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――就任以前、ＯＰＲＴの印象は？

白白須須会会長長 日本発の国際的なＮＧ
Ｏ（非政府組織）ですね。マグロ資
源の乱獲を防止し、ルールを無視し
て操業するＩＵＵ（違法・無報告・無
規制）マグロ漁業の廃絶に取り組む
ことで、マグロ資源の持続的な利用
を可能とする取り組みを推進するだ
けでなく、消費者までも巻きこみ、
日本の伝統的マグロ食文化の普及、
推進を果たそうという理念はすばら
しいと思っていました。いま日本の
マグロ漁業は厳しいですが、刺身用
にマグロを獲る延縄漁業のパイオニ
アで、世界最大の市場国である日本
だからこそできる活動であると思い
ます。

民間レベルで政府後押し

――実際、会長に就任されて見え
てきたことは。

白白須須会会長長 ＯＰＲＴは、世界にあ

るマグロ延縄漁船の９割、９カ国のマ
グロ漁業団体が加盟しています。ひ
とつの漁法でここまで世界的にカバ
ーしている組織は他にないのではな
いでしょうか。それもただ加入する
だけではありません。マグロ資源の
持続的利用のために、むやみに隻数
を増やさないなど、約束事をきっち
り取り交わしています。これは、日
本をはじめ世界のマグロ延縄漁業者
が健全なマグロ資源の維持、漁業や
市場の健全な育成を真剣に考えてい
る現れであり、民間の自主的な組織
としてその意義の大きさをあらため
て実感しています。国際的なマグロ
資源管理に向けた交渉などは政府が
行っていますが、政府間で何か決め
ようとする場合、各国の利害の調整
を含め非常に時間がかかるのが実情
です。政府だけに依存するのではな
く、獲る人、そして食べる人が本気
になってマグロのことを考えること
が非常に重要であり、政府の取り組
みを後押しすることになります。マ

グロ資源を健全に維持し、漁業を存
続させて、将来もずっとマグロを食
べていくためにも、ＯＰＲＴの活動
は非常に重要です。

――サポーターである賛助会員も
ずいぶん増えているそうですね。

白白須須会会長長 ええ、現在５００人を超
えました。大きなＰＲ活動はしてい
ないのですが、口コミで広がって大
きな支援をいただいています。日本
は、かつて５０万トンを超える刺身マ
グロ市場がありましたが、平成１９年
には４０万トンを割り、昨２１年には３０
万トンを下回っています。

（２面につづく）

中須会長の後任として、昨年９月に責任あるまぐろ漁業推進機構

（ＯＰＲＴ）の新会長に選任された白須敏朗氏。生産者から貿易・

流通・消費者の団体まで加盟するＯＰＲＴを、日本のオール水産の

代表的存在である大日本水産会会長という立場で支援し、さらなる

活動の推進役を担う。ＯＰＲＴの会長になるならばと、さっそく自

ら厨房に立ちマグロの美味しい食べ方に挑戦するなど!実践派"の
白須新会長に、ＯＰＲＴの活動に対する思いとこれからの抱負を聞

いてみた。 （インタビュー・浮須雅樹）

Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries

No.３９ニュースレター ２０１０年１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

実践主義でＯＰＲＴの活動を推進
白白須須敏敏朗朗ＯＯＰＰＲＲＴＴ新新会会長長
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（１面からつづく）
巷でマグロが見られなくなること
はないのですが、マグロ資源の悪化
や規制の強化などがマスコミを通じ
て報道されることで、マグロに対す
る消費者の危機感も募っているのか
もしれません。賛助会員の増加はそ
うした消費者の思いを反映している
ようにも思います。ＯＰＲＴとして
は、こうしたサポーターの方々の思
いをしっかり受け止めて活動してい
かなくてはいけないと痛感していま
すし、そうした声をさらに大きくす
るためにも賛助会員の輪をさらに広
げていきたいですね。当面の目標は
１０００人です。

