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日本のマグロ漁業への思い
──いまの日本のマグロ延縄漁業
をどう思いますか。
須田 正直、ここまで衰退すると
は夢にも思いませんでした。衰退の
背景は根が深く、まさに日本の近代
化の裏返しで、日本型悪循環に陥っ
てしまったのだと思います。日本型
悪循環とは、経済発展とともに巨大
化した日本の刺身マグロ市場に輸入
マグロが流れ込み、その結果マグロ
の価格は下落したが、それでも輸入
は止まらず自国の生産力低下を招い
た一連の流れのこと。日本のマグロ
延縄漁業者は「巨大な輸入マーケッ
トを持つ先進国の漁業者」となって
悪循環に喘ぐことになってしまいま
した。
──日本はマグロ漁業を続けられ
ますか。
須田 それは続けてもらいたいし
続けなくてはいけない。日本の刺身
マグロを食べる食文化は日本人が守
るべき。マグロに２５年間かかわって
きて、引退したいまもマグロについ
て口をだすのはそうした思いが強い
からです。
──須田さんは資源研究がご専門
だそうですが、実はマグロの増養殖
には最初から深く関わられてきたそ
うですね。

須田 ことの起こりは１９６０年代後
半。ちょうど私が遠洋水産研究所の
浮魚資源部長だった時に、水産庁か
らマグロの種苗生産技術を促進せよ
と要請がありました。世界では海洋
法を作ろうという動きがあり、水産
庁も「国際的な資源管理の時代が遠
からず来る。マグロ資源の争奪前に
マグロ資源のパイを少しでも大きく
したい」という思いからです。この
時、日本では船を増やしてもマグロ
の漁獲が頭打ちになることを経験
し、「資源には限界がある」という
ことを身をもって教えられた時であ
りました。
──それがマグロの増養殖の始ま
りですか。
須田 研究所の中ではマグロの人
工種苗の話はしていました。ただ、
それは、資源を増やそうという目的
ではなく、クロマグロの回遊や加入
量を調べるための標識放流に人工種
苗を使えないかという発想からでし
た。ただ、正直言ってマグロをイケ
スで飼うことなど不可能と当時はみ
んな思っていました。ましてや、「種
苗生産なんてできっこない」と。水
産庁が１９７０年から３年間の事業を組
みましたが、わたしたちは３年間で
魚が飼えるようにできれば上出来と
いった考えで取り組んだのを覚えて
います。

──３年間の事業はどうでした
か。
須田 当初、親マグロが飼えれば
上出来という考えでスタートしたの
ですが、３年の終わりにはヨコワ（幼
魚）がイケスで飼えそうだというこ
とが見えてきた。３年間で確かな手
応えを感じたのを覚えています。
──そこから養殖の発想が本格化
したのですか。
須田 飼えることが解かると西日
本の自治体は色めきだちました。マ
グロ養殖が夢でなくなったわけで
す。本来、種苗生産を目的に始まっ
た取り組みが、このころから養殖が
注目されるようになり、種苗生産技
術を後回しにして養殖技術の実績が
重ねられていきました。マグロ養殖
は種苗生産技術開発の“申し子”だ
ったのです。

（２面につづく）

２５年間、研究者としてマグロと向き合ってきた。８２歳になった今
も、自分が取り組んできた研究の成果を検証しながら、マグロを巡
る将来の取り組みに警鐘をならすことも忘れない。蓄養マグロが始
まった意外なきっかけ、これからの刺身マグロ市場国・日本の役割
などについて、元遠洋水産研究所浮魚資源部長・養殖研究所長の須
田明氏に聞いた。 （インタビュー・浮須雅樹）
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天然と蓄養殖、双方の長所を!
須須田田明明博博士士にに聞聞くく～～ママググロロ蓄蓄養養殖殖漁漁業業のの始始ままりり等等



