
SHELLFISH
B U Y E R ' S  G U I D E

タラバガニ
ズワイガニ

ダンジネス・クラブ（アメリカイチョウガニ）
エビ

ホタテ
ミル貝
マテ貝

カキ
ウニ

ナマコ 

シェルフィッシュ バイヤーズガイド



はじめに

漁獲域

アラスカのシェルフィッシュとは

漁について

シェルフィッシュ各種の紹介

デッキから食卓へ

商品仕様

安全性への取り組み

栄養成分表

漁業管理

サステイナビリティ（持続可能性）

1

2

3

4

6

13

14

16

16

18

19

目次

アラスカ シェルフィッシュ

冷たく、美しいアラスカ沖の海は、世界中のマーケットで需要

の高いカニやエビなど多くの甲殻類が生息する海域です。

アラスカの海には実に多様なシェルフィッシュが生息していま

すが、本ガイドではマーケットで需要の高いものに特化して

商品の形状、パッキング、品質や栄養成分情報など、バイヤーの

皆様が買い付けをされる際に注目すべきポイントをご紹介します。

「シェルフィッシュ」とは甲殻類のカニやエビ、二枚貝に代表され

る軟体動物類、ウニやナマコのような棘皮動物類をさします。
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ロシア

カナダ

コディアック

クック湾 東南アラスカ

凡例

内水域：海岸線から3海里沖までの海域でアラスカ州が漁場管理の権限を有する。

連邦水域：内水域外、200海里沖までの、いわゆる排他的経済水域。
アメリカ合衆国が資源管理の主権的権利を有する。

シェルフィッシュ商業漁獲地域：主なシェルフィッシュ漁獲エリア

漁獲域
アラスカのシェルフィッシュ各漁業は世界でも最

も豊かな漁場で行われています。アラスカのシェ

ルフィッシュはすべて、国連海洋法条約が規定

するところのアメリカ合衆国の排他的経済水域

内で、つまり、アメリカ合衆国の州が海洋資源活

用開拓の権利を有する海域で漁獲されます。

ベーリング海

ノートン湾

アラスカ

プリンスウィリアム湾

アラスカのシェルフィッシュとは

甲殻類
キングクラブ

ズワイガニ

エビ

軟体動物棘皮動物

ウニ(赤)
Strongylocentrotus franciscanus

ナミガイ 
Panopea generosa

ホタテ貝 
Patinopecten caurinus

ナマコ (赤) 
Parastichopus californicus

ミゾガイ
Siliqua patula

ズワイガニバルダイ種
Snow Crab Bairdi

クーンストライプ・シュリンプ
Pandalus hypsinotis

アブラガニ 
Blue King Crab

ズワイガニオピリオ種
SNOW CRAB OPILIO

ノーザン・シュリンプ 
Pandalus borealis

ダンジネスクラブ 
Metacarcinus magister

サイドストライプ・シュリンプ
Pandalopsis dispar

アラスカ湾

タラバガニ 
Red King Crab

カキ 
Crassostrea gigas or Magallana gigas

スポット・シュリンプ 
Pandalus platyceros

イバラガニ
Golden King Crab
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アラスカのシェルフィッシュ漁業者は皆、責任ある漁業管理のルールを