マグロの価値を再発見

――最近は、消費者の魚離れが心
配されています。マグロはどうでし
ょうか。

白白須須会会長長 賛助会員の方はみんな
マグロ大好きな人だと思いますが、
日本全体をみると、食生活の中で魚
の存在が薄れかけているのかもしれ
ません。マグロの人気は高いのです
が、未だマグロのことを本当はよく
知らない消費者が増えていることは
あるかも知れません。これは生産、
流通に関わる人々のＰＲ不足もある
と思います。恥ずかしいことですが、
わたしもマグロのことを勉強し、畜
肉よりマグロの方がタンパク質の割
合が多いことを初めて知りました。
マグロのすばらしさを再発見したの
です。
そのほか、高血圧の予防につなが
るカリウムや骨粗鬆症の防止につな

がるビタミンＤが豊富に含まれてい
るので、単にマグロは美味しいだけ
でなく、自分たちの健康にもプラス
になる食材です。
世界はマグロだけでなく食材として
魚の価値に気づきはじめ、急速に魚
の消費を伸ばしています。日本人に
とって、魚はあって当たり前の存在
だったため、なかなかそうした意識
にはならないと思いますが、もとも
と魚好きであるのは間違いなく、マ
グロをはじめ、もう一度、魚食の価
値を足元から見直すことが、魚離れ
なんていう状況を抜け出すきっかけ
になると思います。

塩マグロの美味しさに驚愕

――ところで、最近マグロの美味
しい食べ方を発見されたとか。

白白須須会会長長 実はＯＰＲＴの資料
で、「塩マグロ」という食べ方があ
るというのを知って、自分で挑戦し
てみました。マグロのサクに塩を振
りかけて、余分な水分を出して薄く
スライスして食べるだけの簡単な調
理方法ですが、これが実に旨い。何
もつけなくても、マグロの美味しさ
がギュッと濃縮されていて、本当に
驚きました。マグロは高いものでは
なく、どこのスーパーでも売ってい
るマグロですが、「マグロってこれ
ほど美味しいのか」とマグロの旨味
を実感できるものでした。わさび醤
油で食べるマグロも美味しいです
が、ちょっと目線を変えて塩マグロ
を試してみると、きっとマグロの利
用の幅がグンと広がると思います。
オススメです。

――今後のＯＰＲＴの活動につい
て。

白白須須会会長長 直近の課題は３月に開
かれるワシントン条約締約国会議
（ＣＩＴＥＳ）対策です。絶滅が危
惧されている種を保護しようとする
ＣＩＴＥＳに大西洋のクロマグロが
提案されようとしていますが、ＣＩ
ＴＥＳ自身が定めている基準に照ら
しても、大西洋クロマグロが、絶滅
危惧種と指定される根拠は無くおか
しなことです。しかも大西洋クロマ
グロは専門的な国際資源管理機関の
ＩＣＣＡＴ（大西洋マグロ類保存国
際委員会）で管理されています。マ
グロはしっかり管理すれば持続的に
利用していける資源であり、正当な
理由無く、保護することだけに主眼
を置き、いきなり国際取引を禁止す
るのは行き過ぎではないでしょう
か。ＩＣＣＡＴは昨年１１月、厳しい
規制の実施を決め、加盟国は資源回
復に全力をあげることを明らかにし
ています。もし、大西洋のクロマグ
ロがＣＩＴＥＳの対象になれば、他
の海域のマグロも客観的、合理的な
理由も無く利用が禁止される対象に
なりかねません。そうした事態を避
けるために、今回のＣＩＴＥＳ提案
は阻止されなければなりません。
マグロを巡る課題は山積していま
す。簡単に解決できないものも多く
あります。しかし、会員や賛助会員
の思いをしっかり受け止め、マグロ
を獲る人、流通する人、そして食べ
る人のすべての人が笑顔でいられる
よう、実践主義でＯＰＲＴの活動を
進めていきたいと思います。

昨年１２月６日から１１日までフラン
ス領ポリネシアのパペーテで開かれ
た中西部太平洋マグロ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）の第６回年次会合は、太
平洋クロマグロ漁の操業隻数・日数
等を現状レベルより増やさない保存
管理措置を決めた。
また、メバチ漁獲規制の徹底に向
け、バンコクなど主要水揚港での検

