源の持続的利用を確保するため、
責任あるマグロ漁業の実現に今後も
努力したい」と挨拶しました。
ＯＰＲＴの会員数は１６団体。所属
船隻数は日かつ連の再編に伴う船の
減少や台湾の減船等の影響で減少
し、合計１１７６隻（昨年同期１３０５隻）
賛助会員数は、７０会員が新規加入し、
合計２５８会員（法人５４個人２０４）とな
りました。今年度は、!マグロ資源
状況と資源管理の動向の把握"ＩＵ
Ｕ漁業の防止と廃絶の推進#拡大し
続けている世界の大型巻網漁船の漁
獲能力抑制推進$天然冷凍刺身マグ
ロキャンペーンの実施等に取り組み
ます。
なお、総会の前日、２９日に国内外
の会員を集めた初の意見交換会を開
きました。マグロ延縄漁業をめぐる
環境が厳しさを増す中、責任あるマ
グロ漁業を推進するため、会員の連
携協力関係を促進することが目的。
３時間を越えて、活発な意見交換が
行われました。

６月１０日、秋葉原で初アルバムの披
露を兼ねた「漁港」のワンマンライブ
が開催。「鮪節」「鰹節」に加え、タコ、
タイ、サワラ等の全て魚をテーマにし
たロックが披露され、駆けつけた老若
男女約２５０名が大いに盛り上がった。
この日も、定番となった巨大なマグ
ロの頭が舞台に登場し、曲に合わせて
森田船長の鮮やかな包丁さばきで解体
され、ほほ肉等が観客に配られた。
森田船長はライブの中で、魚食のすばらしさを語り、食べ残しゼ
ロで大切に食べようと訴えた。また、観客に配られた漁港／ＯＰＲ
Ｔコラボパンフレットに触れ、ＯＰＲＴを紹介し、理解と支援を、
更に賛助会員への加入を呼びかけた。

編 集 後 記 昨年は、日かつ連が解散し、台湾が１６０隻も減船。日本へ刺身マグロを供給する主力が困難に直面
した。それぞれが、存続をかけて懸命な努力を続けている。このことを少しでも、知ってもらいた

い。その想いで、日本の遠洋マグロ漁業のリーダーとして、この一年、再編に身を挺してきた石川組合長にインタビュ
ーをお願いした。世界的にマグロ資源の過剰利用が進んでいる状況の下で、世界で最もマグロ資源の恩恵を受けている
日本が、石川組合長が言うように、率先して、資源管理にしっかりとした責任を果たす必要がある。漁獲枠を超えたマ
グロの輸入の規制は勿論だが、外国のスーパー巻網漁船の増加に示されるような過剰漁獲能力の抑制についても、日本
政府が国際社会に、なお一層積極的に働きかけて欲しい。 （原田）

解体したマグロのほほ肉を
掲げる森田船長
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!魚魚離離れれ"をを嘆嘆くくなな。。「「トトロロよよりり赤赤身身！！」」等等食食べべててももららうう工工夫夫がが大大切切
ＯＰＲＴセミナーで山田氏講演

東部太平洋（ＩＡＴＴＣ）

管理措置合意せず

ＯＰＲＴ総会

フィッシュロックバンド「漁港」
－新たな魚種のロックを披露－海の恵みに感謝！


