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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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マグロ船のイメージ 一変
お笑いコンビ

サミットクラブ

静 恵一氏

今年２月、日本で初めて北大西洋のクロマグロ漁に完全密着した
テレビドキュメンタリー「追跡！嵐の北大西洋３
８日間 完全密着
極上マグロ」
（静岡朝日テレビ制作）が放送されました。臼福本店
（宮
城県気仙沼市）の第一昭福丸に乗船し、レポーターを務めたのは、
お笑いコンビ・サミットクラブの静恵一さん。荒々しい海の男たち
が怒鳴り散らして、マグロと格闘する怖い現場…。そんなイメージ
は一転、出会ったのは、仲間を思いやりながら、過酷な現場を何と
か乗り切ろうとする、人間味あふれる乗組員たちでした。「マグロ
船のイメージが変わった」と話す静さんに話を聞きました。
（インタビュー・戸澗史帆里）
――マグロ船に乗っての感想は。
静 正直、想像以上に大変でした。
３
６
０度どこを見渡しても海で、死と
隣合わせのような所でマグロを獲っ
ていたので、本当に命懸けでやって
いるんだなと思いました。漁場近く
では、波の高さが尋常ではなく、Ｃ
Ｇの世界にいるようでした。波が船
にぶつかり、ドーンドーンとすごい
音がして、ひどいときには全方向に
揺れます。激しい急流下りのような
イメージで、内臓がふわっと浮く瞬
間もありました。
そんな状況の中で仕事をしている
乗組員の人たちは、体も心も超人や
仙人のようでした。船が半端なく揺
れている状況でも、よろけないで立
っていられるし、ちょっと間違った
ら海に落ちるような所でも屈（かが）
んで作業をしています。人間業（わ
ざ）じゃないと思うことがたくさん
ありました。精神面でも、一喜一憂
しないし、怒らないし、優しいんで
す。自分がつらいから、人に優しく
しなきゃと思い、人を思いやれるん
ですね。そして皆、率先して動くし、
さぼらないし、とにかく働き者でし
た。

――１日の生活はどのようなスケ
ジュールですか。
静 投縄作業を６時間行い、３時間
休憩した後、揚縄作業を１
３時間行い
ます。そのあと風呂や食事、自由時
間があります。風呂は毎日入れます
し、食事も肉料理など色々なメニュ
ーが出てきます。寝る場所も結構快
適でした。自由時間は本を読んだり、
ＤＶＤを見たりして、過ごします。
――航海日誌に「帰りたい」と綴
（つづ）った日がありました。どの
ような気持ちでしたか。
静 僕の唯一の楽しみは、仕事が
終わって部屋に戻り、甘い物を食べ
ながらジュースを飲むことでした。
帰りたくなった日は誕生日で、特別
にパイナップルの缶詰を食べて祝お
うと思ったのですが、そのときにす
ごく寂しい気持ちになりました。そ
の前日も、楽しみにしていたコーラ
が船が揺れた瞬間に倒れてこぼれ、
何とも言えない気持ちになっていま
した。僕は食べることが大好きなの
で、好きな時に好きな物を食べられ
なくて、ストレスが溜まっていたの
だと思います。それで誕生日に帰り

たい気持ちが一気に爆発してしまい
ました。
――つらい気持ちはどのように乗
り越えましたか。
静 乗組員の皆さんの優しさで
す。日本人もインドネシア人も、皆
すごく温厚で優しいんです。マグロ
船に乗ることを友人や家族に伝えた
時、「借金したんか？」
など、と色々
人に言われたのですが、そのイメー
ジは全然違います。
僕自身も荒々しい、喧嘩っぱやい
人たちが怒鳴り散らしながら獲って
いて、体育会系ですごく辛いという
イメージがあったのですが、全然違
いました。
（２面につづく）

