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第 2098 回例会  平成 30 年 10 月 1 日（月曜日）第 9 号  

 
本日の例会 １０月１日（月）    第１例会 

● ソ ン グ 『 我等の生業 』 

● 卓  話 『ガバナー補佐を終えて』 

担当：百済 洋一会員 

● 本日の献立 フランス料理 

次回の例会 １０月１５日（月）   第２例会 

『 バズセッション』 

前回の例会 ９月１０日（月）    第２例会 

『 東輪会合同例会 』 

近大マグロの誕生 

講師 近畿大学水産研究所名誉顧問 熊井英水様 

開会挨拶     東輪会実行委員長 細川勝治 

 
皆さま、今日は。 

私はこの度、2018 年～2019 年度の東輪会実行委

員長を仰せ付かりました東大阪中央ロータリーク

ラブの細川でございます。 

例会前でございますが、先日の台風 21 号、そし

て９月６日未明に北海道で発生しました大地震で

お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り

申し上げます。また多くの被災されました方々に

お見舞い申し上げます。一刻も早い復興をお祈り

いたします。 

 さて、本日の東輪会の合同例会にはお足元の悪

い中、また何かとお忙しい中、多数の会員皆様に出

席して頂きまして誠にありがとうございます。 

それでは、只今より東輪会合同例会を開催いたし

ます。 
会長挨拶              会長 金子勝信  

 
皆様、こんにちは。 

本日は、ご多忙の中そしてお足元の悪い中、東

輪会合同例会に多数ご出席賜り誠に有難うござい

ます猛暑であったこの夏も終わりに近づいており

ますが、先ほど実行委員長も申し上げましたとお

り、今年の夏は、各地で大規模な自然災害が発生

いたしました。 

先の大阪北部地震、そして西日本豪雨について

は、地区ロータリーを通じての義捐金による支援

や各クラブ独自での効果的な支援を計画または実
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行されていることと存じますが、追い討ちをかけ

るように、先週、台風２１号そして北海道で大規

模な地震が発生いたしました。北海道は大変な被

害に見舞われており、今のなお予断を許さない状

況にあります。また、私たちの地元である大阪も

台風によって大きな被害に見舞われました。 

関西空港が機能停止に陥り、地元経済に大きな

打撃をあたえております。また私たちの身近なと

ころでは、大規模な停電が発生し、屋根の瓦が飛

び、シャッターが壊れ、窓ガラスが割れ、マンシ

ョンのベランダのパーティションが割れて飛んだ

りしている物件が多数見受けられます。これらの

修理を依頼しても業者の手が追いつかず、 

１ヶ月も先の修理になるという話も聞きます。 

 皆様の周りでも大小を問わず、被害に遭われ、

今もなお困りの方も多数いらっしゃることと存じ

ます。謹んでお見舞い申し上げます。 

ひと昔前までは、大阪をそれていた台風が、し

かも大型のものが直撃するという事態を目の当た

りにして、今後、頻繁に起きるであろうと予測さ

れる自然災害に備えて、私たちロータリアンが、

どのように地域で活動していけば良いのか、また

は貢献できるのかをあらためて考える時期にきて

いるように感じております。 

皆様もご存知のとおり、ＩＭ第４組は本年度よ

り再編され、以前よりも大所帯となりましたが、

その中にあって、この東輪会５クラブの絆は、変

わることなく、より一層強くなっていくことと確

信しております。 

今後、このような自然災害が地元でおきた場合に

は、東輪会として、効果的な支援・奉仕活動を行

っていける体制作りを、この場をお借りして、ご

提案申し上げます。 

 さて、本日の公演会テーマは、近代マグロの完

全養殖です。変わり行く自然環境と向き合い、き

わめて可能性の低かった完全養殖への道のりをど

のように克服していったか、非常に興味深く、楽

しみな内容となっております。 

 また、昨年度に引き続き、東大阪市役所から来

年開催されます、ラグビーワールドカップ日本大

会のＰＲにお越しいただいております。 

 そして来月１０月１８日は、奈良の飛鳥カント

リーにて、東輪会ゴルフ大会を開催させて頂きま

す。各クラブ様にご案内を配布しておりますの

で、是非とも、多数のご参加を賜りますよう宜し

くお願い申し上げます。 

 合同例会の開催にあたり、東輪会各クラブ様よ

り頂戴いたしました、ご協力に感謝申し上げると

共に、各クラブの益々のご発展と会員様のご健勝

ならびにご多幸を祈念いたしましてご挨拶とさせ

ていただきます。 

本日は誠に有難うございます。 

 

