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――アイルランド沖の天然クロマ
グロフェアを企画したきっかけは。

本村 アイルランド沖のクロマグ
ロは供給量が少なくて価格も高く、
私たちが扱える商材ではありません
でした。しかし、築地市場のセリ場
を見ていると、以前はほとんどなか
ったキロ２,０００円から２,５００円の魚が
昨年から出るようになり、これなら
私たちも使えるのではないかと思い
ました。３、４か月かけて１か月分の
フェアで使う３５㌧を買い付け、２貫
一皿で大トロ５８０円、中トロ４２０円、
上赤身３００円で提供しています。
アイルランド沖のクロマグロは最
も北の水域に生息し、非常に冷たい
水温で餌が豊富な所で泳いでいま
す。獲りに行くのは大変ですが、２０
０～３００㌔と大型で、脂が乗ってコク
がある本当においしいマグロです。
ぜひお客様に食べてもらいたいと思

いました。

――お客さんの反応はいかがでし
たか。

本村 今は養殖がほとんで、天然
と養殖の違いが分かる人はなかなか
いませんが、お客様の様子を見てい
ると、顔を見合わせて「おいしい」
と驚いていました。天然か養殖か分
からなくても、直感的においしいと
分かるようで、喜んでいただいてい
ます。皿数にも正直に表れていて、
養殖は２皿４貫ぐらいでいいというお
客様も多いですが、天然は３、４皿召
し上がるお客様がいます。いつも１
皿しか食べない子供さんが、３、４皿
食べたという話も聞きました。
また、アイルランド沖のクロマグ
ロとなると、普段は高級な寿司店で
しか食べられないマグロですから、
マグロ好きの通のお客様にも喜んで
もらえます。築地市場で働く方々に

も来ていただいていて、価値をよく
分かっていらっしゃるので、「アイ
ルランド沖のクロマグロを販売する
なんて、すごいね」と言っていただ
いています。
店で天然と養殖を同じ時期に提供
することはオペレーション的に難し
く、食べ比べてもらう機会はありま
せんが、天然を一度食べればおいし
さが脳にインプットされるので、そ
の後もおいしさを憶えていていただ
けると思います。天然は食べやすい
所が養殖と大きく違うので、天然の
食べやすさ、おいしさを、もっとア
ピールしていきたいです。

（２面につづく）

アイルランド沖のクロマグロといえば、天然冷凍マグロの中でも

高級寿司店で提供される最上級の魚です。以前は資源が悪化して供

給量が少なく、一般消費者が口にする機会はなかなかありませんで

した。近年は厳格な資源管理の結果、資源が着実に回復し、供給量

が増えてきました。その好機を捉え、首都圏のグルメ系回転寿司チ

ェーン「すし銚子丸」（千葉県）が８９店舗で、アイルランド沖の天然

クロマグロフェアを開催しました。フェアのきっかけや、本物のお

いしいマグロを食べたお客さんの反応などを、�銚子丸の本村公弘
取締役商品部長に聞きました。 （インタビュー・戸澗史帆里）
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（１面からつづく）

――他にも色々なマグロフェアを
企画しています。

本村 マグロは色々な種類がある
ので、旬に合った時期のマグロを伝
えたいと思っています。天然ミナミ
マグロのフェアは年に１、２回行って
います。値段が落ち着いていて、品
質も安定しているので、普段から少
しずつ買い付けて、数量がたまった
らイベントを行っています。天然ミ
ナミマグロは際立った甘みと上品な
脂が特徴で、酢飯との相性も抜群で
す。クロマグロと甲乙つけがたいお
いしさですので、ぜひ味わってほし
いです。
クロマグロやミナミマグロだけで
なく、もっと幅広く言うと、メカジキ
もおいしいし、マカジキもよいもの
は高級商材です。今月（平成２９年１２
月）はクロマグロと合わせてメカジ
キの寿司フェアを行いました。一般
の人はスーパーで売っている１００円
の輸入物がメカジキと思っています
が、うちの店では脂のある選別した
ものを揃えて、トロメカジキとして
提供しています。