守って漁を行っており、また、対象魚種以外の魚種の混獲を防ぐため

の科学調査プログラムにも参加しています。混獲を減らし、製品の品質

向上をはかり、同時に海洋環境を保全していくため、漁業者は研究機関

と協力して漁具や漁獲技術の開発につとめています。

漁獲時期
種類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

タラバガニ

アブラガニ

イバラガニ

ズワイガニオピリオ種

ズワイガニバルダイ種

ダンジネスクラブ

エビ

ホタテ貝

ナミガイ

ミゾガイ

ウニ

ナマコ

カキ

ベーリング海 アラスカ湾 南東アラスカ

漁について 漁獲方法

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

桁曳漁 桁曳漁

桁曳漁 桁曳漁

カニかご漁

かご漁/桁網漁

潜水漁

潜水漁

潜水漁

潜水漁

潜水漁

手掻き漁

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁 カニかご漁

カニかご漁

カニかご漁

潜水漁

カニかご漁

潜水漁

潜水漁

潜水漁

潜水漁

かご漁/桁網漁

カニかご漁
規定サイズ以下のカニが逃げられるようにエスケープリングがある鉄製の

メッシュで組んだかごで、水中で一定時間以上が経過するとかごに入った

カニを開放する生分解性のパネルを取り付けています。餌を仕込んだカニ

かごは、適切なタイミングで適切な漁獲ポイントに投下されます。各カニか

ごには海面に浮くブイがついており、これを巻上機でひっぱりあげることに

よってカニかごを回収します。カニかごひとつひとつを引き揚げる漁と、たく

さんのカニかごが付いている幹縄を一度に引き揚げる漁があります。

カニ、エビ、ナミガイ

潜水漁
ダイバーがボートから海に飛び込み、海底まで潜水して漁獲する方法。

呼吸のために潜水漁専用のフーカ－エアチューブで空気を送り込みます。

ダイバーはウォータージェットや専用の道具でシェルフィッシュを漁獲し、

腰につけたメッシュのバッグにそれを集めて、泳いで船に戻ります。

ナミガイ、ウニ、ナマコ

桁曳漁
ホタテ貝は、長方形の、約3.6m幅の桁枠を網口に取付けた袋状の

鉄製の網で漁獲します。通常は、船は二つの桁網を1時間ほどかけて

曳き、網に入ったホタテを引き揚げます。

ホタテ貝

手掻き漁
歩ける程度の浅瀬で行う場合と、小型ボートで移動する遠浅の海で行う

場合があります。マテ貝などが生息するポイントでシェベルや鋤状の漁具

で漁獲し、専用容器で運び出します。

ミゾガイ

カキは海中の柱に取り付けられた網状の装置の上で育ち、手作業で収穫されます。ヤクタット、クック湾、ゴディアク、チグニク
アラスカ半島地域を含む

アリーシャン列島、ブリストル湾
アークティクーコーコン、カスコクウィム地域を含む

アラスカの多くの漁業共同体がある群島を含む

(ノートン湾) (ノートン湾)

