
 アクアマリンふくしまの大水槽前に、寿司処「潮目の海 Happy 

Oceans」があります。二千トンサイズの暖流の黒潮水槽と寒流

の親潮水槽がつくる三角のトンネルがあり、その場所を竜宮城

と呼んでいます。その水槽たちのメインテーマは「食物連鎖」

です。魚食文化において、寿司は強いメッセージを伝える良い

手段で、水族館の水槽前で寿司店を開けることは私の念願でし

た。

 ワイルドミートクライシス（Wild Meat Crisis）は、WAZA(世

界動物園水族館協会 ) の総会ではたびたびとりあげられるテー

マです。漁業もワイルドミート（野生の肉）を利用する手段の

一つです。モントレー湾水族館の Seafood Watch 活動も、種

の再生産を脅かさない海洋資源の利用水準を維持しようとする

運動です。モントレー湾水族館の館長ジュリーパッカードさん

と、このテーマについて談話したことがあります。海洋資源の

利用で、アクアマリンふくしまとモントレー湾水族館の歩調が

合えばよいと願っております。

 持続可能な、科学的に管理された資源利用こそ海洋のワイルド

ミートクライシスを解決する鍵です。水産資源に詳しい専門家

の上田勝彦さんのアドバイスをもとに下の資源ブルーリストを

作成しました。寿司ネタの資源量を、信号になぞらえて、

赤黄青の信号をともしています。寿司処 「潮目の海」では主に

青信号を仕入れてもらうことにしています。世界的にも青信号

が Happy Oceans のシンボルです。魚の顔は館長
ジナルのデザインです。その魚たちは、私たち人類の

見守っています。    

  　　　環境水族館　アクアマリンふくしま

  　 館 長  安部  義孝　　　

マダイ
Pagrus major

天然のみ。多くの産地で減少、
太平洋北部では安定。夏場の
寿司ダネとして重要。

ゴマサバ
Scomber australasicus

天然。マサバとの資源交代魚
種。現在はゴマサバが優勢。

サワラ
Scomberomorus niphonius

天然。日本海を中心に増加傾
向。温暖化で北上。

ブリ
Seriola quinqueradiata

天然・養殖。養殖用天然種苗
を獲る漁が減少した結果、全
国で増加。

クロダイ
Acanthopagrus schlegelii

天然。全国的に増加傾向。

ベニズワイガニ
Chionoecetes japonicus

天然。日本海を中心に減少傾
向。ズワイガニの近似種で深
海性。

アオリイカ
Sepioteuthis lessoniana

天然。温暖化に伴い分布域を
拡大。高級魚種。

マダラ
Gadus macrocephalus

天然。北太平洋および日本海
を北部を中心に増加。

スズキ
Lateolabrax japonicus

東京湾、大阪湾、瀬戸内海、
浜名湖、中海、宍道湖をはじ
め、いずれでも増加傾向。

カツオ
Katsuwonus pelamis

天然。分布域が太平洋の広域
で安定。春・秋群とも日本の
風物的魚種。

カサゴ
Sebastiscus marmoratus

天然のみ。量は少ないが安定。

メバル
Sebastes inermis

天然のみ。海藻帯の減少によ
り生息域が減少。量は少ない
が安定。

コノシロ
Konosirus punctatus

寿司ダネとして幼魚をシンコ・
コハダと呼び重要。

シロザケ
Oncorhynchus keta

天然・放流。東日本大震災に
より孵化場からの放流数が激
減したが、回帰は順調。

ヤマトシジミ
Corbicula japonica

天然・放流。沿岸域開発によ
る汽水域の減少により減少傾
向。

ウニ
Echinoidea spp. 