査や漁獲物の転載管理の強化も決め
た。
ＩＣＣＡＴが東大西洋のクロマグ
ロの４０％削減を決めたことから、こ
れを補うビジネスチャンスとしてメ
キシコが太平洋でクロマグロの漁獲
を増やす懸念が高まっている。この
ため今後、メキシコを交えて太平洋
のクロマグロの管理を検討する作業

部会の設置が決まった。
メバチについては、昨年採択され
た管理措置（２００９年から３年間で漁
獲量を３０％削減）を継続していくこ
とを確認した。
ただ、現在の措置では、資源の悪
化が止まらないとの懸念も強く、次
回２０１０年１２月の会合では、全面的に
見直すことになった。

No.３９OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

ＷＣＰＦＣ

太平洋クロマグロの管理措置採択 メバチ保存へ水揚時の監視も強化へ
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今回の会合は、モナコが大西洋ク
ロマグロをワシントン条約（ＣＩＴ
ＥＳ）付属書掲載種（国際取引の全
面禁止）にすることを提案している
ことを踏まえ、ＩＣＣＡＴが責任あ
る国際資源管理機関としてどこまで
踏み込んだ決定をできるかに注目が

集まっていた。
結果は、２０１０年の総漁獲枠約４割
削減のほか、地中海のまき網漁業の
漁期を５月１６日から６月１４日の１か月
に短縮（既存４月１６日から６月１４日）
すること、さらには、２０１３年までに
各国が操業隻数を国別漁獲枠に見合

った隻数に削減していくことも合意
した。また、来年５月の漁期前まで
に中間会合を開催し、加盟国の資源
管理措置の順守状況をチェック、順
守できなかった場合は漁獲枠の削減
も実施するとし、ＩＣＣＡＴ合意を
順守させる枠組みを強化していくこ
とも盛り込んだ。

水産庁は「科学委員会の勧告（１
万５０００トンに削減が必要）をもう一
歩踏み込んだ枠の削減が加盟国のコ
ンセンサスでできた。ＩＣＣＡＴが
しっかり機能していることを示せた
と思う」と、今回の結果について評
価し、ＣＩＴＥＳ（今年３月カター
ルで開催）で提案される国際取引の
禁止の回避に向けて全力をあげるこ
ととしている。また、価格への影響
については、「在庫が約２５，０００トン
（２００９年末、ミナミマグロを含む高
級マグロの在庫）あるので、当面、
影響が出ることは無い」としている。

大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）の年次会合（１１月９日
～１１月１５日、ブラジル・レシフェで開催）は、資源の悪化が懸念され
ている東大西洋クロマグロの２０１０年総漁獲枠を１万３５００トンに大幅削
減することを決めた。２００９年（２万２０００トン）に比べ約４割の削減になる。
日本の漁獲枠も１１４８トン（２００９年１８７１トン）に減少する。（各国の漁獲枠
はＯＰＲＴウェブwww.oprt.or.jp に掲載）。２０１１年以降については科学
委員会の資源評価の後に設定するが、「科学委員会が資源崩壊の危機
（資源回復が困難な状況）にあると認めた場合は、２０１１年の漁業を全
面停止する」ことも合意事項に盛り込んでおり、漁業管理機関のＩＣ
ＣＡＴとして資源管理を徹底していく姿勢を強く打ち出した。

昨年、まぐろに関連する番組制
作のために来日した２つのフラン
スのテレビ会社から相次いで取材
を受けた。一つはフランス国営放
送、他の一つはＣａｎａｌ＋とい
う有料テレビ会社であり、いずれ
も多くの視聴者をもつ国際的な放
送機関である。前者は!農林水産
物の過剰利用"について、後者は
!すし"がテーマだったが、双方
とも「まぐろを日本人が食べすぎ
ており、これが世界のまぐろ資源
の枯渇をもたらしているのではな
いか？」という
国際環境保護団
体の日本いじめ
のおなじみの主
張もインタビュ
ー等を通じて裏
付け報道したい
ようであった。
このインタビ
ューで解った、
日本人のまぐろ食に関して西欧人
に共通する誤解等、彼らの視点と
私のコメントを２、３紹介したい。
明らかな誤解の方から行くと、
（１）まぐろというと、地中海のク
ロマグロしか頭にないふしがあ
り、すべてのまぐろが絶滅の危機
にさらされていると思っている、
（２）!すし"と言えばまぐろしかな
いように思っている、（３）まぐろ
は水銀を含んでいて食べない方が
いいと思っている等である。
これについて次のようにコメン
トした。