カニかご漁
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甲羅の幅

甲羅

殻は骨格を成しているもので、キチン質ででき

ています。外骨格はカニと一緒に成長しないた

め、より大きな、新しい殻へと脱皮する必要が

あります。カニの性別は裏側にある腹筋が丸い

ものがメス、三角形のものがオスです。

外見的特徴

カニは脱皮期に繁殖活動を行い、メスが尻尾

の下に受精卵を抱きます。孵化すると幼生とし

て海に放たれ浮遊しながら成熟するまで脱皮

を繰り返し、やがては海底に生息するようにな 

ります。

繁殖

商業漁業ではカニの甲羅の幅が一定以上の 

大きさのオスのカニだけが漁獲対象となりま

す。甲羅の幅をはかりサイズを特定し、一定の

サイズ以上のカニのみを漁獲することで、繁殖

前の未成熟のカニを漁獲してしまうことのな

いようにしています。漁獲可能サイズはカニの

種類および漁獲エリアによって異なります。

漁獲

メス

オス

性別

シェルフィッシュ各種の紹介

カニ類 

CRUSTACEAN
S

ズワイガニ
特徴
ズワイガニとして流通しているカニには二種

類、バルダイ種とオピリオ種があります。

どちらの種も短尾下目のカニで、片肩に1本

のハサミと4本の脚があります。バルダイ種は

「タナークラブ」や「大ズワイ」とも呼ばれます。

サイズ 
オピリオ1～2ポンド

バルダイ2～4ポンド

寿命 
7－11年

〈オピリオ〉 口前部の形…O　目の色…緑系 〈バルダイ〉 口前部の形…M　目の色…赤系

キングクラブ
特徴
アラスカで漁獲されるキングクラブは全部

で三種。タラバガニとアブラガニ、そしてイ

バラガニです。突起をもった甲羅が特徴で

す。脚は5本ずつで、最初の脚が大きな鋏

で以降3本は歩行用、5本目は短く甲羅の後

ろにたたまれています。成長したキングクラ

ブは通常、左側より右側のハサミが大きく

なります。タラバガニは尻尾部分に「ふんど

し」と呼ばれる扇形の身が入っています。

サイズ 
6～10ポンド

大きいものでは24ポンド、脚を開いた幅が

1.8メートルに及ぶことも。

通常雌より雄のほうがサイズが大きい。

寿命 
20～30年

ダンジネスクラブ
特徴
アラスカで商業用に漁獲される他の種類の

カニに比べて短い脚が特徴。片肩に一本の

ハサミと4本の脚があります。甲羅の突起が

小さく、甲羅は比較的なめらかです。

サイズ 
2～3ポンド

寿命 
8－13年

ズワイガニ　オピリオ種とバルダイ種の見分け方
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外見的特徴
アラスカで漁獲される天然のエビは主に、

スポット、ノーザン、クーンストライプ、サイドストライプ

の四種類。中でもスポット・シュリンプが最も資

源豊富で商業価値が高いとされています。

アラスカの漁場には20センチ以上の大きさに

まで育つエビなど、さまざまなエビが生息して

います。種によって4年から11年ほどの寿命で

す。

ほとんどのエビが雄性先熟のためオスとして育

ち、後に雌へと性別を変えます。メスエビは10

月から3月までの間、200～4000個の卵を抱

卵します。

繁殖

エビ類

CR
US

TA
CE

AN
S

アラスカ南東部、プリンス・ウイリアムサウンド

を中心に漁がおこなわれています。

漁獲

幅を測定

サイズの確認

ECHINODERM
S

スポット・シュリンプ

ノーザン・シュリンプ

クーンストライプ・シュリンプ

サイドストライプ・シュリンプ

赤ナマコ

特徴 
サイズが大きく栄養分が豊富なことで知られるアラスカの赤ナマコ

は、皮と筋繊維部分が食用とされます。

繁殖
ナマコは個体ごとに雌雄の別があり、アラスカの漁場では夏場が繁殖

のシーズンです。

漁獲 
赤ナマコの主要漁場はアラスカ南東部のコディアック島周辺です。シ

ーズン開始前にアラスカの研究機関が派遣する専門のダイバーが各

エリアで資源量の調査を行います。漁場は三年毎に入れ替わることに

なっており、46エリアある中のおよそ三分の一のエリアがその年の10

月から始まるシーズンの漁場となります。

シェルフィッシュ類

ウニ

特徴
ウニは雌雄共に生殖腺部分が食用とされます。アメリカオオムラサキ

ウニはウニの中でも最も大きな種類です。外骨格が直径18cm 以上、

棘の長さが8cmのものもあります。

繁殖
繁殖期は3月から9月、アラスカ南東部の生息域において集団で放卵・

放精をします。メスのは10万から2百万個の卵を海中に放卵しこの卵

が受精します。ウニの寿命は100年以上という説もあります。

漁獲 
アラスカ南西部でのみ漁獲されており、年間漁獲量は資源量の6％ま

でと定められています。
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カキ

特徴 
アラスカに唯一存在する、アラスカ固有種以外の

外来魚種。出荷される70～100gサイズに成長す

るまで18～30ヶ月を要します。成長のスピードは

水温と塩分濃度に左右されます。

繁殖
アラスカの海は水温が低いため、カキの繁殖には

適しません。州外の孵化場と認定エリアで育った

カキの稚貝を持ち込んで育てます。

漁獲 
カキの生産者はアラスカ州から借り受けた特定の

水域内でのみカキを育てることができます。すべて

の養殖設備に対しアラスカ州狩猟漁業局の認定

を受ける必要があります。アラスカでのカキ養殖に

ついての詳細はアラスカ州狩猟漁業局のサイトを

ご覧ください。

http://www.adfg.alaska.gov/index.

