
一筋の光明を得た１年

──今年１年が終わりますが、遠

洋マグロ漁業にとってどんな年でし

たか。

山下組合長 厳しい一年だったと
いうか、今年も厳しさは変わらない。
年末に近づき国内で積み込む燃油は
少し下がったが、外地や洋上で積み
込む燃油は高止まり。船を走らさな
いと漁にならないマグロ漁船にとっ
て、油が下がらないと利益を出すの
は難しい状態だ。労働力不足も深刻
な状況が続いている。若手漁業経営
者たちが将来のマグロ漁業を担う人
材の確保に全国規模で取り組む方針
を打ち出し、日かつ漁協としても協
力する体制はできているが、成果が
でてくるのはまだまだ時間がかか
る。乗組員がいなくて出漁できない
ような状態にならないよう、必死だ。

──ただ、大西洋では資源管理が

うまくいき漁獲量を増やすことが決

まったと聞きます。

山下組合長 厳しい状況が解消さ

れたわけではないので、手放しで喜
べるものではないが、明るい話題。
３年かけて１万トンを増やすことは大
西洋で操業する漁業者にとって朗報
であることは間違いない。大西洋ク
ロマグロ資源を増やそうと漁獲枠が
ほぼ半減近くになったのは４年前の２
０１０年。それまで操業していた３３隻
が少ない枠の中で交替し操業するな
ど大変な苦労をしてきた。よく４年
間を耐えて、がんばってくれたと思
う。その苦労の甲斐があって、資源
回復も実現できた。自分たちの努力
で得た成果であり、漁業者たちもこ
の増枠を誇っていい。

増枠、漁業者の我慢の賜物

──漁業者には、大西洋のクロマ

グロが増えている実感は。

山下組合長 それは明らかに以前
とは違い、一日当たりの漁獲量が増
え、いまでは１隻が５０ の枠を漁獲
するのに３週間もかからないという。
ミナミマグロの時もそうだった
が、資源管理をしっかり行えば、資
源が増え漁獲枠も増えることをちゃ

んと証明できたということだ。いろ
んな反発を受けながらも、将来を見
据えてその道筋をつくってくれた水
産庁に感謝したいし、水産庁を信じ
て我慢した漁業者があったからこそ
の増枠だということを、多くの人に
知ってもらいたい。

太平洋のメバチ対策進展せず

──西部太平洋のマグロを管理す

るＷＣＰＦＣの結果は。

山下組合長 ＷＣＰＦＣは、日本
の周辺のマグロ資源に関係する管理
機関で注目度は高い。とくに日本の
周辺海域に生息する太平洋クロマグ
ロは、資源が悪化している現状に対
し、大幅に漁獲を削減し資源を回復

（２面につづく）

厳しい、大変だ。そんな言葉が挨拶代わりに使われている遠洋マ

グロはえ縄漁業に、一筋の光が差してきている。誤解のないように

付け加えれば、その光はあくまでも暗闇の中に光る一筋、もしくは

点に過ぎない。船を走らせる燃油は高いし、乗組員の高齢化による

不足も深刻。その一方でマグロの価格は、そのコストに見合う状況

にはほど遠いからだ。しかし、光は出口への道しるべとなり、希望

も湧く。遠洋マグロはえ縄漁船１６０隻が所属する日本かつお・まぐ

ろ漁業協同組合の山下潤組合長に、２０１４年の遠洋マグロ漁業を振り

返ってもらった。 （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 ─
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おいしいマグロが食べたい！ と声あげて
日かつ漁協組合長 山 下 潤



（１面からつづく）
させることを決めた。大西洋の経験
を踏まえ、ここが我慢のしどころと、
日本政府が積極的に提案し実現した
ものだ。ただ、われわれ遠洋マグロ
船に関係し、期待していたメバチ、
キハダなど熱帯マグロ類の資源管理
措置には進展はみられなかった。と
くに資源がレッドゾーンに入ったと
言われるメバチの幼魚を外国の大型
まき網船が混獲してしまうことへの
対応策に新しいものはなかった。ま
だ昨年からスタートしたばかりでや
むを得ない面はあるが、メバチ資源
が本格的に悪化してしまう前に、し
っかり管理し大西洋のクロマグロの
ように資源が回復できるようになっ
てほしいと願っている。

