
――築地場外市場には何店舗ある

のですか？

鹿川 場外市場には飲食店も含め

４１１店舗あります。よく知られてい

る玉子焼の専門店のほかに、お茶や

海苔の専門店、そして包丁や食器の

専門店など、食に関するすべてが揃

う場所になっています。もちろんマ

グロもありますよ。専門店だけで８

店舗、鮮魚店でもマグロは扱います

から、マグロは築地場外市場にとっ

ても特別な食材のひとつと言えると

思います。

――協議会の活動は？

鹿川 中央市場の豊洲移転後の築

地を活性化させるために１８年にでき

たＮＰＯ法人です。築地にはもとも

と５つの組合があったのですが、そ

の組合の思いをひとつにしてできた

組織です。これまで春夏秋冬の年４

回のまつりを開催してきましたが、

昨年４月から毎月７日をイベント日と

して七日市を開催しています。７日

固定のイベントですので、月によっ

て曜日も変わってしまうのですが、

その日はお店の協力でお得な商品も

多数でるため、いまでは毎月の人気

イベント日になっています。今月に

は１周年を記念して初めてひとつの

食材を取り上げました。それがマグ

ロです。

――なぜ、マグロを？

鹿川 やはり築地と言えばマグロ

というほど、食材の中でも特別なも

のだと思います。七日市の１周年に

ふさわしい食材としてマグロを選び

ました。

――イベントはどうでしたか？

鹿川 メインイベントは解体ショ

ーで、当日まで本当に喜んでもらえ

るか心配していたのですが、お客さ

んは１００キロを超えるマグロを見る

だけで大歓声を上げてくれました。

杞憂でしたね。わたしたちは見慣れ

たマグロでも一般の人には特別で

す。最近はスーパーなどでも解体シ

ョーはありますが、１００キロを超え

るマグロを直接見る機会はそうある

ものではありません。切り分けられ

る度に歓声があがり、携帯で写真を

撮る。それに、みんなマグロが好き

だなと改めて実感しました。場外市

場に美味しいマグロを求めてくる人

もたくさんいます。当然目が肥えて

いる人もたくさんいる。店の人も売

りがいがあると思いますよ。プロ冥

利に尽きるんじゃないですか。イベ

ントをやってみて、マグロの存在感

を再認識しました。

――ＯＰＲＴはパーティーでマグ

ロを食べてもらおうとパンフレット

を作りました。こうした取り組みを

どう感じますか？

（２面につづく）

築地が元気だ。東京都中央卸売市場・築地市場の豊洲移転に向け

た作業が進む今も、築地の賑わいを生んでいるのが中央市場の外に

ある築地場外市場。場外とは言え、食のプロたちが軒を並べる店に

は、こだわりの逸品を手にいれようと平日で３万人、休日やイベン

ト日となれば通りを埋め尽くす５万人が詰めかける。マグロだけを

扱う専門店も８店舗あり、マグロ好きにも特別な場所だろう。築地

を愛し、築地とともに歩む、築地食のまちづくり協議会の鹿川賢吾

事務局長に築地とマグロについて聞いた。

（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・一般社団法人 責任あるまぐろ漁業推進機構

マグロで賑わう“築地七日市”
ＮＰＯ築地食のまちづくり協議会 事務局長 鹿川賢吾（しかがわ・けんご）氏に聞く



１ マグロ赤身 １６．３％
２ サーモン ７．３％
３ 中トロ ６．７％
４ イカ ５．２％
５ ハマチ ４．１％
６ 玉子 ３．１％
７ ヒラメ ２．８％
８ アジ ２．７％
９ タイ ２．３％
１０ エンガワ １．９％

１ 玉子 ７．２％
２ 鉄火巻き ５．９％
３ 中トロ ４．５％
４ サーモン ４．０％
４ マグロ赤身 ４．０％
６ アナゴ ３．３％
７ ウニ ３．１％
７ かっぱ巻き ３．１％
９ イカ ３．０％
１０ ハマチ ２．０％

