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船したのが契機となっている。20 代で単身マレーシアに入り、ペナン市にテクステム会社

を設立。殺虫剤、産業資材、包装資材のコングロマリット(複合企業群)を率いるまで事業化

に成功した。回転寿司「すし金」は当社が 1995 年に立ちあげ、2013 年現在、マレーシア

全土に 74 店舗が展開されている(図 2 参照)。 

この回転寿司ブームで注目すべき点は、日本人同様に米食を食文化としているマレーシ

アの消費者が、寿司をステップとして生食(刺身)に馴染んだ点にあると思う。周知のように、

生食は世界でも日本人特有の食文化そのものである。日本人以外の外国人による生魚(刺身)

摂取は、我々日本人が想像する以上に大きな障害がある。 

この点で、生食(刺身)に不慣れな外国人(マレーシア人)は、寿司米の上にのった刺身をひ

とまず彼らが日常馴染んでいる米食と一緒に摂取することで生食の抵抗感を減じた。そし

て、寿司に馴染み、生食抵抗感が薄れたマレーシア人が次のステップとして生食に挑戦す

る、マレーシア人の生食消費はこのような段階と思われる。 

要するに、回転寿司ブームはマレーシア国民の生食(刺身)消費の扉を開く役割を果たした

といえる。生食(刺身)中華系マレー人だけでなく、マレー系マレーシア人にも受け入れられ

つつある。なお、寿司店は「すし金」のほかに、「寿司三昧」「栄寿司」「蔵」などがあり、

多くの寿司店が顧客獲得に向けてしのぎを削っている。 

 

  

 

 

 

 

 

図２ ジョホールバル市内のすし金店舗 
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(2)イオンモールでの水産物販売状況 

 イオンがマレーシアに進出したのが 1984 年なので、開店からすでに 30 年が経過した。

日本ではスーパーとデパートは別の業態として、つまりデパ－トの方が格上として消費者

から認識されている。しかし、マレーシアではイオンの店舗形態(GMS)はデパートとほぼ同

じ評価であるという。 

我々が視察したダマンサラ地区のそれは出店第一号店であったが、この 30 年間に売り場

面積(建物)が２倍に拡張されていたから、当時危惧されていた「日本的運営」は成功した

といっていい。製造業の海外進出よりも、より消費者に密着したビジネスを展開する小売

業の海外進出が、果たして成功するのかといった論議がかって学会を中心に盛んに行われ

た。が、結果は「吉」とでた。 

ただし、スーパーの統率機能を司る「店舗開発・商品開発・営業統括」は日本人が担当

している。それ以外の人事、財務、総務、広報などを全てマレーシア人に委ねるという「現

地化戦略」を導入し、それが功奏したものと思われる。 

 水産売り場にはノルウェーサーモン(解凍)、ノルウェーサバ(凍結)さらに北海道産ズワ

イガニ(凍結)などが陳列されていたが、アイテム数は極めて少ない。かつ、廃棄ロスと値

下げロスの高止まりを防止するため、陳列棚面積の大半は冷凍水産物で占められ、日本の

スーパーの鮮魚売場とは全く様相が異なる。 

 

 

 

 

 

 

図 3 イオン水産売り場の状況 

当日、唯一だった生鮮アジの陳列風景。奥に見えるのは畜産品 

で、生鮮魚売場は極めて狭小である。 
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一言で表現すると、魚売り場は「寂しい」状態にある(図 3 参照)。むろん、日本のスー

パーでも人材育成がネックとなり水産売り場の利益率確保が至難になっている状況で、ア

イテム数はかなり絞り込まれている。ましてや、マレーシアのスーパーの水産売り場が「寂

しい」のは当然である。スーパーのイオンが、マレーシアで生鮮水産物を積極的に取り扱

うには、なお時間が要すると考えて大過ないと思う。 

イオンの水産売場の弱点を補強しているのがテナントの中島水産である。東京築地を拠

点とする中島水産の売り場は、イオン水産売場の入り口箇所に併設されている(図 4参照)。

中島水産には生鮮水産物はパックで陳列されていたが、その中心はノルウェー産のアトラ

ンティック・サーモンと(チリ産はマレーシアにはほとんど入っていない。両国のマーケティング力の

差によるものと判断している)、日本産の養殖ブリ(切り身)であった。 

 

 

  

 

 

 

図 4 イオンにテナント出店している中島水産 

イオン水産売り場より前面に店構えしており、日本の水産物取扱を 

アピールしている。 
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中島水産など日本の水産専門小売業が、海外で生鮮水産物(輸入物)を安定的に売場に陳

列するにあたり、供給や価格変動が激しい天然水産物は、なお困難が伴うということだと

思う。そういう事情や高い利益率確保が期待できることから、中島水産でも「寿司盛り合

わせセット」が、売り場の過半を占拠していた。 

ちなみに養殖ブリの販売価格が 100g19.8 リンギ(約 600日本円)と、日本でのブリ切り身

価格としては 1.5～2倍ほどの単価設定で相当高い(図 5参照)。一方、アトランティック・

サーモンは 100g11.8 リンギ(360 日本円)と日本の店頭価格に比べ、やや高めいという水準

である。日本産の養殖魚を海外に輸出させるには、なおコスト削減努力が必要と思われる。

現状はノルウェーサーモンの一人勝ちといえる。 

 

