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１ ． 事業の概要 

１ －１  事業の目的 

国内におけるトラフグの需要は停滞ぎみで推移しており、将来的にも国内は人口減少が

進むことから、マーケットが益々小さくなっていくことが予想される。 

東京都において、平成 24 年 10 月より、フグ調理師免許がなくても保健所への届け出だ

けで飲食店でのフグの提供が可能となったことから、需要の拡大が期待されたが、現在の

ところ思ったほどの需要増が見込めない状況にある。 

このような、フグ需要を取り巻く環境が厳しい中にあって、アメリカでは近年、日本食

レストランの出店数が急増しており、すしや刺身といった日本料理を好む人の割合も多い

のが現状である。また、マレーシアにおいては、経済発展が著しい ASEAN にあって、特

に国民の所得水準が 1 万ドル以上と高く、さらに、日本食ブームが到来している状況にあ

る。現状では、アメリカやマレーシア国内ではフグの提供がわずかであることから、高級

な日本食材として消費者に受け入れられる大きな可能性を秘めている。 

よって、国内の天然トラフグの生産者及び流通業者が連携して輸出に取り組む体制整備

を行い、同時に国内生産者の海外輸出振興への意識醸成を図るとともに、アメリカ及びマ

レーシアにおけるフグの消費可能性調査を実施することにより、天然トラフグの輸出戦略

を策定する。 

 

１ －２  対象国・特定品目等 

(1) 対象国又は地域 

 アメリカ、マレーシア 

 

(2) 対象国又は地域の選定理由 

 アメリカは、『国別・品目別輸出戦略』における「水産物の輸出戦略」において、水産物

の消費量が多く、日本産水産物が高く評価されている地域であり、なおかつ、既に年間 1.5

トンのフグの輸出実績があるため、今後さらにフグの需要が高まることが期待できる。 

 マレーシアは、同上の輸出戦略において、所得が拡大しており、魚の需要増加が見込め

る地域に位置づけられている東南アジアに属しており、東南アジアの中ではトップクラス

の所得水準（国民１人当たり GDP が 1 万ドル以上）にあり、高価格帯の水産物の消費拡大

が期待できるため。 

 

(3) 特定品目（果実、水産物、加工食品等の別） 

 水産物：天然トラフグ 
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(4) 活動の目標  

ア １年目の活動目標 

①天然トラフグ生産者の輸出振興への意識醸成 

・トラフグの国内需要が停滞しているため、新たな販路として海外輸出へ向けた生産者

の意識醸成を図る。 

②日本トラフグ輸出協議会（仮称）の設置 

・除毒施設及び衛生管理の整った下関南風泊市場を中核として、全国の天然トラフグ生

産者や流通業者による日本トラフグ輸出協議会（仮称）を設置する。 

③アメリカ及びマレーシアへの天然トラフグ輸出の可能性調査 

・アメリカ及びマレーシアの消費者に対する天然トラフグの試食による嗜好調査 

・日本食レストラン及び現地レストラン（フレンチレストラン等）のシェフに対する食

材としての取扱可能性調査 

・高級百貨店等のバイヤーへの販売可能性調査 

・天然トラフグと競合する高級日本食材の販売状況調査 

・天然トラフグを輸入するにあたっての輸入慣行に関する調査 

④アメリカ及びマレーシア向けの天然トラフグ輸出戦略の策定 

・上記の①～③を取りまとめ、アメリカ及びマレーシア向けの天然トラフグ輸出戦略を

策定する。 

  

イ ２年目から３年目までの活動目標 

①天然トラフグの出荷形態・輸送方法の検討【2 年目】 

・基本は、除毒された身欠きを真空冷凍パックに加工して輸出するが、ふぐ刺しとして

調理するには熟練した調理人の技が必要となるため、開封すれば、すぐに盛りつけら

れる薄造りに加工したものとしての輸出も検討する。 

・長期間の冷凍により、品質劣化がないか等を調査し、適切な輸送方法（空輸便、船便）

を検討する。 

②天然トラフグ輸出に向けた衛生・品質基準の作成【2 年目】 

③補助事業「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組支援」へのエントリー【3 年目】 

④日本トラフグ輸出協議会（仮称）の法人化（事業協同組合への移行）【3 年目】 

⑤アメリカ、マレーシアにおける天然トラフグのテストマーケティングの実施【3 年目】 
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１ －３  事業の実施体制 

 

 

 

 

 

  

  