――赤身の魚はどのように扱って
いますか。

本村 メバチはこれまではリーズ
ナブルな魚として提供してきました
が、今年はあまりに急激に値上がり
し、特に下物（したもの：価格が相
対的に低いクラス）が上昇しました。
品質が劣るものを高く買うくらいな
らと、うちでは品質のよいものを買
い付けることにしました。通常より
高いものを買っていますが、販売価
格は変えず、一皿１８０円で提供して
います。キハダはメバチと値差がな
いので、扱っていません。メバチの
方が赤色がきれいですし、寿司に向
いていると思います。
ビンチョウも品質のよいものを買
っています。今年は一時期ビンチョ
ウが市場に溢れましたが、その中で
Ｓ１（活〆ブライン凍結一級品。一
本釣り漁で釣り上げた魚を血抜き処
理し、急速凍結したもの）と呼ばれ

るものから、本当に脂が濃いものを
選別してもらい、トロビンチョウと
して一皿２５０円で提供しています。
ビンチョウ好きな人には喜んでいた
だいています。

――仕入れで心掛けていることは。

本村 天然は個体差があるので、
個体差を極力小さくしていい魚を集
めることが大きな仕事の一つです。
養殖を扱うのは簡単ですが、天然に
はその時期にしかない旬がありま
す。その旬を伝えたいという思いで、
築地市場に毎日通い、よい魚を少し
ずつ集めています。

――資源についてはどのようにお
考えですか。

本村 アイルランド沖の天然クロ
マグロのフェアを開催できたのは、
大西洋クロマグロについて厳格な資
源管理が行われ、資源が着実に回復
しているからです。今年は大西洋ま
ぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）
で、総漁獲可能量（ＴＡＣ）が現行
の２万３,６００㌧から、２０２０年には３万６,
０００㌧まで増枠することも決まりま
した。資源管理の効果がすごく出て

いると思います。
一方、気になっているのは、日本
近海の太平洋クロマグロの管理で
す。どこまで資源を回復するかとい
う長期的な目標や、資源が回復して
くれば増枠できるルールもできまし
たが、国や漁業者が一体となって皆
が我慢できる仕組みをつくり、国際
的な合意を守っていかなくてはいけ
ないと思います。太平洋クロマグロ
と大西洋クロマグロは、味も全く違
うので、太平洋クロマグロも資源が
増えてほしいです。

――最後に本村さんにとって、マ
グロとはどのような商材ですか。

本村 一言で言えば、寿司に欠か
せない商材です。マグロなしで寿司
は始まりませんし、マグロがないと、
寿司の盛り合わせも絵になりませ
ん。近年はサーモンの人気も高いで
すが、うちの店でいちばん売れるの
はやはりマグロです。今回のクロマ
グロフェアは、お客様に本物の天然
マグロを食べていただくよい機会に
なったと思いますし、これからも天
然マグロの旬のおいしさを伝えてい
きたいと思います。

No.８７OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

左から、大トロ（５８０円）、中トロ（４２０円）、上赤身（３００円）

大きなのぼりで、天然マグロをＰＲしている
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大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ＩＣＣＡＴ）年次会合（第２５回通
常会合）が１１月１４日から２１日までモ
ロッコで開かれ、資源が増加傾向に
ある東大西洋クロマグロの総漁獲可
能量（ＴＡＣ）を増枠することで合
意した。２０１８年２万８,２００㌧（現行２
万３,６５５㌧ 比１９％増）、１９年３万２,４６０
㌧（同３７％増）、２０年３万６,０００㌧（同
５２％増）と段階的に引き上げる。２０
年の３万６,０００㌧は２０００年以降では最
大の水準となる。
日本の割当は、１８年２,２７９㌧（現
行１,９３０㌧比１８％増）、１９年２,５２８㌧（３
１％増）、２０年２,８０１㌧（４５％増）とな
った。全体の漁獲枠に対する日本の
割当比率は、現行の８.５％から２０年
に７.８％となる。
東大西洋クロマグロは資源の悪化
から、０３～０６年に３万２,０００㌧あった
漁獲枠を、１１年には半分以下の１万２,
９００㌧まで大幅に削減した。０７年か
らは小型魚（３０㌔未満）の漁獲を全
海域で原則禁止にするなど、厳格な
管理措置を実施してきた。
その結果、資源は回復傾向にあり、