(3)下関フグの受け入れ条件が十分なマレーシアの日本食レストラン 

 マレーシア(クアラルンプール)の日本料理店の中で最上級に位置するレストランの一つ

は「勘八」と思われる。同店は 40年前に出店した老舗で、マレーシア国内に 6店舗を展開

している。クアラルンプールのパビリオン店はそれほど高級感を打ち出していないが、ト

ロイカ店は店構え、店内の雰囲気さらにメニュー価格などから、一瞬、東京の高級料理店

で食事をしているのと錯覚するほどに日本料理店そのものであった(図 6参照)。 

日本の和食料理店と違ったのは、我々が刺身料理を注文した際、「1ピースか 2ピースか？」

を問われ、ブリ刺身一切れ(1ピース 750日本円)が出てきたことであった。お金に糸目をつ

けない中華系富豪や日本企業幹部などが接客にこの店を利用しているものと思われる。 

「勘八」のメニュー価格が高いのは当然である。同店で販売しているのは日本から空輸

図 5 中島水産で陳列されていたブリ切り身 
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便で届く生鮮海産物やこだわりの日本酒だけでなく、それに上乗せされた提供メニューの

「物語性」、さらに高度な調理技術に至る「日本文化」を商品化しているからである。顧客

もまたその価値を織り込んで来店している。日本の「旬」の具材にこだわり、季節感を演

出することで、「日本文化」そのものをサービス販売しているといってもいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「勘八」トロイカ店では、2014 年 2 月 14 日から 16 日を「フグ食おすすめ期間」とし、

ヒレ酒・前菜三点盛り・てっさ・木の芽焼き・唐揚げ・てっちり・ぞうすい・甘味のいわ

ゆるトラフグコース料理を季節推奨料理としていたが、料金は１人 450 リンギ(13500 日本

円)であった。 

我々の調査期間中、クアラルンプールの三店舗（ア）PAVILION、イ）TOROIKA、ウ）PJ＝

ペタリンジャヤ地域＝中華系富裕層の町）でトラフグフェアを実施した成果は、以下のと

おりであった(トラフグコースの注文数)。 

ア）PAVILION   ２コース 

図 6 勘八トロイカ店のブリ、イカ、サーモン刺身 

色彩豊かな刺身盛りと下氷に注目 
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イ）TOROIKA   15コース 

ウ）PJ      ８コース 

 

下関フグにとって、同店は今後最も重要な戦略パートナーとなる可能性がある。何故な

ら、下関フグの強みは「ブランド」であり、その「ブランド価値」を活かすベースが同店

にすでに構築されているからである(図 7 参照)。また、日々トラフグの刺身を引き、本調

査事業にも参加した下関フグ関係者によれば、当店の板長を含め板場の力量が高いという

評価であった。 

具体的には、当店で下関フグ関係者指導のフグ刺身講習会を行ったところ、指導する側

にも「緊張感」があったという。当店の職人たちの調理技術が高水準なことも、下関フグ

ブランドにとってプラスに作用するだろう。 

 さらに付言すれば、我々が会食中に、当店支配人が「フグ講習会終了後、早々に、ヒレ

酒の点火パフォーマンスを試みたが、マレーシア従業員ではうまくいかなかったので実際

にやって見せて」と、ヒレ酒を我々のテーブルに持ってくる実践性、積極性からも「日本

の食文化を提供する」という強い意識が感じられた。 

 いうまでもなくブランド普及は歴史的に上流階級から始まり、次第に中下級層に広がっ

ていく。勘八に来店している富裕顧客の口コミを介して、下関フグを高級ブランド品とし

て知らしめる効果は高いと思われるから、下関にとって当店との「共存共栄」は重要な課

題となる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 勘八トロイカ店の外観  

 

入り口付近はガラス張りと

し、内部が高級な純和風で

あることが一目瞭然でわか

るようになっている。 
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ところで、「勘八」よりもメニュー単価は低くなるが、マレーシア国内で約 30 店舗が展

開されている「楽善」などの日本食レストランや焼き鳥、ラーメン店など様々なジャンル

の日本食料飲店が増えていることも今回の視察で実感した。日本食がそれぞれの業態単独

で十分に成立するほど、顧客が増えているのである。日本食ブーム言われる所以である。 

むろん、建物の 1階が「韓国プルコギレストラン」、2階が「日本食レストラン」、そこの

経営者は日本人でない韓国系という事例もあり、必ずしも日本人経営者だけが日本食レス

トランを経営しているわけでない。 

ただし、「楽善」は東京築地に拠点を置く企業(水産物卸)で、海外事業はダイショーグル

ープとしてシンガポールをベースに、マレーシアにも出店攻勢をかけ今日に至り、前記の

「すし金」も日本人経営者というように、日本人が店舗展開している日本料理店は多い。

こうした、中クラスの日本食レストランとの関係もいずれ下関フグは構築する必要がある。 

 