農林水産省

平成２５年度日本の食を広げるプロジェクト事業のうち輸出に取り組む事
業者向け対策事業
（３）品目別輸出振興体制の整備を図る取組への支援

事業推進体制

下関唐戸魚市場株式会社（実施主体）

事業を推進するための協議会（推進体制）
松村 久 下関唐戸魚市場(株) 代表取締役
見原 宏 下関唐戸魚市場(株) 常務取締役
芝 恒男 下関唐戸魚市場(株) 顧問
濱田 英嗣 公立大学法人下関市立大学 経済学部教授

田畑 則子 (株) Adventure JAPAN 代表取締役

江端 一成 (一社)食品需給研究センター 研究員
高崎 博司 やまぐち食農連携推進研究会 専務理事

輸出戦略検討会

松村 久 下関市唐戸魚市場（株）
芝 恒男 下関市唐戸魚市場（株） 顧問 (独法)水産大学校 名誉教授

吉村 正義 山口県漁業協同組合はぎ統括越ヶ浜支店
松尾 克樹 鐘崎漁業協同組合
中川 雅則 下関唐戸魚市場仲卸協同組合
濱田 英嗣 公立大学法人下関市立大学 経済学部
森 則和 日本貿易振興機構山口貿易情報センター（予定）
田畑 則子 （株） Adventure JAPAN （海外戦略）
江端 一成 （一社）食品需給研究センター
高崎 博司 やまぐち食農連携推進研究会

五十嵐一志 下関農林水産振興部 水産課（オブザーバー）
野村 太郎 山口県農林水産部企画流通課（オブザーバー）

事業採択
補 助

課題提案
報 告

事業実施体制

委員委嘱 輸出戦略
策定

産地及び生産者と意見調整

福岡（宗像）
佐賀（唐津）
長崎（有家町）
熊本（天草）
大分（姫島）
山口（萩、徳山）
京都
石川（能登）
三重（安乗）

海外市場調査
北米 アメリカ
ASEAN マレーシア

国内現地検討会
九州（福岡県宗像市）・本州

（山口県萩市）

国内現地説明会
山口県下関市

現地視察現地での試食会等
準備及び報告委託

生産者と
の意見調
整

生産者・関係者
を招致

日本トラフグ輸出振興体制の整備

日本トラフグ輸出協議会（仮称）

日本トラフグ輸出協同組合（仮称）

輸出戦
略の提
案

輸出振
興体制
の提案

現地エージョンとの調整及び海外視察のアテンド

(株) Adventure JAPAN 
-------------------------
日本貿易振興機構

生産者・関係者
を招致
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１ －４  事業の実施内容 

(1) 輸出戦略検討会の開催 

①方法・内容 

天然トラフグの輸出戦略を策定するため、天然トラフグ生産者及び流通業者の代表、

学識経験者等による輸出戦略検討会を開催する。 

 

  ②実施時期及び検討内容 

  ○事業推進協議会 

  日時：平成 25 年 10 月 31 日（木）13：00～15：00 

  場所：下関唐戸魚市場(株)会議室 

  内容：・戦略検討会の事前協議 

     ・意見交換 

 

  ○第 1 回検討会 

  日時：平成 25 年 11 月 1 日（金）13：00～15：00 

  場所：下関唐戸魚市場(株)会議室 

  内容：・農林水産省補助事業概要説明 

  ・実施体制の説明 

  ・事業内容の説明 

     ・目標と今後の課題について 

     ・意見交換 

 

  ○第 2 回検討会 

  日時：平成 25 年 1 月 20 日（月）12：30～14：30 

  場所：（独）水産大学校図書館 2 階会議室 

  内容：・事業進捗報告 

     ・国内現地検討会（産地訪問）報告 

     ・海外市場調査（アメリカ）報告 

     ・今後の取り組みと当面のスケジュールについて 

     ・意見交換 

 

○第 3 回検討会 

  日時：平成 26 年 3 月 4 日（火）11：00～13：00 

  場所：下関唐戸魚市場 2 階会議室 

  内容：・事業進捗報告 

  ・国内現地検討会（産地訪問）報告 
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  ・海外市場調査（マレーシア）報告 

  ・海外市場調査（アメリカ）報告 

     ・今後の取り組みと当面のスケジュールについて 

     ・意見交換 

 

○第 4 回検討会 

   日時：平成 26 年 3 月 17 日（月）10：00～12：00 

   場所：下関唐戸魚市場 2 階会議室 

  内容：・事業進捗・とりまとめ報告 

 ・輸出戦略の検討 

  ・国内現地説明会の開催について 

 