お寿司、最初と最後に注文する
ネタは？（単一回答、上位１０位）

最

初

最

後

（１面からつづく）

鹿川 とてもいいことだと思いま

す。イベントの人気ぶりでもわかる

通りマグロはみんなが好きです。マ

グロがいろんな食べ方ができるとな

れば、パーティーも盛り上がると思

いますよ。そういうわたしもハレの

日というか、特別な日には市場でマ

グロを買って帰ります。とても喜ん

でもらえます。

――ただ、マグロは資源問題と背

中合わせの側面もあります。

鹿川 その点も重要ですね。やは

り大好きなマグロを食べ続けていく

ためには、マグロの資源がなくなっ

てしまっては意味がありません。大

好きなマグロをずっと続けて食べて

いくためにも、食べる側も資源の問

題をしっかり正面から向き合う必要

があると思います。だから、資源が

悪くなっているマグロがあれば、消

費者も我慢する事も必要だと思いま

す。獲れない時には我慢して、獲れ

るようになってから食べる。こだわ

って場外市場にマグロを買いに来て

くれるような人なら必ず理解してく

れるはずです。

――場外市場の店の方々の意識

は？。

鹿川 店はマグロなどの資源につ

いて、とても高い意識を持っている

と思います。その証拠に、築地には

いろんな塚がありますが、それは命

をいただいているという思いを常に

持ち商売をしているからです。どん

な食材にも感謝の思いを忘れていま

せん。これは食を考える時にとても

大切なテーマであり、築地場外市場

の根底に流れている意識だと思いま

す。その思いはきっとお客様にも伝

わっていると思います。

――資源を大切にしながらマグロ

を食べてもらおうと活動しているＯ

ＰＲＴとの今後の協力は？

鹿川 ぜひお互いにいろんなイベ

ントに協力する形ができるといいと

思っています。たのしみですね。

――鹿川さんにとって築地とは？

鹿川 中央市場の移転を控え、こ

れから築地場外市場は大変になると

思います。しかし、築地場外市場は

プロの集団であり、中央市場が隣接

していなくても一般のお客さんが満

足していただける食材などを提供し

続けることができると思います。築

地がますます元気になるようにわた

しもがんばりたい。実はわたしは、

サラリーマンの時に築地に家族で引

っ越してきて、地元のために何かで

きないかとイベントの手伝いをして

いるうちにすっかり築地に惚れ込

み、いまの仕事に就きました。築地

は、仕事、生活、そして遊びのすべ

てが揃った町です。何より人情があ

ります。わたしは築地を“築地村”

と言っています。田舎という意味で

はなく、大都会の中にあって、それ

くらい居心地のいい場所だというこ

とです。わたしは築地が大好きです。

この築地を元気にしていきます。そ

して築地の看板であるマグロもしっ

かり応援していきたいと思います。

アサヒグループホールディングス

の「青山ハッピー研究所」が実施し

た「お寿司、最初と最後に注文する

ネタは？」に関するインターネット

調査によると、最初に注文するネタ

の１位は「マグロ赤身」、２位「サーモ

ン」、３位「中トロ」。マグロ赤身をま

ず最初に注文する理由は「さっぱり

したものから食べて舌慣らし」や「と

りあえず、どの程度の仕入れをして

いるお店なのか探るつもりでマグロ

赤身を頼む」「これがおいしければす

べておいしい」など脂の少ない赤身

ほどうま味が分かるという声が多

く、マグロの赤身がお店のレベルを

知るバロメーターになっていること

が伺われた。

一方、〆に注文するネタの１位は

「タマゴ」、２位「鉄火巻き」、３位「中ト

ロ」の結果に。「最後はさっぱりした

もの」や「デザートの代わりに甘いタ

マゴを食べる」などが上がった。〆

については男女意見が分かれるとこ

ろで、男性はタマゴ派が圧倒的に多

く、女性はタマゴ派とアナゴ派に分

かれた。（水産経済紙から転載）

No.５９OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

寿司屋で最初に頼むネタ
トップは「マグロ赤身」。
サーモン、中トロと続く
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３月３日から１４日まで、バンコック
で開かれていた ワシントン条約
（ＣＩＴＥＳ）第１６回締約国会議で、
ヨゴレ、シュモクザメ類、ニシネズ
ミザメのサメ類３種が、貿易取引に
輸出国の証明書が必要とされる附属
書Ⅱの対象種に加えられた。
この結果について水産庁 宮原正
典次長は、「いずれの種も実際にほ

とんど取引されておらず、日本にと
っても直接的な影響はない。ただ、
今回の提案は不合理なサメ保護キャ
ンペーンの象徴としての提案だった
だけに阻止できずに残念」とし、「サ
メの結果を見ればわかる通り、日本
の立場について理解してもらう説明
努力が足りなかった。資源管理をし
っかり行い、それを世界に説明して

いくことの重要性をあらためて感じ
た」とし、今回の結果を今後、重要
な魚種の国際取引の禁止提案などの
対応につなげていく考えを示した。
次回は、２０１６年に南アフリカで開催
される。
なお、小国などが大国や環境保護
団体の圧力に負けず、自らの意志を
貫くために必要とされる「秘密投票」
制度については、ＥＵ，米国等が制
度の利用を制限する提案を提出した
が、日本の主張が通り、現行の規則
を維持することになった。