この出張中に訪れた「勘八」以外の日本食レストランの紹介は以下のとおりである。 

「海宝丸」 

 2 名による共同経営で開店 3年目の日本食レストラン。2名のうち 1名は柏市でビジネス

も手掛ける日本人という。店内の雰囲気はテーブル主体であるが、魚ポスターなどで魚主

体の和食店であることを訴求している。メニューは寿司、刺身のほか丼ものもあり、価格

帯も日本人の金銭感覚からいえば高くない(ランチのにぎり寿司 1人前 1000 円前後)。寿司

米もタイ米でなく日本米(ジャポニカ)と感じた。来客店は多いという。 

特筆すべきは、2月終了のトラフグのコース(コース料金 12000日本円)であり、愛媛産養

殖トラフグを使用しているとことであった。また、黒酢で和えた「フグ皮料理」(野菜のセ

ロリ入り、ゴマ油使用)が、クラゲ料理にヒントを得てメニュー化されていた。 

 「鮮屋パブリカ店」 

 ショッピングモールの一角に店を構えている。店内はテーブル席のほかに座敷も設営。

店内の面積は受け入れ客数は 50 人以上収容できるほど広い。客単価は 4～50 リンギ(12～

1500 日本円)と日本人の金銭感覚では比較的リーズナブルであった。 

筆者がランチに注文した「アジ開き定食」(アジ開き・小鉢・ご飯・味噌汁)は 800 円で

あった(アジ開きはやや油焼)。日本人以外にマレーシア人も当店を利用していたが、彼ら

は低価格指向が強いという。 

 当店での下関フグの使用は価格帯からいってかなり厳しいということであった。通常の

食材原価率 30%をフグの場合 50%として、フグ料理を試作したが(単品メニュー3 品)、それ

ぞれ 70 リンギ(2100日本円)、40リンギ(1200日本円)、35リンギ(1000日本円)となり、当

店の価格戦略にはそぐわないことが判明した。 

当店では、フグ単品のみで上記の客単価(予算枠)に近づき、メニュー化は厳しいという

反応なのである。なお、フグのヒレ酒(300ml)もメニュー単価 30リンギ(900 日本円)で、焼

酎の「黒霧島」15リンギ(450日本円)と比べて、こちらも厳しい。 
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(4)フグ食の現地料理化を意思表示した中華系経営主 

 「茶王之家」は、中華系富裕層の住宅街からも近い場所に立地している。社長は 42 歳、

38 歳の弟(シェフ)と二人三脚で料理店を経営している。系譜は華人の中でも客家に繋がり、

父が簡素な屋台を起こし、現在に至る。店内は 1 階がテーブルを並べただけの来客回転率

重視の店構えである。 

 

 

 

  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

しかし、2階フロアは一転して、家族づれなどゆったりと高級な輸入海産物を味わう空間

となっている。ハタやカニ、ミル貝などが店内の活魚水槽に活かしてあった。経営主は 7

年前にクアラルンプールで最初に上海ガニの輸入を手掛けた実績がある。このように、こ

の若手経営主は我々にトラフグの創作料理を提供したほど積極的であった。 

そのフグ刺は、富士山に見立てて形成された山肌に刺身を張り付けたもので(図 8参照)、

刺身は醤油、アーモンド油にニンニクを含めた数種類の香味野菜を好みで混ぜ合わせて味

わう食べ方やフグ皮に黒酢で和えたフグ皮の甘酢あんかけなども提案された。さらに、フ

図 8 中華系レストランによるフグ刺身料理 

氷で富士山をイメージした山を形づくり、その表面に

フグの刺身を張り付けている。 

図 8 中華風フグ刺身 

 

富士山に見立てて氷でつくられた山肌にフグ

の刺身が張り付けられている。 
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グ刺身の包丁さばきは同店の職人が、下関フグ仲卸協同組合吉田ふぐ部会長から手ほどき

をうけるなど勉強熱心で、若手経営主からトラフグを店の新たなメニューとして提供する

姿勢を感じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう 1 軒中華系の魚レストラン「サウスシー」に、上記の「茶王之家」経営主に案内さ

れて訪問した。旧空港近くに店舗を構えた海光海鮮市場(活魚レストラン)である。この経

営主もトラフグ扱いに意欲を示した一人である。同社は売り上げの 60%がレストラン部門、

40%が活魚の卸売販売であった。むろん、卸売業務の方は活魚を取引相手にレストランでの

食事メニュー価格の 30%引きで販売している。 

経営主によれば、レストランの来客数 500人、客単価 38リンギ(1200日本円)で 1日平均

売上 60 万円であるという。店内のテーブル席数は恐らく数百席はあると推測できた。しか

図 9 旧空港近くにある活魚レストランの水槽 

食事するテーブル席の背後にある活魚水槽。日本の生け簀割烹店と違い 

小規模にガラス水槽に分散して活魚を活かしている。予期せぬトラブル 

による斃死リスクを分散しているものと思われる。 
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し、我々の訪問時は平日ということもあり、来客数は少なかった。ただ、駐車場の車止め