cfm?adfg=fishingaquaticfarming.main

水管

外套部

ホタテ（アラスカホタテ）

特徴 

太平洋の北東部のみに生息し、アラスカ最大の帆立貝で大きい場合には直径20cm（8イン

チ）以上にまで成長します。二枚貝やムラサキ貝と違って天敵からの攻撃を避けるために砂の

下に潜りこむ事はできませんが、貝殻から水を吐き出して泳いで逃げることができます。帆立

貝は貝殻を開閉するために大きな筋肉が必要で、この筋肉部分が私たちがホタテとして食す

るいわゆる貝柱とよばれる部分です。

繁殖
5月から6月にかけて集団で放卵・放精します。最長寿命記録は28年です。

漁獲 
蝶番の根元から、貝殻の端までの長さで図ります。商業用に漁獲できるのは、4インチ（10cm）

以上のものに限られます。

ミゾガイ（マテ貝）
特徴 

寿命は11年、体長は30センチ以上にもなります。

繁殖
夏場に水温が上昇すると、集団で放卵・放精をします。メスは大きさによって何千、何百

万の卵を放卵します。湿った砂の上や、海水中で自然に受精します。

漁獲 
商業漁獲の開始は1916年。主要な漁場はクック湾の海岸沿いです。

ナミガイ（ミル貝）

特徴 
ミル貝は最長で160年生きた記録もある二枚貝

で、砂地に潜る性質の貝類の中では世界最大

の貝です。外套部分と水管部分が食用となりま

す。

繁殖 
6月から7月が繁殖期。集団で放卵・放精をします。

漁獲 
アラスカ南東部でのみ漁獲され、活の状態で出荷

されます。平均の重さは約2ポンドで、大きいもので

は10ポンドにもなります。持続可能な漁業管理のも

と、漁獲率は資源量の2％と低い水準に抑えられて

います。

M
OLLUSKS

4t
h.（

10
cm

）

貝の長さ

貝柱

年輪

シェルフィッシュ各種

軟体動物全般

ホタテ貝やその他の貝類、カキはすべて軟体生

物の二枚貝です。これらの貝は貝殻の輪を数え

る事でその年齢を特定することができます。

二枚貝
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デッキから食卓へ

甲殻類
カニ類は漁獲後、脱甲や凍結など必要なプロセスを経て急速凍

結後、出荷に向けて梱包されます。近年では、カニを活の状態で航

空便で出荷するケースも増えてきています。エビ類も、漁獲後海水

を満たしたトーツなどで保管し、そのまま活の状態で出荷するケー

スもありますが、獲れたてを船上で加工し、鮮度の良いまま凍結し

て出荷することもあります。加工用に加工工場に搬入する場合もあ

れば、そのまま市場に出荷される場合もあります。また、船上で漁

獲後すぐに凍結してしまう場合もあります。

棘皮動物
ナマコは漁獲後、余分な水分をきり、外皮に塩をして乾燥させた後

に、工場で可食部分を取り出します。

ウニは漁獲後可食部分を取り出し、出荷に向けてパッキングしま

す。

軟体動物
ホタテ貝は漁獲後速やかに殻を外して洗浄したのち、選別等の工

程を経て急速凍結します。アメリカナミガイの場合は、漁獲後の貝

のストレスを軽減するため、貝に適度な圧力を与えるよう特殊なゴ

ム材で梱包し、あたかも海底にいるような状態にたもつことで鮮度

を守ります。マテ貝は漁獲後、工場で殻をはずし洗浄したのち脱気

包装を行い、さらにこれを急速凍結します。カキは漁獲後、トレー

サビリティーを保証するタグをつけたコンテナに梱包され出荷さ

れます。小売業者や各ディストリビューター、卸売り業者は、このタ

グの情報を販売後90日間保管することを義務付けられています。
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製品仕様

