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ALASKA WHITEFISH
冷たく澄んだアラスカの海は、多様で豊かなホワイトフィッシュ、

天然水産資源の宝庫。持続可能性に十分配慮して管理され

たこれらの貴重な水産資源は、世界中のマーケットで高い

評価を受けています。アラスカには実にさまざまな種類の

ホワイトフィッシュが生息していますが、この、アラスカシーフード

マーケティング協会のバイヤーズガイドでは、世界の水産業界

で広く取引されている各魚種について、製品の形態、仕立て、

品質、それから栄養情報など、バイヤーの皆様にとって重要

な情報を中心に解説しています。アラスカ産ホワイトフィッシュ

製品はいずれも国内外の水産マーケットを通じ世界各地で

消費されています。



アラスカ湾

ロシア

アラスカ

カナダ

ベーリング海

チュクチ海

凡例

FAO 67: 国際連合食糧農業機関漁獲統計海区の境界線

EEZ:  アラスカの排他的経済水域は海岸線地帯から200海里の範囲に及びます。この水域
内においてアメリカ合衆国は海洋資源の管理などに対して主権的権利を有しています。

CONTINENTAL SHELF: 大陸棚。アラスカ沿岸の延長部分で、比較的浅い豊かな海が広が
ります。アラスカの大陸棚はアメリカ合衆国の大陸棚全面積の約70％を占めています。

マダラ
true cod, Alaska cod
Gadus macrocephalus

オヒョウ
Alaska halibut

Hippoglossus stenolepis

スケソウダラ
walleye Pollock
Gadus Theragra
chalcogramma

アラスカメヌケ
POP, ocean perch
Sebastes alutus

アカウオ類
multiple species
Sebastes species

ギンダラ
black cod, butterfish
Anoplopoma fimbria

コガネガレイ
Alaska dab

Limanda aspera

アラスカアブラガレイ
turbot

Atheresthes stomias

ノーザンアサバガレイ
rock flounder, roughscale sole

Lepidopsetta polyxystra

シロガレイ
paper sole

Hippoglossoides elassodon

アラスカのホワイトフィッシュとは？

ツノガレイ
longfin sole, witch flounder

Pleuronectes 
quadrituberculatus

漁場
アラスカのホワイトフィッシュの主要な漁場は、

国際連合食料農業機関による漁獲統計海区

の67（FAO67）にあたるベーリング海および

アラスカ湾にあります。アラスカ産の魚はすべ

て、海洋法に関する国際連合条約によって定

められた排他的経済水域内、つまり、沿岸国

が海洋資源の探査、開発などの主権的権利を

有する水域内で漁獲されています。この水域に

は世界でも最も豊かな漁場がいくつもあります。
1月        2月        3月        4月        5月        6月        7月        8月        9月        10月        11月       12月

生態
アラスカのホワイトフィッシュの多くは冬から

早春にかけてアラスカの大陸棚水域で卵を

産みます。一般的にメスは何十万個もの卵

を産みますが、その卵は海流に乗って拡散、

漂流したり、海底に付着したりします。卵が

孵化して生まれた稚魚は海の上層を浮遊し、

秋になると幼魚となってより深い水域に棲み

つきます。その一部が最終的に漁獲されるこ

とになるのです。
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トロール漁
トロール漁は大きな漏斗状の網を用い、これを大型漁船で曳くもの