スペースは広く、休日などは団体客がチャータバスで来店することも多いということであ

った。 

数多く設置された活魚水槽には、世界から多種多様な水産物が集められ、常時 50～60 種

の活魚が活かしてあった。ただし、日本の活魚店のように、大がかりなイケスに多種多様

な魚を一緒に活かしこんでいるというスタイルでなく、図 9 の写真のとおり、ガラスの水

槽に魚種ごとに魚を活かしこむスタイルである。 

活魚水槽を細かく区分し、活魚の斃死による損失リスクを分散しているものと思われる。

開店は 23 年前の 1991 年ということなので、数百席に及ぶ広大なレストラン経営ではある

けれども、軌道に乗っているものと思われる。 

経営主は、トラフグがマレーシア人に新たな味として受け入れられると判断しており、

当店でトラフグ月平均 300 キロの販売に自信をみせた。 

 

(5)下関フグ輸出にとって信頼できる輸入窓口 

 日本産水産物輸出が軌道にのるためには販売後の確実な代金回収が不可欠である。例え

ば、日本産タチウオや北海道のタラが韓国に輸出されている。しかし、残念ながら代金回

収がうまくいかず、日本側の輸出業者が損切り処置するケースは日常茶飯事といっていい。 

基本的要因は代金決済にある。取引ロットが大きく、数億円単位の資金が必要な冷凍・

加工水産物では代金回収リスクが大きいため、あらかじめ L/C を設定して交渉するので、

信用保証面で第三者である銀行チェックが入り、代金決済トラブルは比較的少ない。 

問題なのが生鮮水産物である。「ダーティブーツ」の仕事ゆえに、大企業は触手を動かさ

ず、輸出及び輸入ともに資金力が乏しい小規模業者が取引を行うため、代金回収トラブル

が多い。与信力がない関係で L/C 銀行口座が開設できず、決済は T/T で処理しているケー

スが多く、この面でも代金回収リスクが高くなる。 

また、水産物を輸出する日本側が韓国の輸入業者の詳しい経営情報を得づらく、信頼に

足る取引相手かどうか、その見極めが日本人間の取引よりも格段に難しいという事情もあ

る。この点に関して、マレーシアの日本産水産物の主要な輸入業者は日本人である。輸出

業者、輸入業者ともに日本人であれば、交渉時の微妙な表情や反応が把握できるので、当

該人物が信頼に足るかどうか、判断しやすくなる。  

 マレーシアにおける日本産水産物の輸入業者は 6 社程度といわれている。うち 3 社が比

較的安定した業者である。その中でもクアラルンプール・ジェトロのビジネスアドバイザ

ーでもある M 氏はすでに福岡市の有力出荷業者とつながりを持ち、養殖ブリや長崎県産養

殖トラフグ(ミガキ)を福岡空港から週 2便、定期便で受け取っている。 

 M 氏によれば、マレーシア日本食レストランから 11 月からトラフグミガキの注文が入り

始め、翌年の 1月、遅くても 2月の季節商材となっているという。トラフグ扱い数量は 100

キロ強というから、現状はそれほど量がはけているわけではない。 
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それでも、中華系の富裕層で日本食に馴染んだ、いわゆる「通」がトラフグを食べ始め

たことに注目していた。 

M 氏によれば、富裕層は金に糸目をつけない消費性向があり、日本食レストランによるト

ラフグ料理(コース料理がいいという)のプロモーションによって、さらにマレーシアにお

けるトラフグ消費が確実に増加すると予想している。一方、マレー系は、日本食が基本的

に味醂を使用し(アルコール類)、ハラルの関係であまり期待できないとの話であった。 

 以上のとおり、下関フグのマレーシア輸出は、日本人が輸入担当窓口となっているので、

代金回収リスクが低位と思われること、さらに M 氏はマレーシアだけでなく、その延長線

上でインドネシアへの輸出をすでに手掛けており、このルートを利用すれば下関フグが自

動的にインドネシア市場開拓に繋がるというメリットがある。 

 