出 席 報 告     東大阪みどり RC 木戸章由 

本日の東輪会の会員数 ２０５名 

本日の出席者数 １２７名 

本日の出席率 ６１．９５％ 

講演者ご紹介      実行委員長 細川勝治 

本日の基調講演は、近畿大学の理事であり、水産研

究所名誉顧問であります熊井英水先生による近大

マグロの完全養殖の成功についての御講演をして

頂きます。熊井先生のご経歴につきましてはパン

フレットに掲載しておりますのでご覧ください。 

「近大マグロ」は、いまや国内を初め広く海外に

も注目され、「近大マグロ」のブランド価値は非常

に上がってきております。長い年月をかけて今日

に至るまで、大変な御苦労があったと思いますが 

マクロの完全養殖の今日までの道のりについてお

話して頂きます。なお、お時間か掛かりますので、

熊井先生にお座り頂き御講演して頂きます。皆様

どうぞ最後まで御静聴の程、宜しくお願い致しま

す。ありがとうございました。 
ご講演者に謝辞   東大阪みどり RC 竹内靖剛 

熊井先生お忙しい中、沢山のお話有り難うござい

ました。 

先生の話の中にクロマグロの特徴について大き

く 3つおっしゃられました。 

一つ目は「クロマグロは泳ぎ続けていないと死ん

でしまう。」二つ目は「肌が弱い。」三つ目は「衝

突によわい」でした。これをお聞きしますと素人

目でもクロマグロは「養殖は不可能だ」と思って

しまいます。それを完全養殖に成功され現在では

餌になる魚などまで養殖しておられることをお聞

きして感動いたしました。 

  これに成功するには、底知れない根気と観察力

が必要である事は先生のお話の中でよく解りまし

た。また、画面でお見かけしますと出荷するクロ

マグロに卒業証書シールを貼って出荷されている

ことは育てたマグロに愛情を持っておられると思

いました。 

  実は私も近大マグロを頂かせてもらいましたが

大変美味しかったです。是非、先生このまま美味

しいクロマグロを出荷し不可能を可能にする夢を

私たちに与え続けてくださいませ。重ねてお礼申

し上げます。ありがとうございました。 
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2018-19年度 東輪会 合同例会

講師プロフィール

昭和10年,長野県生,広島大学水畜産学部卒業,農学博士（九州大学）。

近畿大学水産研究所長，同水産養殖種苗センター長，同大学院農学研究科教授を歴任。

現在，近畿大学理事，同水産研究所名誉顧問，日本水産学会，日本水産増殖学会各名誉会員。

日本農学賞，読売農学賞，日本水産学会技術賞，同功績賞，日本水産

増殖学会賞等を受賞，平成26年春瑞宝中綬章を受章。主著に

「最新海産魚の養殖」（編著），「水産増養殖システム－海産魚」（編著）

「究極のクロマグロ完全養殖物語」（著）など

～世界初 クロマグロの完全養殖までの32年～

特別講演

講演者： 熊井英水 博士

くま い ひで み

近畿大学水産研究所名誉顧問

■講演要旨■

日本人が好む代表的な魚の一つにマグロがありますが､中でもクロマグロは“海の

ダイヤ”と称され戦後の日本がつくり出した食文化の典型的な超高級食材であります。

日本はまた世界のクロマグロの約80％もの消費大国でもあります。しかしクロマグロの

漁獲量はマグロ類全漁獲量の僅か2％未満と極めて少なく、1992年に京都で開かれた

ワシントン条約締約国会議で「絶滅危惧種」として西大西洋のクロマグロが提起されました。これを契機としてこの提

案に象徴される国際的な流れは2010年カタールで開かれた同会議でモナコの提案が大きな波紋を呼んだことは記

憶に新しいところであります。そのため近年マグロ資源をめぐり国際資源管理機構の動きが活発になりクロマグロの資

源に関しては漁獲規制を強化することによって資源回復と持続的漁業生産を目指しております。

一方これまで顧みることのなかったクロマグロ資源を積極的につくり育てる諸技術を開発して確立することが重要か

つ急務となってきました。私共は1970年からこの希少で貴重なクロマグロの増養殖技術の研究を開始しました。

クロマグロは皮膚が脆弱でその上酸素要求量が大きく稚魚期には共喰が激しく光や音などの刺激に敏感に反応し

て衝突死を招き、また濁水にも弱く飼育の極めて難しい魚種でありました。

私共はこれらの障害を克服しつつ1979年に初めて生簀内での産卵に成功し

試行錯誤の末、実に32年の歳月を要しましたが2002年には世界で初めて

クロマグロの完全養殖を達成することができました。近大マグロの誕生であ

ります。私の持論は養殖用の種苗はすべて人工で賄い天然資源には手を

つけないことであります。最近は種苗生産の技術が進み、近畿大学だけでも

10万余尾の種苗を生産するまでに至っています。ここではこの研究の経緯とそれにまつわる話を聞いていただきます。
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近大マグロの誕生 

～世界初クロマグロの完全養殖までの 32 年～ 

近畿大学水産研究所名誉顧問 熊井英水様 

皆さん、こんにちは。本題に入る前に、日本の漁

業はどのようになっているのか少しお話申し上げ

たいと思います。 

 

