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１．事業実施の背景 
☆魚類養殖の状況 

我が国の海面魚類養殖が本格化して６０年近くが経過している。以降生産は平成 7 年

まで順調に伸長し、約２８万トンに達したが、その後生産は２４万トンから２６万トン

とやや減少を示した生産が続いている。（平成 23 年は、震災のため東北地区のデータ

は含まれていない）。 
特に近年は、海産養殖魚の生産停滞の中、養殖業者は生産技術の改良や向上に務

めるとともにコスト削減などの努力を積み重ね、現状に至っている。魚類養殖は、

過疎高齢化の進む漁村地域にあって、現在全国で大小合わせて約 2,000 の魚類養殖

経営体が 30 余種に及ぶ海水魚の養殖を行い、地域の核としての役割をますます強く

している。 
主要な養殖魚

種であるブリ類

（ブリ、カンパ

チ）及びマダイ

の生産量と価格

を見ると、平成

24 年にブリ類

は約１６万トン、

マダイは約６万

トンを生産して

いる。そして、

ブリ類については、価格としては近年はやや安定する傾向にあるが、生産量の変動

幅が大きく、経営が不安定であることがわかる。マダイについては、平成 21 年以降

価格はやや上向いてはいるものの生産量が減少し、ブリ類同様経営的な厳しさがう

かがえるところである。また、これらの 2 魚種に続く養殖魚としては、養殖マグロ

が平成 24 年は約 9.2 千トン、金額で約 275 億円、そしてトラフグは平成 24 年の生

産量が約 4 千トン、金額で約 80 億円となっている。（ギンザケは除く） 
このうち、特にトラフグについては、平成２５年末の需要が伸びず、平成 26 年 2

月末時点の網入れ数量を多く抱え、長崎を中心として非常に深刻な問題となってい

る。以上のように、日本の養殖魚においては、生産量が減少傾向にあり、その原因

は国内における需要の減少が主要なものである。国内の需要減少は、高齢化の進捗

や魚離れ等に起因し、構造的な問題となっている。加えて、円安による資材等の値

上がり等もあり、養殖業者の倒産、廃業が続いている。こうした負のスパイラルの

中で、袋小路に陥っているのが日本の養殖業の現状である。これまで、国の政策と

して進められてきた「つくり育てる漁業」が、大きな曲がり角に来ている事を示し
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ている。 
この負のスパイラルから海面魚類養殖の活性化を目指すには、新たな需要を海外

に求めざるを得ない状況にある。このため、養殖業者はもちろんのこと輸出業者、

加工業者等が一丸となって輸出促進を図らねばならない。当協会が平成 26 年 2 月に

開催した第 39 回全国海水養殖魚シンポジウムにおいても、輸出促進の強い要望が出

されているところである。 
 
☆輸出の状況 

平成 25 年の魚介類及び同調製品の輸出は、数量で約 53 万トン、金額で約 1915
億円（財務省貿易統計）となっている。輸出が 25 年に入り増加に転じてきている。 
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養殖魚については統計上分類されておらず、明らかではないが、養殖魚と推定され