(6)補論：クアラルンプールにおける水産物卸売市場 

 今回の事業目的である「マレーシアにおける下関フグに輸出可能性に関する調査」から

少し逸脱するが、クアラルンプール市内の「スラヤン青果・水産物卸売市場」見学につい

て、以下報告する。 

紹介する意図は、マレーシアにおける水産物消費状況に関して、調査者の印象を記録に

残し、トラフグに限らず全般的な日本産水産物輸出の基礎的情報として提供することにあ

る。 

 2 月 13 日深夜(午前 3 時)に当該卸売市場に到着した。この卸売市場の開設者はマレーシ

ア政府ということなので、日本でいう公設卸売市場である。しかし、スラヤン卸売市場は

日本のような「セリ場」がなく、「問屋」が集合した卸売市場である。 

つまり、各問屋が各地から農水産物を集荷し、それを場内の自前の売り場に陳列し、各

買出人がそれぞれ懇意な問屋から相対方式によって目当ての農水産物を仕入れている。 

ただし、国内水産物はマレーシア政府によって「下限価格」が設定されており、彼ら問

屋が産地漁民組織の生産物を徹底的に買い叩くことは国策でブロックされている。取引時

間は 2 時から 11 時、原則として休市日のない卸売市場である。 

 場内での水産物問屋数は 120 程度もあり、問屋によってエビ中心の品揃えや、イカ中心

の品揃えなど特徴がみられた(図 10参照)。卸売市場にはタイ国から陸路で 1日かけて搬入

された輸入水産物、インドネシアのスマトラ島からは船便で 4 時間の船足で運び込まれた

水産物など多種多様であった。 

サバやアジ、マトウダイ、コバンザメさらにアオブダイやアサリ貝、ミル貝など水産物

は予想以上に豊富であった。鮮度維持は概ね「水氷入りの箱」に入れられ、日本のような

高度鮮度管理ではない。ここで仕入れられた水産物は当該市場への買出人を経由して、市

内の鮮魚小売店や露店で販売されている。 

 ただし、午前 5 時以降になると、卸売市場で仕入れた買出人のトラック、さらに各地か

ら荷を運んできたトラックが出口門で集中し、かなりの渋滞が発生している。 
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 クアラルンプールの卸売市場(水産)がこれほどの活況を呈していたのは予想外であった。

そして、この卸売市場はさらに拡大することが予想できる。根拠は、以下の事情で明らか

である。 

つまり、場内に問屋として店を構えるにあたって、行政に支払う権利金が公称 5000 リン

ギ(15 万日本円)という。しかし、実際は 40倍(600万日本円)がアンダーグランドでの相場

であり、この問屋業がビジネスとして完全に成立し、参入希望者が多いことを示している。 

日本でも水産物市場が拡大していた頃、築地市場の仲卸の権利が数千万円に跳ね上がっ

て話題になったことがあるが、経済成長と人口膨張によって国が成長しているマレーシア

において、恐らく築地市場で見られたような現象が現在進行形で生じている。 

今後も国民の所得向上に伴い、マレーシア水産物消費が拡大することは確実視され、恐

らく価格上昇によって近隣諸国からの輸入水産物は、現在の 38 万トンからさらに増加する

ことが予測される。 

 

図 10 卸売市場内の売り場の風景 

午前 4 時頃、ごった返している水産売り場の状況 
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(7)要約 

 マレーシアへの下関フグの輸出可能性の基本的条件が存在することが今回のマレーシア

市場調査で明らかとなった。その条件を具体的に列挙すれば、以下のとおりである。 

第一に、マレーシア経済が今後なお成長することはほぼ間違いない。それに伴って中・

高所得者層がさらに増える見込みであり、高額な下関フグを日本食レストランで味わう潜

在的な顧客層が存在する。 

 第二に、下関フグを提供するに十分な高級日本食レストランがすでに存在している。日

本食の高級レストランの経営戦略は、日本の旬を強調することで日系企業幹部や中華系富

豪顧客へ来店を促し、高鮮度・高品質な魚介類を日本流の洗練された調理技術で彩鮮やか

な調理品として提供するというもので、日本の食文化そのものを「価値」として前面に打

ち出すことで好評を博している。 

つまり、日本食高級レストランは、日本の食文化そのものを付加価値として顧客に提供

する食ビジネスを展開しており、これは下関フグがこれまで目指してきた戦略と完全に一

致する。また、こうした日本食レストランで働いている板前、職人達の調理技術水準は高

く、下関フグを受け止め、調理、活用する条件も満たされている。日本食高級レストラン

側がブランド性の高い下関フグに対してメニュー化する積極性も印象的であった。 

 第三に、高級日本食レストランに日本産水産物を納入している輸入業者について。この

輸入業務を日本人が担っており、下関フグをマレーシアに輸出するうえで、最も懸念され

る代金回収トラブルが少ないことが予想される。生鮮水産物は鮮度劣化が早い。品質が安

定しないので、品質状態は微妙に変化する。この繊細な取引が生鮮水産物ビジネスの特徴

であり、日本人同士の取引の方が安定的な関係を構築しやすいのはいうまでもない。この

点でも、下関フグのマレーシア輸出の条件は整っている。 

むろん、クアラルンプールの高級日本食レストランだけでは、下関フグが大量に捌ける

状況にはない。マレーシアへの下関フグ輸出の可能性は十分あるけれども、下関フグ業界

が再び活気づくほどの輸出数量を伸ばすことができるかどうか、それが次回市場調査の課

題となるだろう。 

この点に関連して付言すれば、日本産水産物のマレーシアへの輸出は、その延長線上に

インドネシア市場に繋がっていることが明らかとなった。マレーシアの日本人輸入業者は

マレーシア国内対応だけでなく、その先のインドネシア市場をも射程に入れて養殖ブリな

どすでにインドネシアに輸出している。下関フグ輸出にとって、マレーシアへのフグ輸出

が同時にインドネシアへの輸出にリンクされている意味は大きい。 
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(3) 下関フグのマレーアシア輸出の課題 

 最後に、マレーシアでの市場調査から下関フグ輸出の課題について感じた点を簡単に紹

介し、報告書のまとめに代えたい。 

 