です。トロール漁船はアラスカのホワイトフィッシュを獲る漁船の中で

も最大です。トロール漁船の漁師は高性能の探知機等を用いて水中

の魚を探知し特定することで、目的外の種の漁獲を避けると同時に、

魚と海底との位置関係から漁具をどこで引っ張ればよいかを判断し

ます。

中層トロール漁：海面から深さ約100から400メートルの深さで網を

曳く漁法。

低層トロール漁：海底の環境をむやみに傷つけることのないよう特殊

なローラー等を装着した網を海底からすぐ上あたりで網を曳く漁法。

スケソウダラ、カレイ類、マダラ、ギンダラ、アラスカメヌケ

カゴ漁
カゴ漁で使用されるのは、スチール製のカゴ枠を網状ネットで覆っ

た大きなカゴです。このカゴに餌を入れ、海面に浮かべたブイと

ロープで繋いで海底に仕掛けます。カゴ漁船の全長は延縄船とほぼ

同じです。カゴ漁の漁師はカゴを回収し、混獲してしまった対象外の

魚種は生きたまま海に放します。

ギンダラ、マダラ、オヒョウ

ジグ漁
ジグ漁は、疑似餌と電動機器を用いて釣り糸を上げ下げする一本釣

り漁法です。各機器に最大5本の糸があり、それぞれの糸に最大30

個の針が取り付けられます。ジギング船は小さめのカゴ漁船や延縄

船に匹敵する大きさです。獲った魚は選別され、対象外の混獲魚は

生きたまま海に戻します。

ギンダラ、マダラ

延縄漁
延縄漁の漁具は、幹縄に一定間隔で餌のついた針が結び付けられ

た形になっています。延縄漁船はトロール漁船よりも小型です。延縄

船の漁師たちは漁獲した魚を選別し、対象外の混獲魚は生きたまま

海に戻します。漁獲した魚を船上で凍結できる延縄漁船も多くこれ

は冷凍延縄漁船と呼ばれます。

スケソウダラ、オヒョウ、ギンダラ、マダラ

漁獲方法
漁具はいずれもできる限り「クリーンな」方法で使用されます。そうするこ

とにより幼魚や目的外の魚種の混獲を減らし、海洋動物や鳥類などの

生態系へあたえる影響を最小限にとどめます。アラスカのホワイトフィッシュ

の漁師は常に「責任ある漁獲方法」だけを使用し、また漁獲対象以外の

魚種が混獲されるのを避けるための科学調査にも参加しています。漁師

らは研究者らと協力し、混獲の回避、品質改良、海洋環境の保全を促す

改良型の漁具を開発しています。

漁期

魚種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

マダラ

オヒョウ

スケソウダラ

アカウオ類

ギンダラ

カレイ類

アラスカ湾 ベーリング海 東南アラスカ

写真提供: アメリカン・シーフーズ
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加工について
アラスカのホワイトフィッシュは漁獲後速やかに

一次加工されます。加工の場所は下記に挙げた

４タイプに分かれます。アラスカの加工業者は

漁獲した水産物から最大限の価値を引き出し、

廃棄を最小化するよう気を配っています。漁獲し

た水産物の価値を最大化するために、日 さ々まざ

まな商品開発の技術革新が行われています。

A. FREEZER LONGLINE：延縄漁での漁獲

後すみやかに、船上の設備で加工・凍結を行う。

B. CATCHER-PROCESSOR：漁獲後速やか

に、船上の設備で加工・凍結を行う。

C. MOTHERSHIP VESSELS：キャッチャー

船が漁獲した水産物を海上の母船で加工する。

D. ONSHORE PLANTS：漁船が漁獲物を

運び込む陸上施設。ここで加工される。

皮
魚の皮は、内傷を治したり、
しわを減らしたり、皮膚の
弾力を高めたりする特性が
あります。

魚卵／白子／胃袋
高級珍味として重宝され
ています。

魚粉
アラスカのホワイトフィ
ッシュの加工過程で出
る端肉は魚粉に加工さ
れ、養殖魚の餌の原料と
して重宝されています。

油
オメガ3脂肪酸のDHAや
EPAの原料となります。

骨
ペットフードや肥料に使用。
また、汚染された土壌から
重金属や放射性物質を除
去する助剤として使用され
ます。

魚の価値の最大化
この、世界でも最も豊かな水産資源を持続可

能な形で活用することでその恩恵を最大化し

ていくために、漁獲した魚を丸ごと、廃棄物を

極力出すことのないよう活用するためにさま

ざまな手段を講じています。一尾の魚からは、

魚の身を利用した製品の他、魚卵や白子、皮

などを加工した製品もうまれます。また、すり身

などアラスカ産シーフードの付加価値製品は

斬新で生産的な市場をもたらします。アラスカ

の豊かな海洋資源と、それを守るための責任

ある漁業管理が、こうした水産製品の安定し

た供給を可能にします。

B.

A.

C.

D.