る魚種としてはたい（活）及びぶり（生鮮、冷蔵）がある。 
たい（活）の輸出の推移を見ると、平成 21 年以降減少し、平成 23 年には数量で

2,718 トン、価格で 822 円／㎏となっている。たいの輸出先は、大半が韓国で、最

近は輸出数量に減少が見られていることから、販路が広がってはおらず、韓国中心

の輸出となっていることがうかがえる。活魚の輸出が伸びていない背景には、韓国

における景気と放射能による懸念が大きく影響していると思われる。 
ぶり（生鮮、冷蔵、冷凍）については、平成 20 年以降徐々に増加し、平成 23 年

は 5,084 トン、金額で 77.6 億円、価格 1526 円／㎏となっている。ぶりの輸出先は

アメリカが中心であり、アメリカ向けの輸出増加が主因となった伸びを示している。 
現状では、たいは韓国向け、ぶりは米国向けというのが一般的な養殖魚の輸出先

である。一方、タイやシンガポールなどにおいては、日本食レストランの需要も強

く、築地市場から宅配便で輸出されているケースも多くみられる。平成 25 年におけ

る鮮魚・冷凍魚の輸出の状況を見ると、タイが約 13.4 万トン、シンガポールはわず

かに 1 千トン弱にしか過ぎない。ただ、タイにおいては冷凍サバや冷凍カツオなど

が輸出の中心であり、鮮魚 
で出荷されている養殖魚の 
数量の割合はさほど多くは 
ないものとみられている。 

 
☆輸出体制の状況 

当協会は、平成 24 年より海

産養殖魚のジェネリックマ 
ーケティングを展開している。

平成 25 年度は、オールジャ

パンとしての輸出促進体制の

構築を願って「品目別輸出振

興体制の整備を図る取組への

支援」（農林水産省補助事業）

で、県及び関係業者との情報共

有、連携関係を構築するための

事業展開をしてきた。 
 

☆輸出による波及効果 
国内の需要は高齢化や少子化、更には魚離れにより減少してきていることは否め

ない。そのことで我が国の養殖業が衰退し、島嶼地域等を含む漁村の衰退につなが

たい（活)の輸出推移
（貿易統計）

数量 金額 単価
（トン） （千円） （円/kg）

平成16年 2,583 1,582,387 613
平成17年 2,909 1,845,706 634
平成18年 4,498 3,220,237 716
平成19年 3,455 3,006,342 870
平成20年 5,660 3,632,306 642
平成21年 4,145 2,423,871 585
平成22年 3,012 2,222,029 738
平成23年 2,718 2,233,832 822
平成24年 1,722 1,517,365 881
平成25年 1,614 1,510,807 936

ぶり（生鮮、冷蔵、冷凍)の輸出推移
（貿易統計）

数量 金額 単価
（トン） （千円） （円/kg）

平成20年 2,505 3,879,293 1,549
平成21年 3,511 5,513,168 1,570
平成22年 4,140 6,569,519 1,587
平成23年 5,084 7,761,059 1,527
平成24年 5,446 7,726,249 1,419
平成25年 6,467 8,732,366 1,350
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ってきている。 
日本の養殖魚の海外での需要創出（輸出拡大）ができれば、生産量の維持、養殖

業の活力維持につながり、漁村の活性化になるものと考える。具体的な輸出によるメ

リットについては、初期の段階では、とかく崩れがちな養殖魚の国内での需給バランス

が輸出することにより調整しやすくなり、国内の価格が安定することが期待される。そ

の結果、養殖業者の経営も安定するものと考える。 
また、徐々に輸出が拡大していくとで、これまでの縮小生産体制から増産体制に切り

替わり、養殖業者及び関連業者の所得の向上にもつながり、漁村における浜の活力の復

活、活性化につながることと考える。 
 
☆競合品の動向 

日本の養殖魚と大きく競合する品目は、サーモン類で、特にノルウェーサーモン

である。ノルウェーサーモンの生産量を見ると、レインボートラウトの生産量は横

ばいであるが、サーモンの生産量は右肩上がりとなっている。ノルウェーサーモン

の生産は増加傾向に有り、世界の寿司マーケットに深く入り込んでいる。しかも生

のマーケット拡大も見られるようになっている。 

 
日本の養殖魚の強みと言えるのは、一つは、日本の養殖魚（ブリ類・マダイ・マ

グロ・トラフグ等の海産養殖魚）が多種類にわたっている点である。このように多 
種類の養殖魚を生産する国は、日本を除いては無く、多品種少量主義が日本の強み

である。二つ目は、水揚げから加工、流通まで、「SASHIMI GRADE」として表現

できることである。活〆、脱血、冷却により高鮮度保持という一連の高鮮度管理を

保持する生産・流通体制が確立されている点である。海外の養殖魚は、この SASHIMI 

ノルウエー養殖サケマス生産量推移

金額 数量 金額 数量
2002年 7,736,691 462,495 1,394,290 83,559
2003年 8,257,473 509,544 1,229,415 68,931
2004年 9,862,190 563,914 1,286,990 63,401
2005年 12,178,945 586,512 1,256,251 58,875
2006年 15,575,590 629,888 1,578,776 62,703
2007年 15,496,270 744,220 1,553,311 77,465
2008年 15,225,262 737,694 1,639,138 85,266
2009年 20,177,900 862,908 1,754,373 74,072
2010年 28,511,990 939,575 1,729,304 54,538
2011年 26,924,278 1,065,975 1,530,095 58,364
2012年 27,954,650 1,232,094 1,695,938 74,678