(1)下関フグの何を輸出するのか？ 

日本産水産物の海外輸出が喫緊のテーマになるほど、日本国内の水産物市場は縮小して

いる。いわゆる日本人の「魚離れ」は 2000年以降さらに速度をあげ、1985年当時を基準と

して 2010 年現在、日本人の水産物消費量は 60%水準まで落ち込んでいる。こうした状況変

化の中で、水産物の輸出振興が推進されているが、日本産水産物の輸出は３つに類型化さ

れる。 

第一に、東シナ海で漁獲されたサバの中国輸出、タラやタチウオの韓国輸出に代表され

る天然水産物の海外輸出である。これら天然水産物の輸出は、日本周辺海域の「自然の恵

み」を海外市場向けるという意味で、「地代(レント)の輸出」と整理される。 

第二に、養殖ブリやマダイに代表される養殖魚の海外輸出である。養殖魚の輸出は、自

然の恵みである天然魚の輸出と異なり、人為的に成長させた水産物の輸出であり、見た目

は天然のブリやマダイの輸出と同じに見えるが、しかし、輸出されている養殖魚の中身は

「養殖技術」である。 

成魚として育て上げる過程で投入されたワクチネーション技術、効率的に増肉させるた

めの飼料や栄養剤に込められた飼育技術、さらに台風が来襲しても被害にあわないように

沈下させるイケス技術など、ハードおよびソフトに及ぶわが国の養殖管理技術そのものが

海外に輸出されている。 

では、下関フグの海外輸出については、何を輸出すると考えるべきか？天然トラフグ、

養殖トラフグともに、一旦下関に集荷された後、ミガキにされ下関フグとなる。そのミガ

キフグが具体的にマレーシアに輸出される際に、下関フグは何を輸出したと考えるべきか、

このことは、下関フグ輸出戦略の根幹にかかわる重要な視点と思う。 

下関がかつてのようにトラフグ取り扱いの独壇場で、養殖産地におけるミガキ加工や三

重県安乗のような地域ブランド化の取り組みがなければ、下関フグ輸出はトラフグ取り扱

いに係る「流通・加工技術」の輸出として断言することができただろう。しかし、天然・

養殖産地でもミガキ処理技術が向上し、必ずしも「下関にその比較優位がなお存在する」

と言い切れる状態ではない。 

つまり、マレーシアへの下関フグの輸出について、単に下関フグの海外市場を開拓し、

フグの街下関を再生するという表面的な事象に留めては駄目であろう。マレーシアへのフ

グ輸出の検討は、改めて「ブランドフグとして下関の比較優位をどう考えるか」、という本

質的な問題を突き付けているように思う。 

マレーシアの消費者に、下関フグしか実現できない現代的なブランド価値をどう提供す

るか、そのブランド価値をどこに定めるかが問われている。マレーシアへの下関フグ輸出
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は、下関フグブランドを現代的にあるいはグローバルな観点から、いかにリ・ニューアル

させるという下関フグ業界の基本的課題と連動している。 

 

(2)下関フグ以外の養殖フグとの輸出競合をどう考えるか？ 

 前述のように、長崎や愛媛の養殖トラフグなどがすでにマレーシアに輸出されている。

下関フグとはマレーシア市場で当然競合するはずである。下関フグ業界とは別に、㈳全国

海水養魚協会のフグ部会でも今後組織的な輸出に取り組むだろう。つまり、下関フグとそ

の他産地のフグはマレーシア市場で競合関係となることが予想される。 

 しかし、他方で両者が協力する場面も生じるだろう。今回のマレーシア市場調査でもマ

レーシア人のフグ毒に対する恐怖心は強く、ミガキフグはフグ毒が徹底的に除去され安

全・安心な食品であることを理解、浸透させる必要がある。この点は、クアラルンプール

のジェトロ事務所でも指摘されたが、下関フグとその他養殖産地フグが共に克服しなけれ

ばならない課題である。 

 つまり、下関フグのマレーシア輸出において、下関フグ業界は競争の観点と同時に協調

の観点の二面で臨むべきではないか。トラフグが日本の魚食文化の象徴であり、しかも高

級食材で日本人でもめったに口にすることができない「幸福な魚」であることを、関係者

が一緒になってマレーシア国民にアピールする方が輸出効果は高い。下関フグとして、他

産地養殖フグと協調を図りながら、しかし競争にも対応するというスタンスが望ましい。 

(3)下関市による行政支援 

 他産地養殖フグのマレーシア輸出に際し、下関フグ輸出の強みは行政支援が期待できる

ことである。これまで下関市は市内のフグ業界に対して、物心両面から支援してきた実績

がある。具体的に、他産地養殖フグ、他企業とのフグ輸出競争に焦点を絞って提言すると、

「下関市による認証付き下関フグの輸出」は検討に価するのではないか。 

つまり、フグ業界ベースのプライベートブランドではなく、市のパブリックブランドと

しての下関フグをアピールすることをイメージしている。マレーシア国民が心配する「フ

グ毒」の懸念に対し、安全性・安心性さらに品質的にも推奨できることを下関市が公的に

シール添付等で保証するという、製品差別化戦略の導入を想定している。 

下関フグの東アジア輸出拠点をマレーシアに定めるかどうか、もう少し詰める必要があ

るが、これまでの検討結果よりマレーシアは魅力ある市場であることは明らかである。下

関市職員をマレーシアに派遣して下関市としての行政支援の在り方を自らが調査すること

を含め、下関フグ発展の新たな可能性に向けて踏み込んだ支援があってよい。 

いずれにせよ、水産物輸出は軌道にのるまでに一定の時間、コストを必要とする。マレ

ーシアを訪問して感じた点は、すでに千葉県、愛媛県、青森県などが知事手動で県産品の

トップセールスをクアラルンプールなどで行っていたことであった。 

北海道においては、数年前から定期的に「物産展」が開かれ、観光地としても海産物等

の産地としても既に市民にその名が根付いている。 
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クアラルンプール市民に日本で一番親近感がもたれている自治体は、仙台市(宮城県)で