水産庁は３月２９日、２４年の国内ク
ロマグロ養殖実績（速報値）を発表
した。それによると、２４年の出荷数
量は９５９２ で前年の１万２２４ を若干
下回る結果になった。国内養殖クロ
マグロの生産状況は、太平洋クロマ
グロの管理強化に向けて農林水産省
が２２年から実績の報告を義務化し、
昨年から暦年のとりまとめ結果を公
表している。
２４年の実績をみると、経営体数は
前年と同じ８３経営体で、養殖場は前
年より３箇所多い１４０養殖場、イケス
は１６０台多い１１９１台になった。昨年１
０月２６日以降、農林水産大臣が、ク
ロマグロ養殖場やイケスの規模を現

状以上に拡大しないよう求める指示
をしたことで大きな増加にはなって
いない。養殖クロマグロの出荷数量
は、尾数で前年より１万４０００尾少な
い１７万６０００尾（うち天然種苗由来１６
万８４００尾、人工種苗由来７３００尾）、出
荷重量は６２３ 少ない９５９２ （天然
種苗由来９３４８ 、人工種苗由来２４４
）になった。
一方、イケスへの活け込み数量は
大幅に減少。養殖種苗となるヨコワ
が２３年に続き全国的な不漁に見舞わ
れたためで、２４年の活け込み数は前
年の７５万２０００尾から４７万４０００尾に減
少。天然種苗については、昨年の５３
万９０００尾から２０万６０００尾まで減少し
た。人工種苗は昨年の２１万４０００尾か
ら２６万８０００尾とわずかながら増加に
なっている。
養殖クロマグロは２～３年の養殖期

間を経て出荷されるためすぐには出
荷量に反映されないが、昨年の活け
込み不足が、来年以降の出荷にどう
影響するか注目される。

資源評価には、漁獲統計の不完
全性や成長や死亡率などの生物情
報の不足等で、かなりの不確実性
が含まれている。性比もこの不確
実性をもたらす一因である。人間
では男女の比率はほぼ１：１であ
る。ところが、
マグロやカジキ
では、性成熟期
まではほぼ１：１
であるがそれ以
降は年を取るに
従いその比率に
大きな偏りが出
るようになる。
マグロ類では、
高齢になると雄の割合が高くな
り、カジキ類では逆に、雌の割合
が高くなる。また、長生きする魚
種ほどその偏りが顕著になり、ク
ロマグロやメカジキなどでは、特
にはなはだしい偏りが見られる。

性比に偏りができる原因について
は、雄と雌で死亡率や成長率が異
なることがあげられるが、漁法、
漁具、漁場の違いもそうだ。一見
単純に見える性比ではあるが、そ
れには複雑な要素が絡み合ってお

り、その実態に迫るような研究は
いまだになされていない。性比の
偏りを無視して資源評価を行うと
漁獲による影響が見かけ上かなり
過大に見積もられることになる。
その結果資源状態が実際より悪く

評価されてしまうことになる。こ
の典型的な例が北大西洋のメカジ
キであり、雌雄別の年齢組成を資
源評価に使って実証したことがあ
る。実際の資源評価を雌雄別に行
うには、これらのデーターが必要

であるが、これ
を集めるには莫
大な労力が必要
であり、なかな
か実現しない。
それで、不確実
性がどうしても
残ることにな
る。資源状況の
長年にわたる観

測と様々な漁業情報などにより、
少しでも不確実性を克服するの
が、科学者の仕事だが、不確実な
要因をめぐって科学者間の意見が
分かれ紛糾することが多い。
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太平洋クロマグロ

天然ヨコワ活け込み６割減に
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マグロやカジキの性比



ＯＰＲＴ（責任あるまぐろ漁業推
進機構）は、パンフレット「大好評！
マグロ炊かず飯でホームパーティ」
を作成し会員・賛助会員に配布し

た。パンフレットは、マグロのサク
やブロックを使って、簡単に作れる
ホームパーティ用サイドメニュー
と、パーティの締めにぴったりな「マ

グロ炊かず飯」の
作り方などの情報
が盛り込まれ、マ
グロで盛り上げる
手軽なホームパー
ティを提案。４月２
８日から５月末まで
の間に、マグロ・
パーティーを行う
会員・賛助会員２０
名にメバチ・マグ
ロ１キロをプレゼ
ントする企画も発
表。「ホームパー