 
漁業には遠洋漁業、沖合漁業、沿岸漁業、海面養

殖業、そして内水面漁業、これは琵琶湖だとか諏訪

湖の漁業、養殖業に分かれています。今までの経緯

をみますと昭和 59 年、1984 年に 1,282 万トンとい

う、一番のピークを迎えています。それがしばらく

続いたのですがガタガタと減ってきています。 

これは遠洋漁業の 200 海里問題の影響もあります

が、沖合漁業の中でイワシが物凄く減ってきて、

450 万トンあったものが５万トンに減り、今は 20

万トンぐらいに成長してきています。その中で海

面養殖業だけが企画性があるということで、これ

からも有望であります。内水面漁業はほとんどあ

りません。 

 
養殖でやられているのは約 20種類ほどあります。

ブリ類というのは統計でブリ、カンパチ、ヒラマサ

の３種類で、この中でブリが３分の２、カンパチが

３分の１、ヒラマサはほとんどありません。ここで

は養殖の割合をみており 54.2％、半分ぐらいが養

殖のブリです。一時は 72％ぐらいいっていました。

カンパチは日本で獲れなくなって今やベトナム沿

岸で稚魚を獲って、海南島へ持ってきて中間育成

をして日本に持ってきています。今度は人工孵化

でつくらなければなりません。我々近畿大学でも

数十万という数ができるようになってきています。

マダイは養殖では最たるもので進んでいます。一

時は 85％ぐらいあって今は 80％ぐらいです。今ま

ではお祝いぐらいしか使われていませんでしたが、

今やお父さんたちのお酒のお供で養殖のお蔭です。

最近ではクロマグロの養殖が載るようになりまし

た。幼魚を天然からとっていますが、我々は 2002

年に完全養殖に成功しまして、マグロの場合は

60％が養殖です。ギンザケは日本にいませんので

外国から卵が入ってきて養殖しています。 

シマアジも沿岸には沢山いますが、統計的には

漁業になっていません。我々は人工孵化をしまし

て、全国に出ているシマアジの 80％ぐらいが近大

が生産したものです。ヒラメは養殖の滴水温が非

常に低く、20～25℃です。日本列島では越夏ができ

ず、一時は 7,000 トンぐらいありましたが、今は
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2,300 トンになって、この技術が昭和 60 年ぐらい

に韓国に移りまして、済州島が適しているので急

激に発展し、南海岸でも発展して３万トンぐらい

の生産で、日本に逆輸入してきています。これから

養殖というものは漁業の中の主流を占めてくると

いう状況です。 

 

 
マグロ類の日本の歴史、縄文時代、5000 年前、

岩手県太陽台貝塚、滋賀県入江内湖遺跡からマグ

ロの骨が出ていますので、我々の先人がマグロを

利用していたことが分かります。外国では地中海

のシチリア島西部海域レヴェンツオ島岩壁画にマ

グロの絵が描かれていました。それがなんと２万

年前だと言われています。日本で奈良時代になっ

て万葉集とか古事記に「しび」という名前が出てき

ます。「しび」の「し」というのは獣肉、赤黒い肉、

「び、ひ、み」というのは魚介類、獣肉の色をした

魚介類がマグロであると言われています。大伴家

持は政治家で、746～751 年まで越中の守に赴任し、

「鮪(しび)衝くと海人の燭せる漁火の火(ほ)にか

出ださむ吾が下念(おも)いを」と詠んでいます。漁

火に集まった「しび」を漁師が衝いたという漁法が

出てきます。室町時代になりますと下学(かがく)

集というのがあって、まずい魚として記載されて

います。江戸時代の慶長年間になりまして、「慶長

見聞集」に「鮪は味わい良からずとて 地下(じげ)

の者も食わず、しびは死日と聞こえて不吉なり」と

あり、食べなかったようです。江戸時代後期になっ

て、江戸前にぎり(両国与兵衛寿司）が始まってい

ます。ところが安政年間になりまして、近海マグロ

が大漁で、寿司屋が醤油につけて「すしねた」とし

て大当たりし、「づけ」の始まりです。しかし老舗

では「のれん」に傷がつくとマグロだけは頑として

握らなかったと書かれています。昭和の初め頃、ト

ロなんかは捨てていましたが、戦後押し寄せた欧

米文化が日本人の食生活を洋風化させて、脂肪の

極端に多いものが喜ばれるようになりました。 

 

 
マグロは世界に８種類います。クロマグロ、ミナ

ミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ、コシナガ、

タイセイヨウマグロです。このうち、コシナガは東

南アジアに結構いまして、日本に少しいますが美

味しくないです。タイセイヨウマグロは少なくて

ほとんど利用されていません。今までクロマグロ

は１種類でしたが、最近の研究で太平洋にいるク

ロマグロ、大西洋にいるクロマグロは少し違うと

いうことで２種類に分けています。太平洋のクロ 

マグロは漁獲割合が 0.74％、大西洋のクロマグ

ロは 0.65％、両方で２％にも及ばず非常に貴重な

マグロです。これに対してキハダは 67.9％、メバ

チ、ビンナガ、こういうところが我々が食べている

主なものです。ミナミマグロはオーストラリアの

ポートリンカーンで養殖され、クロマグロの次に

高級なマグロで 0.5％です。如何にクロマグロが大

きくて重要であるかということがお分かり頂けた

かと思います。 

 

 
なぜクロマグロか。マグロ類中最大成長します。

今までのレコードでは 907 ㎏。4.26ｍが最高です。

高い市場価値、非常に美味しくて、どんどん獲って
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しまうので資源が激減し、非常に希少です。日本が

全世界のクロマグロの約 80％を消費しており、最

大消費、最大漁獲国でもあり、国際的にも注目度が

高くなっています。大西洋マグロ類保存国際委員

会(ICCAT)は 漁獲規制をどんどんしており、ワシ

ントン条約締約国会議、Ｈ22 年にカタールのドー

ハで行われた時には日本の水産庁が危惧し、根回

しをしてやっと否決に追い込んだということです。

近大が 2002 年に完全養殖を成功させまして、どの

ように推移していくかということに注目が集まっ

ています。 

 

 
クロマグロはどのようなところに住んでいるの

か、大体緯度の北の方に住んでいます。 

 太平洋、大西洋、地中海、赤丸が産卵場です。マ

グロ類の中でクロマグロだけが産卵場が大体特定

されています。台湾東部海域、能登半島西部で産卵 

したものが、日本列島を北上し、南下しながら段々

大きくなっていきます。その一部が渡洋回遊と言

いまして、太平洋を横断し西海岸で少年期を過ご

して、また親になって帰ってきます。産卵回帰、こ

ういう研究が今盛んにされていて、段々分かって

きています。南の方でも少しクロマグロが獲れる

という状況です。 

クロマグロの増養殖の研究がいつから始まった

のか。1970 年（昭和 45年）当時の水産庁三善信二

生産部長は熊本県出身で、代議士もされた方です。

今まで日本はマグロを獲って世界を制覇したと言

われていましたが、獲るだけでは駄目で、養殖とい

う技術を開発しなければ、これからの日本の漁業

の国際的な交渉は日本にとって非常に苦しくなる

と提案されました。1970 年から「マグロ類養殖技

術開発企業化試験」が始まりました。 

 