（１面からつづく）
──その動きに須田さんはどう感
じましたか。
須田 正直、これ程まで予想して
いませんでしたね。天然の資源のパ
イを増やそうと始まった取り組み
が、かくも強烈に養殖に向かうとは
思っていませんでした。しかも養殖
技術は目に見えて進むのに、マグロ
は卵をなかなか産んでくれず、最近
まで種苗生産技術は進まない状態が
続きました。しかし、この間、近畿大
学が孤軍奮闘、研究を継続し、決して
研究材料が十分でない中、完全飼育
を実現してくれました。また、近畿大
学の努力が無かったら、日本の種苗
生産技術開は２０年遅れていました。

蓄養マグロ発展を促したのは？
──マグロの養殖は蓄養という形
で飛躍的に実用化されたのですが、
その背景には何があったのですか。
須田 最初、豪州でミナミマグロ
の蓄養がスタートしたのですが、あ
れは、そもそもマグロ漁業を過激な
環境保護活動から守るためのものだ
ったのです。
──どういうことですか。
須田 １９８０年代後半、グリンピー
スがカリフォルニアでイルカを混獲
する巻網漁業を問題視し、やがて米
国カリフォルニアの船団は壊滅しま
した。それは日本にとっても衝撃で
した。対岸の火事では無いと。なん
らかの対策が必要だったわけです。
その時、缶詰用にミナミマグロを獲
っていた豪州のマグロ漁業は瀕死の
状態。環境団体に対し世界の漁業者
が団結する必要がある時に豪州の漁
業がつぶれては困ると、日本も必死
です。そこで当時確立され始めたマ
グロをイケスで飼う技術を日本が豪
州に提供したのです。また、日本とし
ては、豪州の２００カイリ内にある日
本のマグロ漁船の漁場確保に結びつ
けられるとの想いもあったのです。
そこにマグロをイケスまで網で運び
いれる豪州の技術が加わり、ある程
度の大きさのマグロを短期間養殖し
出荷する蓄養マグロが生まれ一気に
成功しました。豪州で蓄養に取り組
んだのはクロアチア、イタリーの出
身者だったこともあり、たちまち豪
州の技術は地中海に広がりました。
──豪州の漁業を救うためにやっ
たことが結果的に短期蓄養を産んだ
と。
須田 これも結果的には大きな計
算違いになりました。蓄養マグロが
ブームになって日本に輸出され、日

本のマグロ漁業を苦しめたとき、僕
の立場は本当に辛かった。ただ、蓄
養のスタートはグリンピースとの戦
争だったことを忘れないでほしい。
しかも、バブル期の日本の市場が考
えられないような高値を蓄養マグロ
につけたことが生産に火を付けてし
まいました。いまも私自身、短期蓄
養については忸怩（じくじ）たる思
いがあります。
──いま、日本ではマグロ養殖が
盛んになってきていますが。
須田 健全に成長して欲しいと願
う一方で、心配があります。もし養
殖用のヨコワを更に大量に獲るよう
なことがあるとすれば警鐘を鳴らし
たい。私が計算して見ところ、天然
魚と養殖魚の加入量あたり生産量に
は、差がありすぎるように感じます。
養殖魚の生残率の大きさに対し天然
魚で想定されている生残率があまり
に低い。この点は、検討すべきだが、
加入量を過大に見積もっている可能
性もでてきます。そうなると、日本
型のマグロ養殖のために漁獲してい
るヨコワの資源に対する影響をもっ
と大きく評価しないといけません。
ヨコワを獲りすぎる可能性があるこ
とを考えてほしい。遅かれ早かれヨ
コワにはクオーター（漁獲枠）を設
定しないといけません。そして、ヨ
コワを原魚とする養殖は、このクオ
ーターの枠内でやるべきです。