（１）地中海のクロマグロはまぐ
ろ類の中では、極めて資源量も漁
獲量も少ないまぐろで、主要漁獲
物であるキハダやメバチ等の他の
まぐろ類を合わせた全資源量や漁
獲量の２～５％しかなく、まぐろ類
の絶滅の可能性は、地中海のクロ
マグロでも、ほとんど無い。
（２）まぐろはすしのネタとして、
重要ではあるが、すしは新鮮であ
れば、ほとんどすべての魚がすし
になりうるし、いずしやなれずし
などが原点にあり、まぐろの握り

などは高 ２々００年ほどしか歴史は
ない。（日本の豊穣な食文化を知
ってほしいと示唆）
（３）本コラムの第４回にも書い
たとおり、水銀は含んでいるが、
水銀の毒性を無くすセレンという
元素も同時に含んでいるし、健康
に不可欠な良質の脂肪酸を多く含
んでいるので、何ら問題なく、妊
婦や子供なども積極的に食べても
らいたい。
「日本人がまぐろを食べ過ぎる
ことがまぐろ資源の乱獲・絶滅に
つながる、日本人はまぐろの消費

を減らすべきでないか」との馬鹿
げた質問については、一部のまぐ
ろ類が乱獲されている直接的原因
は、研究者の資源保護への助言を
多くの国の管理当事者が聞き入れ
ないこと、規制を守らない漁業者
がいること、また漁業者への指導
・監督の不徹底な国があること等
説明した。
国営放送のフランス人インタビ
ューアーは、「飽食」がお気に入
りのテーマだったようで、彼曰く、
「俺は菜食主義者であり、人間が

菜食主義者にな
れば、食糧問題
もずっと楽にな
るはずだ」とか、
「まぐろの蓄養
は肉牛の肥育と
同じで、安い蛋
白を高い蛋白に
置き換える際の
エネルギーロス

を考えると、馬鹿げている」とか、
はては、「人間社会は近い将来滅
亡に向かうのにおまえは何でそん
なに平然としていられるのか」等
と言って意見を求めたので、「当
節は前向き思考でないと生きてい
けない、あなたもそう思うだろう」
とボソッと言ったら、にやりと笑
っていた。インタビューの意図に
沿う発言が無かったので、放映さ
れなかったかも知れないが、西欧
人の日本に対する誤解や偏見がま
だまだ強いと感じた次第。

No.３９OPRTニュースレター ３

ＩＣＣＡＴ

東大西洋クロマグロ４割削減・１万３５００トンに

鈴 木 治 郎
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フランスのテレビ会社のインタビュー・日本への誤解を解く
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ＯＰＲＴの年末恒例の賛助会員懇親会で、「スーパーフィッシュま
ぐろ」を熱唱したのは、八洲商事健康食品部の吉田宏亮さん（写真）。
最初は、同社のサプリメント『ツナミン』のＰＲ曲として作曲・作詞
したが、「マグロ産業の応援歌になれば」と歌詞と題名を変更した。
セミナー参加者からは「すごくいい！地元のスーパーで流してもらう
から」など、親しみ易い歌詞と曲は大評
判。吉田さんも「水産業界にメジャーデ
ビューですね」と照れ笑いしながら、「元
気のないマグロ業界を元気づけられれば
うれしいです」と満面の笑みを浮かべた。
昨年末には、故郷の宮城県石巻にも呼ば
れ、年末のマグロ直売会でギター弾き語
りを披露。資源や経営問題などマグロ業
界の厳しい現状を吹き飛ばすかのよう
に、マグロの本当の価値を吉田さんが歌
声で消費者に届けた。（ご希望の方には、
ＣＤを差し上げます。先着２０名まで。Ｏ
ＰＲＴ人見まで）