あるという。テレビなどで東日本大震災がクアラルンプール市民に伝えられた際、多くの

市民は「仙台は大丈夫か？」と心配したという話も聞いている。 

それほど、仙台市(宮城県)がクアラルンプールで継続的に地道な交流とセールスを行っ

ている証しであろう。下関のフグ業界だけでなく、下関フグの本格的な海外輸出に向けて、

行政による効果的支援とは具体的に何か、今後を見据えて行政側も検討する必要がある。 
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５ ． 国内現地説明会 
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６ ． トラフグ輸出戦略 

６－１ トラフグ輸出戦略Ⅰ 

 

水産大学校名誉教授 芝恒男 

 

はじめに 

 トラフグの年間国内消費はおよそ 4,000 トンで推移して来た（山口県金融・経済レポート「フクのまち

下関におけるトラフグ卸売市場の動向」）。しかし近年の消費の落ち込みは激しく、平成 25年度は、養殖池

の在庫量の増大（３割→５割）から単純推定すると、年 3,000 トンほどまでに落ち込んだと推測される。

トラフグの輸出は、これら国内消費の落ち込みをカバーするものと期待されており、当然のことながら輸

出圧力は大きい。 

 一方でトラフグは利益率の大きな産業であり，その消費は菊盛りに象徴されるような極めて日本的な食

べ方に依存している。すなわち従来のような利益率の大きなビジネスモデルにたよるのであれば、海外の

主要な消費者は在外邦人だが、その総数は平成 22年度現在で 114万人（外務省領事局政策課）にしか過ぎ

ない。これほどに小さな数字であれば、日本人に影響されてトラフグを食べる現地の人たちの数を含めて

も、食べる人の総数が 1,000 万人を超える事はありえない。すなわち日本国内の１億 3 千万人がたかだか

3,000 トンしか消費しないのに、外国で 1,000 トンもの消費があるとは到底思えない。輸出圧力が大きな

状況で、先を競う様に個々の企業が輸出に取り組めば，当然ながら末端価格の低下を招き，国内のトラフ

グ業者の期待は悪夢に変わるであろう。一方で日本人以外の消費を期待するのであれば、現地に同化した

和風、あるいは現地風の食べ方が広まる必要があるが、そのためにはレシピの開発やコストの削減などに

取り組まなければならず、10年単位の時間がかかるのではないか。 

  

輸出に期待すべき事 

 我々は、日本国内の消費の落ち込みを穴埋めするほどの輸出量が短期間では期待出来ない事を自覚すべ

きであり，一方で競争の様な輸出ドライブをかければ、現地での価格低下を招き，それがフィードバック

してトラフグの安値感を日本国内に浸透させて、結果としてトラフグ関連業者を苦しめる結果になること

を警戒すべきである。 

 すなわち短期的に輸出で期待すべきは、海外での消費の話題や開発された新たな食べ方が日本国内にフ

ィードバックして日本国内での消費を押し上げる事であり、数量的なことは長期的な期待とすべきである。 

 

構築すべき輸出戦略 

 外国での値崩れを防ぐには、秩序だった輸出が必要であり，そのためには国内の全業者が結集する輸出

組合の創設が必要である。また価格は品質により維持されるので，品質の認証システムが必要である。米

国のようなハイエンドを対象にしたビジネスでは、これまでよりも高い利益率が期待出来るが，そのため

にはこれまでよりも高品位の商品開発が必要である。数量的な拡大を実現するためには、新たな食べ方の

提案が必要である。新たな食べ方が開発されれば、日本国内での消費を高めるであろう。また価格は文化

的要素で大きく上昇するので、トラフグを巡る食文化の維持と発展、そして紹介に努めるべきである。 

 

構築すべき品質認証システム 

 ブランドは松坂牛や神戸牛の様に地域名を冠したものなので、地域毎に品質認証機関をつくり、品質の

向上に努めるべきである。下関は養殖トラフグの産地ではないが、加工技術をもってしてブランド力を高

めるべきである。そしてブランドが醸成される背景として、下関の歴史、町の景観、そして食べる文化が

維持されなければならない。 
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６－２ トラフグ輸出戦略Ⅱ 

下関市立大学教授 濱田英嗣 

 