  ③実施体制 

松村 久   下関市唐戸魚市場株式会社代表取締役 

芝  恒男  下関市唐戸魚市場株式会社顧問（独）水産大学校食品科学科名誉教授 

吉村 正義  山口県漁業協同組合はぎ統括越ヶ浜支店 運営委員長 

山口県延縄協議会会長 

松尾 克樹  鐘崎漁業協同組合 顧問 

中川 雅則  下関唐戸魚市場仲卸協同組合 理事長 

吉田 典生  下関唐戸魚市場仲卸協同組合 ふぐ部会長 

濱田 英嗣  公立大学法人下関市立大学 経済学部 教授 

江端 一成  一般社団法人食品需給研究センター 研究員 

田畑 則子  株式会社 Adventure JAPAN 代表取締役 

高崎 博司  NPO 法人やまぐち食農連携推進研究会 専務理事 

森 則和   日本貿易振興機構山口貿易情報センター 所長 

五十嵐一志  下関農林水産振興部 水産課長（オブザーバー） 

野村 太郎  山口県農林水産部企画流通課 主査（オブザーバー） 

 

(2) 国内現地検討会の開催 

①方法・内容 

天然トラフグの輸出戦略の策定にあたって、生産者の輸出振興への意識の醸成や輸出

戦略へ現地の意見などの反映を行うため、国内の生産者や関係事業者に委員を派遣し現

地の意見交換などを行い輸出促進への意見調整を行う。 

 

 ②実施時期 

  平成 25 年 11 月 19 日（火） 
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天草漁業協同組合天草町支所（熊本県天草市） 

   西有家町漁業協同組合（長崎県南島原市） 

   中崎水産株式会社（長崎県長崎市） 

  平成 25 年 11 月 20 日（水） 

   鐘崎漁業協同組合（福岡県宗像市） 

   有限会社青木フグ商店（山口県周南市） 

  平成 25 年 11 月 21 日（木） 

   山口県漁業協同組合周南統括支店（山口県周南市） 

   山口県漁業協同組合萩越ヶ浜支店（山口県萩市） 

  平成 25 年 11 月 25 日（月） 

   丸五水産有限会社（三重県志摩市） 

  平成 25 年 11 月 26 日（月） 

   三重県外湾漁業協同組合志摩支所安乗事業所 

  

 ③実施体制 

  「事業推進協議会メンバー」及び事業実施主体である下関唐戸魚市場(株)の職員が、九

州及び本州の各地域（福岡（宗像）、長崎（有家町）、熊本（天草）、山口（萩、徳山）、

三重（安乗））の天然トラフグ生産者と意見調整を行った。 

 

(3) 海外市場等の調査 

①現地体制の整備の方法・内容 

輸出戦略の策定に資するため、海外において市場の流通状況、消費者の嗜好動向、競

合品の販売状況、輸入慣行等の調査を実施する。対象国はアメリカ及びマレーシアで、

市場調査を行う。アメリカ及びマレーシアでは現地の日本食フェア等と連携して試食会

を実施予定。アメリカ、マレーシア両国における流通状況、競合品の販売状況、輸入慣

行等の調査については、戦略検討会の田端委員が中心となり、現地のエージェントの協

力を得て実施する。 

 

  ②調査の内容 

 ・アメリカ及びマレーシアの消費者に対する天然トラフグの試食による嗜好調査 

・日本食レストラン及び現地レストランのシェフに対する食材としての取扱可能性調査 

・高級百貨店等のバイヤーへの販売可能性調査 

・天然トラフグと競合する高級日本食材の販売状況調査 

・天然トラフグを輸入するにあたっての輸入慣行に関する調査 
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③実施時期 

  アメリカ市場調査 平成 25 年 12 月 15 日（日）～19 日（木） 

  マレーシア市場調査 平成 26 年 2 月 12 日（水）～17 日（月） 

 

  ④実施体制 

  アメリカ市場調査 

   芝委員、松村委員、田畑委員、高崎委員 

  マレーシア市場調査 

   濱田委員、松村委員、吉田委員、田畑委員、高崎委員、江端委員 

佐々木（(株)ヤマモ水産）、竹林（(株)畑水産） 

 

(4) 国内現地説明会の開催 

① 方法・内容 

   生産者や関係事業者などに対し、策定された輸出戦略に関する説明会を下関市にお

いて開催した。 

 

② 実施時期 

日時：平成 26 年 3 月 26 日（水）10：00～12：00 

場所：下関唐戸魚市場 2 階会議室 

 

③ 実施体制 

「事業推進協議会メンバー」が企画運営を行い、地元関係生産者漁協をはじめ全国

の天然トラフグ生産者を召集して開催した。 
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プレスリリース 
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