──ミナミマグロに次いで、大西

洋でも枠が増える朗報がある中で、

来年以降、日本のマグロはえ縄漁業

はどこに向かって進んでいくのです

か。

山下組合長 いまある課題の燃油
や人材、そしてマグロの魚価が安い
ことなどはすぐに解決できるもので
はない。燃油は下がりはじめたがこ
れがいつまで続き、どの時点で漁業
経営にとってプラスとなる状況まで
落ち着くかわからない。人の問題は
確実に長期的な課題になるが、その
一方でもっとも本腰を入れてあらゆ
る角度から取り組まなければならな
い課題だと思っている。魚価の問題
についても、今後の景気がどう動く
か、マグロ以外の魚や肉の流通量や
価格がどうなるか。もしかすると、
日豪ＥＰＡで、将来的に豪州の牛肉
がたくさん安価に輸入されれば、国
内の畜産も影響を受けるほかに、メ

イン商材になりうる食材としてマグ
ロの消費にも影響するかもしれな
い。そうした課題としっかり向き合
いながら、一歩ずつ前に向かってい
くしかない。おもしろくない答えだ
が、いまの遠洋マグロはえ縄漁業に
とって大切なのは、地道な取り組み
に尽きると思う。それが将来を開く
きっかけになってくる。

まずは、食べてもらうことが大切

──ニュースレターの読者には、

遠洋マグロ漁業を応援してくれる人

はたくさんいます。その人たちにメ

ッセージをか。

山下組合長 やはり一番は、おい
しいマグロをもっと食べてほしいと
いうこと。消費者に食べてもらわな
ければ、生産者はマグロを獲ってく
ることはできない。すべてが食べて
もらうことから始まる。昔と違い、
うちの所属船が漁獲する刺身マグロ
類はたかだか３万 程度。ほんとう
に少なくなってしまった。だからこ
そ、わたしたちにはおいしいマグロ
を届けたいという思いが強くある
し、それが求められれば、俄然やる
気もでる。

──最近は、いろんなマグロがあ

るため、マグロのおいしさもわかり

にくくなっていますね。

山下組合長 そうかもしれない。
昨年から１０月１０日まぐろの日に、消
費拡大につながるイベントをいろい
ろ行っているが、その中で小学校を
訪問しマグロを学んで、食べてもら
うこともやっている。昨年は１校だ
けだったが、今年は１４校に一気に拡
大した。どの小学校でも大好評で、

用意したマグロ漬丼を食べた小学生
からは、「こんなおいしいマグロを
食べたことがなかった」などの感想
がたくさん寄せられた。子供はおい
しいものはおいしい、まずいものは
まずいとはっきり言うだけに、この
反応はとてもうれしい。こどもが好
きな魚の中にマグロはいつも上位に
いるが、そんな子供たちから「こん
なおいしいのは初めて」と言われる
ということは、ある面、まだまだわ
たしたちの努力が足りないというこ
とで、もっと子供たちに本当におい
しいマグロを食べてもらう工夫が必
要だと反省もしている。

──おいしいマグロは食べたいけ

ど、近くのスーパーでは売っていな

いという声もよく聞く。

山下組合長 たぶんスーパーなど
で日本漁船が漁獲した天然のクロマ
グロ・ミナミマグロやメバチを買え
るところは少ないと思う。そんな時
はお店に、「おいしいマグロが食べ
たい」と声をあげて伝えてほしい。
もし、思い描いたマグロがなければ、
魚屋さんに「こんなマグロがほしい」
と提案しつづけてほしい。
いまマグロ漁業者は、おいしいマ
グロをどう提供するかさまざまな試
行錯誤を繰り返している。色が変わ
りにくいことで脚光をあびた酸素充
填マグロも同じ。まだまだ技術的に
は開発途上だが、おいしくて日持ち
のするマグロができれば、そうする
ことで、おいしいマグロの並ぶ店が
でき、消費者のみなさんにもおいし
いマグロが届きやすくなる。ぜひ、
実践してください。生産者のやる気
にもつながりますから。みなさん、
ぜひ声をあげてくださいね。