現在、ギンダラやオヒョウ、カレイ類の皮や胃袋などの生産や販売はほとんどないが、市場が発達すれば相当
の数量が供給可能である。

副産物 スケソウダラ マダラ ギンダラ オヒョウ カレイ類

魚粉 √ √ √ √

魚油 √ √

頭・骨 √ √ √ √ √

魚卵 √ √ √

白子 √ √

胃袋・内臓 √ √

かま・はらす √ √ √ √

皮 √ √ √
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製品一覧

フィレサイズ：4～8、8～16、16～32、32以上OZ | ポーションサイズ：4～8OZ IQF

マダラ

オヒョウ

大型フィレ／フィレサイズ：1～3、3～5、5～7、7以上ポンド | 
ポーションサイズ：ステーキ – 4、6、8、10オンス／H&G -10/20、20/40、40/60、80以上ポンド 

スケソウダラ

カレイ類

フィレサイズ：2～4、4～6、6～8、8以上OZ | **スケソウダラのディープスキンフィレは皮のすぐ下にある色の濃い脂肪分の多い組織部分
が取り除かれているもの。

平均的フィレサイズは魚種によって異なります。

アラスカツノガレイ：3～10オンス

アブラガレイ属：3～8オンス

シロガレイ：2～7オンス

コガネガレイ：2～5オンス

ノーザンアサバガレイ：2～5オンス

*歩留まりのデータは、特に記載のない限り、頭と内臓をとったもの（H&G）から個々の製品タイプまでの範囲で予測されるもの
として示している。歩留まりは季節や性別、漁獲した場所によって異なる。
出典：「回収率および歩留まり：アラスカ高等海洋研究所プログラム、太平洋の魚介類」

冷凍

製品 梱包 歩留まり*

ラウンドからH&Gまで 35-42 lbs. bags 60～83%

ラウンドからIQFフィレまで 10, 25, 40 lbs. master 16～30%

ラウンドからH&Gまで、子持ちVカット** 35-42 lbs. bags 該当なし

H&Gから皮なしフィレまで 35-42 lbs. bags 10～25%

H&GからJカット／ティルオフJカット 35-42 lbs. bags 24～33%

頭／尾 35-42 lbs. bags

冷凍
製品 梱包 歩留まり*

H&G 50, 80 lbs. boxes

フィレ（PBOおよびPBI（中骨なしおよび中骨
あり））およびディープスキン**フィレブロック 16.5 lbs / 49.5 lbs. master 18～40%

IQF フィレ（皮なし／骨なし） 10, 15, 25 lbs. packs 15～30%

シャッターパック 15 lbs. / 45 lbs. master

たたき身ブロック 16.5 lbs. / 49.5 lbs. master 3～6%

すり身 22 lbs. / 44 lbs. master 7～16%

魚卵 16.5 lbs. / 49.5 lbs. master 2～14%

白子 16.5 lbs. 1～6月：1.2～1.5%
7～12月：2.5～3%

干物（塩タラ）

開き、半身、カマ付き、ひれ付き、腹骨および背骨外し

フレッシュ 冷凍

製品 梱包 製品 梱包 歩留まり*

H&G 80 lbs. cartons/ 
1,000 lbs. tote H&G；グレーズ付き 100-150 lbs. cartons / 

1,000 lbs. tote

大型フィレ／フィレ
（皮付き／皮なし）

25-50 lbs. 
carton IQF大型フィレ 50 lbs. carton 45～60%

ステーキおよびロイン 10-25 lb carton ステーキ／フィレ／ロイン 10-20 lbs. cartons 70～94%

ほほ肉 5-10 lbs. bag ほほ肉 5 lbs. blocks

フレッシュ 冷凍

製品 梱包 製品 梱包 歩留まり*

H&G 50ポンド/箱 H&G
50, 80 lbs. boxes 

or block, 
1000 lbs. tote

フィレ
（皮付き／皮なし、

骨付き／骨なし）

5、10、15ポンド／袋
10、12、20ポンド／箱

フィレ
（皮なし／骨なし）

16.5 lbs. blocks / 
49.5 lbs. master

皮付き／骨付き：54～80%
皮なし／骨なし：25～70%

IQFフィレ
（皮付き／皮無し、

骨付き／骨なし）
10-25 lbs. packs

皮付き／骨付き：
54～80%

皮なし／骨なし：
25～70%

シャッターパック／
レイヤーパック 15 lbs. /45 lbs.