１５～１７年は毎年漁獲枠を２割ずつ増
加。１７年は２万３,６５５㌧まで拡大した。
今回の会合に先立ち開かれた科学小
委員会では、現行より５割以上増と
なる３万６,０００㌧まで段階的に引き上
げても資源に問題はないとする勧告
が出されていた。

日かつ漁協（山下潤組合長）、遠か
つ協（池田博会長）、近かつ協（三鬼
則行会長）、責任あるまぐろ漁業推進
機構（ＯＰＲＴ、堤芳夫会長）の４
団体は１０月１６日、中西部太平洋のメ
バチ資源回復に向け、水産庁の太田
愼吾審議官に要望書を提出した。
４団体は１０月３日に中西部太平洋ま
ぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）のテオ
事務局長宛てにＯＰＲＴが提出した
要望書の写しを手渡し、１２月に開か
れるＷＣＰＦＣで見直される熱帯マ
グロ（メバチ・キハダ・カツオ）の

管理措置が、公正かつ実効的なもの
となるように、日本が主導的な対応
をとることを求めた。
特にメバチ資源悪化の主な要因と
される、まき網の集魚装置（ＦＡＤ）
規制の強化を要望した。また、本年
８月の科学小委員会で実施されたメ
バチの資源評価についても、不確実
性が高く楽観的であると指摘。今後
の科学的作業において、日本の科学
者が関連データを活用して主体的役
割を発揮することを求めた。
ＯＰＲＴの長畠大四郎専務は「中
西部太平洋のメバチ資源の保存管理
は、日本など主要はえ縄国が漁獲枠
の下で制約を受ける一方、まき網は
隻数削減が進まず、漁獲抑制も強化
されていない。特に外国のまき網に
ついて、メバチの漁獲比率が高いこ
とが問題視されてきた。本年夏の科
学小委員会におけるメバチの評価は
新たな管理措置の基礎とするには時
期尚早である。資源回復を図る真に
効果的な措置が、早期に策定・実施
されることを切に願う」と話してい
る。

水産庁は１２月１１日、３～７日にフィ
リピン・マニラで開かれた中西部太
平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）
第１４回年次会合の結果について記者
会見を行った。太田愼吾政府代表（水
産庁資源管理部審議官）に代わり会
見した田中健吾参事官は「（日本だけ
が規制強化を主張する）多勢に無勢
の交渉だった。１年間の暫定措置で、
全体的に若干の緩和で妥結した」と
振り返った。
会見によると、会合の大半はメバ
チ・キハダ・カツオの保存管理措置
の議論に割かれ、７日の閉幕予定を
超えた８日午前３時に合意に至った。
メバチ・キハダ・カツオの保存管
理措置については、まき網のＦＡＤ
（集魚装置）規制など現行措置の期
限が今年いっぱい。１か国でも反対
して合意できなければ、来年１月以
降、措置が全くない状態となる。新
たな措置の合意は必須であり、田中
参事官は「一定の措置が合意された
ことは評価できる」と述べた。
太平洋島嶼（しょ）国をはじめと
する日本以外の国々は、現行措置の