タラバガニ

ウニ

ズワイガニ

アメリカイチョウガニ

エビ

ナマコ

ホタテ

カキ

ナミガイ

ミゾガイ

活/冷凍 製品形態 梱包単位

フレッシュ 活

冷凍

セクション 20, 25, 30, 40lbs/carton

姿 30lbs/carton

ミート

姿サイズ：2lbs under, 2-2.5lbs, 2.5-3lbs, 3lbs up

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍

爪（カクテルスタイル） 3lbs/bag x 6入マスターカートン

棒肉 5lbs/blockなど

レッグ（スリット入など） 10lbsから25lbs/carton

セクション 20, 25, 30, 40lbs/carton

姿 1尾入り、もしくは20～50lbs/carton

セクションサイズ：5oz, 5-8oz, 8oz up

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍

爪 3lbs x 6/boxなど

テール 25lbs/boxなど

レッグ 10lbsまたは20lbs/box

セクション 25lbsまたは40lbs/box

レッグ＆爪 10lbs, 20lbs, 25lbs/box

フレッシュ 活

10lbsあたりレッグ入数：9-12, 12-14, 14-16, 16-20および20本以上

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍
頭付 2lbs～10lbs/box

頭無 2lb/package

頭無しサイズ：Jumbo 15尾/lbs, Large 15-25尾/lbs, Medium 25尾/lbs up

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍 ウニ（抱卵）
選別無し・加工無しでプラスティック容器入り、

もしくは選別・加工後トレーパック

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍
身 2/lbs真空パックもしくは発砲トレー入り、24lbs/box

皮 26lbs/carton

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍 剥き
保冷剤およびライナー入り防水ボックス等

鮮 活

剥きサイズ：Large 64粒入り、Medium 65-96粒入り、 Small 97-143粒入り、Extra Small 144粒以上入り
活サイズ：Medium- 3.5-5インチ、 Small- 3-4インチ、Petite 2-2.5インチ

活/冷凍 製品形態 梱包単位

フレッシュ
水管

50lbs/box、緩衝材および保冷剤入り梱包、貝ゴム掛け
身

冷凍
水管 プラスティック容器

身 グレーズ掛

活/冷凍 製品形態 梱包単位

フレッシュ 剥き身

冷凍 剥き身

製品の梱包仕様はサプライヤーによってさまざまです。ここでは一般的なシェルフィッシュの梱包仕様をご紹介します

カニの殻の色はカニの年齢によって異なり、殻の色とカニ肉の質との間に関連性はありません。 ワンポイントアドバイス

活/冷凍 製品形態 梱包単位

冷凍
IQF凍結 5lbs/bag x 6入りマスターカートン

ブロック凍結 5lbs/bag x 6入りマスターカートン

剥きサイズ：ポンドあたり10粒以上、10～20粒、20～30粒、30～40粒
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アラスカ産シェルフィッシュ
のクオリティ
商品は、あらゆる生産者に共通の、法令など