マグロ資源のために人工種苗不可欠
──そこで人工種苗が必要だと。
須田 人工種苗には非常に期待し
ています。４０年前にスタートした本
来の目的をいまこそ達成する時で
す。マグロ資源のパイを増やすため
にも人工種苗生産は不可欠です。
──人工種苗生産は、天然魚の種
苗にとってもプラスになりますか。
須田 人工種苗は天然資源とは別
の資源です。新しい資源を作り出す
ことを意味します。天然資源のよう
に資源管理の影響を受けません。ク
ロマグロのように日本のマーケット
が大きいと、天然資源の生産量を需
要が上回る可能性があります。その
時に乱獲を起こさないで、天然資源
の生産量と需要のギャップを埋めて
マグロを供給できるのが人工種苗に
よる養殖だと思います。
──日本のマグロ漁業を残したい
と言っていましたが、人工種苗がで
き養殖が確立すると天然マグロは必
要ないということになりませんか。
須田 それはないと思います。養
殖できる量はしれています。日本の

マーケットが求める４０万!の刺身マ
グロにはメバチがあり、カジキがあ
り、赤身がありバラエティーに富ん
でいます。しかも、養殖はどれだけ
がんばってもこんなに作れないはず
です。なぜかと言えば、人工種苗を
作る際に、どうしても子供の時に活
きエサが必要になる。それを供給す
るにはものすごい施設がいる。それ
は現実的に難しい。養殖でなんでも
できるというのは妄想です。
──蓄養マグロの価格に天然マグ
ロがひっぱられることは。
須田 新しい技術ができた時はど
こかで悲劇は起こります。しかしわ
たしは、天然は天然の良さがあり、
養殖と同じにはならないと思いま
す。養殖を恐れるより、鮮度を保っ
て天然マグロの長所をいかす流通の
仕方を考えるべきです。養殖マグロ
も、もっと肉質の改善をすすめない
といけない。天然も養殖もそれぞれ
の良さをいかした流通というのを構
築していけば良いと思います。それ
に、なによりも天然マグロは大事に
管理すればちゃんと再生産してくれ
ます。資源管理と漁業の活性化の大
切さはこれからも変わりません。
──これからの市場国日本の役割
は。
須田 天然マグロ資源を大事にし
マグロ漁業を活性化させることは市
場を持つ日本の責務です。そしてそ
のためにも違法なマグロを輸入しな
いことが大事。そして需要が天然マ
グロの生産力をオーバーする場合
に、資源に影響を及ぼさない方法で
生産するしかない。それは人工種苗
を使った養殖しかありません。この
２つを日本としては力をいれていか
なければいけないし、日本の責務だ
と思います。
──ＯＰＲＴへの期待は。
須田 日本は巨大なマグロ市場を
持ちながら、そこに流通する魚をあ
まりウオッチしてこなかったと思い
ます。日本は漁獲量では世界のメジ
ャーでなくなるかもしれませんが、
世界の大市場であることには変わり
ません。市場国として市場をしっか
り監視するのが日本の責任です。市
場に足を踏み入れた管理を日本はも
っと工夫しないといけないと思いま
す。わたしはＯＰＲＴがその役割を
担うべきだと思います。消費者団体
といっしょになってウオッチしてほ
しい。違法なマグロの見分け、食の
安全についてもウオッチしなければ
いけない。ＯＰＲＴにはそうした役
割を期待します。
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北太平洋のマグロ類資源管理を検
討するＷＣＰＦＣ（中西部太平洋ま
ぐろ類委員会）北委員会が、９月９
日から１１日まで、東京で開催された。
日本、韓国、中国、米国、カナダ、
台湾等が参加した。クロマグロにつ
いて、「漁業による死亡率をこれ以
上増やすべきでない」との資源評価
の結果を踏まえ、「各加盟国がクロ
マグロの漁獲努力をこれ以上増やさ