２
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（１面からつづく）
船頭さんが出港前に乗組員を集め
て、
「俺たちはこの船のファミリーだ
から、
嘘はつくな。
分からない所はす
ぐに聞き、
何でも言いなさい」
と言っ
たんです。僕なんか、他の乗組員に
とったら「誰こいつ？」みたいな存
在なので、適当に仕事をすると「あ
いつ何なの？」と言われてしまいま
す。だから僕はファミリーになりた
いと思って「全部やります」と言い
ました。皆、僕が１か月半で船を降
りることを分かっているのに、１か
ら１
０まで全部教えてくれました。そ
れで余計にもっと頑張らなきゃ、自
分も戦力にならないといけない、と
思いました。あのとき手取り足取り
教えてもらわなかったら、孤独感を
ずっと引きずったと思います。
ボースン（甲板長）も「ご飯食べ
られてるか？」とカップラーメンや
ジュースを分けてくれたり、船頭さ
んも「休みの日は部屋にこもるな。
１回でもいいから操縦室に来い。顔
を見せておしゃべりしよう」と気に
かけてくれました。
――印象的な出来事は。
静 いちばん印象深いのは、揚縄
が始まる３
０分ぐらい前に、皆とコー
ヒーを飲んだり、おしゃべりをする
んです。「その長靴いいなあ」とか
「東京はどんな所だ？」
「気仙沼はど
んな所だ？」と、本当に他愛もない
話ですが、その時間がすごく楽しか
ったです。唯一気が抜ける時間でし
た。漁師さんって、無口なイメージ
だったのですが、皆優しくて、よく
しゃべるんです。それが長く続ける
秘訣だと思います。
――マグロを釣り上げる体験もし
ました。
静 自分で釣り上げた時はテンシ
ョンが上がりました。遠洋のマグロ
船はチームスポーツのように、皆で
釣って喜び合う感覚です。僕が釣り
上げると、皆が喜んでくれて、うれ
しかったです。３
９
０ のマグロが釣
れた時はびっくりしました。魚影が
大きすぎて、マグロじゃない別の生
き物が揚がったと思いました。まん
丸で化け物みたいで、他の乗組員も
「滅多に見られない」と驚いていま
した。
――マグロ漁業の魅力はどこにあ
ると思いますか。

静 マグロを釣った時の達成感も
あるでしょうし、やっぱりスケール
が違うと思いました。マグロ船に乗
る前は、テレビに映る大間の一本釣
りを見て「すごい」と思っていまし
たが、今は１
０
０ ぐらいのマグロだ
と「小さいな」と思います。アイル
ランド沖のクロマグロは２
０
０ 級の
ものを４
２ 獲るわけですから。１億
何千万円分のマグロを１か月で一気
に釣り、１年間で数億円のマグロを
積んで帰ってくる。スケールが違い
過ぎます。
――ほかにマグロ船に乗って感じ
たことは。
静 家族を持つことは、とても大
事だなと思いました。ずっと海が続
いていて、陸が見えない状況では、
ものすごい孤独感、寂しさに襲われ
ました。今回の乗組員は１
４か月の航
海でしたが、誰かが家で待っていた
り、家族のために働いている気持ち
がないとやっていけない仕事だと思
いました。乗組員も、漁が休みの日
に携帯電話などで家族の写真を見た
り、港に着いたらすぐに連絡をとっ
たりしていました。皆、家族がいる
から、こんなに大変な仕事をやれて
いるんだなと思いました。僕も結婚
して、子供を持とうかなと思った１
か月半でした。
――今、マグロ業界では乗組員が
不足しています。若い人にマグロ船
に乗ってもらうために必要なこと
は。
静 日本に水揚げされるマグロで
すから、もっと日本人に積極的に乗
ってもらいたいというのが正直な気
持ちです。今は家族代々漁師の人が
多いですが、少しでも興味があれば
乗ってみてほしいです。１年帰れな
いとなると踏み出せない人もいると
思うので、僕みたいに短期間で乗れ
るお試し乗船があってもよいと思い

ラスパルマス出港する船上より

ます。一度乗れば、また乗りたいと
思う人が出てくると思いますし、絶
対にマグロ船のイメージが変わりま
す。マグロ船のイメージは全然違う
よと、もっと宣伝した方がよいと思
います。
若い人に乗ってもらうためには、
ネット環境を整えることだと思いま
す。僕も１か月半、連絡をとれませ
んでしたが、今の若い人は外部との
連絡が遮断されることがいちばんつ
らいと思います。部屋に戻ったら、
メールやＬＩＮＥが自由にできる、
家族と連絡がとれる環境がいちばん
必要です。
――マグロ船が資源管理に取り組
んでいることは知っていましたか。
静 乗船して初めて知りました。
最初は３,０
０
０本の針のうち数本にし
かマグロがかからないと聞いて、何
て効率の悪い漁法なんだと思いまし
た。でも本当にマグロとサメ以外は
一切かからないので、はえ縄漁業は
いちばん資源にやさしい漁法だと知
りました。獲れるクロマグロは近年
では魚体が大きくなっているよう
で、乗組員さんが「だいぶ資源が戻
ってきているんだな」と言っていま
した。資源管理の成果が出ているの
だと思います。
――消費者に伝えたいことは。
静 日本人はマグロを適当な気持
ちで食べ過ぎだと思います。僕は日
本に帰ってきて、マグロがもったい
なくて食べられませんでした。獲っ
ている漁師さんは大変な苦労をして
いるので、本当に大切に食べていた
だきたいです。マグロの価格は高い
けれど、果たして漁師さんに還元さ
れているのかという疑問もありま
す。消費者が大切に食べれば、漁師
さんの待遇がもっとよくなると思い
ます。