 
この時、水産庁遠洋水産研究所(現国際水産資源

研究所）、東海大学、近畿大学水産研究所、静岡県

水産試験場、三重県尾鷲水産試験場、崎県水産試験

場の各試験場が入ってグループをつくって、ここ

から始まりました。ただ、国の予算は３年で終わっ

てしまいます。色々な成果はあがりましたが３年

で解散となり、近畿大学は今まで色々な魚の完全

養殖をやってきて、最後に残ったのはマグロだと

いうことから、マグロの研究を独自でやろうとい

うことで続けてきたわけです。 

 

 
マグロは研究者の垂涎の的でありましたが、なか

なかマグロの養殖に手が付けられませんでした。 

 どういうことかと言いますと、外洋を高速で大

回遊する大型魚であること、とにかく泳ぎ出した

ら一生止まることができない。これをどのように

捕まえて養殖したらいいのか。大回遊する魚を飼

うには大型施設が必要である、そのためには膨大

な費用がかかるということからみんな尻込みをし

ていました。 

 

我々としては是非これを成功させたいというこ

とで、串本大島の漁船、５トン未満の曳き縄釣り漁

船です。マグロの子供、ヨコワを釣るわけですが、
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実際にやってみると非常に皮膚が弱い、手で掴む

と指の跡から腐ってくると漁師が言うぐらい弱い

です。手に触らずに生かすという方法、これを考え

なければいけないと、地元の漁師さんと色々な研

究をしました。船から竿を出して、道糸を出して、

潜航板の先に疑似針を付けて海面を曳いていきま

す。そうするとヨコワが飛びつくわけです。この方

法を和歌山ではケンケン釣りと言っています。明

治 41年に串本の漁師さんがハワイで教わってきた

方法だそうです。このような方法で集めました。 

 
 

皮膚が弱いので手で触れない、通常、疑似針は落

ちないようにかえしが付いていますが、マグロの

場合はすぐに取れるようにかえしを潰して、ポリ

バケツの上に糸を張って、釣れたものを針の先を

持って糸に引っ掛けると、魚がポトンと落ちます。 

 
 

弱った時に活漁船に移して生簀に持って行って

放流します。こういう方法をとって、ようやく 80

～90％まで残るようになりました。その時期は７

月下旬から９月上旬ぐらいまでの間です。ヨコワ

の体重は 100ｇから 500ｇ、全長 20～30㎝ぐらいです。  

 

 
 

これを沿岸にしつらえた餌付け用生簀に持ってき

て放流しまして、イワシだとかイカナゴという餌

を与えます。年末頃まで養殖しますと大体１㎏ぐ

らいになります。いよいよこれを本養殖漁場に移

します。マグロは外洋性の魚ですので、沿岸でも外

洋水の入るところでないと困るわけで、こういう

ところは先日のような台風に非常に弱く、台風に

耐えられるようなものを作ります。我々が考えた

のは連結フロート様式です。一辺 30ｍ、深さ、網

が 10ｍついています。ここに放流します。奄美大

島にもうちの漁場があって、高密度ポリエチレン

パイプを使っておりノルウェーから輸入されたも

ので、台風にも強い生簀ができています。海峡、海

の様子によって色々選択しています。九州の天草

あたりに行きますと 70ｍ×100ｍ、深さ 20ｍとい

う非常に大型の生簀でやっている所もあります。 

 

 
クロマグロの餌でありますが、マグロ以外の魚は

配合飼料にほとんど変っています。マグロの場合

は配合飼料の研究がかなりできていますが、未だ

に生の餌をある程度使っています。サバが半分以

上で、大サバから小サバまでを貯蔵し、マグロの成

長が早いのでマグロの口に合わせたものを与えま
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す。マグロの卵を分析するとリン脂質、トリグリセ

リドという成分が入っています。このためにはス

ルメイカがいいということで、産卵の 1 ヵ月ぐら

い前からスルメイカを餌に混ぜて与えています。 

 

 
  

マグロの場合は水温が高い方が成長が良いという

ことが分かっています。私どもは串本と奄美と２

つのマグロの養殖場を持っていまして、これを比

較してみました。水温 20℃の線、串本では冬の水

温が 13℃ぐらいに下がってしまう。奄美では 20℃

以下に下がるということはほとんどありません。

そうすると成長が変ってきます。３年ぐらいたつ

と串本では一番大きくなっても50㎏、奄美では100

㎏ぐらいになります。今は沖縄あたりでもやりだ

しています。マグロの場合は南の方で水温の高い

ところが成長が良いということです。 

 

 
マグロを増やすためには天然からとる稚魚では、

どんどん資源が減ってしまいます。是非とも親を

育てて卵をとって増やさなければいけないという

ことで、まずは卵を産ませることです。我々は 1970

年から始めて 1974 年にようやく１年以上生かすと

いうことができました。それから５年たった昭和

54 年、1979 年に生簀の中で卵を産ませることが、

世界で初めてできました。魚というのはほとんど

が浮く卵を産みまして、沈む卵、ものにくっ付ける

という卵、色々ありますが、クロマグロは浮く卵を

産みます。浮く卵を産むということは、そのままに

していたらみんな生簀の外に流れてしまいます。

シートを張って流れ出さないようにします。産卵

の生態を見ていますと、雌マグロを雄マグロ数匹

がどんどん追いかけます。そして表面でタッチし

て大きなしぶきをあげます。タッチした刺激によ

って雌は卵を出して、雄がすかさず精子をかける、

こういう状態で産卵が行われます。1979 年６月に

初めて５歳が世界初の自然産卵をしました。表面 

に全部浮きますので、特殊なネット作って張り

ますと。ほとんど完全に採取することができます。 

 

