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姫蝦夷法螺
（Sea snail）

氷下魚
（Saffron cod）

樺太鱒
（Pink salmon）

柳蛸
（Chestnut octopus）

水蛸
（North pacific giant octopus）

真鱈
（Pacific cod）

玉筋魚
（Japanese sand lance）

片口鰯
（Japanese anchovy）

鯣烏賊
（Japanese common squid）

昆布
（Kombu）

（Arabesque greenling）
秋刀魚
（Saury）

白鮭
（Chum salmon）

介党鱈
（Walleye pollock）

帆立貝
（Japanese scallop）

北海道のおさかな
漁獲量best15＋1

北寄貝
（Japanese surf clam）



はじめに　～　小中学校の教員の皆様へ
現代社会では生活様式が多様化し、食に起因する生

活習慣病の増加や、子どもたちの健康面・精神面への
悪影響が懸念されています。これらを解消するために
は、生産者側の取組を充分に理解した上で、道民が自
ら食の安全・安心について考え、望ましい食生活を実
現することが重要です。
水産物は、様々な栄養素を含む健康的な食材です

が、日本では若年層を中心に「魚離れ」が進んでいま
す。その反面、海外では、欧米を中心とした健康志向
の高まりや中国の経済発展による高級・安全志向など
から水産物への需要が高まっており、世界の人口増加
と相まって、短期的には海外への売り込みの好機とも
捉えることができますが、将来に向けては世界的な水
産物の不足が危惧されています。
また、近年は、漁業者が操業することで外国からの

侵入者を防ぐ効果や余暇を過ごす都市住民の受け入れ
の場、河川を遡上するサケが熊や鳥類などに利用され
ることや森林から川を通じて海に豊富な栄養分が補給
されることなど、水産業や漁村が機能することで社会
に対する様々な役割を果たすこと、いわゆる「多面的
機能」が注目されており、安全・安心で確かな食料を
供給する我が国の水産業やそれを支える漁村の役割は
大きくなっています。
このように大きな役割を持つ水産業ですが、漁業活

動が海上で行われるため、一般の方々が目にする機会

が少ないことや、水産資源が海中で直接見えないこと
などから、農業や林業などの他産業と比べ、道民の方々
の理解が進んでいない状況です。
このため、道では、道内の教育現場において、道産

水産物の普及に役立ててもらうため、平成18年度から
３年間の計画で小誌を配付することとしました。
これまで、18年度は「本道水産業全般」について、

19年度は本道を代表する魚、サケをテーマに「つくり
育てる漁業」や「高品質な水産物を供給する漁業関係
者の取組」等について紹介し、本年度はサケに次ぐ本
道の主要魚種である「ホタテガイ」を紹介しています。
「食料生産の大切さ」や「水産業・漁村の魅力」、「本
来の意味での豊かな食」などに関する理解の醸成は一
朝一夕になされるものではなく、学校などを通じて息
の長い取組が必要と考えておりますので、子どもたち
に水産業のお話をされる際には、小誌を参考資料とし
てご活用いただければ幸いです。

※  道では本道水産業・漁村をさらにご理解いただくための広報・
教育用ビデオ（DVD）「よくわかる北海道の水産」の貸し出しを
行っていますので、ご希望の方は当方へご相談願います。（「小学
生向け」と「中学生・一般向け」があります。）

北海道水産林務部総務課水産企画グループ
TEL ： 011 ‐ 204 ‐ 5457
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日本の水産業・北海道の水産業について考える

１ 海面漁業・養殖業
日本における海面の漁業生産は数量が約565万㌧、金額が約１兆

５千億円（H18：属人）で、サバやイワシ、カツオ・マグロ、サン
マやサケなどが主要な魚種となっています。その中で、北海道の生
産は、数量が140万㌧程度、金額が2,900億円程度で、数量で日本全
体の１/４、金額で１/５を占める、我が国最大の水産物の供給基地
となっており、特に北海道の主要な水産物であるサケ、スケトウダ
ラ、ホッケ、ホタテガイ、コンブなどは、全国の水揚げの大部分を
占めています。
また、海面養殖業は、全国で約120万㌧の生産（H18）があり、

ノリやカキ、ホタテガイやブリなどが養殖されていますが、北海道
では、生け簀の設置に適した静穏域が少ないことや寒流系魚種の成
長が遅いことから、ホタテガイやコンブ、カキ以外の養殖は盛んで
はありません。

○日本の水産業・北海道の水産業

日本は四方を海に囲まれた島国です。国土の広さは世界第60位で
すが、海（排他的経済水域）の広さは世界第６位となっており、日
本人にとって海や水産資源は昔から欠かせない存在といえます。
日本では、沿岸で行われる採介藻漁業や定置漁業等から世界中の

海で操業する遠洋まぐろはえ縄漁など、多様な漁業が営まれてきま
した。漁業及び養殖業による生産量は、20年前には世界第１位でし
たが、その後、生産量が減少し、現在は第５位（2005年現在）となっ
ています。
漁業生産を担う漁業就業者も減少を続けており、最も多かった昭

和28年と比較すると、現在は３割を切る状況となっています。これ
に合わせて昭和50年代まで100％以上あった食用魚介類の食料自給
率は、近年60％程度となっています。

○海面に囲まれた国土と水産業

※ １ 内水面：海（海面）に対し、河川や湖沼などを総称する呼び方です。 
２ 漁業を行う権利です。

２ 北海道の内水面※１漁業・養殖業
北海道の内水面漁業・養殖業は、海跡湖でのホタテガイ、シジミ

などの生産と、淡水の湖沼や河川でのワカサギ、ヤツメ、シジミの
生産のほか、ニジマスやヤマベなどの養殖生産があります。
本州では、多くの内水面に漁業権※２が設定されていますが、北