４月清水港で水揚げされた漁獲物と
対面
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クロマグロＴＡＣ、来年１月実施

国際合意遵守へ管理強化
水産庁は２月１
７日、太平洋クロマ
グロについて、平成３
０年１月を目途
に漁獲可能量（ＴＡＣ）制度を適用
する方針を示した。ＴＡＣ制度の適
用により、採捕の停止命令違反や数
量報告違反は罰則対象となる。国内
で違反操業の発覚が相次ぐ中、法的
規制の導入を早急に行い、漁獲管理
を徹底する。

ＯＰＲＴセミナー
マグロの漁獲戦略を解説
妥当性の高い資源管理へ
責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）は３月２
８日、東 京・港 区 の
三会堂ビルで平成２
８年度第４回ＯＰ
ＲＴセミナー「マグロ資源の新たな
管理方式の現状と将来」を開いた。
水産研究・教育機構、国際水産資源
研究所の科学者が、マグロ類の地域
漁業管理機関（ＲＦＭＯ）で議論さ
れている「漁獲戦略」の概念につい
て講演。資源と漁業の不確実性に対
し、より妥当性の高い資源管理を進
めるための枠組みを説明した。
同研究所くろまぐろ資源部くろま
ぐろ資源グループの境磨主任研究員
は、資源と漁業の不確実性に対し、
より頑健な資源管理を進めるための
漁獲戦略（Harvest Strategy）につ
いて講演した。
境氏は「資源管理は車の運転にた
とえることができる」と話し、各Ｒ
ＦＭＯの設立条約に明記された「漁
業政策」
（Fisheries Policy）をゴール
（目的地）とすれば、ゴールまで速
く行くか、ゆっくり行くか、寄り道
するかといった管理のコンセプトが

３

今年４月にクロマグロをＴＡＣ対
象魚種に政令指定し、第４管理期間
（大中型まき網は３
０年１月から同年１
２月まで、沿岸漁業は３
０年７月から翌
年６月まで）から適用する。
現在、中西部太平洋まぐろ類委員
会（ＷＣＰＦＣ）の国際合意の下、
３
０ 未満の小型魚は４,０
０
７ （沿岸２，
０
０
７ 、まき網２,０
０
０ ）
、
３
０ 以上の
大型魚も４,８
８
２ を漁獲上限に２期目
の数量管理が試行されている。
しかし、昨年末に長崎県や三重県
の沿岸漁業で無承認操業や漁獲量の
未報告を確認。これを受け実施した

全国調査でも、静岡県など新たに７
県で同様の事例が確認されたこと
で、水産庁は、ＷＣＰＦＣの国際合
意を遵守するには、国内の漁獲管理
が不可欠。資源が増えてくれば、管
理はますます厳しくなる。（違反操
業を）きっかけとし、漁獲管理を徹
底する」とし、早急に法的規制導入
を進める方針を示した。
パブリックコメントなどを経て４
月にも「くろまぐろ」がＴＡＣ対象
魚種に加えられ、県などの計画作成
や審議会を経て、来年１月からの規
制適用を目指す。