 
卵は母体の大きさによって数も色々違ってきま

すが、１回に何十万、何百万産むということもあり

ます。卵は直径約１㎜、真ん中の黒いのは油の袋、

卵のうは浮力と栄養になります。卵は独立して生

きていかなければいけない、24℃で 30 時間ぐらい

で孵化します。親の形と違っていて、仔魚と言いま

して３㎜ぐらい、油の袋が３日ぐらいで吸収され

て、目にレンズができて見えるようになって、口が

開いて、外から餌が取れるようになってきます。 

 

成長に伴う外部形態の変化、頭でっかちで口が

大きくて目が大きい、何十万という卵が一斉に孵

化しますので、食べる餌があるかというとないわ

けです。とにかく早く餌にありついたものが勝つ

ということです。尾っぽが団扇状になっていて、と

にかく突進します。マグロの事をツナと言います。 

ツナはギリシャ語から出ていて日本語に訳したら

突進です。 
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我々は人工で子どもを作らなければならず、大

変な試行錯誤をしました。３つの大きな課題が出

てきました。初期減耗、共食い、衝突です。これを

１つひとつ解決しなければなりません。 

 

初期減耗、生まれて１～４日、この頃は遊泳力がな

く、表面にあがってきて、体表粘液細胞から過剰に

粘液が分泌し、空気と接触した刺激で表面張力で

はりついて死んでしまいます。それを防止するた

めに水面にフィードオイルを張って皮膜を作って

空気と遮断するということをやりました。また、少

したって餌を食べて体重が増えてくると、海水比

重より体比重の方が重くなって、夜になると底に

沈んで、底に接触した刺激で死んでしまう、水流を

人工的に回して死なないようにするという防止策

を行いました。 

 

 
マグロ以外の魚でも共食いというのはあります

が、マグロは特にひどいです。生まれてから卵のう

が吸収されて口ができて、まずはシオミズツボワ

ムシというプランクトンを与えますが、これは人

工的にどんどん増やすことができます。次にアル

テミア、これは熱帯魚屋さんに売っていますが、こ

れを与えます。10 日ぐらいたってくると消化管が

非常に発達して、消化酵素が分泌されてお腹が減

ってきて、目に見えるものを手当たり次第アタッ

クして食べてしまう。その頃は大小ができている

ので大が小を狙って飲み込もうとして、喉につっ

かえて両方とも死んでしまう、数がどんどん減っ

てしまいます。色々な研究をしてようやくたどり

着いたのが、イシダイの孵化した子供を大量に与

えること、マグロはこれを食べます。現在では配合

飼料ができました。大体１ヵ月ぐらいすると７㎝

ぐらいになって、沖出しといいまして、中の水槽か

ら外の生簀網に移してやるという時期になります。 
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 ようやく 1994 年に、1,872 尾の沖出しができま

して、最初は観察のしやすい一辺６ｍ、深さ４ｍぐ

らいの小さい生簀に入れていましたが、翌日見る

と底でみんな死んでいます。よく見ると頭、体が擦

れている、生簀が狭くて衝突したのではないかと

いうことが分かりました。１ヵ月後に生きていた

のは僅か 2.3％、最後の１尾は 246 日で死んでしま

いました。次の年には生簀を八角形にして、辺径 12

ｍにしたら１ヵ月後に 16.4％残って、次の年は

24.9％残りました。次の年は卵を産まなくて、その

次の年は思い切って直系 30ｍの円形にしたら

55.7％残りましたが、台風で濁り水がきて、みんな

死んでしまいました。1995 年産と 1996 年産、これ

を大事に大事に飼って、1995 年産が２年後に僅か

17 尾、人工でつくった 17 尾ですので世界で初めて

のものです。1996年産が１年後に35尾残りました。 

 

 
  

５～25 ㎝の間のマグロの衝突が多発しました、

これはどういうことかと体を調べとみました。一

般の魚は速さを司る尾鰭と、ストップする胸鰭、方

向転換する腹鰭が並行して成長します。クロマグ

ロを調べてみたら、尾鰭だけは一人前に発達し、胸

鰭と腹鰭が発達していなくて突進だけするわけで

す。この勢いがブルーシートを破るぐらいの勢い

を持っています。脊椎骨の頭の部分が折れていた

り、蝶形骨がバラバラになっている、これぐらいの

勢いで突進することが分かりました。マグロの場

合は突進する力だけを持っていてセーブする胸鰭、

方向転換する腹鰭の成長が 25㎝ぐらいまでは遅れ

ていることが分かりました。 

 それぐらいの大きさになると非常に怯える、急

に光が当たったり音がする、こういうことに対し

て非常に弱いことが分かりました。 

 

 
夜に花火大会がある、雷が鳴るといった場合に

沢山死ぬことが分かってきました。今度は暗くな

るのを防いで、夜間照明したらどうかと、これにも

時間がかかってようやくたどり着きました。夜間

照明が衝突死防止に大きな効果が出て、こういう

研究をずっと続けてきました。 

 

 
 