海道は本州と比較すると少ないことが特徴となっています。

３　水産加工の現状
日本の水産加工品生産量は約400万㌧で推移しています。そのう

ち北海道の生産量は約80万㌧で、国内生産の約20％を占めています。
種類別生産量では冷凍水産物※３の生産が最も多くなっています。

※３ 冷凍水産物： 水産物流通調査年報の分類で、水産物の生鮮品（水産物の丸、フィレー
等）を凍結室において凍結したもの。

5,652
1,392

15,279
2,939

海面漁業・養殖業生産量
（平成18年：属人）

海面漁業・養殖業生産額
（平成18年：属人）

資料： 水産庁「図で見る日本の水産」、国連「統計年鑑第48版」（2001年
数値）より
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魚 種 名
数　　量 金　　額

北海道 全 国 シェア 北海道 全 国 シェア
サケ 177 231 76.6% 650 848 76.7%
タラ 20 48 41.7% 63 121 52.1%
スケトウダラ 187 207 90.3% 204 222 91.9%
ホッケ 113 116 97.4% 68 71 95.8%
サンマ 128 245 52.2% 95 167 56.9%
カレイ類 20 56 35.7% 76 300 25.3%
イカ 59 286 20.6% 151 902 16.7%
ウニ 5 11 45.5% 61 112 54.5%
ホタテガイ 390 484 80.6% 573 748 76.6%
コンブ 103 126 81.7% 260 290 89.7%
総生産量 1,392 5,652 24.6% 2,939 15,279 19.2%

主要魚種の全国シェア
（平成18年：属人）（単位：千トン、億円）

資料：北海道水産林務部
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１ 江戸時代～戦前
北海道では17世紀頃（江戸時代）、沿岸で捕られるニシンやサケ、コンブ等を中心に漁業が発達しましたが、近

代的な漁業が始められたのは明治時代からです。漁業法の制定（明治34年）により、共同、区画、定置などの各
漁業権や許可などの漁業制度が整備され、現在とほぼ同様の形態となりました。
明治30年（1897年）をピークにニシンの漁獲は減り始めましたが、大正時代や昭和初期にはイワシやイカを対

象とした漁船漁業が発達しました。

２ 戦後～昭和50年代
戦後は、沿岸におけるニシンやイワシ、サケ・マス、サン

マ、コンブなどの魚種が主流となりましたが、徐々にニシン
やイワシ、サケ・マスといった沿岸回遊性魚種の資源は衰退
していき、変わって沖合・遠洋漁業が盛んとなっていきまし
た。特に、北洋に漁場を拡大したサケ・マス流し網漁業と棒
受け網に漁法を転換したサンマ漁業、機船底びき網によるス
ケトウダラの３魚種が顕著な成長を遂げています。
その後、沖合・遠洋漁業は、漁船の大型化・高馬力化や漁

労機械の発達などによってさらに発展し、1970年代には、そ
れまで120万㌧程度で推移していた漁獲量が240万㌧と倍増し
ました。中でも、スケトウダラの漁獲が急速に増加し、漁獲
量の半分近くを占めていました。

３ 200海里体制～
しかし、1977年から78年にかけて、米ソが200海里の排他

的経済水域を設定したことにより、本道の漁業は大きな影響
を受けることとなりました。1975年の本道の漁獲実績では、
約250万㌧の総漁獲量に対し、他国200海里内で2,321隻が操
業し、実に総漁獲量の44%を占める111万㌧を漁獲していま
した。しかし、77年と78年の両年に実施した減船で、漁船数
は1,351隻まで減少し、他国の水域に依存していた本道漁業
は縮小、撤退を余儀なくされました。
それから、90年代にかけて、イワシとスケトウダラの２大

魚種が生産量を激減させる一方で、サケやホタテなどの栽培漁業対象魚種が生産を伸ばしたほか、コンブ、イカ、
ホッケ、サンマなどが堅調に推移し、本道漁業を支えてきました。
近年の漁業生産量は130～160万㌧で推移しており、北海道が現在も我が国最大の漁業生産基地であることに変

わりはありませんが、漁業を取り巻く状況が極めて厳しい昨今、今後もその役割をしっかりと果たしていけるよ
う、対応を考えていく必要があります。

○北海道の水産業の歩み

１　国民の消費の動向
近年の家庭の食料支出をみると、外食や弁当などすぐに食

べられる調理済み食品（中食）の摂取割合が増加し、食料支
出のうちの約３割を占めています。
また、「子どもが魚介類を好まない」（32%）、「魚介料理は

調理が面倒」（25%）、「魚の調理方法を知らない」（13%）など
の理由から、魚介料理より肉料理を好んで食べる傾向、いわ
ゆる「魚離れ」が進んでいます。
このように、食事の形態や嗜好が日本全体で変化している

こと、魚介類の食べ方やおいしさを知らない子ども達が増加
することにより、将来、これまで培われてきた「魚食」を中心
とする日本型の食文化に影響を及ぼすことが懸念されていま
す。

○水産業を取り巻く現状と課題
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資料：北海道水産林務部
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２　世界の水産物需要の高まり
日本では「魚離れ」が進む一方で、世界的な健康志向の高まり

や新興国の経済発展を背景に世界の水産物消費量は増加しており、
鳥インフルエンザやBSEなどによって食肉への不安も大きいこ
とから、この傾向は今後も続くと考えられています。特に、人口
が多く経済成長が著しい中国では、食用魚介類の国内供給量が30
年間で約５倍に急増しています。
このような世界的な需要の増加から水産物の価格が上昇し、近

年、国際市場において、我が国の輸入業者が望む価格で水産物を
買うことができない、いわゆる「買い負け」がおきていることか
ら、多くの水産物を輸入する我が国では、水産物の確保が大きな
課題となっています。

３　我が国の食料の自給率
その国で消費される食料がどのくらい国内で生産されているか

を示す指標を「食料自給率」といいます。
我が国の食料自給率は40%※で、食べ物の半分以上を外国から

輸入しています。食用魚介類に限ると自給率は62%※となりますが、それでも４割近くを輸入に頼っています。
このように我が国は食べ物の多くを輸入に頼っていますが、さきに記載した「買い負け」のほか、異常気象に

よる不作や非常事態における輸出規制など、輸入は様々な事情で突然止まる可能性があります。
我々にとって食料は欠かすことが出来ないものです。このため、近い将来、世界的に食料が不足した場合に、