ティーで楽しい一時を」と人見部長
が呼びかけている。
受付の締め切り日（４月２２日）まで
に、申し込みが２０名を超えた場合、
抽選で確定し、プレゼントをお送り
する。

ＯＰＲＴ（責任あるまぐろ漁業推
進機構）は、２月２０日開催の理事会
でクック諸島商業漁業協会（CICFA
=Cook Island Commercial Fishing
Associaion Inc.）の加入を承認した。
これで、正会員は２５団体（内、外国
会員は１５団体）となった。クック諸
島政府も、ＣＩＣＦＡのＯＰＲＴ加
入を通じて責任ある漁業の推進を支
援する立場を表明している。
クック諸島は、ニュージーランドの
北東、フィジーとタヒチの間に位置
し、人口３万人。
日本は２０１１年に国家として承認して
いる。
ＣＩＣＦＡの加入について、ＯＰ
ＲＴの原田雄一専務は「中西部太平
洋でマグロ資源の管理は、島嶼国の
立場を尊重しなければ問題解決の目
処がたたない。ＣＩＣＦＡの加入で、
島嶼国の会員は７団体になる。島嶼
国会員とのパイプを太くして行きた
い。」と話している。

公益法人制度改革に対応するため
に、ＯＰＲＴは一般社団法人への移
行手続きを進めておりましたが、３
月２１日、内閣府の認可を受け、４月１
日 「一般社団法人 責任あるまぐ
ろ漁業推進機構」として登記を完了
しました。この移行により、事業目
的、活動等は変更ありません。今後
も、国際的、社会的責任に応えたま
ぐろ漁業の持続的な発展とまぐろ類
の安定供給を確保するために、努力
を続けます。引き続き、ご支援、ご
協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

日本人は魚卵が好きだ。数の子、
タラコ、明太子、イクラ、筋子、
キャヴィア、トビコ。ヨーロッパ
でも一般的ではないが、魚卵は高
級食料品として供されている。キ
ャヴィアは本来チョウザメの卵だ
が、ダンゴウオ、ニシン（数の子）
等の卵も使われる。地中海沿岸国
には、ボラ、メルルー
サ、マグロの卵で作っ
たカラスミがあるし、
メルルーサの卵はゆで
て、オリーブオイルと
酢でサラダのように食
べる。
所で、日本語では産み落とされ
る前（強いて言うならハラゴであ
ろうか）も卵と呼んでいるが、欧
米では産卵前後で呼び名が異な
る。英語なら、産み落とされたも
のはエッグ、その前の物はローと
言う。従って、子持ち昆布はヘリ
ング・エッグだが数の子はヘリン
グ・ローである。スペイン語では、

産み落とされたものがウエヴォ、
前がウエヴァである。
ある日、鶏肉店でウエヴァをく
れと言ったらないと言われ、目の
前に山とある卵を指さしたら、こ
れはウエヴォであると言われた。
なるほど。私が呉れと言ったのは
産卵前の卵だったわけで、これは
店にはなかったのだ。
魚は一般に多くの卵を産む。こ
れは卵から稚魚にかけての死亡率

が極めて高いため
で、サケのように石
の下に卵を隠して産
卵するものは、卵が
保護されるのでせい
ぜい千単位だが、海
中に浮遊卵を産み落

とす回遊魚は遥かに多数の卵を産
む。確かもっとも多産なのがマン
ボーだったと記憶するが、マグロ
も多産で数千万単位の産卵をす
る。そのうちの２尾が親になって
一回産卵すれば、種族が維持され
るのだが。
（元ＩＣＣＡＴ事務局次長の三宅

眞博士が水産経済新聞に連載中）

編 集 後 記 マグロは、食材として肉と魚の両方の特質を備えているとは、シェフ・ウエカツさんの話だが、
マグロだけで多様なメニューが手軽に作れるマグロは、まさにホームパーティ向きの食材。

「このパンフレットで紹介した料理の作り方は解り易く、知人に配りたい」と賛助会員からうれしい連絡。また、
各地の鮮魚店、スーパーマーケット等からも顧客に配りたいと追加部数の要望も多く、これから、マグロ・パーテ
ィが各地で行われることを期待している。パンフレットご希望の方は、いつでもご連絡ください。 （原田）

No.５９OPRTニュースレター４

マグロホームパーティーで深めよう絆！
ＯＰＲＴ会員にマグロ・プレゼント

クック諸島のマグロ団
体がＯＰＲＴに加入

卵 談 義

ＯＰＲＴ

一般社団法人へ移行（お知らせ）

Ｄｒ．三宅