「管理目標」
（Management Objectives）
と説明した。
「管理目標」に基づき、ゴールを
より具体化したものが「運用上の目
標」
（Operational Objectives）で、た
とえば「資源量を○○年までに、漁
業がなかった場合の水準の△△％ま
で回復させる」と定められる。
「
『運
用上の目標』
は測定可能、現実的で、
期間を区切って運用できることが必
要だ」
（境氏）
。
「運用上の目標」に対し、資源と
漁業がどのような状況にあるのかは
「管理基準値」
（Reference Points）
で
示される。
管理では、
「限界管理基準
値」
（ LRP : Limit Reference Point、
それを下回る資源状態を避けるべき
とする閾値）と「目標管理基準値」
（ TRP : Target Reference Point、到
達すべき資源状態の目標）が定めら
れる。
資源状態は神戸プロットなどで図
示される。たとえば中西部太平洋の
メバチ資源は、親魚資源量がＬＲＰ
を下回るほど資源が悪化している。
▽ 事前に 合意したルール
「漁獲制御ルール」
（HCR : Harvest
Control Rule）は、資源がある状態
になった場合にどうするかを 事前
に 合意しておくもので、対応の迅
速化をもたらす、「カーナビのよう
に順応的なシステム」と述べた。
また、
「管理基準値」
や
「漁獲制御ル
ール」
を実際に導入する前には、
「管
理戦略評価」
（ MSE : Management
Strategy Evaluation）と呼ばれる枠
組みで、管理の性能をシミュレーシ
ョンし、「資源・漁業の不確実性に
対する頑健性を評価している」
（境
氏）と説明した。
▽ミナミマグロＭＰの利点は
同研究所くろまぐろ資源部温帯性
まぐろグループの高橋紀夫主任研究

員は、みなみまぐろ保存委員会（Ｃ
ＣＳＢＴ）で採用されている管理方
式（MP : Management Procedure、
事前に定められた方式で自動的にＴ
ＡＣを計算する漁獲制御ルール）に
ついて講演した。