最低限度必要な食料の確保を図る必要があり、食料自給率の向上が緊急な課題となっています。

※ 　我が国の食料自給率は、一般的に輸入飼料依存分を除くカロリーベースで表し、食用魚介類については重量ベースで表しています。双方は単純に比較
できませんが、ここでは目安として表示しています。

道では漁業就業者の確保を目的とした「北海道漁業就業支援セン
ター」に対する支援を通じ、新規参入者の受け入れに務めています。
また、就業者の知識や技術の習得、資質の向上などを目的に、鹿部

町に設置した漁業研修所において各種の研修を実施しており、研修修
了者は各地域のリーダーとして活躍しています。

漁業就業者の確保・育成に向けた北海道の取組

研修状況：漁業研修所

トピックス

４　漁業就業者の動向
近年、我が国の漁業就業者数は減り続けており、平成18年に

は、平成９年の27万８千人に比べて23.7%減の21万２千人となり
ました。このうち道内の就業者数は２万7,200人で、我が国全体
の12.8%を占めています。
本道の男子就業者を年齢階層別にみると、「40～59歳」が最も

多く全体の41.1%を占め、「60歳以上」が33.8%、「15～39歳」が
25.0%で続いています。就業者全体の中で、４人に１人が65歳以
上であるなど、就業者数の減少と高齢化は確実に進行しています。
就業者数の減少や高齢化は、産業としての基盤の弱体化や漁村

地域の活力低下を招く恐れがあるばかりでなく、将来的に食料の
確保に大きく影響を及ぼす恐れがあります。一度、漁業の技術や
それらを取り巻く漁村の文化を失うと、その回復は容易ではあり
ません。地域における様々な状況を勘案しながら、的確に担い手
の確保・育成を図っていくことが重要となっています。
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本道における男子漁業就業者の年齢構成の推移

資料：  農林水産省統計部「漁業センサス」 
 （昭和63年、平成５、10、15年）及び「漁業動態統計年報」 
農林水産省統計部「漁業就業動向統計年報」

区  分 14年 15年 16年 17年 18年
漁家子弟：学業終了後漁業就業 144 101 122 121 108
漁家以外の子弟：学業終了後漁業就業 4 3 3 8 9
漁家子弟：町内他職業を経て漁業就業 24 20 36 27 23
漁家子弟：町外他職業を経て漁業就業 35 29 33 32 31
同一市町村民：町内他職業から転業 38 43 18 14 33
他市町村出身：他職業から転業 32 22 17 18 22
合  計 277 218 229 220 226

本道の新規漁業就業者数（5ヶ年）

資料：北海道水産林務部「新規漁業就業者に関するアンケート調査結果」

（万トン） （万トン）

資料：FAO「Food balance sheets」及び農林水産省「食料需給表」
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平成18年の本道の魚種別生産量第１位のホタテガイは、北海道の沿岸漁業を支える大変重要な魚種です。日本
海、噴火湾、オホーツクの各海域に恵みをもたらすこのホタテガイ漁業についてご紹介します。

【ホタテガイの漁業】
北海道で行われているホタテガイの漁業は「貝けた網漁業」と「養殖業」の２種類があり、どちらの漁業も天

然の稚貝を採取し、育てることから始まります。
貝けた網漁業は、海底を畑のように区画した漁場に１年間育てた稚貝を放流し、海の中で自然に成長させた後、

「けた網」で漁獲する漁業です。稚貝を放流することから「地まき」とも呼ばれ、栽培漁業としてオホーツク海
や根室湾で行われています。
もうひとつのほたて貝養殖業は、海面を区画し、その中に養殖施設を設置して行うものです。稚貝は、養殖施

設に据え付けられたロープに直接吊される（「耳吊り」といいます。）か、吊り下げられたカゴの中で育成され、
胆振・渡島の噴火湾で盛んに行われています。

１ 採苗
「採苗器（さいびょうき）」と呼ばれるネットを
使い、海中を浮遊する天然のホタテガイ稚貝を付
着させます。採取した稚貝は、育成籠（ザブトン
籠）に収容し、３～４㎝ほどの大きさになるまで
１年ほど育成します。

北海道の漁業 ～ ホタテガイ P13

２ 地まき
地まき放流を行う地域では、いくつか（大抵は

４つ）に分割した漁場のひとつに放流します。稚
貝は、毎年違う区画に放流し、３年後に４年貝を
漁獲することから、「４輪採制」と言います。

２ 耳吊り
養殖を行う地域では、成長した稚貝に穴をあけ

てテグスを通し、養殖施設に固定するロープへ吊
り下げます。これを「耳吊り」と呼びます。
また、かごの中に数個のホタテガイを入れて育

てる場合もあります。

（
採
苗
器
）

ブロック ブロック

育成篭

水面

（
育
成
器
）

ブロック ブロック

採苗器

水面

地まき漁場の使い方

１年目漁場 ２年目漁場 ３年目漁場 ４年目漁場

一緒に放流したので、
漁獲サイズが揃ってい
ます。

放流前に、ホタテガイ
を食害するヒトデ等
を駆除します。

2年目漁場、3年目漁場はホタテ
ガイをじっくり育てるところ。
その間漁獲は行いません。

漁獲放流
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３ 漁獲
放流後、３年で漁獲を迎えます。漁獲は「八尺 

（はっしゃく）」という漁具を漁船から投入し、
海底を曳きながら貝を回収します。

３ 漁獲
育成後、１年から２年で漁獲を迎えます。

４　水揚げ
漁獲したホタテガイを水揚げします。

〈八 尺〉
ホタテ漁業に使用するけた網です。
幅は2.4メートルほどで重さは400㎏程度、
50㌢ほどの爪が５～20本付いています。

ホタテガイは、フランス料理の高級食材ですが、EU向けにホタテガイを
輸出するためには、貝毒や細菌類、重金属など、ホタテガイ生産海域の定
期的なモニタリングの実施や、水揚げから加工場における製品製造工程に
おいて、EUが定める厳しい衛生管理基準をクリアする必要があります。
現在、本道の噴火湾北西部海域と網走中部海域が生産海域に指定され、