によって定められた基準と、さらに各生産者が

それぞれの自社製品に課したこだわりの基準

に従って生産されています。顧客の多くは各生

産者に対して、独自の監査などを行っており、

商品のトレーサビリティの徹底などにも厳しい

目を光らせています。こうして生産者と顧客が

一体となり、安全で高い品質を誇るアラスカ産

水産物の供給を守り続けているといえるでしょ

う。

アラスカ州環境保全局では海水・淡水資源の

資源の資源状況を監視するために州の予算で

アラスカ産の各水産資源を対象に厳格な環境

汚染調査プログラムを実施しています。州内の

シェルフィッシュは毎年検査を行っており、これ

まで一度も少しでも懸念に値するようなレベル

の汚染を記録したことがありません。魚の監視

プログラムの結果については、以下をご覧くだ

さい。

きれいな水、きれいなシーフード
タラバガニ ズワイガニ アメリカイチョウガニ エビ ホタテ カキ ナミガイ ミゾガイ ウニ ナマコ

カロリー（kcal） 70 100 90 80 90 140 70 130 120 45

タンパク質（g） 16 20 19 20 17 16 15 22 15 11

脂肪（g） 1 1 1 0 1 4 0 2 7 0

ナトリウム（mg） 911 572 321 94 567 180 257 1022 63 N/A

コレステロール（mg） 45 60 65 160 35 85 30 60 266 N/A

オメガ3（mg） 351 405 501 260 149 117 N/A 141 N/A N/A

ビタミンB12（μg） 9.8 8.8 8.9 N/A 1.8 24.5 N/A 84.1 N/A N/A

ビタミンA（IU） 10 40 30 N/A 2 120 N/A 145 N/A 260

ビタミンD（IU） 24 230 51 183 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

セレン（μg） 28 55 44 76 47 131 N/A 54 N/A N/A

カリウム（mg） 220 170 350 220 270 257 N/A 530 N/A N/A

鉄（mg） 0.7 2.5 0.4 0.4 0.5 7.8 37.7 2.4 N/A 0.5

カルシウム（mg） 50 30 50 60 8 14 70 80 N/A 30

一人分 3.0oz/85g　※ 調理・加熱済　出展：米国農務省全国栄養データベース、リリース28

美しい自然からの贈り物

すべてのシェルフィッシュは、アメリカ食品医薬品局及びアラスカ州環境保全局の定める食品安

全法の定めた法令に準じたHACCP取得工場において加工されており、アラスカ州環境保全局の

食品安全監査の対象食品として厳重な監視をうけています。また、アラスカ州環境保全局は、特定

のシェルフィッシュ漁業に関しては操業全シーズンを通して監視を行っており、安全な漁の実施を

徹底しています。船上でシェルフィッシュの冷凍、加工等を行う生産者はすべて、アラスカ州環境

保全局による監査を受ける必要があります。シェルフィッシュの安全プログラムについての詳細は

http://dec.alaska.gov/eh/fss/seafood/Shellfish_Home.htmlをご覧ください。

ASMIのシーフードテクニカルプログラムはアラスカのシーフードすべての品質と安全性の維持、

向上を目指すためのプログラムです。

安全性への取り組み

https://dec.alaska.gov/eh/vet/fish.htm
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各シェルフィッシュ漁業の管理
シェルフィッシュ漁の殆どが連邦政府の管理下にあるため、その漁業管理はア