ＭＰの採用は、国際捕鯨委員会
（Ｉ
ＷＣ）以外では、漁業管理機関とし
て世界初の試みだった。開発までに
科学委員会やワークショップを多数
開催し、合意形成のため、行政官や
漁業関係者との会合も行った。
高橋氏は「ＭＰではコンピュータ
の仮想世界で、膨大な予測シミュレ
ーションを行い、管理の頑健性（妥
当性の高さ）を評価している」と説
明。ＭＰの利点について、頑健なＴ
ＡＣ算出や、意思決定の透明化・迅
速化、合意形成の進めやすさ、管理
の論点の明確化などを挙げた。
また、ＣＣＳＢＴでＭＰを導入で
きた背景には、「科学プロセスと意
思決定プロセスの正常化に向け強力
なモチベーションがあったこと、漁
業種類が少なく加盟国・地域が少な
いこと、資源回復の兆しがあったこ
となどがある」と指摘した。
ＬＲＰの設定、資源回復目標の採
用などは他のＲＦＭＯでもとり入れ
られているが、ＣＣＳＢＴはＨＣＲ
が予め決められている点で進んでい
るとの説明もなされた。
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資源量が減少してくると、分布 ている。この報告では南太平洋の 示唆しており、
沖合の竿釣りの資
域が縮小し、その影響は分布の縁 縁辺域における延縄で漁獲される 源量指数が安定しているのに対し
辺域で顕著になると考えられる。 カツオの資源量指数もオブザーバ て沿岸の引き縄や竿釣りの資源量
中西部太平洋のマグロ資源管理を ーの記録から取り出して比較して 指数が低下しているという日本近
行う国際機関（ＷＣＰＦＣ）の科 いる。
日本に関する情報として、
沖 海における現象と一致しているこ
学小委員会（ＳＣ）でカツオの分 合域での日本の竿釣りの資源量指 とは指摘されている。
しかし、
同報
布域（良好な漁獲を行い得る資源 数は減少していないのに対し、
沿 告書は、
先に述べた種々の指標を
密度が存在する水域）の縮小（以 岸の引き縄や竿釣りのそれは最近 用いた分析を総合的に判断して、
下RC : Range Contraction と略記） 顕著に減少している。
一方、
ハワイ 太平洋のカツオの分布の縁辺域全
に関する論議が続いている。カツ の竿釣りの資源量指数や南太平洋 体における一貫したＲＣは今のと
オの主分布域である熱帯域とその の延縄によるカツオの資源量指数 ころは認められないとしている。
分布の縁辺域にあたる日本近海の には、
海域により増加するものと
今後の展開
双方にカツオ漁場を持つ日本にと 減少するものがある。
この報告書でも指摘している通
ってこの問題は重要である。
したがって、全体としてみると り、今後のＲＣの分析に重要なの
ＲＣをめぐる論点と今後の取り ＲＣが一貫して縁辺域で認められ は、標識放流の情報の増加、特に
組みの概要を紹介したい。
るとは言えないとしている。縁辺 熱帯域以北の日本近海及びその接
発端
域の漁業で漁獲されるカツオのサ 続水域からの標識放流である。標
熱帯域におけるまき網によるカ イズが小型化しているかどうかも 識の海域別の採捕率にしても、圧
ツオの漁獲量が急増し、これによ 検討したが、小型化の傾向はみら 倒的に漁獲量の大きい熱帯域で放
って日本近海や沿岸に南方海域か れない。
せば、採捕はほとんど熱帯域に限
ら来遊してくるカツオの資源量が
さらに、標識放流の結果を分析 られようし、逆に熱帯域から北上
減少しているという懸念を、日本 している。赤道域で放流したカツ する個体は比較的小さな漁獲圧し
はＳＣで繰り返し表明してきた。 オの日本近海での採捕は殆どない か受けないため、温帯域での採捕
沿岸域の引き縄と竿釣り船による ことから、両海域間のカツオの交 の割合が低いのは当然で、これを
漁獲の減少が
もって熱帯域と
顕 著 で、カ ツ
温帯域の間には
鈴 木 治 郎
オ資源の管理
交流が殆どない
の 強 化、特 に
とは言えない。
第
熱帯域におけ
今後は日本の
３７
るまき網の漁
イニシアチブで
回
獲 制 限 をＷＣ
温帯域からのカ
ＰＦＣの 年 次
ツオの大規模標
太平洋のカツオをめぐる分布域縮小について
会議で日本は
識放流を何とか
主張している。カツオの分布の縁 流は少ないとしているが、日本近 実現したいものである。一方、標
辺域での漁業を有するハワイやニ 海で放流したカツオは南方海域で 識放流とは別に、漁業とは独立に、
ュージーランド（キハダに関して） かなり採捕されている。残念なこ 熱帯域と温帯域の間のカツオの関
等も、ＲＣに関する懸念を提起し とに赤道海域と日本近海での標識 連性を調べる新たな研究手法も同
た。これを受けてＳＣで懸念の表 放流数は桁違いに赤道海域より少 時に行うべきである。この方法は
明されたカツオのＲＣの実態を把 なく、全体のデータから見ると、 耳石などを用いて、カツオの生ま
握するための研究プロジェクト 今のところ両海域間の交流は少な れた海域を直接特定する方法で、
（Project６
７）
が、
ＳＣの下で数年前 い、つまり、ＲＣを支持するとい すでに大西洋のクロマグロ等でも
から開始され、ＷＣＰＦＣの資源 う証左は標識放流からは確認でき 使用されている有効な方法であ
評価を委託されているＳＰＣとい ないとしている。
る。早急に太平洋のカツオのＲＣ
う国際機関（本部はニューカレド
この他に現在資源評価に使われ 問題にも応用されるべきものであ
ニアのヌメア）と日本が中心とな ている統合モデルや生態系モデル る。
いずれ
り、米国、フランス等の研究者も による分析もしているが、
参画して、共同実施されている。 の場合も標識データが海域間の移
動についての重要な情報となって
実態把握の現状
カツオが熱帯域のそれとあ
このプロジェクトによる最近の おり、
カツオの全体的
研究進捗状況報告
（ＷＣＰＦＣ‐Ｓ まり交流がなく、
０
５）
の 概 要 なＲＣを示すはっきりとした結果
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１
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を述べてみよう。
ＲＣに関する情 は出ていない。
しかしながら、
生態
報を得るために、
まず、
分布の縁辺 系モデルの解析では、
日本沿岸域
海域における竿釣りや引き縄の資 の漁業はその沖合域の漁業より資
源量指数を日本、
ハワイで比較し 源減少の影響を強く受けることを

れ
こ
マ グ ロ あれ 科学者の目

巻頭インタビューをお願いした静さん出演の番組は、大型まぐろはえ縄漁船の洋上での様
子を、一般視聴者を念頭に置いた、プロのカメラによる映像で紹介するもので、大変貴重な
ものでした。若手の参入を図る上で、外部とのコミニュケーションが取れるような環境の整備が一番大事との
示唆を得ています。生産現場から小売店での消費者へのアピールまで、「良好なコミニュケーション」がこの
漁業にとってもキーワードと見受けられます。
（長畠）

編集後記

