
──マグロの研究を始めたのは？

魚住 遠洋水産研究所に入り、最
初は底魚が担当でした。ホキやメル
ルーサ、ニュージーランドのスルメ
イカなど南方トロールで漁獲する魚
ですね。そのあと、マグロを担当す
るようになり、その後ずっと、どっ
ぷり浸かっています（笑）

──科学者からみてマグロ資源

は？

魚住 たとえば最初に担当した底
魚は分布域が限られています。棲息
する範囲は限られているし、漁業も
特定できる。調査をするとおおまか
な資源の状態は見えてきます。しか
しマグロは違う。大西洋や太平洋と
いう広範囲を泳ぎ回るので、どこそ
こを調査すれば済むということはな
く、限られた海域の調査のみでは推
定ができない。そうなると、いろん
な可能性の要素を盛り込んだ数式、
いわゆるモデルを使って推定するし
かない。その点で底魚とはまったく
違いますね。

実はわからないことだらけ

──モデルを作るのも難しい？

魚住 そう。広範囲に棲息するだ
けでなく、そのマグロを漁獲する漁

業も１つじゃない。はえ縄もあれば、
まき網も、釣りもある。船の大きさ
も小さいものから大きいものまでさ
まざま。広い海でどの人がどんな風
にマグロを獲っているのかを数式に
盛り込まないといけない。しかもマ
グロの成長を推定するのも難しい。

──環境も影響する？

魚住 たとえば大西洋のクロマグ
ロは、１４００年代から定置網による漁
獲の記録がありますが、定置網の漁
獲は資源の状況を反映しやすいの
で、資源の状況を知るのにはとても
参考になります。その記録を調べる
と、漁業がそれほど行われていない
時代でも、数十年の周期で獲れたり
獲れなかったりを繰り返しているこ
とがわかります。要は、人の漁業活
動に関係なく資源状態が変動してい
るということです。太平洋も同じで、
明治以降から記録があり、獲れたり
獲れなかったりを繰り返していま
す。マグロ類は、漁業の影響以外で
自然変動をし、そこに漁業が加わり
複雑な動きをします。

──資源状況をみるには、環境も

漁業の影響もすべて考慮しないとい

けないということですね。聞くだけ

でも、大変そうだ。

魚住 そうでしょ。科学者として

こう言うのもどうかと思いますが、
正直言ってよくわからない部分がた
くさんある中で推定するしかない。
しかし、人が持続的に利用していく
水産資源として非常に価値が高いか
ら、しっかり資源を評価しなければ
ならない。それがマグロの資源であ
り、その狭間にいるのが科学者です。
ただ難しい分、科学者としてはとて
もやりがいがある魚種ですけどね。

──ところでマグロ研究の日本の

レベルは？

魚住 昔に比べれば人が増えまし
た。昔は５種のマグロで１つの部、３
つの研究室しかありませんでした
が、いまは２部になり８研究室ある。
人数も増えて、数学モデルに強い人
もいます。昔はマグロ専門の科学者
が１人で日本の研究者を代表し、責
務を背負って国際会議にでるような
状態でしたが、いまは会議によって
は、２ケタの研究者が乗り込む時代。

（２面につづく）
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（１面からつづく）
その意味では充実してきていると
思う。世界一とは言えないかもしれ
ないが、マグロについては世界有数
の研究体制にはなっていると思う。
それは、日本がマグロ資源をいかに
重視しているかの表れでもあると思
います。

──いまマグロ資源ってどんな状

況ですか？

魚住 マグロといっても、大西洋
のクロマグロもあれば、太平洋のク
ロマグロもあり、ミナミマグロ、メ
バチ、キハダなど魚種ごとに資源状
態は違うので、すべてを一言で話す
のは難しいですが、たとえば象徴的
な例として大西洋、それも東大西洋
のクロマグロについて話しますね。

──ぜひ。

魚住 いわゆるヨーロッパの地中
海を含む大西洋の東側に棲息するク
ロマグロですが、この資源はもとも
と規模が大きい。地中海では、昔か
ら定置網などで漁獲されていた歴史
もあります。それが１９９０年頃から急
速に漁獲が増えました。蓄養マグロ
が登場したからです。天然の大型の
マグロを漁獲し、３か月程度エサを
与えて脂を乗せて出荷するマグロで
す。当時もすでに総漁獲枠など漁獲
を管理する枠組みはありましたが、
蓄養マグロがお金になることがわか
ると、蓄養の対象とするマグロをど
んどんまき網で漁獲する。しかも、
まき網だと何尾獲ったかがわかりに
くい。そのため、管理の枠組みが形
骸化。その流れをなかなか止められ
ず、過剰漁獲状態に陥ってしまった。
まさに坂を転げ落ちるように。
ただ、その後、市場国である日本
などが中心となり、しっかりした管
理の枠組みづくりを進め、世界中が、
管理の枠組みで獲れた魚しか買わな
いなどの体制ができました。その結
果、いま急速に資源が回復してきて
います。