天然・養殖。温暖化や藻食魚
類によって磯焼けが進み、地
域によっては減少傾向。

アサリ
Ruditapes philippinarum

天然・放流。漁獲量は安定してい
るが、沿岸域開発による干潟等生
息域の減少により減っている。

カタクチイワシ
Engraulis japonicus

横ばい状態で安定。マイワシ
の資源交代魚種。稚魚から成
魚まで全て利用。

クルマエビ
Marsupenaeus japonicus

天然・養殖。天然は減少。養
殖は多く価格も安定。

ケガニ
Erimacrus isenbeckii

天然・養殖。国産は量的には
少ないが安定。高級魚種。

Xiphias gladius
メカジキ

天然のみ。量的には少ないが
北太平洋北部から南方にかけ
て資源は安定。

であるカツオ

安部のオリ

行く末を

Cololabis saira
サンマ

天然。北太平洋から北海道に
かけて減少。鮮度管理・流通
経路が発達している主要魚種。

ホッコクアカエビ
Pandalus eous

天然。日本海から北海道にかけ
て分布が広く安定。アマエビ。

ホタテガイ
Patinopecten yessoensis

天然・養殖。北方を中心に養
殖も盛んであり価格が低位安
定。

マアジ
Trachurus japonicus

天然。一部養殖。日本の食生
活の中で最もポピュラーな魚
種のひとつ。

ヒラメ
Paralichthys olivaceus

天然・養殖。太平洋北部では
増加。他では減少。

HAPPY OCEANS

加盟店

募集中

加盟店の飲食店・
スーパー・水産組合は
当館のレストランや
ホームページで
ご紹介します。



私たちは、さまざまな生物と水の惑

星・地球を分かちあって 暮らして

います。HAPPY OCEANS のサイン

はサカナの資源 の安定性に青・黄・

赤の信号を灯して消費者に発信しま

す。 水産資源の持続可能な利用は人

類のテーマです。美味しいサ カナ

を楽しみながら「共生、水の惑星」・

HAPPY OCEANS を私たちの合言葉

にしませんか。
マコガレイ

Pleuronectes yokohamae
天然のみ。多くの産地で減少、
太平洋北部では安定。夏場の
寿司ダネとして重要。

カワハギ
Stephanolepis cirrhifer

天然・養殖。量は少ないが安
定。養殖は少ない。

ビンナガ
Thunnus alalunga

天然のみ。北方系の脂の乗っ
たものは減少傾向。南方では
安定。

キハダ
Thunnus albacares

天然のみ。量的には少ないが
資源は安定。巻き網による小
型魚の多獲に懸念あり。

マサバ
Scomber japonicus

天然・一部畜養。マアジと並ぶ
日本の代表的魚種。ゴマサバと
の資源交代魚種であり現在は
劣勢。

Sepia (Platysepia) esculenta
コウイカ

天然のみ。東京湾、大阪湾、
瀬戸内海で安定。小型のもの
は寿司ダネとして安定。

ホッケ
Pleurogrammus azonus

天然のみ。干物として重要な
北方魚種。多くは輸入となっ
ている。

ニホンウナギ
Anguilla japonica

天然・養殖。河川を遡上する
養殖用稚魚が減少、環境変動
影響の可能性あり。価格上昇
傾向。

ホウボウ
Chelidonichthys spinosus

天然のみ。年変動が大きく量
的には少ないが安定。寿司ダ
ネとして重要。

アカムツ
Doederleinia berycoides

天然のみ。太平洋・東シナ海・
日本海、いずれに置いても元
来希少種。高級魚。

マゴチ
Platycephalus sp.

天然のみ。年変動が大きく量
的には少ないが安定。寿司ダ
ネとして重要。

ハマグリ
Meretrix lusoria

天然・放流。漁獲量は安定し
ているが、沿岸域開発により
干潟等生息域が減少し漁場が
減っている。

タチウオ
Trichiurus lepturus

天然のみ。量が少なく、減少
傾向にあるが、価格が高値で
安定。

シャコ
Oratosquilla oratoria

天然のみ。伊勢・三河湾を
中心に安定。

アクセス
■電車利用
　JR常磐線泉駅下車

　　　15分
　支所入口下車後徒歩10分
■車利用

　　勿来I.Cから約30分

　　湯本I.Cから約20分

1,800 900

4,200 2,100

HAPPY  OCEANS

ズワイガニ
Chionoecetes opilio

天然のみ。太平洋では少なく、
減少。日本海の富山県以西は安定。

マアナゴ
Conger myriaster

天然のみ。数年周期で増減。
寿司・天ぷらダネとして重要。

スルメイカ
Todarodes pacificus

天然。産卵期が２回あり、冬、
減少、秋、安定。代表的なイカ。
輸入量も多い。

マイワシ
Sardinops melanostictus

天然。カタクチイワシとの資
源交代魚種。近年回復傾向。
稚魚から成魚まで全て利用。

トラフグ
Takifugu rubipes

天然・養殖。天然は減少。養
殖もあるが、価格は下落傾向。
高級魚。

カンパチ
Seriola dumerili

天然・養殖。量的には少なく
天然は貴重。養殖は生産過剰。

スケトウダラ
Gadus chalcogramma

天然のみ。北方を中心に回復
傾向。

クロマグロ
Thunnus orientalis

天然・畜養。寿司ダネの重要
魚種。畜養の供給が増えてい
るが、種苗として小型の漁獲
に懸念あり。

・江名」行きで

「　　　  」