たたき身 16.5 lbs. blocks / 
49.5 lbs. master
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アカウオ類

ギンダラ

生殖年齢

マダラ 4～5年

オスが8年、メスが12年

通常5～7年だが、
種によっては20～25年

4～5年

4～5年

4～13年

20年

55年

種によって70～90年だが、
東南アラスカのオオメヌケは

205年まで生きた例も。

22年

平均40年だが、94年に達する
場合もある。

30年以上

二枚貝、小エビ、カニ、幼魚

二枚貝、小エビ、カニ、幼魚

カニ、二枚貝、魚および各種の
小型無脊椎動物

小エビ、オキアミ、幼魚

スケソウダラ、マダラ、イカ、
クラゲ

カニ、二枚貝、魚および各種の
小型無脊椎動物

平均5～10ポンドだ
が、40ポンドに達する場

合もある。

平均35～50ポンドだ
が、500ポンドに達する

場合もある。

平均3～14ポンドだ
が、36ポンドに成長する

場合もある。

平均2ポンドだが、13
ポンドに達する場合も

ある。

平均5～10ポンドだが、40ポ
ンドに成長する場合もある。

平均1～5ポンド

オヒョウ

スケソウダラ

カレイ類

アカウオ類

ギンダラ

最高年齢 食餌 大きさ

魚卵

アラスカは魚卵製品の一大産地。スケソウダラや
マダラ、カレイ類の卵が魚卵製品として生産されていま
す。これらの製品はいずれも主に日本で用いられ、汁物
のほか、ご飯や麺料理のトッピングとして重宝されてい
ます。

魚粉

アラスカのフィッシュミールは、フィレなどの加工過程
で生じる端肉から主に生産されます。常温の乾燥魚粉
が主な形態ですが、通常重量で約10～20%の油分を
含みます。アラスカ産フィッシュミールは、養殖漁業
の餌の原料として重宝されています。

皮 

スケソウダラの皮は内傷をいやすための医療用品の
原料としてその特性を発揮しています。スケソウダラ類
の皮から取れるコラーゲンは皮膚の弾力性を改善した
りしわを減らしたりすることができるほか、ここから取れ
るゼラチンは食品業界において増粘剤や清澄剤、被覆
材として幅広い可能性を持っています。

鮮魚 冷凍

製品 梱包 製品 梱包 歩留まり

H&G 50-80 lbs. boxes H&G、グレーズ済 50-80 lbs. boxes

フィレ（皮付き／皮なし、
PBI、PBO、皮付き、鱗なし）

10 lbs. poly bags/
plastic containers

フィレ：IQF、レイヤーパック
またはシャッターパック

5-15 lbs. 
packages

皮付き：14～22%
皮なし：12～21%

鮮魚 冷凍

製品 梱包 製品 梱包 歩留まり

H&G；半身または半身にしていな
い腹身、かま付き／なし H&G、グレーズ済 50-80 lbs. boxes

フィレ（皮あり／皮なし、PBI） 10 lbs. poly bags/
plastic containers

フィレ：IQFおよび
レイヤーパック 10-25 lbs. 皮付き：64%

皮なし：56%

Steaks Steaks 50-80 lbs. boxes 36～44%

* 回収率および歩留まりのデータは、特に記載のない限り、頭とはらわたをとったもの（H&G）から個々の製品タイプまでの範囲で予測されるも
のとして示している。回収率および歩留まりは季節や性別、漁獲した場所によって異なる。
出典：「回収率および歩留まり：アラスカ高等海洋研究所プログラム、太平洋の魚介類」
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クオリティ

美しい海水にはぐくまれる美しいシーフード

セレン：他のビタミン類
と働き、体の中でフリー
ラジカルによるダメージ
を防止する。

タンパク質：体の細胞を
つくり、維持するのに役立
つ不可欠な栄養素。シーフ
ード由来のタンパク質は
必須アミノ酸を含んでいる
ことから、人の食べ物に欠
かせない。