──理由があったから回復した。

魚住 そうです。ただ、大西洋の
場合、もともと大きな魚を主な対象
としていたので、子供は比較的たく
さんいました。また、運よく子供が
たくさん残る環境にも恵まれていた
ようです。だから、親をとるのをや
めたら数年で子供が親になり、急速
に回復しているというわけです。た

だし、現在は、乱獲の後遺症で、過
剰な規制になっています。本来、早
急に適正な規制へ緩和すべきでなん
ですが。

──では、日本周辺の太平洋のク

ロマグロはどうですか？資源は悪く

なっていると聞きますが。

魚住 ２０００年ぐらいまでは漁獲圧
の増減はありましたが、それでも戦
後の資源水準を維持できる程度のも
のでした。しかし、それ以降はまき
網船などの漁獲が増え、メキシコや
韓国の漁獲圧も高くなり、その結果、
資源が過去最低水準に近づいてしま
った。しかも、２０１０年頃から子供が
生まれてくる量も少なくなった。運
悪く、資源の増減の周期の悪い時に
重なってしまった。

──大西洋のようには回復できな

い？

魚住 子供の加入が悪くなったの
で、いま急ブレーキを踏んでも、大
西洋のように簡単に回復する状況で
はないだろう。しかも、ゼロ歳、１
歳を多くとり資源を減らしているの
で、まず未成魚の漁獲を減らして親
になるのを待ち、親になった魚がさ
らに多くの子供を産んでくれる状態
まで持っていかないといけない。大
西洋より太平洋は少し時間がかかる
と思いますが、いまきっちり取り組
めば資源を回復させることは十分可
能です。

バチ資源は悪くないけれど…

──刺身に多いメバチの資源はど

うですか？

魚住 資源だけをみると、どの海
域もメバチ資源の漁獲はほぼＭＳＹ
（持続可能漁獲量）にあります。要
は、資源を減らさず、ずっと漁獲で
きる状態にあるということ。ひどい
乱獲状態になってはいません。見か
け上は理想的な状態でバランスがと
れていると言えなくもない。しかし、
中西部太平洋はちょっと違って、ま
き網による獲り過ぎ状態が続いてい
て、このままでは、乱獲状態になる
一歩手前まで来ています。

──しかし、メバチが大西洋など

でも獲れなくなったという声をよく

聞きますが。

魚住 そう、はえ縄漁業では獲れ
なくなっています。資源は悪くない

のに、なぜか。それはまき網が小さ
なメバチを大量に獲って、はえ縄が
本来とる大きなメバチを先取りして
いるからです。だから、資源的に悪
くないのに、はえ縄は獲れない。現
状は、はえ縄が漁獲を減らしている
から、資源が維持されているともい
えます。本来カツオを狙っているま
き網が欲しくもない二束三文の小さ
いメバチを一緒に獲ってしまう（混
獲）。この混獲が、世界的に増えてい
る。このあおりをはえ縄がくらって
いる。メバチ資源の有効利用という
視点では重大な問題があるというこ
とです。日本のまき網のように、き
ちんとメバチの混獲防止に取り組も
うとしているところもありますが、
全体の趨勢はそうではないことが問
題です。合理的に利用できるような
水準までまき網業界にも混獲を下げ
てもらうなど、もっと協力してほし
いと思いますね。特に、中西部太平
洋では、今まさにこの混獲を減らさ
ないと大変なことになります。

──資源を考えるのは本当に難し

いことがわかりました。

魚住 最初にも言いましたが、資
源はわからないことが本当に多い。
それを不確実性が高いと言います。
その不確実性を少しでも少なくする
のが、科学者の努力であり仕事です。

──よくマグロの獲りすぎの話題

になると、絶滅という話しが加わっ

てきますが。

魚住 少なくともマグロに限定す
れば、「絶滅させるものならばやっ
てみろ」といいたいほどの資源です
よ。少なくなったと言われる太平洋
のクロマグロでもまだ２万 以上の
親がいます。大規模な漁業の対象と
なるのは、逆に言えばそれだけの資
源があるということ。絶滅とかの議
論とは次元が違います。
マグロの資源が悪化しているとい
うのは、産業を支えられないレベル
に向かって資源状態が落ちていって
いるということです。