緩和を主張した。今夏の科学小委員
会でメバチの資源評価が、「乱獲か
つ過剰漁獲」から「乱獲でも過剰漁
獲でもない」へと、大幅に変更され
たためだ。
日本だけが規制強化、少なくとも
現行措置の維持、を強く主張した。
科学小委員会も、従来と異なる方法
で行ったメバチの資源評価は不確実
性が高いと指摘しており、「漁獲死
亡は増やさない方がよい」との勧告
が出ている。カツオの日本沿岸への
来遊減少も背景にある。その結果、
ＦＡＤ禁漁期間は、排他的経済水域
（ＥＥＺ）内で現行の４か月から３か
月へ、公海で１２か月から５か月へと
規制が緩和された。特に公海の議論
は白熱し、米国を中心とする先進国
が、周年のＦＡＤ禁漁は全面的に改
めるべきと緩和を強く主張した。一
方、島嶼国は公海操業の自由度が高
まることで、ＥＥＺ内操業による入
漁料収入が減ることを懸念し、日本
とともに現状維持を求める場面があ
った。
▽ＦＡＤ基数制限を導入
規制強化の面では、日本の提案に
よりＦＡＤの基数制限がＷＣＰＦＣ
海域で初めて導入された。ＦＡＤの
基数制限は、インド洋まぐろ類委員
会（ＩＯＴＣ）と全米熱帯まぐろ類
委員会（ＩＡＴＴＣ）で導入されて
おり、田中参事官は基数制限の導入
について「非常に意義があること。
各地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ）で
定着してきている」と見解を述べた。
今回合意された「一隻あたり常時

３５０基以下」の措置はＩＯＴＣを参
考にしたもの。１隻あたり１,０００基
以上のＦＡＤを投入する外国の大型
まき網船には、「かなりの制限にな
る」（同）と説明している。
公海操業の日数制限も強化され
た。従来は先進国のみの適用だった
が、島嶼国がチャーターする船にも
適用することとなった。これまでは
中国が島嶼国のチャーター船で公海
操業を行っていたが、規制の抜け道
がなくなった。
ただし、今回の合意は１年間の暫
定措置である。来年の年次会合で再
び議論が行われる。
なお、北小委員会で作成された太
平洋クロマグロの措置案は「全く異
議なく採択された。審議は１０分程度
で終わった」（同）。

No.８７OPRTニュースレター ３

ＩＣＣＡＴ

大西洋クロマグロ、増枠合意
２０２０年に３万６,０００㌧

ＷＣＰＦＣ

「若干の緩和で妥結」
メバチ措置議論で延長戦

水産庁に連携し要望

メバチ回復へ実効的措置を
マグロ４団体
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国際水産団体連合（ＩＣＦＡ）と
国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の意見
交換及び、ＩＣＦＡ年次総会が１１月
９日と１０日の両日、イタリア・ロー
マで開かれた。出席した大日本水産
会の白須敏朗会長は１１月１６日に記者
会見し、国家管轄権外区域の海洋生
物多様性（ＢＢＮＪ）や、マグロの
資源管理、エコラベルなどについて
意見を交わしたと報告。「より厳し
い漁業管理を求める環境団体に対
し、国際機関や国際会議で持続可能
な漁業の推進を働き掛けるＩＣＦＡ
の姿勢が明確化してきた」と強調し
た。
ＢＢＮＪについては、公海の海洋
生物多様性の保存と持続的利用に関
し、国際的に法的拘束力を持つ条約

の作成が進行中。２０１８年以降の政府
間会議で作業が本格化する見通しと
なっている。これに対して日本は、
「海洋保護区（ＭＰＡ）の拡大など、
科学に基づかない規制に結びつかな
いよう、ＦＡＯと地域漁業管理機関
が主導して対応すべき」と主張。引
き続きＩＣＦＡとＦＡＯが連携し、
各国政府に働き掛けることとなっ
た。
マグロの資源管理では、日本が「Ｆ
ＡＯの２０１６年の報告ではカツオマグ
ロ主要７魚種のうち４１％が乱獲状態
にあり、資源回復のための管理措置
が必要とされている」と説明し、「漁
獲能力を持続可能な水準に調整する
ことが極めて重要」などとＩＣＦＡ
会員に要請した。