EU向けホタテガイの水揚げが行われています。

EU向けのホタテガイの輸出

•英名 ･････････Giant ezo scallop、Japanese scallop
•科目 ･････････カキ目イタヤガイ科
•学名 ･････････Mizuhopecten yessoensis（Jay）
•道内主産地 ･･･噴火湾、オホーツク、日本海

ホタテガイの概要

一
年
後
に
は
こ
ん
な
に
大
き
く

な
り
ま
す
。（
耳
吊
り
）

養殖漁業が盛んな海域

地まき漁業が盛んな海域

１年目漁場 ２年目漁場 ３年目漁場 ４年目漁場

一緒に放流したので、
漁獲サイズが揃ってい
ます。

放流前に、ホタテガイ
を食害するヒトデ等
を駆除します。

2年目漁場、3年目漁場はホタテ
ガイをじっくり育てるところ。
その間漁獲は行いません。

漁獲放流
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◎　ホタテガイ各部の働き
■貝　柱‐ 貝殻を開閉するための筋肉で、体の中で最も大き

い器官です。
■生

せい

殖
しょく

巣
そう

‐ 日本のホタテガイは雌雄異体で、冬から春にかけ
て成熟し、４～６月に産卵します。雄（精巣）は
白色、雌（卵巣）は赤色です。

■外
がい

套
とう

膜
まく

‐ 「ヒモ」と呼ばれる部分で、貝殻を作る働きをします。
■鰓

えら

　　‐海水を濾過し、餌を取り込みます。
■中

ちゅう

腸
ちょう

腺
せん

‐ 通称「ウロ」と呼ばれ、肝臓とすい臓の働きをします。

◎　ホタテガイの栄養分
ホタテガイには、たんぱく質、脂質、カルシウム、ビタミ

ン、糖質、鉄分、リンその他のミネラルなどたくさんの栄養
成分が含まれています。
また、グリシンやグルタミン酸など、味に関連するアミノ

酸も多く、悪玉コレステロールの減少に役立つタウリンやグ
リコーゲンも多く含まれています。
貝柱の主成分はたんぱく質で、あっさりしていながら旨味

が多いことが特徴です。脂質が少なく、健康的な食品として
高い価値を持っています。

◎　調理方法と加工品
ホタテガイは、甘みがあって柔らかく、刺身、寿司、フラ

イ、バター焼き、天ぷら、鍋物など多様な料理に使われます。
また、加工品としては、燻油漬けやソフト貝柱、外套膜の塩
辛やみりん干しなどがあります。

◎　ホタテガイ製品の特徴

○　ホタテ貝柱（生・冷凍）
殻から貝柱だけを取り出したものです。冷凍ホタテ貝柱は、生

きたホタテの貝柱を産地で急速冷凍したもので、上手に解凍する
と生ホタテ貝柱とほとんど変らない風味を味わえます。

○　ボイルホタテ
貝を産地でボイルしたもので、貝柱だけのものと卵やヒモがつ

いたものとがあります。また、生食用と加熱用があります。

○　干し貝柱
干し貝柱は、ボイルした貝柱を約１ヶ月間、天日や乾燥機で乾

燥したものです。様々な料理に使われるほか、つまみとしてその
まま食べることも出来ます。また、干し貝柱をもどす際の「もど
し汁」はダシ汁として利用できます。

◎　ホタテ貝殻の利活用
ホタテ生産地の関係者は、水産系の廃棄物であるホタテ貝

殻の処理について検討を重ねてきましたが、近年、これまで
用いられてきた土木工事の暗渠資材やカキの養殖資材に加え、
路面表示用の塗料やチョークなどの新たな用途が開発され、
多方面での利用が進んできました。
今後も、環境への負荷が少ない循環型社会の形成に向けた

努力が必要となっています。

○ホタテガイの豆知識

栄養成分 生 
（可食部）

干し 
（貝柱）

エネルギー（ｋｃａｌ） 72 322

水分（ｇ） 82.3 17.1

たんぱく質（ｇ） 13.5 65.7

脂質（ｇ） 0.9 1.4

カルシウム（ｍｇ） 22 34

リン（ｍｇ） 210 610

鉄（ｍｇ） 2.2 1.2

ナトリウム（ｍｇ） 320 2500

カリウム（ｍｇ） 310 810

食塩相当量（ｇ） 0.8 6.4

炭水化物（ｇ） 1.5 7.6

ビタミンB1（ｍｇ） 0.05 0.12

ビタミンB2（ｍｇ） 0.29 0.3

ビタミンC（ｍｇ） 3 0

ほたてがいの主な栄養成分（可食部100g中）

資料：「五訂増補日本食品標準成分表」（文部科学省）より抜粋

写真提供：北海道ぎょれん

【ホタテ貝殻の活用事例】
チョーク 路面舗装用塗料

写真提供：北海道立工業試験場

ホタテガイの解剖図

中腸腺（ウロ）

貝柱

腮（エラ）

外套膜（ヒモ） 生殖器（雄‐白╱雌‐朱）
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現代の食生活を振り返ってみると、尾頭付きの魚は全く
調理しないという家庭も少なくないのかもしれません。「魚
は切身で泳いでいる」と思っている子どもがいると言われ
ていますが、普段の生活で目にする魚が切身ばかりであれ
ば、無理のないことでしょう。
食育の一環として、次世代の食文化を担う子供たちに魚

介類の美味しさや食べ方を、誤解のないようにしっかりと
伝えていくことはとても大切なことです。

そこで本編では、北海道で水揚げされる魚介類のうち、
スーパーなどで簡単に手に入れられるポピュラーな３魚種
（ホタテガイ、スルメイカ、サンマ）について、その捌き
方から刺身にするまでをご紹介いたします。課外授業や体
験実習等の際にご活用いただければ幸いです。
なお、魚の捌き方は一通りではありませんので、あくま