資源管理は食卓から

──マグロを食べる消費者は資源

をどう捕らえればいいでしょうか。

魚住 消費者からのニーズはすご
く生産現場にインパクトを与えると
思います。

（３面につづく）
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（２面からつづく）
消費者がちょっと意識をもっても
らうだけで、大きな力になる。「資
源管理は食卓から」です。資源管理
を生産現場だけで行うと、どんどん
取締りを強化するしかない。消費者
が、「そういう魚はいらない」と言
えば、それだけで生産現場は変わる

し、資源も守れます。

──では、資源を守りたい思いの

生産者としても、消費者に行動して

もらいたいですね。

魚住 そうですね。消費者がちゃ
んと管理したマグロかそうでないか
を選ぶ行動をとってもらえるように

することが大切になると思います。
消費者にもそのような行動を通じ
てマグロの資源管理に参加してもら
えるようになれば、生産者も消費者
にもハッピーな状況になると思いま
す。そんな時代が来ることを期待し
たいですね。

大西洋クロマグロ（東大西洋）

■寿命：２５～３０歳
■成熟開始年齢：４～５歳
■産卵期・産卵場：６～８月、マジョ
ルカ島からシチリア島にかけての地
中海
■索餌場：地中海、ビスケー湾等、

北緯３５度以北の大西洋
■食性：魚類、甲殻類、頭足類
■捕食者：まぐろ・かじき類、さめ
類、海産哺乳類

親魚資源量は１９７０年代より２０００年
半ばまで減少し続けた後、近年は増
加傾向に転じたと推定された。ただ
し、資源評価モデルの設定を変えて
実施した感度解析の結果、推定され
た親魚資源量の増加速度や量には高
い不確実性があると考えられてい
る。

太平洋クロマグロ

■寿 命：２０歳以上
■成熟開始年齢：３歳
■産卵期・産卵場：日本南方～台湾
東沖で４～７月、日本海で７～８月
■索餌場：温帯域
■食 性：魚類、甲殻類、頭足類、他
■捕食者：まぐろ類、さめ類、シャチ

ＩＳＣ（北太平洋のマグロ類等に
関する国際科学委員会）が２０１２年１１
月に行った資源評価では、１９５２～２０
１０年までの資源量が推定された。最
近年の漁獲圧（２００７～２００９年）は、
基準年（２００２～２００４年）の漁獲圧に
比べて、０歳魚で４％、１歳魚で１７％、
２歳魚で８％、３歳魚で４１％、４歳魚以
上で１０％増加した。また、現在（２０
１０年）の資源状態は、評価期間（１９
５２～２０１０年）に推定された資源量の
最低レベルに近く、最近年の漁獲圧
は、検討した全ての管理基準を上回
っている。

水産庁は３月１０日、東京都内で開
かれた第２０回太平洋広域漁業調整委
員会で、親魚量が過去最低水準で推
移している太平洋クロマグロについ
て、来年から未成魚（０‐３歳魚で３０
㎏未満）の漁獲量を基準年（２００２－
０４年）の平均より５０％削減する方針
を説明した。現行の国際規制より厳
しい措置を先取りする形を示したも
ので、具体的な規制については、今

後漁業者との意見交換会などを経て
年内に固める。
太平洋クロマグロは未成魚の乱獲
によって親魚量が低迷しており、Ｗ
ＣＰＦＣ（中西部太平洋まぐろ類委
員会）とＩＡＴＴＣ（全米熱帯まぐ
ろ類委員会）による現行の規制でも、
今年から未成魚の漁獲量を基準年の
平均より１５％削減することが決まっ
ていた。しかし、２月に実施した最
新の資源評価でも、１２年の親魚量は
２万６,３２４ と、過去最低水準（約１
万９,０００ ）に迫る状況は変わって
いない。未成魚の加入量も過去６１年
間で８番目の低さで、直近５年間の平
均値も下回った。

このまま低加入が続けば、既存の
１５％の削減案を１０年以上続けても、
親魚量が過去の水準値（約４万３,０００
）に達しないことが分かった。そ
して５０％の削減を継続した場合の
み、１０年後の２４年までに８５％の高い
確率で、親魚量が過去の中間値まで
回復し、過去の水準値も割り込まな
いことが試算された。
水産庁は今後、９月に開かれるＷ
ＣＰＦＣ北委員会で５０％の削減案実
施を他国に提案する方針。国内の具
体的な取り組みについては、今後、
漁業者との意見交換会や資源のあり
方検討会などを通じ検討する。