▽サメ利用や捕鯨に理解を
ワシントン条約（ＣＩＴＥＳ）に
関しては、サメ類の附属書掲載提案
が近年採択されている。背景には、
環境ＮＧＯの強い働き掛けに加え、
十分な作業期間が与えられないなど
手続き上の問題があり、日本政府が
手続き改善の提案をＣＩＴＥＳ常設
委員会に提出している。今後の審議
にあたり、各国政府に支持を働き掛
けるよう、ＩＣＦＡ会員に要請した。
反捕鯨やサメ利用の反対運動につ
いては、種類の多様性や豊富な資源
量が無視されているとし、「日本か
ら資源状態についてのイラスト入り
の啓発資料を提供した。資源の持続
的利用に向けた広報として高く評価
された」。
なお、日本からは、大日本水産会
の白須会長、西村雅志資源管理室長、
日本トロール底魚協会の吉田光徳会
長、責任あるまぐろ漁業推進機構の
長畠大四郎専務が出席した。

日かつ漁協（山下潤組合長）は１０
月１０日の「まぐろの日」の浸透に向
け、都内の小学校で実施する遠洋マ
グロはえ縄漁業の出前授業を１０月６
日にスタートさせた。６年目を迎え
た今年度は、１１校・９０６人を対象に
する予定で、日本船が漁獲した天然
マグロのおいしさを伝える。
１０月６日に港区立赤羽小学校で小
学５年生４５人を対象に行った。授業

では、児童が楽しみながら学べるよ
うに作成した、穴埋め式の教科書を
用いた。日かつ漁協の担当者が「は
え縄漁業はマグロを一本一本丁寧に
獲る漁法」「マグロは国際的なルール
を守り、資源管理しながら獲ってい
る」などと説明し、マグロが食卓に
届くまでに多くの人の仕事や努力が
あることを伝えた。
休み時間には持ち込んだ本物の漁
具や冷凍マグロの頭、船上の作業着
に児童が殺到。直に触れてマグロの
大きさを体感したほか、作業着を実
際に着てはしゃぐ児童の姿も見られ
た。
いちばん盛り上がったのは、マグ
ロの漬け丼作り。ご飯を取り分け、
第５８福栄丸が太平洋で漁獲したメバ
チを乗せ、トッピングを盛り付けて
完成。児童らは待ちきれない様子で
かきこむと、「おいしい！」「うま
い！」と目を輝かせていた。
出前授業は天然マグロの消費拡大
に向け、２０１２年度から始まった。日

かつ漁協の担当者は「試食後の児童
の反応がとてもよい。日本船が漁獲
した天然マグロのおいしさを知って
もらい、マグロファンを増やしたい」
と話している。

編 集 後 記 メバチの供給が振るわず、価格の高騰に多くの方々がご苦労された一年であったと存じま
す。今年夏に、３年振りに実施された中西部太平洋のメバチの評価は、「従来から、過剰漁

獲でも乱獲でもない」と、目を疑うような内容でしたが、日本のデータ・研究者がしっかり関与した見直しが
なされるべきでしょう。資源の評価内容が好転し、漁獲枠が引き上げられるような状況は、本来漁業関係者と
して歓迎すべきものなのですが、太平洋のメバチ資源に対しては、「本当に大丈夫か、将来、大変なことにな
らないか」という疑念が拭いきれません。 （長畠）

責任あるまぐろ漁業推進機構
（ＯＰＲＴ）は１２月４日、恒 例
の天然冷凍刺身マグロの年末抽
選会を実施した。１１月３０日まで
に賛助会員登録及び更新を行っ
た３７０会員（法人６５社を含む）
を対象に抽選し、１３４人（うち５
口以上会員７４人含む）を確定。
当選者には、天然超低温刺身マ
グロ３サク（７００～８００㌘）が１４日
頃までに届けられた。
（当選者の会員番号はホームペ
ージに掲載）
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ＩＣＦＡ

持続可能な漁業へ連携強化
マグロ資源管理などで議論

１０月１０日は�まぐろの日�
日かつ漁協出前授業
１１校・約９００人にＰＲ