今までのことをまとめてみます。1970 年から始ま

った研究が９年たって世界初の自然産卵を行いま

した。ところが 1983 年から 11 年間産卵しなかっ

た。串本は天然の産卵漁場から外れています。串本

は黒潮が来て非常に環境が良いということで我々

は試験を始めましたが、この 11 年間卵を全然産ま

なかった。後から、黒潮が大蛇行して、伊勢の方か

ら来る沿岸水、冷たい水と温かい水が混ざり合っ

て海況が物凄く変化していることが分かりました。

1994 年にやっと産卵が再開されまして、1.972 尾

の沖出しに成功しますが、１年もたたず死んでし

まいます。その時に一番大きいのが 42 ㎝、1.3 ㎏

になっていました。それからも研究を続けまして、

先ほど言いましたように、1997 年に 1995 年産が 17

尾残って、1996 年産が 35 尾残りました。これを大

事に飼っていたのですが、天然のものは５年で卵
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を産んだので養殖のものも最短５年で卵を産むだ

ろうと期待していたら５年たっても卵を産まない、

６年たっても産まない。ところが 2001 年に台風が

きて、表の方の湾にあったマグロはみんな死んで

しまいます。幸い奥にあった生簀が濁りが少なく

て生き残りました。但し 17 尾が６尾になって、35

尾が 14 尾になってしまいました。当時は残った６

尾と 14 尾の雄雌の区別ができず、両方とも５年以

上たって成魚になっていましたので、20 尾一緒に

したら 2002 年６月 23 日に待ちに待った卵を産み

ました。どれが産んだのかは全く分かりませんが、

これが世界初の完全養殖が達成された瞬間です。 

 完全養殖とはどういうことかと言いますと、天

然のヨコワを集めて、これに餌をやって親にしま

す。この親が卵を産んだからと完全養殖とは言え

ません。 

 

 
この卵を人工的に孵化させて育てて人工的な親

ができます。この親が初めて卵を産むわけです。

そうすると人管理の下で彼らの一生が一巡する、

これが完全養殖です。 

 

 
 

 今度は人工的にこのマグロを増やしていかなけ

ればならない。子供を作って６～７㎝で沖出しを

する。種苗生産の研究を始めました。なかなか思う

ようにはいかない。マダイなんかは卵から数えて 

も６割が親になりますが、マグロの場合は完全養

殖をやった場合は 0.07％しかなく、今でも１～

２％しかありません。完全養殖といってもなかな

か工業製品みたいにはいきません。生き物という

のは年によって随分違うわけです。徐々にできて

いくわけですが、最近の研究では我々のところだ

けでもヨコワが人工的に 10万以上できるようにな

りました。これを水産研究所、色々な業界で研究所

を持ってやっています。全国合わせたらかなりの

人工のマグロができるようになったということで

す。このようにして天然のヨコワから人工のヨコ

ワができるようになりました。 

 

 
 

私の持論では、養殖しているクロマグロの子供

は全て人工で賄うのが理想であるとずっと思って

きました。沢山できたら一部は放流して天然資源

に転化して増強してやることが必要になってきま

すが、実は放流するということは、遺伝的な色々

な問題が起こったら困る、遺伝的な攪乱が起こっ

たら困るというので、そういう恐れがあるという

ので、今、水産庁は止めています。やがてこうい

ったことをクリアして、全て人工で養殖への種苗

供給を行うと同時に、天然にも放流して増やして

やる、この二刀流で行こうという考えを私は持っ

ています。私どものところはクロマグロの他にマ

ダイをはじめシマアジ、カンパチなど色々なもの

をやっています。 
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今まで養殖の魚というのは薬漬けではないかと

か色々なことを言って、品質を低く見られていま

した。我々のところで安心安全、大丈夫だという自

信がついたので、世耕弘昭前理事長が提案しまし

て、ベンチャー企業をつくろうということで、2003

年２月に株式会社アーマリン近大を作りまして、

私が初代社長を務めて今は３代目になっています。 

 

我々のところで養殖している魚、稚魚、成魚、

加工品を商品としており、今は年商 38 億円ぐら

い売れています。我々がハマチの養殖を始めた頃

に、養殖の価値というものを公平に見てもらおう

と大阪中央市場に出して、そして評価して頂きま

したが、マスコミ等に叩かれました。大学が商売

をするとは何事だということで苦労しました。最

近はむしろベンチャー企業ということで奨励して

います。大学も堂々と産業的な規模で色々な研究

を行っています。 

 

 
我々としては、近大でできた養殖の魚に卒業書を、

近大を優秀な卒業したということで付けており、

ＱＲコードで履歴が分かるようになっています。

ここまでになるのにどういった経緯で、どういう

餌をやったのかが分かります。 

 

 今まで低位に見られていた養殖業というものが

みんなに安全にできて美味しいということを大学

が率先してＰＲしなければいけないというので近

大がお店を出しました。大阪のグランフロント、平

成 25 年４月にオープンしています。12 月に銀座の

コリドー通りに第２号店を出しました。養殖料理

専門店です。私どもは総合大学ですので、食器は文

芸学部の造形学科で器の研究をしています。 

 

 
メニューは農学部の食品栄養学科で学生、大学院

生が研究し、アドバイスを受けています。総合大学

としての学術の場としての店を出しています。 

 

 
 

世界初のクロマグロ、大体 2.6ｍ、250 ㎏ありま

す。非常にきれいなブルーです。生きている時でな

いとこの色は出ません。市場に並んでしまうとこ

の色は消えてしまいます。太陽が当たった時は大

変きれいな色をしています。 
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 私は水産増養殖の研究に携わってもう今年で 60