大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ＩＣＣＡＴ）第１９回特別会合（年
次会合）が１１月１０日～１７日の間イタ
リア・ジェノヴァで開かれ、資源回
復が著しい東大西洋クロマグロのＴ
ＡＣ（漁獲可能量）について、来年
から２０１７年までの３年間で約１万 の
増枠を行うことで合意した。厳格な

管理措置を実施した結果、資源が急
速に拡大し、大幅な増枠が実現した。
１５年のＴＡＣは現行の２割増にあ
たる１万６，１４２ 、１６年は１万９，２９６ 、
１７年は２万３，１５５ となる。ただし、科
学小委員会の勧告を踏まえて、毎年
のＴＡＣは再検討され得る。
日本の漁獲枠も増加する。現行は

１，１３９．５５ だが、１５年１，３４５．４４ 、１６
年１，６０８．２１ 、１７年１，９３０．８８ となる。
なお、配分比率は過去の実績を基に、
増枠を強く求めていたアルジェリア
やトルコに若干の追加枠を設け、こ
れを除く総枠を各国・地域が現在の
割り当て比率で配分。１５～１７年の日
本の配分比率は総枠の８．３％となっ
た。
西大西洋クロマグロのＴＡＣも、現
行１，７５０ から１５年と１６年に２，０００
に増枠する。日本の枠は現行３０１．６４
から３４５．７４ に増加する。
なお、次回の年次会合は１５年１１月
にマルタ共和国で開催される。
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クロマグロ増枠で合意
東大西洋３年で１万



メバチ・キハダ・カツオ

中西部太平洋マグロ類委員会（Ｗ
ＣＰＦＣ）第１１回年次会合が１２月１
日～５日の間、サモア・アピアで開
かれ、９月の北小委員会で合意され
た２０１５年以降の太平洋クロマグロの
保存管理措置案が採択された。一方、
メバチ・キハダ・カツオの熱帯マグ
ロの保存管理措置の主要要素には合
意に至らず、継続審議となった。

３０㎏未満の漁獲半減へ

太平洋クロマグロの保存管理措置
は、 歴史的最低水準付近にある親
魚資源量（約２万６千 ）を２０１５年から
の１０年間で歴史的中間値（約４万３千
）まで回復を当面の目標 ３０ｋｇ
未満の未成魚の漁獲量を０２～０４年平
均水準から半減（ＷＣＰＦＣ全体で
９，４５０ から４，７２５ 、うち日本は８，０
１５ から４，００７ ）、 ３０ｋｇ以上の
大型魚の漁獲量を０２～０４年年平均水
準から増加させないためのあらゆる
可能な措置を実施（ＷＣＰＦＣ全体
で６，５９１ 、うち日本４，８８２ ）、 メ
ンバーは、未成魚漁獲削減の効果的
な実施について協力、 資源回復後
の長期的な資源管理方針を１５年、１６
年の北小委員会で策定する、ことが
採択された。

まき網、措置強化に至らず

メバチ・キハダ・カツオの保存管
理措置については、前進が見られず、
熱帯水域のまき網は２０１４年の措置
（ＦＡＤｓ操業の４ヵ月禁止または
相当するＦＡＤｓ操業数削減）が１５
年も継続されることとなった。昨年
採択された現行の複数年管理措置（１
４～１７年）では、まき網は不均衡な
負担が島しょ国に転嫁されないこと
が１４年に確保された場合、１５年以降、
ＦＡＤｓ操業の１ヵ月禁止または相
当する操業数削減を追加、さらにＦ
ＡＤ設網数の上限を各国について設
けることとなっていたが、規制強化
は見送られた。一方、１４年からはえ
縄のメバチの漁獲量を０１～０４年の平
均値から段階的に４０％削減するとの
措置は規定どおり実施される。
当該複数年管理措置におけるまき
網ＦＡＤｓ操業への規制強化は、１５
年以降実質的に始まる構造となって
おり、今回の見送りにより、まき網
によるメバチ漁獲量がはえ縄を上回
った１３年の状況が続くこととなる。
また当該管理措置に盛込まれてい
た「島しょ国を除くメンバーが熱帯
域で操業するまき網漁船の隻数を１２