オメガ3：DHAとEPA
は心臓病や心臓発作の
予防に役立つ欠かせな
い脂肪酸。

ビタミンB12：赤血
球をつくり、神経細胞
の健康維持に有効な
必須栄養素。

ビタミンA：目の健康
や骨の成長、再生能力、
良好な免疫系に寄与
する。

ビタミンD：骨の形成
と健康維持、慢性病予
防の働きをする。

美しい自然からの贈り物

マダラ オヒョウ スケソウダラ アカウオ類 ギンダラ カレイ類

カロリー 85 111 110 109 250 86

タンパク質（G） 19 23 23 22 17 15

脂肪（G） <1 2 1 2 20 2

ナトリウム（G） 70 82 116 89 72 105

コレステロール（MG） 40 45 86 61 63 60

オメガ-3S （MG） 460 240 510 350 1800 300

ビタミンB12 （μG） 2.31 1.27 3.66 1.59 1.44 1.27

ビタミンA（IU） 7 73 51 16 338 37

ビタミンD（IU） 24 230 51 183 N/A 47

セレン（μg） 28 55 44 76 47 33

海底の独特な地形と、栄養の豊富な海流によ

り、アラスカの海は世界でも最も豊かで美しい

海のひとつとなっています。アラスカの漁場は

人間の営みや工業の密集した場所から遠く離

れた北に位置することから、アラスカ産の水産

物は有害な汚染物質に侵されることなく、安

全が確保されています。アラスカの澄んだ深い

海で獲れるホワイトフィッシュは栄養豊富です

が、「これ以上食べてはいけません」という

摂取制限はありません。アラスカ産白身魚は

脂肪の少ない優れたタンパク源であり、また

心臓の健康によいオメガ3脂肪酸も含んでい

ます。

タンパク質 オメガ3 ビタミン
B12 ビタミンA ビタミンD セレン

法律に定めのある通り、すべてのホワイト

フィッシュは食品安全上の規制や手法を

完全に遵守している施設で加工していま

す。これらの規制により、食品の安全性を

確保するため生産過程の各コントロール

ポイントでモニタリングが行われています。

また、これらの規制は米国食品医薬品局

とアラスカ環境保護局により厳しく実施

が監督されています。製品の品質は、各

社それぞれの基準により、顧客との取り

決めに応じて定義されています。生産者と

顧客が協力して可能な限り最高の品質

を保証しているのです。多くの顧客が自身

のサプライヤーの検査と監査を自ら行っ

ています。この手法は業界の決まった手順

であり、あらゆる製品のトレーサビリティ

重視も含まれています。

アラスカ環境保護局は水産物の生育環

境の環境汚染物質について厳格な試験

を行っています。アラスカの天然水産資源

のために健全な環境を確保するという

観点から、この試験実施プログラムは

アラスカ州の予算で実施されています。

アラスカのホワイトフィッシュは各魚種

とも毎年検査が実施されていますが、

問題となるレベルの汚染物質はこれまで

検出されたことがありません。この魚類

モニタリングプログラムの結果はこちらで

確認することができます: 

https://dec.alaska.gov/eh/vet/fish.htm
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漁業管理
各漁場における持続可能な漁獲水準、すなわ