ないこと（特に０－３歳の小型漁）」
が合意された。（韓国のみが、国内関
係者との協議が必要とし、留保）。議
長を務めた宮原正典審議官は、「資源
評価に悪い結果は出ていないが、利
用が満限に達しており、とにかく、今
以上にクロマグロ資源に圧力をかけ
ないことが重要。東大西洋・地中海
の轍を踏まないよう、業者に広く今
回の決定内容を周知してゆく」と話
しており、太平洋クロマグロ資源の
管理が大きく一歩踏み出した形だ。

台湾区遠洋鮪延縄漁船魚類輸出業

同業公会（台湾同業公会）によれ
ば、９月１日に締め切られた台湾の
減船希望調査の結果は３１隻になっ
た。
台湾漁業署はＦＡＯ（国連食糧農
業機関）の「漁獲能力管理国際行動
計画」に沿って、遠洋漁業の漁獲能
力削減と国内漁業構造の調整を目的
に減船計画を発表、減船希望者を募
集していた。（３１隻の内訳：インド
洋ビンナガ船１４隻、インド洋超低温
船１隻、太平洋ビンナガ船６隻、大
西洋ビンナガ船１０隻。）
台湾は２００５年から２００７年までの３
年間で１８３隻のマグロ延縄漁船を減
船、現在３９２隻。日本への冷凍マグ
ロの輸出、昨年（０７年）は５６千!に
急減。（参考：近年の対日輸出量０５
年１２２千!、０６年７６千!）

皆さんはまぐろの親の数が減っ
てくると、それから生まれてくる
子供の数も減ると思うでしょう
ね？と持って回った言い方をした
のは、親が減れば子供も減るとい
うのは、まぐろ類の場合、むしろ
稀なケースであることを知ってほ
しかったからである。もちろん、
親が全くいなくなると、子供が生
まれてこないことは確かですが。
まぐろの場合、親魚の数が８０％も
減っても、子供の数は平均的には
殆ど変わらないことが多い。例外
は乱獲の激しいミナミマグロで、
親魚の量も子供の量も減少してい
る。どうして親
が減っても子供
が減らないのだ
ろうか？ 理由
は、未だに良く
わかっていな
い。
しかし、この
現象を説明する
仮説はある。有力な仮説は、孵化
後、数週間の稚魚の時代にいくつ
もの生き残りの難関があり、この
難関をどう乗り切るかにより子供
の量が決まるというものである。
産卵された卵の量（つまり親魚の
量に相当する）より産まれた卵が
どの位生き残るかが重要な鍵であ
るという説である。クロマグロで
は、孵化後１ヶ月を越えると死亡
率は、ぐんと低下するが、それま
でに、９９％以上の稚魚は死滅する。
どのような難関があるかと言う
と、まず、孵化後、稚魚は、最初
の餌である動物プランクトンにう

まく出会わないと全滅する。稚魚
は飢餓に弱く、十分な餌を取れな
いとすぐに死んでしまうのだ。次
に稚魚が成長して餌の好みが変わ
り、他の魚の稚魚を食べるように
なるが、その時もうまく餌に出く
わす事ができるかどうかで、生き
残り量が大きく変化する。まぐろ
の稚魚の姿を見ると、口の部分が
体の半分近くあり、鋭い歯と大き
な目をぎらつかせて、まさに鬼の
様に見える。こんな魚は、他には
ない。これだけを見ても、まぐろ
にとって、いかに餌を得る事が生
き残りに大事かと推察できる。仮

にものすごく沢山の親から多くの
稚魚が孵化しても、これらの幾つ
もある難関に遭遇して、その後生
き残る子供が、極めて少なくなる
場合があるかと思えば、一方、産
卵量が少ない時でも、これ等の難
関を運よく乗り越えて、大量の子
供が生き残る事もある。ほんのわ
ずかな生き残り率の変化がその
後、漁業の対象となる子供の量の
莫大な差となる。それで、子供の
まぐろの量は、年々大きく変動す
るものであり、親の量とは関係が
ないと言うわけである。
今年７月に日本で行われた、太