Source：Statistics Norway、1000NOK
2013年予想 1,160,000 70,000

※みなと新聞2013年10月31日付サケマス特集
※みなと新聞（佐々木氏）提供

Salmon Rainbow　Trout
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GRADE の品質訴求がなされておらず、この点を強みと主張する。三つ目は、海外

が志向する「脂ののり」については、消費者が希求する脂ののりを実現する養殖技

術を有している事である。四つ目は、世界料理遺産に日本の和食が登録され、日本

産の養殖魚が世界の消費者に注目されやすくなっている点も強みと考えられる。 
弱点というか改善点としては、一つ目は、小ロット多品種の輸出であるがゆえに

概して高コストになりやすく、海外の鮮魚マーケットの中で最も高い水産物として

日本の養殖魚が位置づけられる点である。二つ目は、「高鮮度」、「高品質」を強調す

るも、刺身で食べる文化を持つところが少なく、海外の消費者には多少の鮮度低下

は問題にしていないことである。三つめは、SASHIMI GRADE の水産物を輸出する

際、受け入れ国での流通体制が整備されていないところも多いこと。高鮮度で流通

させるための低温流通システムの構築が求められる。 
 

全海水では、日本の養殖魚の海外販売戦略として、ファン作りと売場作りを柱と

して、それぞれの国・都市（ロシア・モスクワ、中国・上海・北京、シンガポール）

におけるマーケットの特性を踏まえ、適切に展開で輸出の促進を図るために本事業

を実施する。 
 
☆輸出拡大の課題 

養殖魚の輸出に関しては、海外及び国内の環境整備が十分とは言えない状況ある。こ

の輸出環境の整備がないがしろにされていると輸出拡大につながらない。 

輸出に際しての課題として、輸出相手国の課題と輸出国である日本側の課題がある。

昨年に引き続き、海外側の課題として、料理の仕方を知らない、食べ方が分からないと

いった日本の魚を知らないことに加え、価格が高いことや供給ルートが確立されていな

いこと、通関制度、関税制度の問題等があることを念頭に置き、日本側の課題としては、

販促及び供給の輸出体制が確立されていない、ジャパンブランドとしての標準化、規格

化がなされていない、輸出のためのコストが高いこと等を踏まえて本事業を実施した。 

鯛の国別輸出量 （貿易統計より）
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
数量（Kｇ） 金額（千円） 数量（Kｇ） 金額（千円） 数量（Kｇ） 金額（千円） 数量（Kｇ） 金額（千円） 数量（Kｇ） 金額（千円）

103 大韓民国 15,890 7,098 8,140 3,842 87,307 48,071 123,152 71,842

105 中華人民共和国 98,744 27,300 18,138 7,773 46,742 14,879 96,082 28,181 28,073 15,782

106 台湾 322 423 1,275 1,240

108 香港 2,068 5,891 410 520 414 697 54 253

110 ベトナム 5,790 4,498 27,376 9,359 90,093 27,261 28,843 7,628 13,470 4,279

111 タイ 94,495 36,299 35,591 10,491 27,403 12,030 18,186 3,656 89,731 25,256

112 シンガポール 33 243 13,021 521 321 1,952 683 1,446

118 インドネシア 158 595 62 203

302 カナダ 756 311

304 アメリカ合衆国 176 224 430 643 53,787 58,972 67,443 87,578
401コロンビア 5,025 537
551 南アフリカ共和
国

3,770 271

※統計区分：平成21年～23年＝「冷凍したもの」、平成24年以降＝「鮮魚、冷蔵」「冷凍」の区分を合算
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ブリ（冷凍＋生鮮冷蔵）の国別輸出量 （財務省貿易統計）