でも一例としてお考えください。

北の魚を美味しく食べよう！！

裏返して、空いた方の貝殻を取り
外し、もう片方の貝殻もカーブに
沿ってナイフを動かし切り離しま
す。

貝の平らな方を下にして、左手の
ひらにのせ、貝の合わせ目にナイ
フを差し込みます。

ナイフは洋食ナイフでOK。怪我防止のた
め軍手を用いると良いでしょう。

貝柱は、タテに切ることををおス
スメします。
切り分けたヒモと盛り合わせま
しょう。

貝柱には縦に繊維が通っています。タテ
切りすることで、プリプリした食感を損な
わずに味わえます。

下の貝殻の殻にそって小刻みに
ナイフを動かし、下の殻と貝柱を
切り離します。

貝柱を切り離すと、自然に口が開きます。

剥き身になったホタテを、それぞ
れの部位に手で取り分けます。

三日月形の部分は生殖巣です。
生殖巣が白ければ雄、赤ければ雌ですが、
産卵期以外は見分けるのが困難です。

お刺身に使うのは貝柱とヒモ（外
套膜）です。生殖巣は加熱調理用
にどうぞ。

貝柱の周りに付着している腸管
と薄皮を、指でつまんでゆっくり
丁寧に取り外します。

ヒモは、塩をふってよくもみ、ぬめ
りや汚れを落とし、水洗いしてか
ら食べやすい大きさに切ります。

ヒモのお刺身はシコシコした食感で、貝
柱とはまたちがった味わいが楽しめま
す。もちろん加熱調理してもOK。

ヒモに付着している鰓（えら）を
取り外します。

鰓は、最もダシの風味が出る部位なので、
加熱調理する場合には捨てずに使いま
しょう。

貝柱 外套膜 生殖巣 中腸腺
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胴と足の間を軽くめくって、胴と
ワタ（内臓）が繋がっている部分
を指で剥がします。

えんぺら（耳）が胴にくっついて
いる部分を外し、足のほうへ引き
剥がします。持ち手に布巾等を用
いると剥がしやすいでしょう。

従来、イカはコレステロールが高いため、食べ過ぎは体
によくないと言われていました。しかし、イカには多量の
タウリンが含まれていることが分かり、現在はイカは体に
よい食品であると言われています。
タウリンとは、生体内で重要な働きを示す含硫アミンの

一種で、別名アミノエチルスルホン酸と呼ばれています。
主な働きとして、血圧降下作用、コレステロール低下作用、
動脈硬化症や血栓症の予防作用、肝臓機能回復作用、生活

習慣病（成人病）予防作用などが報告されています。
タウリンは主に魚介類に多く含まれていますが、その中

でも特に、貝類、タコ、イカなどの軟体動物と魚類の血合
肉に多く含まれています。なお、タウリンは焼くと３割、
煮ると５割も減ってしまうといわれています。お刺身で食
べることで、もっとも効率的に摂取できます。

イカの内臓と胴は、この一箇所でのみ繋
がっています。

胴の真ん中くらいまで剥がした
ら、胴とゲソ（足）をそれぞれ持っ
て、ゆっくり引き抜きます。

ワタの上には墨袋がついていますが、破
れると真っ黒になるので気をつけましょ
う。

胴の中に通る軟骨（軟甲）をつま
んで引き抜き、そのラインに沿っ
て胴を包丁で切り開きます。

えんぺらをとった部分から、皮を
むきます。剥きにくいときは、キッ
チンペーパーなどでこすり取り
ます。

ワタとゲソを、眼の少し上あたり
に包丁を入れて切り離します。

色素のある表皮と、そのすぐ下の薄皮を
剥くと食べやすいです。薄皮は剥けなく
てもかまいません。

胴の内側に、取りきれなかった内臓が
残っているので、これを取り除きましょ
う。

ゲソは縦に包丁を入れて開き、目
玉とトンビ（口）を取り除きます。
ゲソの先には硬い吸盤がついて
いるので包丁でそぎ落とします。

えんぺら、ゲソ、ワタ、胴の４つの
部位に分かれました。
胴は２つに切り分けます。

イカの身には、横方向に繊維が
通っています。刺身にするときは
縦に切ると甘みが引き立ちます。

目玉は破れると汚れるので、水をはった
ボールの中で取っても良いでしょう。

横方向に切ると、甘みは出にくいですが
食感は良くなります。お好みに合わせて
切りましょう。

えんぺら、ゲソも下ごしらえすれば刺身
で食べられますが、加熱調理して食べた
ほうが簡単です。

☆タウリンの効用について☆
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胸ヒレの下辺りに包丁を入れ、頭
を切り落とします。

肛門の方から包丁を入れて、頭の
ほうへ引き、腹を開きます。

きれいに内臓を取り除いたら、流
水で手早く水洗いします。

頭側の切り口の背骨の上から、包
丁を上下に滑らせるように切り、
半身を切り離します。

背骨が残っている側を裏返して、
同様に切り、もう片方の半身を切
り離します。

これで三枚におろせました。
中骨は、刺身には使いません。

腹骨の部分を、包丁を寝かすよう
にして、すきとるようにそぎ落と
します。

半身の尾側の端に包丁の刃を立
て、左手で皮の端を押さえて、こ
そぐように皮を引きます。

切り方はお好みですが、皮目を上
にして、斜めに「平切り」すれば、
食べたときに小骨が気になりま
せん。

一般的に刺身の「つま」とは、刺身に添えられる物の総
称です。
山葵や生姜、大蒜などの薬味類や大根のけん（繊切り）、

大葉（青紫蘇）など、いずれも主役の刺身を引き立たせる
名脇役ですが、これらには消臭効果、殺菌効果があり、魚
介類特有の生臭みを抑えるとともに食中毒の予防に一役
買っています。
刺身を食べるときは、「つま」のもつそれぞれの風味や

食感を一緒に味わいましょう。
ところでこの「つま」、漢字で書くと「妻」であること

はご存知ですか？
「端（つま）に置かれたもの」が「妻（つま）」として「添
え物」の意となったのが語源だそうです。語源はともあれ
現代的に解釈するならば、刺身の安全性や美味しさを引き
立てるものとして「妻はなくてはならない大切な存在」と
言えるでしょう。