平洋クロマグロの資源評価会議
で、このクロマグロ資源が、良い
状態にあり、今後漁獲を増やさな
ければ、現在規模の漁獲量を継続
できる可能性が高いことが解っ
た。しかし、同時に、産卵する前
の小型魚の漁獲を減らせば、総漁
獲可能量は増加すると指摘されて
いる。ここで大事なのは、前述の
ように、まぐろは或る意味では、
“親がなくても子は育つ”のだか
ら、どんどん獲っても良い、とい
う事にはならないということであ
る。最新の資源評価では、過去５０
年ぐらいの漁業の歴史で観察され

た範囲では、親
の量とそれから
生まれてくる子
の量に関係がな
かったという事
だが、将来、親
魚が大幅に減っ
た時でも、次の
世代の子供の量

が減らないという保障はないし、
むしろ、減る可能性は増えるわけ
である。一度親も子供も減るよう
になると、厳しい漁獲制限をしな
いと、資源状態は急速に悪化する。
まぐろは長生きの魚だけに、回復
に１０年も２０年もかかるので、なん
としてもこの状態に陥る事は避け
なければならない。 少なくとも、
最低の水準の親魚量は確保する事
が、資源の持続的利用に適った獲
り方であるし、小型魚の大量漁獲
を減らす事も重要であろう。
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ママググロロ関関連連情情報報
ＷＣＰＦＣ

太平洋クロマグロ 漁獲努力量抑
制へ合意ーＷＣＰＦＣ北委員会

台 湾

政府減船に３１隻が希望
－マグロ延縄漁船

鈴 木 治 郎
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親がなくても子は育つ？ まぐろ類の親魚と子魚との関係
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今夏、遠洋延縄船による赤身マグ
ロ（メバチ・キハダ）の漁模様がか
なり低調だった。燃油高騰のあおり
で操業した船が少なかったにもかか
わらず、太平洋東部のチリ・ペルー
沖や大西洋において、１隻で１日当
たりに漁獲する量が１!にも満たな
い状況が続いた。
こういった場合、よく海面の表層
水温が上昇して、熱帯や亜熱帯域に
多く棲むメバチ・キハダが海の深部
に潜ったことなどを不漁の原因に挙
げることが多い。ただ業界の一部か
ら、水温が原因というより「米国や
欧州各国が保有する大規模巻網船団
の一網打尽操業による影響が深刻化
しているためではないか」と、指摘
する声も出ている。メバチ・キハダ
の資源保護は足踏み状態だが、「一刻
も早く取り組むべきだ」と警告する。
米国や欧州の大規模巻網船団は、
かつて多くが大西洋で操業してい
た。しかし、大西洋での漁模様が急
速に悪化した３年前から、米国船団
はチリ・ペルー沖、欧州船団はイン
ド洋沖に活躍の場を求めた。そのあ
と、「いくらもたたないうちに、両
海域から日本に送られてくるマグロ
の量は随分と減ったように思える」。
特にインド洋のキハダ、カツオの減
少は、昨今のタイ国・バンコクの国
際相場高騰に密接にかかわっている
と言われる。
日本は確かにマグロの消費量は多
く、世界的にみれば１位だ。しかし、
あたかも１００％近くを消費している
かのようにみられるが、消費量全体
に占める割合は実際には３分の１程
度。しかも中身をみると、マグロ類
では希少な本マグロ・ミナミマグロ
の消費が多いことが分かる。こちら
は、すでに資源量の悪化が顕著で、
国際的な規制が強化されている。