年になります。この数年は実際に手をかけてやっ

ていませんが、その中で私が培ってきた教訓があ

ります。まずは継続、継続をしなかったらこういっ

たことはできません。我々のところは私学であり、

トップ、学長が「続けなさい」ということでやって

こられました。根気や忍耐も必要です。正確な観察

眼、実際に魚をよく観察して魚に聞けということ

です。魚は色々なアクシデントで死んでしまいま

す。魚を飼う人間はなぜこういうことになってい

るのか察知してやらなければなりません。そして

愛情、生き物を飼う上において愛情は必要です。 

 
 私が 25歳の時に世耕弘一先生が、那智勝浦で昆

布の養殖をやらないかと仰いました。私は若気の

至りで「いや、昆布は北海道のものですから、こん

なところでは水温が高いからできません」とお答

えしました。そして東京に帰られて１週間ぐらい

してから手紙が来ました。その中に兵庫県水産試

験場が瀬戸内海で昆布の養殖を始めたという新聞

記事が入っていました。これはえらいことを総長

に申しあげたとすぐに謝ったら「不可能を可能に

するのが研究であるぞ」と私を戒めて下さいまし

た。私も若くて生意気なことを言ったのですが、謙

虚な気持ちということで戒めを頂いたと思ってい

ます。それからは心の中に秘めてやってきました。 

クロマグロの完全養殖ができたのも、そのお蔭

だと思っています。 また、近畿大学水産研究所・

大学院農学研究科が 2003 年 21 世紀 COE プログラ

ム「クロマグロ等の魚類養殖産業支援型研究拠点」

続いて 2008 年グローバル COE プログラムに「クロ

マグロ等の養殖科学の国際教育研究拠点」として

採択され、2013 年３月まで 10 年間にわたって約 20

億近くの研究費を頂きました。私が拠点リーダー

ということでずっとやってまいりました。大勢の

皆さんの協力を頂きまして、この研究ができまし

た。今も益々マグロが発展するように研究を続け

ているところです。長時間にわたりご清聴頂きま

してありがとうございました。 

【質疑応答】 

Ｑ)先生は本当にご苦労なさってここまでやって

こられたということですが、先生は本当に淡々

とお話をされていました。途中で止めてしまお

うと思われたことや、克服するための励まし、先

ほどの総長の話もそうですが、何か裏話のよう

なものがあれば、教えて頂ければ有難いなと思

います。 

Ａ）止めてしまおうということは全くなかったで

す。私どもの研究所のスタッフの連中はそうい

うことに集中して、それが仕事であり趣味であ

るということでやっていますので、これを何と

かしてやり遂げようという思いです。登山に例

えますと、苦労して登って頂上にたどり着いた

時に達成感が得られます。生き物も飼育する達

成感、喜びが我々としては本当に楽しみであり

ますから、途中で止めてしまおうということは

全くありませんでした。こういうことはなかな

か時間がかかることは分かっていましたので、

ずっと続けてやるという忍耐力は是非必要なこ

とです。これはマグロだけではなくて他の動物

でも同じことがいえると思います。 

Ｑ）有難うございました。一度もそういう思いがな

かったということですね。忍耐力、決断といいま

すか、一つのものに向かって決断して、それを成

し遂げるという覚悟のほどをお聞きできて本当

に素晴らしいなと思います。因みに、今、ウナギ

の方はどうなっているのでしょうか。 

Ａ）うなぎは天然の産卵場というのが特定できて

います。人工の方も三重県にある国の養殖研究

所が研究を長年やってまいりまして、ようやく

完全養殖ができたところです。ところがマグロ

のようには、なかなか数ができていないという

ことで、そこに達するには時間がかかるという

ような状況です。本日は有難うございました。 
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ラグビーワールドカップ 2019 

日本大会について 

東大阪市花園ラグビーワールドカップ２０１９

推進室 後藤田 勝也様 

 