サンマは身が柔らかい魚なので、よく切
れる包丁を使いましょう。

開いた後、包丁の先で腹の中をかき出せ
ば、大まかな内臓が取り除けます。

切る前に、キッチンペーパーなどで余計
な水分をしっかり拭い取りましょう。

上手にそぎ落とせない場合は、大胆に腹
部を切り落としても良いでしょう。

上手に引けない場合は、頭側の切り口か
ら、指でつまんで皮を剥がし、ゆっくりと
引き剥がせばOK。

☆刺身の「つま」☆

― ―９



漁業は、他の産業と比較して経費に占める燃料費の割合が高く、燃油の高騰は漁業経営に深刻な影響を与えま
す。また、漁網や発泡スチロールなどの漁業用資材も石油製品が多く、漁業者は２重にダメージを受けることと
なります。
さらに、水産物の流通は、市場での「セリ」などで価格が決められる仕組みになっており、漁業者側が燃油等

の経費の高騰分を単純に価格に上乗せすることは困難となっています。
このため、平成17～20年に起きた原油価格の異常な高騰の際に、漁業は深刻な影響を受けました。

◎　燃油価格の高騰
平成20年に原油価格の異常な高騰が問題となりました。世界３大原油指標の一つであるWTI※によると、原油価

格は、平成16年まで概ね30ドル/バーレル（約159㍑）で推移していましたが、20年７月には４倍以上の140ドル/バー
レルを突破し、史上最高の水準となりました。
上昇の理由として、中国やインドなどの新興国の経済発展による石油需要の増加や原油産出国の情勢不安、世

界の投機資金が原油市場に投入されたことな
ど、複雑な要因が絡み合っていると考えられ
ています。
自動車や飛行機の燃料、プラスチックな

どの化学製品、食料の製造など、石油は私達
の生活と密接に関わっていますが、とりわけ、
北国で暮らす私達にとって、冬季の暖房用燃
料は無くてはならないものです。原油価格の
高騰は私達の生活に大きな影響を及ぼします。

◎　漁業への影響
漁船燃料等、漁業で使用される割合の高いA重油の道内価

格も、平成20年８月時点で121,100円/KLと、平成16年１月
時点での42,200円/KLの約３倍となり、近年の最高額を記録
しました。
漁業経費に占める燃油の割合は、平成16年当時は10～20%

程度でしたが、近年は30%程度といわれています。
特に、漁場が遠い遠洋のカツオ・マグロ漁やイカ釣り、ロ

シア水域での北洋サケ・マス漁やサンマ漁が深刻な影響を受
けています。さらに、イカ釣りやサンマ漁はエンジンとは
別に集魚灯を利用するため、発電機にも燃油を利用するので、
より大きな影響を受けます。
漁業者は、エンジンの回転数を落として航行したり、出

漁回数を減らすなど、様々な工夫を凝らしましたが、これら
の努力では補えないほど燃油の上昇は急で、平成20年度には、
休漁に追い込まれる船も出ています。

明日の漁業が危ない？ ～ 燃油高騰の影響特集２

○燃油価格の高騰と水産業

※ WTI：ウエスト・テキサス・インターミディエートの略。アメ
リカ西テキサス州で産出される原油で、ニューヨークのマーカ
ンタイル取引所（NYMEX）で先物取引されています。
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魚価と燃油価格の推移

【燃料費は高騰しているが、魚価は横ばい】

【経費に占める油の割合が上昇】

漁業種類
小　 型 
底びき網

刺　　網
沖　　合 
底びき網

沿　　岸 
いか釣り

漁労支出のうち 
油費／漁労支出（%） 
※ H19は推定

H17 22.6 16.6 18.7 23.3

H19 29.6 22.4 25.0 30.5

資料：水産庁

（北海道水産林務部水産経営課）
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◎　漁業者の一斉休漁
平成20年７月15日、全国の漁業者が、燃油高騰に

よる窮状を政府や国民に訴えるため、一斉に休漁し
ました。
休漁した隻数は全国で20万隻といわれています

が、日本沿岸で漁船が１隻も操業していないという
ことは、これまでに前例の無いことです。
また、これに先立つ６月18日と19日には、全国の

イカ釣り漁業者が一斉に休業しています。
このような行動をおこさなければいけないほど、

漁業者の経営は逼迫しました。
【一斉休漁を伝える新聞】

◎　国等の燃油高騰対策
水産庁では、平成20年７月、省エネルギーを軸にした経営

体質の転換に向け、燃油高騰緊急対策を公表しました。
この中には、漁業者が長く待ち望んでいた「燃油費の増加

に対応した助成」も盛り込まれており、漁業関係者から高い
評価を得たことから、平成20年度の補正予算において、増額
措置されました。
さらに北海道では、平成20年度の補正予算において、省エ

ネ機器を導入する漁業者に対する緊急支援策として、低金利
の融資制度を導入しています。

①省エネ操業の推進　（630億円）
• 10％以上の省エネを達成した漁業者グループに
対する増加分の燃油費助成

②省エネ機器等の導入支援　（融資枠200億円）
• 無利子融資制度の拡充・緊急的な運転資金の融
資

③休漁船・減船等への支援　（103億円）

④漁業者手取確保　（水産物買取額400億円）
•漁業者団体が行う買取・保管事業の拡充

◎　燃油価格の急速な下落
平成20年７月に最高値を記録した原油価格は、以降下落を続け、10月末段階では60㌦/バーレル台で推移しまし

た。僅か４ヶ月で半値以下まで下落した理由は、米国の金融危機から、原油市場に流入していた投機資金が引き
上げられたこと、価格高騰による買い控えで、実際の原油市場では供給にだぶつきが見られたこと、等が考えら
れます。
ここ数年の間、漁業のみならず私達の生活全般に大きな影響を与えた燃油の高騰は一段落したものと考えられ