はじめに 

トラフグに限らず、日本産農水産物を海外輸出する取り組みは、先進諸国としての必然的な「通奏低音」

として認識した方がよい。コスト競争力に秀でたアメリカ農産物だけでなく、家族経営が主流の欧州諸国

でも一様に農産物輸出に積極的である。先進国家として、少子高齢化社会に至り企業の海外進出が進む一

方、国内の社会・産業構造の空洞化が進めば、一次産品の国内需要が縮小し、海外に販売市場を求めるの

は必然である。 

つまり、農水産物の海外輸出は先進諸国の宿命であり、日本でも少子高齢化社会、経済がはっきりと顕

在化してきた 2000年以降、いよいよ海外の市場開拓に乗り出す段階に突入したことに他ならない。単純化

していえば、すでに自動車など供給圧力が強い工業部門で早くから海外市場獲得を目指した動きが、低生

産部門で供給圧力がそれほどでもない一次産業でも遅れて対応を迫られているということに他ならない。

水産物に限定して数値を示せば、2000 年以降の水産物消費は 30～40%も落ち込んだ、この状況では海外に

販路を求めるほかないという状況が発生している。外貨獲得を目的としたかつての「飢餓型輸出」(ツナ缶

詰原料としてマグロが対米輸出された時代)ではなく、日本の農水産業は「先進国型輸出」で活路を見出す

時代に突入したのである。 

   

どの地域、国に下関フグを輸出するか 

 工業製品に比べ、日本産農水産物の海外市場開拓は、当該輸出国の経済力(消費者の購買力)だけでなく、

その国の食文化に十分留意する必要があると思う。具体的には、淡白な味わいのテイスティングを要求す

る下関フグのケースでは、肉食文化の欧米諸国への輸出はハードルが高いのではないか。 

 第二次世界大戦前夜、オーストリーは密かに 3 年分の食糧備蓄に乗り出した。備蓄食料として最優先で

集められたのは、「肉」ではない。「牛脂」である。この事実は、寒冷地域に広がる肉食文化が高エネルギ

ー摂取面で「タンパク質」以上に「脂肪」を本能的に欲することを示している。日本人が「米「を腹いっ

ぱい食べて「満足感」に浸るように、肉食民族は「脂肪を食べて満足感」に浸る。 

 下関フグが対米輸出されて久しい。が、輸出数量はそれほど増加していない。アメリカ人がほとんど食

べないからである。輸出数量は米国西海岸市場を開拓しても大きくは伸びないだろう。何故なら、彼らは

DNA として「脂っこいもの」が好きで、魚でも 7 キロサイズの脂がのったものを好む。淡白な味のマダイ

はトラフグ同様に、欧米でそれほど販売数量が期待できるとは思わない。 

 アジアは日本人同様の「米食文化」である。また、風土からいっても、低カロリーである魚食が普及す

る可能性は高い。交通網を含む社会インフラが未整備なので、高品質な水産物が消費者に届かないのが魚

食普及の妨げとなったので、彼らが食する水産物の品質管理が向上すれば、需要は確実に上昇する。すで

に、海産魚の食体験に乏しかった中国で、水産物消費が飛躍的に拡大しているのはその証左である。 

さらにアジアの米食文化は経済力強化と随伴して、日本の「寿司」が普及し、生魚(刺身文化)を受け入

れる前夜にある。そして、この刺身文化の到達点を繊細な味覚と視覚で訴求するフグ食に誘導することは、

欧米でフグ食を普及させることに比べ、はるかに費用対効果は高い。要するに、下関フグの販売市場を同

じ米食文化である東アジアと位置付ける戦略が妥当と思われる。  

 

養殖ブリ輸出の危惧と下関フグ 

 すでにラウンド換算で 1万トンの養殖ブリが海外に輸出されている。危惧しているのは「CO処理」であ

る。この処理で、血合い肉の色彩が鮮やかになり、かつ変色速度も遅延できるので、アメリカなどでは重

宝されている。米国の法律でもこの処理は認められている。ただし、日本国内では輸出加工場で目立たな

いように処理され、日本国内の消費者はほとんど知らされていない。 

この点で、養殖ブリ出荷は、国内仕様と海外仕様(化学的処理)のダブルスタンダードとなっている。海

外でその処理が認められているから CO 処理をし、日本国内は消費者の安全安心目線が厳しいので CO 処理
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はしないということでいいのだろうか。かりにも、「ジャパンブランド」と銘打ち、日本の安全・安心を売

りにした輸出促進において、日本人消費者が拒否する処方を輸出ブリにしてはいけないのではないか。こ

の問題が発覚すれば、ジャパンブランドは確実に傷がつくだろう。つまり、養殖ブリにみられる輸出戦略

は、ルールなき、目先の利益優先で対応しすぎており、中長期的な戦略欠如が甚だしい。 

 下関フグはまぎれもなく日本の水産物を代表するブランドである。上記の養殖ブリではないが、将来的

なトラフグ輸出戦略構築には、サイズや品質などの基準を設定することは必要だろう。この点で、ハセッ

プに限らず、欧米諸国は自分達でルールを決めることで、競争の主導権を握るという戦略にたけている。

他産地から海外輸出されるトラフグにも輸出ルールを適合させることを含め、下関フグに有利な、かつ輸

出先で喜ばれるルールづくり、基準設定の検討は一考に値すると思う。 
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７ ． 付属資料 