現在改修中の花園ラグビー場は９月 20 日をも

ちまして業者の方から無事に引き渡しを受ける

べく、最終段階の建物の検査に入っているとこ

ろです。改修が終わりましたら、来年のワール

ドカップ開幕に向けて、様々な国際試合などを

開催し、大規模な世界大会の開催のテストを行

っていくことになります。 

 現在のラグビー場を中心とした取り組みにつ

いて皆様方にご報告させて頂けるということ

で、貴重な時間を頂いて感謝しています。詳細

については後藤田より説明させて頂きますので

よろしくお願い致します。 

 ラグビーワールドカップ 2019 日本大会で、花

園で試合を行う国々について、９月 28 日のアル

ゼンチン代表は過去に２大会連続でベスト４に

進出した強豪国です。肉弾戦が非常に強くて、

トリッキーなステップだったり、パス回しをす

るチームで、スター選手が多いです。注目のカ

ードは、ジョージア対フィジー、ジョージアと

いうのは非常に格闘技が盛んなお国柄で、スク

ラムが世界最強と言われるぐらい力強いプレー

をする国です。対するフィジー代表は 2016 年の

リオオリンピックの７人制ラグビーで金メダル

を獲得しました。７人制ラグビーは 15 人制ラグ

ビーに比べてパスとかランニングが非常に重要

になりますので、フィジーはテクニックや技術

面が非常に優れていると思います。力強いプレ

ーをするジョージアと技術が優れてフィジーと

いう、対照的な国の試合ということで非常に注

目されるカードになっています。 

 各試合のチケット料金、ラグビーワールドカ

ップということで高いと思われるかもしれませ

んが、一番安いチケットは 2,019 円から購入す

ることができます。全て公式チケットサイトか

ら購入して頂くことになっていまして、９月 19

日に第一次先行抽選販売が行われます。チケッ

ト支払方法をマスターカードに設定して頂きま

すと当選確率が２倍になります。 

 ラグビーワールドカップに向けて花園ラグビ

ー場は改修工事を行っていますが、主な改修点

についてご紹介させて頂きます。南側正面玄関

にはスクラム状のデザインが施されています。

これはラグビーのスクラムをイメージしてお

り、前とは違った雰囲気で迫力のあるスタジア

ムになっています。北側は以前はゴルフの打ち

っぱなし場の跡になっていましたが、現在は新

しくスタンドができています。スタンドの上に

は大型ビジョンが設置され、今までは見ること

のできなかった試合のハイライトだったり、ス

タンドから見ることのできない細かいプレーを

見ることができて、快適な試合観戦ができるよ

うになっています。夜はライトアップされます

ので、今までとは違った雰囲気のラグビー場と

なります。このように 10 月から新たなスタジア

ムとして再スタート致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月 20 日に改修工事が終了しまして、来月に

は花園ラグビー場オープニングマッチというこ

とで、様々なイベントを開催します。初めに改

修後の花園ラグビー場で内覧会を開催します。

10 月 11 日は寄付者の方の内覧会になっていま

す。ラグビーのまち東大阪基金を設置して、ラ

グビーの普及育成や、ラグビー場の改修費用に

充てさせて頂いており、この基金に対してご寄

付頂いた方を対象とした内覧会になっていま

す。10 月 14 日は一般向けの内覧会ということ

で、どなたでも見学して頂けます。普段、試合

観戦するだけでは見ることのできないスタジア

ムの様々な部分を見ることができますし、選手

目線で花園ラグビー場を見ることができますの

で、是非来て頂ければと思います。また、14 日

はラグビーのまち東大阪の夕べを開催します。

毎年、キッチンカーグルメだったり、ステージ

ショーを開催しており非常に盛り上がっていま

す。今年についてはアメリカ領事館とコラボし

たアメリカンデーの開催ということで、過去に

ない大きな夕べとなっていますので、是非ご家

族皆様でご参加頂ければと楽しいと思います。 

 10 月 26 日は花園ラグビー場オープニングマ
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ッチということで、日本代表対世界選抜の試合

を行います。花園で行われる最初の試合という

ことで、初のナイターゲームになっています。

チケットについては９月１日から販売し、売れ

行きもよくて、ぎりぎりになりますとチケット

が取れないということがあるかもしれませんの

で、ご関心のある方は早めに購入して頂ければ

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 年にラグビールドカップが行われまし

て、2020 年は東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催されます。2021 年はワールドマスター

ズゲームズ 2021 関西が開催されます。ワールド

マスターズゲームズ 2021 関西というのはラグビ

ーワールドカップと違って、誰でも大会に参戦

できる世界大会となっています。関西の様々な

都市で開催され、花園ラグビー場は勿論ラグビ

ーとなっています。中高年の方メインの大会に

なっていますので、ラグビー経験者の方がおら

れましたら是非ご参加頂いて、大会を盛り上げ

て頂ければと思っています。 

この３年間はゴールデンスポーツイアーズと言

われ、関西がスポーツで盛り上がります。ラグ

ビーワールドカップでス高まったスポーツの機

運を、2021 年にどうやってつなげていくのかと

いうことが大事になってきます。観戦者だけで

はなく選手の方も多く来られますので、東大阪

市としての広報が大切になります。大会開催後

も見据えて、東大阪市の魅力、観光資源をＰＲ

できるような取り組みを今後はやっていきたな

いと考えています。 

 ラグビーのまち東大阪基金について、この寄

付のポイントは今年 12月 31 日まで５万円以上

寄付して頂きますと、花園ラグビー場にネーム

プレートを掲出させて頂きます。個人からご寄

付については、ふるさと納税扱いになりますの

で、ご協力頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度ホストクラブ会長挨拶  

東大阪西ＲＣ 会長 塩川 芳英 

皆様、こんにちは 

本日は東大阪中央 RC の皆様、東輪会合同例会を

盛大に開催して頂き、厚く御礼申し上げます。 

次年度は東大阪西 RC がホストを務めさせていた

だきます。当ロータリークラブは周年事業と重

なり２委員会立ち上げます。ともに本日の盛大

なる合同例会を参考にして、４クラブの皆様に

一人でも多くの方に出席して頂きますようお願

いするとともに、精一杯務めますのでどうぞ宜

しくお願いします。本日は有難うございました 

閉会の辞 東大阪ＲＣ 会長 岩佐 嘉昭 

 

皆様、長時間にわ

たりましてお疲れ

様でした。本年度

より RI第 2660 地

区のＩＭ再編成が

なされましたそん

な中で今まで以上に東輪会５クラブは連携し、

協力していく仲間であると思っています。活動

エリアを同じくする我々東輪会は、過去からの

枚岡薪能、東大阪市民ふれあい祭り、昨年度か

らのロータリーラグビーフレンドシップマッ

チ、これはクラブチーム小学校６年生の卒業大

会という位置づけでやっているものです。ま

た、地区の青少年交換事業、東大阪中央ＲＣさ

んは単独で、東大阪東ＲＣさんと当クラブは共

同で行わせて頂いています。最後になりました

が、東輪会５クラブの益々のご発展を心より祈

念すると共に、来年３月９日のＩＭ第４組ロー

タリーデーには、東輪会の会員皆様 205 名が、

１人でも多く参加されることをお願いし、2018

～2019 年度東輪会合同例会の閉会挨拶とさせて

頂きます。有難うございました。 
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東輪会合同例会 2018-2019 