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）の２１年度第２回ＯＰＲＴセ
ミナーが１２月１１日、「実践版！マグ
ロの底ぢから」と銘打って開かれた。
セミナーは、マグロの刺身と包丁
を持って現れ、熱い語りを披露した
上田勝彦氏（水産庁加工流通課課長
補佐）に釘付け。上田氏が、塩でマ
グロの美味しさを引き出す「塩マグ
ロ」をベースに、酢で締めた「締め
マグロ」やカルパッチョ、タヒチの
現地人が好んで食べる「ポワソン・
クル」などの料理をつぎつぎに紹介
すると、席を立って上田氏の手元を

見つめる人もでていた。
上田氏が最後に、「今日、わたし
の話を聞いた以上、自分もマグロ漁
業を支えているんだとの思いで、こ
れをきっかけにみなさんがマグロ食

のすそ野を
広げてもら
いたい。つ
まり今日か
らみなさん
はマグロ伝
道師です」
と シ メ る
と、会場か
らは割れん
ばかりの拍
手がまきお
こった。

ＯＰＲＴは１２月３日、全水商連と
提携して実施した第６回天然・さし
みマグロキャンペーンの中で募集し

た「マグロひとくちメモ」の抽選結
果とベスト作品（５０＋α）を発表し
た。
期間中、マグロひとくちメモの応
募は９８４通にのぼり、自ら考案した
マグロ料理や生活の中におけるマグ
ロの存在、マグロ漁業への応援など
さまざまなメモが寄せられた。中で
も、「お母さん きょうもマグロで

お願いします」のひとくちメモを
送ってきた小学２年生の女の子（千
葉県）には特別賞が贈られた。なお、
応募者の中から厳正な抽選の結果、
５００人にマグロ詰め合わせ１キロがプ
レゼントされた。ベスト作品は、Ｏ
ＰＲＴのホームページで見られる。
ＯＰＲＴ原田雄一郎専務は「短期
間のキャンペーンにもかかわらず、
５才の幼稚園児から８５才の方まで、
老若男女を問わず、全国からマグロ
ひとくちメモのご応募を頂いた。ひ
とくちメモの募集でしたが、ハガキ
には書ききれず手紙に別途書いて送
って下さった方もあった。いまさら
ながらマグロが日本人にとって切っ
ても切れない魚であることを強く感
じた。マグロ資源の行く末を心配す
る声も多く、これらの声を糧にＯＰ
ＲＴの活動を更に進めたい」と話し
ている。

賛賛助助会会員員対対象象
１１００７７人人ににママググロロ１１キキロロ贈贈呈呈
ＯＰＲＴ賛助会員を対象とした年
末恒例抽選会が昨年１２月１０日に行わ
れ、厳正な抽選の結果、１０７人に天
然超低温マグロ１キロが当たりまし
た（５口以上の会員は無抽選当選）。
抽選会の様子と抽選結果は、ＯＰＲ
Ｔホームページ（www.oprt.or.jp）に
掲載。

編 集 後 記 昨年１２月に行ったＯＰＲＴセミナー「実践版マグロの底ぢから※」は、!山は富士、サカナ
はマグロ。裾野の広さにおどろくばかり マグロ食の再構築"の副題で、講師の上田さん

の最高のパーフォーマンスで大いに盛り上がりました。塩マグロの多段階活用で用意された料理も、残らず
全てキレイに無くなりました。「マグロの獲り方、食べ方、流通のかたちなどは、完成されたかに見えるが、
まだ未熟であって、進化していかねばならない」との上田さんの迫力ある話も面白く、目からウロコのセミ
ナーでした。ＯＰＲＴも更に進化していかねば。（※パンフレットご希望の方は、人見まで） （原田）

上田氏の語りと包丁捌
きに会場は釘付け

１月５日 築地市場の平成２２年
度初市で、２３２．６キロの大間産
クロマグロが、史上２番目の高
値１６２８万円（キロ７万円）でセ
リ落とされ、香港と東京の寿司
店に販売された。史上最高値は、
２００１年の一本２０２０万円

No.３９OPRTニュースレター４

!塩塩ママググロロ"にに会会場場がが大大興興奮奮！！
ＯＰＲＴセミナーで上田氏が講演

クロマグロ一本１６２８万円
築地市場 初市で

マグロひとくちメモ発表

特特別別賞賞にに

!おお母母ささんん ききょょううももママググロロでで おお願願いいししまますす"

♪まぐろの『ま』で熱唱！