水産総合研究センターは２５年度国際漁業資源の現況をまとめてい
る。魚住雄二顧問ドクターのインタビューにも出てきた大西洋クロ
マグロ（東大西洋）と太平洋クロマグロの資源も紹介されている。
実際、資源状態の記述には、東大西洋クロマグロは「近年増加傾向
に転じた」と推定、その一方で太平洋は、「資源量は最低レベルに
近く」と、対照的な表現がされている。詳しくは、国際水産資源研
究所＞研究情報＞国際漁業資源の現況（http : //kokushi.job.affrc.go.jp/
index-2.html）に掲載されている。 （以下、資料より抜粋）
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ＦＡＯ（国連食糧農業機関）は２０
１２年の世界の漁業・養殖業生産量を
まとめた。それによると、１２年の総
生産量は１億８,２８９万 （前年比２.８％
増）で、引き続き増加した。
漁業生産量（漁獲量）が９,２４６万
（２.５％減）と減少傾向を続ける
中で、養殖業生産量が９，０４３万 （８.
９％増）と大幅に伸長し、漁業生産
に並ぶ勢いをみせている。特に、中
国、インドネシア、インドといった
国々は漁業生産、養殖ともに大きく
生産を伸ばした。
世界の漁業・養殖業生産量を国別
でみると、１位が中国で７,０３７万 （６.
３％増）、２位がインドネシアで１,５４２
万 （１３.０％増）、３位がインドで９０８
万 （１３.６％増）。日本は前年と同順

位の８位で、４８２万 （ＦＡＯ推定値、
前年比１.０％増）となった。
漁業生産量（漁獲量）だけでも、

１位は中国で１,６４３万 （２.４％増）。２
位はインドネシア
の５８２万 （２.０％
増）、３位は米国の５
１４万 （０.５％減）
と続いている。日
本は前年の６位か
ら１ランク落ち、７
位の３７４万 （３.１
％減）になった。
主要マグロ５種
とカツオの総漁獲
量は４８４万 （６.５
％増）、主要マグロ
５種は２０７万 （８.

６％増）で、特に増加したのはメバ
チ、キハダ、ビンナガで、漁獲規制
が厳しいクロマグロ、ミナミマグロ
はほぼ横ばいであった。
主要マグロ５種の国別漁獲量では、

１位がインドネシア、２位が日本であ
った。ここでも中国の増加が著しい
（下表参照）。

責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）の２５年度第４回セミナーが２
月２７日、東京で開かれ、「クロマグ
ロの分布・回遊と海洋環境～昨年の
高海水温と回遊経路変動のメカニズ
ム～」をテーマに水産総合研究セン
ター中央水産研究所の稲掛伝三海洋
・生態系研究センター主幹研究員が
講演した。

稲掛研究員は、昨年、クロマグロ
が北海道東部で漁獲されたり、相模
湾でキハダが大漁となった原因とし
て、猛暑の影響と黒潮の蛇行が影響
したことを説明。
ここ３年間「高水温」が出現した
が、特に２０１３年の海洋構造がこのよ
うな現象をもたらしたとしている。
具体的には、北海道や東北の場合、
過去３年間の夏場の表面水温は猛暑
続きの中で高く、昨年は暖水が釧路
沖の北北東まで波及したことや、１０
０ 深水温も釧路沖南東近くの暖水
塊が黒潮からの暖水と連なる形にな
ったことで、クロマグロが釧路沖ま
で北上しやすい条件が揃ったと解説
した。
また、相模湾でのキハダの好漁も、
春から秋にかけての黒潮の蛇行の東
進に関連して、黒潮系の暖水が相模
湾に流入し、キハダやカツオなどの
漁獲が増えたことを説明した。

原田顧問退任

３月３１日付けで、原田顧問が退任
した。
原田顧問は、平成１４年５月に日か
つ連（現日かつ漁協）より、当機構

専務に就任し、平成２５年６月からは
顧問として、都合１２年の長きにわた
り当機構の運営に携わってきまし
た。

編 集 後 記
新学年、新年度が始まる４月号のニュースレターでは、１０年ぶりに元遠洋水産研究所所長
の魚住さんにマグロ資源について丁寧にご説明頂きました。

マグロ資源の持続的な利用のためには何よりも資源状況の把握が重要です。今後とも関係科学者の皆さんのご
尽力に強い期待を寄せるものです。と同時に、科学者の助言も資源管理に活かすことが必要です。特に、中西
部太平洋のメバチについての警鐘を重く受けとめた実効的な取組が求められています。 （長畠）

水産庁の元漁師、ウエカツさ
んこと上田勝彦氏の身近な魚に
関する思い、食べ方が１冊にま
とめられた。
「魚料理は下処理で決まる」と
懇切かつ平易に魚の扱いを解
説。思わず、魚を買ってきて試
したい気にさせられる。

No.６５OPRTニュースレター４
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猛暑と黒潮蛇行が要因 見て楽しい 読んで納得
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ＯＰＲＴセミナー

（東京書籍刊：１，５００円（税別）