年末の水準に共同で削減する枠組み
を本年年次会合で採択する」との規
定も実現を見なかった。さらに、過
剰な漁獲能力の削減等のための枠組
みを委員会がとりまとめるとの規定
も含まれており、そのための具体的
提案を日本が提出したが、結論に至
らなかった。
本年８月、３年振りに科学小委員会
が行ったメバチの資源評価におい
て、過剰漁獲が継続しているのに加
え、今回初めて「乱獲状態に陥って
いる」とされた資源の回復が必要で
あり、そのために０８～１１年の平均漁
獲死亡の３６％削減が勧告され、本年
年次会合での措置の強化の必要性が
求められていただけに今回の年次会
合におけるこの委員会の対応には大
きな疑問符が付く。
なお当該複数年管理措置の目標
は、メバチ資源について漁獲死亡を
最大持続可能生産量（ＭＳＹ）をも
たらす水準以下に段階的に減少させ
る（Ｆ／ＦＭＳＹ≦１）とするもの
であるが、本年の科学小委員会の評
価ではその比率は１．５７と３年前の評
価における１．４６よりも増加してい
る。
次回の年次会合は、１５年１２月にイ
ンドネシアのバリで開催される。

全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴ
ＴＣ）第８７回会合（再開会合）が１０
月２７日～３０日の間米国・ラホヤで開
かれ、太平洋クロマグロの資源回復
に向けて、２０１５年と２０１６年の商業漁
業における年間漁獲上限を３，３００
（１４年比４割減）を原則とし、２年間
の合計が６，６００ を超えないよう管
理することで合意した。
３０ 未満の未成魚の漁獲比率を、
漁獲量の５０％まで抑制する努力をす
ることも盛り込んだ。現行措置で規
制がない遊漁については、１５年に商
業漁業と同様の削減措置をとるとし

た。
１４年の東部太平洋クロマグロの漁
獲枠は５，５００ で、伝統的漁業国と
して米国に与えられた特別枠５００
を除く５，０００ の大半は、メキシコ
が漁獲している。今回合意した１５年
と１６年の年間漁獲上限３，３００ は、
現行措置の４割削減に相当する。
太平洋クロマグロは親魚資源が歴
史的最低水準にあり、西部太平洋を
管理する中西部太平洋まぐろ類委員
会（ＷＣＰＦＣ）加盟国は来年から、
３０ 未満の未成魚漁獲を０２～０４年平
均実績から半減することで合意して

いる。
親魚資源の回復には、東部太平洋
での漁獲削減も不可欠であり、日本
は７月に開かれたＩＡＴＴＣの会合
でＷＣＰＦＣと同様の措置を提案。
しかし、メキシコの強い反対で合意
に至らなかった。今回の交渉も難航
したが、現行漁獲枠の４割削減に加
えて、これまでメキシコの漁獲の７
～８割を占める３０ 未満の未成魚の
比率を５割まで減らすよう努力する
ことが決まるなど、日本の主張を概
ね受け入れるかたちで合意に至っ
た。
なお、日本は東部太平洋でクロマ
グロを漁獲していない。ただし、メ
キシコが漁獲した大半は、豪州と同
様、養殖の種苗とされ、一定期間の
後、日本に輸出されている。
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熱帯カツオ・マグロは合意に至らず
クロマグロは管理強化を採択

ＩＡＴＴＣ

メキシコ４割減で合意
年間漁獲枠３，３００
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責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は１０月３０日、平成２６年度の
第２回セミナー「今秋・冬のマグロ
国際会議の基礎知識」を東京で開催
した。水産総合研究センター国際水
産資源研究所の科学者２人が、資源
が悪化している中西部太平洋のメバ
チマグロや、資源が回復している東
大西洋クロマグロの資源管理につい
て、最新の動向を報告した。
かつお・まぐろ資源部かつおグル
ープ長の岡本浩明氏は、資源悪化が
指摘されている中西部太平洋まぐろ
類委員会（ＷＣＰＦＣ）水域のメバ
チ資源について解説した。
２０１３年の中西部太平洋におけるメ
バチ漁獲量（暫定値）は１５万８，６６２
。そのうちまき網が過去最高の８
万２，１５１ 、はえ縄が６万２，６４１ を
漁獲し、「まき網がはえ縄を上回っ
た」（岡本氏）。
現在の漁獲量については、今年８
月に開かれたＷＣＰＦＣ科学小委員
会が、資源の持続的利用が可能な量
を大きく超過しており、中西部太平