ていますが、今回の経験から、水産業においては、省エネ機器の導入や操業の効率化など、一層経営構造の改善
を図るとともに、引き続き、今後の原油価格の動向を注意深く見守っていく必要があります。

【LED集魚灯を装備したイカ釣り漁船】

◎　様々な省エネルギー対策
急激に上昇する燃油価格を前に、漁業者が対策を取らなかったわけではありません。考えられる様々な工夫を

凝らしてきましたが、世界を巻き込んだ異常な価格高騰は、自助努力だけでは対応できないものであったという
ことです。
これまでに漁業者が講じてきた対応策を紹介します。

１ 省エネ機器の導入
•省エネ型エンジンや集魚灯、集魚灯用発電機の導入

２ 漁港への漁業用燃油タンクの整備
•流通の効率化による経費の削減

３ グループ化による操業条件の変更
•速力の抑制
•集魚灯など光力の縮減
•魚群探索の共同化による燃油使用量の軽減
•休漁・減船

【漁業者等が講じた取組事例】

【国の緊急対策の主な内容】
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２　健康に悪影響を与える可能性のある物質など
⑴ 自然由来の毒素 ‐ 貝毒
貝毒とは、主に二枚貝（ホタテガイやアサリなど）が毒素を持った植物プランクトンを餌として食べることに

よって体内に毒を蓄積するもので、食中毒の原因となることがあります。日本国内で代表的なものは、「麻痺性貝
毒」と「下痢性貝毒」で、その毒量はマウス・ユニット（MU）という単位で表され、各々規制値が定められて
います。
ホタテガイ、カキ、アサリ、イガイなどの二枚貝は、毒素を持つプランクトンを餌として摂取し、体内に毒素

を蓄積することによって毒化する可能性がありますが、有毒プランクトンが常に海域で発生しているわけではな
く、有毒プランクトンが存在しなければ、貝は毒化しません。
なお、貝毒は、ホタテの場合は主として中腸腺（ウロ）に偏在していますが、熱

に強く、加熱調理しても分解されません。
生産地では、消費者の安全・安心の確保に向け、生産者が自主的に週１回の貝毒

検査を実施しているほか、道においても、定期的に検査を実施しており、毒化した
貝が市場に出回らない仕組みとなっています。
さらに道では、全道海域で周年、毒素を持ったプランクトンの発生状況について

モニタリング調査を行い、今後、貝毒発生の予測が可能となるようデータを蓄積し
ています。
このほか、よく知られている貝類の毒として、ヒメエゾボラガイなど、道内で漁

獲されるツブ類の唾液腺（「あぶら」と呼ばれます）に含まれるテトラミンという
成分がありますが、テトラミンも加熱しても分解されないので、調理方法にかかわ
らず、除去が必要です。

我が国において、魚介類は古来より重要な食料です。
我が国の１日１人当たりのタンパク質の総供給量は約85グラム

ですが、このうち、魚介類は19グラムで22％を占めています。
植物性たんぱくである穀類に次いで２番目のたんぱく源であ

るほか、動物性たんぱく質の約４割を占める重要なたんぱく源と
なっています。
更に魚介類や海藻類は、カルシウムやミネラル、ビタミン類と

いった重要な栄養を豊富に含んでいます。
近年、科学技術の発達に伴い、魚介類には有益な成分などが含

まれることや、これらの物質が健康にどのような影響や効果があ
るのかについても研究が進んでいます。

第3部魚食と健康
○日本人と魚食

１　魚介類に含まれる栄養成分・機能成分
魚介類には、人間が生きてゆく上で必要な様々な栄養成分が含

まれています。例えば、ビタミンＡは欠乏すると夜盲症、網膜機
能低下、皮膚疾患になり、ビタミンＢ12は、欠乏すると悪性貧血、
知覚異常や精神障害が起こります。
また、栄養成分のほか、身体の生理学的機能などに影響を与え

る成分も含んでいますが、それらの成分は機能成分と呼ばれ、良
く耳にするものとして、DHA（ドコサヘキサエン酸）、EPA（エ
イコサペンタエン酸）、タウリン、アスタキサンチンなどがあり
ます。
魚介類が含む主な栄養成分・機能成分とその働きは右表のとお

りです。

○魚介類の栄養・機能性

資料：水産庁

供給量⒢

その他魚介類牛乳及び
乳製品鶏卵肉類

果実野菜豆類いも類穀類

（6）（22）（10）（7）（17）（1）（4）（9）（1）（24）

5.018.98.15.614.1

0.9

3.2
7.8

0.8

20.5

比 率（％）

【貝毒のマウス検査実施状況】

栄養成分 多く含む魚介類 欠乏症

ビタミンＡ ウナギ、ウニ、魚の肝臓 夜盲症、網膜機能低下、皮
膚疾患

ビタミンＢ12
カキ、シジミ、アサリ、カツ
オ、サンマ

悪性貧血、知覚異常、精神
障害

ビタミンＤ３
ベニザケ、クロカジキ、ニ
シン

骨軟化症（くる病）、骨粗
しょう症

ビタミンＥ ウナギ、ニジマス、アユ 歩行失調、位置感覚障害、
貧血

カルシウム 小魚、ドジョウ 成長障害、骨や歯の弱体化
鉄 ドジョウ、イカナゴ、シジミ 貧血、口腔疾患

亜鉛 カキ、カニ、イワシ類 味覚障害、発育不全、生殖
機能低下

セレン イワシ、ニシン、マグロ、ワ
カサギ

克山病、心筋障害、筋肉障
害

機能成分 多く含む魚介類 期待される効果

ＤＨＡ クロマグロ脂身、スジコ、
ブリ、サバ

脳の発達促進、痴呆予防、
視力低下予防

ＥＰＡ マイワシ、クロマグロ脂
身、サバ、ブリ

血栓予防、抗炎症作用、高
血圧予防

タウリン サザエ、カキ、コウイカ、マ
グロ血合肉

動脈硬化・心疾患予防、胆
石予防

アスタキサ
ンチン

サケ、オキアミ、サクラエ
ビ、マダイ

生体内抗酸化作用、免疫機
能向上作用

資料：水産庁
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○魚食の勧め

⑵ 有害物質
① 水 銀
魚介類中には、ほとんどがメチル水銀という形態で含まれており、食物連鎖を通じて、魚介類に蓄積されたも

のです。特に、食物連鎖の上位の大型魚に比較的多く蓄積することが分かっています。
日本人は食品から水銀を摂取していると考えられていますが、摂取量はPTWI ※１の約35％であり、平均的な食