ち生物学的許容漁獲量（ABC）は、連邦政府の

海洋生物学者らによる研究調査から算出されま

す。アラスカの海洋漁業委員会はホワイトフィッシュ

各漁業の管理を委任されており、また漁獲可能

量（TAC）もしくは漁獲可能なホワイトフィッシュ

の尾数を設定する責任があります。北太平洋で

は、TACはABC以下で設定します。この管理プロ

セス全体が、参加を希望する者にとってオープン

かつ透明で、包括的なものとなっているのです。

サステイナビリティについて
アラスカでは、天然の水産資源と自然環境の未来は、現在の漁獲量よりもずっと大切なものと認識されて

います。アラスカの海ではぐくまれる水産物の供給を持続的なものとするために、厳しい管理を行うことが

州憲法にうたわれています。1959年、アラスカ州の人々は

魚は、持続可能な範囲を原則としてのみ、
活用し、開発し、維持することができるものとする

と決定しました。

アラスカ州、連邦政府、そして国際的な水産物管理のための各組織は、漁獲割り当てに関する決定を、

水産資源の保護の問題と分離することによりこの原則を守っています。科学者が漁獲量に関する決定を

行い、実際に決定される漁獲可能量がこの科学者の推奨を決して超えることのないよう、管理に関わる

各機関が組織されています。アラスカのホワイトフィッシュ各漁業は、科学的な根拠に基づき統制されてい

ます。また、管理に関わる各組織は、漁獲量の決定に際し、水産資源にダメージを与えるようなリスクをとる

ことはせず、予防措置的でコンサバティブな結論を選びます。連邦政府の科学者らは各種調査を実施し、

漁業資源の状況査定はもとより、漁業に影響を及ぼす気候、環境、社会経済的な要因の研究を行います。

アラスカのホワイトフィッシュ各漁業ののサステイナビリティは、「アラスカの責任ある漁業管理」プログラム

および、海洋管理協議会の両方により、独立した認定を受けています。

責任ある漁業管理の歴史

バイオマス 総ABC 総TAC

40.0
35.0
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25.0
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15.0
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連邦政府が管理するアラ
スカ海底魚（百万トン）

生物学的許容漁獲量
（ABC）：科学者らによ
り設定される持続可能
な漁獲水準

総漁獲可能量（TAC）
：漁獲して良い総量

2006 2008 2010 2012 2014 2016

さらに従来の漁業管理に加えて、アラスカでは

40か所を超える海洋保護区（MPA）が設定さ

れています。これは生態系を保護し、その調査

を行い、また、稀少な資源をまもり、その生育環

境を守るためのものです。これら40か所以上

のMPAのうち、31か所では商業漁業および／

または海底に接触する器具の持ち込みを禁じ

ています。アラスカにはMPAで保護されている

区域が数千平方マイルあり、これはヨーロッパ

の陸地の大きさに匹敵します。アラスカの

ホワイトフィッシュには、「過剰漁獲」や「過剰

漁獲に向かっている」と評価されている魚種

漁業規則
は一つもありません。このことは、アラスカ

の漁業管理が成功していることの一つの

証 で す。各 漁 業 は ま た 、海 洋 漁 業 局

（NMFS）など、指定された法令執行機関

によって保護されています。海上オブザーバー

プログラムではNMFSが認定する連邦政府

の漁場オブザーバーを漁船に乗せ、データ

を収集して規定違反の疑いがあればNMFS

へ通報します。このプログラムはアラスカの各漁

場におけるリアルタイムの漁獲見積高を監視

し、情報提供するのに役立っています。
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アラスカ産白身魚について詳しくは、次のような

ASMI（アラスカ・シーフード・マーケティング協会）の各種資料をご覧ください

FACT SHEETS FOR ALASKA WHITEFISH

PREMIUM QUALITY SPECIFICATIONS – WHITEFISH FILLETS

RECOMMENDED WHITEFISH QUALITY GUIDELINES

SUSTAINABLE ALASKA SOLE AND FLOUNDER GUIDE

ALASKA SEAFOOD SUSTAINABILITY IN PLAIN ENGLISH

MARINE PROTECTED AREAS BROCHUR

資料をご希望の場合は、アラスカシーフードマーケティング協会日本事務所までお問い合わせください。

ホワイトフィッシュ その他の資料

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所
http://japanese.alaskaseafood.org/

2016年2月発行

www.alaskaseafood.org

アラスカのホワイトフィッシュのおいしいレシピはこちら！　 http://www.wildalaskaseafood.com/recipe-finder/

オヒョウとワイルドマッシュルーム マダラのフライパンソテー スケソウダラのタコス
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メートル法換算表

オンス
（oz）

グラム
（g）

ポンド
（lbs）

2 56.7 0.125

4 113.4 0.25

6 170.1 0.375

8 226.8 0.5

10 283.5 0.625

20 567 1.25

40 1134 2.5

アラスカシーフードマーケティング協会   •   WWW.ALASKASEAFOOD.ORG

≥2016   ASMI   23-017