ラスカ州憲法にあるサステイナビリティの定義に則ったものである他、アメリカ合

衆国議会の定めた「マグナソン・スティーブンス漁業資源保存管理法」が定める

国家海洋漁業局のサステイナビリティ基準を満たすものでもあります。アラスカ

州狩猟漁業局はシェルフィッシュの科学調査を実施し、国家海洋漁業局はキン

グクラブ漁業やズワイガニ漁業、ホタテ貝漁業の漁業管理の監督を行います。

潜水漁についてはアラスカ州狩猟漁業局はナマコやミル貝、ウニ漁業の代表者

と協働し、それぞれの魚種の生態に基づき漁獲量と漁区を設定します。こうした

協働管理方式で決定される漁獲量は、魚種によりガイドラインハーベストレベル

（GHL）、または漁獲可能量（TAC）として設定されます。GHLやTACは存在す

る資源量の中の非常に低いレベルに設定され、すべての漁船による漁獲量はこ

の漁獲量を超えてはならないよう制限されています。

アラスカ各地の地域共同体
漁業者や加工業者に対する枠の配分や漁業組合への参加に対する奨励は、漁

業の効率化を促し、地域経済に安定をもたらし、また漁獲や加工の分野におい

ての過剰設備問題を解決に導きました。コミュニティ開発枠の配分と水揚げお

よび加工に関する一定の制限により各地域の利益が守られています。コミュニテ

ィ開発枠プログラムの目的は西アラスカ地域のコミュニティにベーリング海・アリ

ューシャン海域での漁業への投資の機会を提供することにあります。この海域で

のカニ漁業の漁獲枠の10％はベーリング海沿岸の65のコミュニティに配分され

ています。

オブザーバー
連邦政府はシェルフィッシュ漁業の監視のためにオブザーバーの派遣を実

施しています。これによりリアルタイムの漁獲状況の把握が可能となっていま

す。1988年以来、 ベーリング・アリューシャン海域で操業するカニ漁船はアラス

カ州の規則に則ってオブザーバー監視プログラムへの基金を維持しています。オ

ブザーバーは漁獲率、カニのサイズ、サイズに満たないカニやメス、その他の混

獲のリリース数やその他必要事項についての監視、記録作成を行います。

漁業管理

アラスカのシェルフィッシュ漁業においては、他

のアラスカの漁業同様、商業ベースの漁業によ

り漁業資源が獲りつくされてしまうことのないよ

う、資源量の確保や環境保全が優先されるよう

な厳しい管理が徹底されています。アラスカの

天然資源が「持続可能な」範囲でのみ開発・活

用が可能であることは、1959年制定の州憲法

によって定められています。

アラスカの天然資源は、持続可能な

範囲でのみ、開発・活用され得る

アラスカでは、シェルフィッシュ各漁業において、

独自の管理法を採用しています。漁業の各段階

ごとのルールの徹底や、厳しい監視を四十年維

以上にもわたり実施してきたその成果が認めら

れ、今では、世界中から「サステイナブルな漁業

の成功例」と称賛を受けるまでに至っています。

アラスカのシェルフィッシュ漁の管理の原則は

科学的な原則に基づいており、資源管理に携

わるすべてのメンバーが、資源をまもるための

「予防的」で「より安全な」手法をとるよう心掛

けなければなりません。科学者はシェルフィッ

シュの資源量だけでなく、漁に影響を与える気

象、環境、社会経済的な要因を調査します。

サステイナビリティ

管理組織
州：
アラスカ州狩猟漁業局 
(ADFG)

連邦政府：
国家海洋漁業局 (NMFS)および
北太平洋漁業管理審議会(NPFMC)

カニ漁業の管理

ベーリング海とアリューシャン列島(BSAI)

ベーリング海・アリューシャン列島この海域では7種のカ

ニ漁業がおこなわれています。この地域のキングクラブ

およびズワイガニ漁業のほとんどは「合理的なカニ漁

業」として認められています。これらの漁業は、この海

域のカニ資源を漁業者、加工業者、沿岸のコミュニティ

それぞれにに割り当てる「カニ漁業合理化プログラム」

の下に行われています。このプログラムは、北太平洋漁

業管理評議会が同海域内のカニそれぞれの特徴やニ

ーズを六年以上をかけて分析した結果に基づき開発し

たものです。このプログラムは国家漁業管理局により

管理され、北太平洋漁業管理評議会により監督されて

います。過去における「早い者勝ち」方式の漁業により

生じた問題の解決のために実施され、結果として混獲

や漁獲対象外のカニの投棄による資源の喪失を減じ、

また、先を争って行う漁獲競争にピリオドをうつことに

より、漁業者に安全な漁業環境をもたらしました。こう

してカニ資源へのアクセスに一定の制限を行うことによ

り、カニ漁業に関わるすべての漁業者と加工業者に利

益の均衡をもたらすことが可能となりました。

ノートン湾
ノートン湾は、アラスカではほかにあまり見られない「オー

プンアクセス」海域とされており、誰でも漁業への参加が

認められることになっています。ただし、この海域でキングク

ラブ漁業を行う漁船は、他の海域でのキングクラブ漁が認

められないという特別な登録が必要となっています。その

ほかに、カニかご数の制限、餌の制限などさまざまな規制

が行われており、この小さな規模の漁業が地域の小規模

漁業者に利益をもたらし続けるような仕組みが構築され

ています。

ノートン湾

ペーリング海／アリューシャン列島

それぞれの漁においては、科学調査、法整
備・遵守およびポリシーと申請は担当が分
担されています。アラスカのシェルフィッシュ
各漁業はアラスカの責任ある漁業プログラ
ムにより、認証を受けています。
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アラスカのシェルフィッシュについては、以下のASMIの各種資料をご覧ください。

ファクトシート各種

サステナビリティ教科書

以上の資料はアラスカシーフードマーケティング協会日本事務所へお問い合わせください。

シェルフィッシュ関連資料

アラスカシーフード マーケティング協会 日本事務所

https://japanese.alaskaseafood.org

2018年7月発行

お問合せ

アラスカシーフードマーケティング協会
電話：03－3225－0089

アラスカのシェルフィッシュのおいしいレシピはこちら！ http://www.wildalaskaseafood.com/recipe-finder/

カニのマカロニチーズ ホタテのベーコン巻きスライダー シトラス風味エビキャベツサラダ
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単位換算表

ポンド
（LBS）

キログラム
（KG）

5 2.3

10 4.5

50 22.7

100 45.4

1,000 453.6

アラスカシーフード マーケティング協会

≥2018   ASMI   23-026