洋のメバチ資源は「過剰漁獲」かつ
「乱獲状態」にあると評価した。
メバチ資源の管理措置としては近
年、まき網のＦＡＤｓ操業に２～４か
月の禁漁期間を設けてきた。しかし、
島しょ国のＥＥＺ内で操業するまき
網の隻数は増大するばかりで、漁獲
圧が高まった。
岡本氏は禁漁が開けた月やその次
の月にまき網の漁獲量が顕著に増え
ることなども指摘し、「ＦＡＤｓに
禁漁を設けても、まき網の隻数が増
えており、漁獲圧は一向に下がらな
い。ＦＡＤｓの総枠を決めて制限す
る必要がある」などと述べた。
▽大西洋クロマグロは増枠可能

くろまぐろ資源部の島田裕之部長
は、資源が回復している東部大西洋

クロマグロについて解説。１０月に開
かれた大西洋まぐろ類保存国際委員
会（ＩＣＣＡＴ）の科学小委員会で
は、最も低加入なシナリオでもＭＳ
Ｙは増加する（約２万３，０００ の水
準）。ＴＡＣ（漁獲可能量）を増枠す
る場合は数年かけるべきと勧告され
た。ただし、将来予測が楽観的過ぎ
るとみる一部の科学者の反対で、Ｔ
ＡＣの数値については合意しなかっ
た。
資源が減少している太平洋クロマ
グロについても、親魚資源の回復に
向けて、西部太平洋を管理するＷＣ
ＰＦＣ加盟国が未成魚の漁獲半減に
取り組むことで合意したと説明。資
源回復には、東部太平洋を管理する
全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴＴ
Ｃ）加盟国の協力が必要だと話した。

１０月１０日の「まぐろの日」に向け
て、責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）と全水商連が「天然・刺身
マグロキャンペーン」を展開した。
全水商連下の全国の鮮魚小売店が、
店舗にポスターを貼ったり、はえ縄
漁業などを紹介するパンフレットを

配るなどして、天然マグロの魅力を
アピールした。
東京・世田谷区の池田屋も同キャ
ンペーンに参加した。１０月５日（日）
には毎週日曜日恒例のマグロ解体販
売を実施し、前日に築地で仕入れた
天然生鮮メバチ４０ を３本解体。３５
０～５００ のサクに切り分け、「切り
たてのマグロはいかがでしょう！」
「きょうのマグロは最高ですよ！」
と呼び込みをかけると、台風前の大
雨にもかかわらず、常連客が次々に
買い求める様子がみられた。
３代目の石川宏社長は「父も祖父
もマグロを中心に売ってきた。解体
販売は父の代から２０年続けていて、
いつも道いっぱいにお客さんが来て
くれる。世界のマグロの中には資源
状態の良くないものもあると聞く
が、必要な管理を実施し、将来的に
持続可能な形で利用出来ることが何

より大切。このような一面を消費者
に理解してもらうことが重要。これ
からも主力のマグロをバンバン売っ
ていきたい」と話していた。

編 集 後 記
ＷＣＰＦＣで昨年採択されたメバチ資源回復のための複数年管理計画では、本質的な実効

を確保する上で必要な事項は本年２０１４年の年次会合で決定するとされている。今回、それら

の事項は何一つ決められず、まき網への措置は従来どおり。資源の一層の悪化が本年の科学小委から指摘され

ている中で、現行計画を絵に描いた餅としないための真摯で強力な取組が求められる。 （長畠）

ＯＰＲＴは１２月８日、賛助会
員４８１会員（うち法人５８会員）
を対象にした年末抽選会を理事
・監事立ち会いの下実施し、１４
９人（うち５口以上加入の個人会
員６５人は無抽選で当選）が当選。
当選者には、天然超低温の刺身
マグロ１キロをお届けした。
当選者の会員番号はＯＰＲＴ
のＨＰに掲載

No.６９OPRTニュースレター４

第２回ＯＰＲＴ
セ ミ ナ ー マグロ国際会議の基礎学ぶ

メバチ資源は乱獲状態

「まぐろの日」キャンペーン
ＯＰＲＴと全水商連が推進

平成２６年度ＯＰＲＴ賛助会員
天然・冷凍刺身マグロ抽選