一方、多数を占める赤身のメバチ
・キハダは日本よりも海外で缶詰と
して消費される方が圧倒的に多い。
それも人の食料ではなく、日本に出
回る値段より高い価格、しかもペッ
トフードという形でかなり流通して
いる。
マグロの資源が急速に悪化してい
る原因に言及する時、ほとんどの場
合、!すべて日本が悪い"というよ
うな論調でヤリ玉に挙げられること
が多いが、マグロ全体にまで拡大し
た場合、それは一部に誤解を孕（は
ら）んでいる。「単純に数量で考え
るのならば」というただし書きがつ
くが、「海外の大規模巻網船団を取
り締まる方が先決」と、メバチ・キ
ハダの減少に悩む業界人は主張す
る。
さて国際社会では今、温暖化の防
止を謳（うた）った京都議定書の内
容に沿って、二酸化炭素排出削減に
向けた努力を続けている。ただ、す
でに議定書に定めた目標期間に入っ
たが、日本が自力で目標を達成する
のは絶望的だ。最近は排出量取引の
活用で帳尻を合わせようとする動き
が加速している。が、それでもかな
わない可能性が高い。
そもそも、京都議定書内に盛り込
まれた各国ごとの目標設定時、日本
はすでに欧州に外交上の駆け引き
で、遅れをとっていたという見方が
ある。基準年として設定した１９９０年
当時、日本は技術的にすでに一定の
環境対応が進んだ環境先進国だっ
た。対して、欧州諸国の環境技術の
普及度は低かった。その後、議定書
の骨子を定めた平成９年は、欧米で
急速に環境技術が拡大・普及し始め
た時期だった。京都議定書に盛り込
んだ目標は、何もしなくとも達成で
きる目算が立っていた。しかし、日

本は温暖化防止という大義名分に従
い、すでに十分、絞り込んだ体を、
さらにスリム化するよう要求され
た。欧州諸国の巧みな誘導によって
自らの状況を、見誤った面があった
のである。
言うなれば、水産におけるマグロ
の資源管理でも今、同じような状況
に陥りつつあると言えまいか。
本マグロ・ミナミマグロの規制は
すでに道筋はついた。しかし、メバ
チ・キハダ類の資源量悪化は、日本
ではなく、むしろ海外に責任の重き
を求めるのが筋。「それなのに、マ
グロとして一緒くたに日本に対して
原因を求める傾向が強い。そういう
方向性にきちんと反論しなくてはい
けない」。
昨今のメバチ・キハダの資源量悪
化に対し、日本は外国の巻網船団の
操業規制にもっと強い態度で臨むべ
きだろう。巻網はともすれば、稚魚
まで根こそぎ獲ってしまう、資源に
与える影響度が高い漁業。資源保護
の観点から、期間制限やトン数制限
などを一刻も早く設けるよう、提言
すべきだ。
それは「日本の国内漁業に関して
も同様」。現在、世界各地の漁業管理
機関でその動きが見えてはいるが、
次の一手がまだハッキリしない。消
費量実績という点に立って、日本は
もっと他国に対して強めの発言をし
ていい。
高度回遊性魚種であるマグロの資
源管理は、水産において世界全体と
して取り組むべき課題だ。だが、日
本はかつての環境政策で犯した失策
と同じようなミスを、赤身のメバチ
・キハダマグロで繰り返すべきでは
ない。
（水産経済新聞社編集局 八田大輔
記者）

編 集 後 記 最近、日本各地で「クロマグロ蓄養事業に参入」の報道を目にする機会が、頓に多くなった。過熱気
味の観がしないでも無い。太平洋のクロマグロの漁獲努力は、これ以上増やさないとの方向も決定し

ている中で、マグロ蓄養殖研究に長年取り組んできた須田先生のインタビューは、率直な語り口で、研究の発端から今後
のマグロ漁業の在り方にも及び、健全なマグロ産業の発展を願う多くの人々に有益な示唆を与えるものとなっていると思
います。久しぶりにお会いしたが、マグロ研究に関する情熱は些かも変わらず、脱帽。 （原田）
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日本は他国に対し強気の発言を
メバチ・キハダの漁業管理

海外の大規模まき網船団の抑制
（水産経済新聞記事／平成２０年９月８日）