生活をしている限り、健康への影響について懸念するレベルではないと考えられています。

②ダイオキシン類
ダイオキシン類は、ごみの焼却などの際に出来る化学物質で、発ガン性、生殖・発生毒性、免疫毒性などがあ

ることが知られています。食物連鎖等を通じて魚介類等に蓄積されると考えられていますが、平均的な日本人の
総摂取量は、耐容一日摂取量（TDI）※２の27％を下回る量であり、健康に影響を与えるものではありません。

※１ 暫定週間耐容摂取量（PTWI） ：一生涯にわたり摂取し続けても健康影響が現われない一週間当たりの摂取量の指標
※２ 耐 容 一 日 摂 取 量（T D I） ： 長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念されるダイオキシン類のような科学物質について、人がその

量を一生涯にわたり、毎日取り込んでも健康に対する有害な影響が現れないと判断される、１日当たり体重１kg当た
りの量

⑶ 寄生虫
魚介類にはアニサキスなどが寄生している場合があり、人が生で食べた場合、健康に影響する可能性があります。
アニサキスは、冷凍処理後〈米国のFDA（食品医薬品局）は、‐35℃以下15時間または‐20℃以下７日間の冷

凍処理を勧告。〉に解凍して調理されたものであれば問題ないと言われています。また、熱処理（60℃１分以上）
でもその殆どが不活性化することが知られています。

※  これらの情報は、水産庁のホームページ（HP）上に「水産物の安全及び消費者の信頼の確保に関する情報」として掲載されているので、参照して下さい。 
水産庁HPアドレス：http：//www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html

魚介類には栄養成分が豊富に含まれるほか、近年では新たな機能成分が解明されており、従来の魚食を中心と
した「日本型の食生活」が見直されてきています。
一方で、魚介類に含まれる人体に悪影響を与える可能性がある物質等に関し、正しい知識を深め、様々な情報

を充分に収集しながら、消費者自らが安全・安心を確保するよう務めていくことが大切です。

小骨をまるごと食べられる魚はカル
シウム満点。
サケなどには骨を丈夫にするビタミ

ンDも多く含まれています。
成長期には是非食べていただきたい

ものです。

ＥＰＡ（エイコサペタエン酸）
ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）

：いずれも不飽和脂肪酸の一種。

体温の高い畜肉に含まれる脂肪は融
点が高いため、常温ではラードのよう
に固体となりますが、青魚をはじめと
する魚類に多く含まれるこれら不飽和
脂肪酸は常温でもサラサラの液体です。
高血圧などの生活習慣病の予防や脳

の発達などに効果が認められています
ので、たくさん食べてください。

良質なタンパク質： タンパク質を構成するアミノ酸のうち、ヒトの体に必要な
ものでありながら、ヒトが自らつくることができないもの
を必須アミノ酸と呼びます。

この必須アミノ酸の比率によりタンパク質の栄養を評価する方法※で、サケ
をはじめとする魚類は非常に高い栄養価があることが知られています。
※アミノ酸スコアと呼ばれます。

カルシウムとビタミンDが
骨を丈夫にする。

EPA、DHAが血液をサラサ
ラに。

良質のたんぱく質で
消化・吸収もスムーズ。
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地域の水産情報に関するもよりの入手先

 ９ イカナゴ
 10 マダラ
 11 ミズタコ
 12 ヤナギダコ
 13 カラフトマス（マス）
 14 コマイ
 15 ヒメエゾボラ（ツブ）
 次点 ホッキガイ

 １ ホタテガイ
 ２ スケトウダラ
 ３ シロザケ（サケ）
 ４ サンマ
 ５ ホッケ
 ６ コンブ
 ７ スルメイカ
 ８ カタクチイワシ

答え

支庁等機関名 郵便番号 住 所 電話番号
石狩支庁産業振興部水産室 〒060‐8558 札幌市中央区北3条西7丁目 ℡ 011‐204‐5841

渡島支庁産業振興部水産課 〒041‐8558 函館市美原4丁目6番16号 ℡ 0138‐47‐9481

檜山支庁産業振興部水産課 〒043‐8558 檜山郡江差町字陣屋町336‐3 ℡ 0139‐52‐6551

後志支庁産業振興部水産課 〒044‐8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 ℡ 0136‐23‐1391

空知支庁産業振興部林務課 〒068‐8558 岩見沢市8条西5丁目 ℡ 0126‐20‐0075

上川支庁産業振興部林務課 〒079‐8610 旭川市永山6条19丁目1番1号 ℡ 0166‐46‐5959

留萌支庁産業振興部水産課 〒077‐8585 留萌市住之江町2丁目1‐2 ℡ 0164‐42‐8469

宗谷支庁産業振興部水産課 〒097‐8558 稚内市末広4丁目2‐27 ℡ 0162‐33‐2532

網走支庁産業振興部水産課 〒093‐8585 網走市北7条西3丁目 ℡ 0152‐41‐0654

胆振支庁産業振興部水産課 〒051‐8558 室蘭市幸町9番11号 ℡ 0143‐24‐9809

日高支庁産業振興部水産課 〒057‐8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号 ℡ 0146‐22‐9321

十勝支庁産業振興部水産課 〒080‐8588 帯広市東3条南3丁目 ℡ 0155‐27‐8609

釧路支庁産業振興部水産課 〒085‐8588 釧路市浦見2丁目2番54号 ℡ 0154‐43‐9211

根室支庁産業振興部水産課 〒087‐8588 根室市常盤町3丁目28番地 ℡ 0153‐24‐5691