数量Kｇ 金額千円 数量Kｇ 金額千円 数量Kｇ 金額千円 数量Kｇ 金額千円 数量Kｇ 金額千円
103 大韓民国 30,332 43,424 18,074 24,676 31,896 42,043 12,339 14,907 50,885 63,641

105 中華人民共
和国

12,425 21,121 27,874 44,526 6,500 13,000 10,438 14,348 16,215 19,024

106 台湾 30,813 50,191 38,610 62,046 32,581 52,471 28,981 42,596 66,460 72,920

108 香港 37,777 58,392 44,517 74,168 63,653 104,153 104,535 164,091 165,789 252,077

110 ベトナム

111 タイ 13,789 28,804 12,995 21,405 15,611 24,231 72,867 101,421 98,490 130,264

112 シンガポー
ル

10,674 21,471 8,227 21,576 12,353 27,847 31,763 44,942 59,253 84,870

113 マレーシア

117 フィリピン

118 インドネシア

123 インド

129 マカオ

135 バーレーン

137 サウジアラ
ビア

138 クウェート

140 カタール

143 イスラエル

144 ヨルダン

146 レバノン

147 アラブ首長
国連邦

1,073 2,097 2,627 4,924 4,194 8,197 3,444 7,044 12,156 22,829

202 ノルウェー

203 スウェーデ
ン

1,792 3,269 1,468 2,891 11,299 17,904 14,560 20,462 15,377 22,594

204 デンマーク 695 938 8,964 13,206 16,296 21,209 22,000 29,197

205 英国 8,306 13,151 21,828 32,542 22,872 31,464 37,455 48,151 54,677 75,624

207 オランダ 1,897 2,939 460 745 12,976 18,943 48,054 65,703 23,701 31,215

208 ベルギー 4,185 5,955 19,914 27,307

210 フランス 16,595 24,936 35,265 52,742

213 ドイツ 4,724 6,171 17,802 25,740 27,290 36,364 33,895 48,959

215 スイス

217 ポルトガル

218 スペイン

220 イタリア

222 フィンランド

224 ロシア 3,152 7,571 19,720 46,481 29,150 64,837 23,211 51,963 38,203 89,740

238 ウクライナ

302 カナダ 63,818 105,489 68,179 118,253 93,078 159,069 109,685 183,706 109,272 186,253

304 アメリカ合衆
国

3,272,592 5,109,783 3,856,001 6,072,510 4,704,270 7,128,305 4,871,889 6,857,884 5,572,172 7,400,529

601 オーストラリ
ア

100 265 1,660 3,960 29,450 51,190

606 ニュージーラ
ンド

平成25年平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
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２．事業の実施内容 
（１）産地間調整活動 

日本の魚類養殖は、総体的に生産量が減少傾向にあり、その原因として国内に

おける需要の減少があげられる。国内の需要減少は、高齢化の進捗や魚離れ等が

大きな要因となっている。この他、エサ代や円安による資材等の値上がり等によ

って、養殖業者の倒産、廃業が散見される。 

全海水では、平成２４年より海産養殖魚のジェネリックマーケティングを展開

し、平成２５年度は、オールジャパンとしての輸出促進体制の構築を願って「品

目別輸出振興体制の整備を図る取組への支援」（農林水産省補助事業）で、県及び関係

業者との情報共有、連携関係を構築するための事業展開をしてきた。 

今年度に於いても、マーケティング調査、ジャパン・ブランドのＰＲ、セミナ

ー事業、品目別ロゴマークの開発・普及等の事業について産地間での連携を図る

ため、事業の取組についての説明会を開催して事業の効果的な実施を図ったほか、

事業の結果報告会を開催した。 

 

ジャパン・ブランドの確立に向けた取組についての事業説明会 

開催日時：平成２６年１０月９日（木） １５：００～１７：００ 

開催場所：神戸市中央卸売市場 関連中央棟２F会議室 

出席者（敬称略）別記。 

事業実施者代表挨拶（嶋野全海水会長）「養

殖業者が汗を流して生産した魚が、生産

原価さえも危ぶまれる価格で取引され

ることを危惧して、全海水では、２年前

から輸出事業への取組を始めた。特に食

文化も異なる海外での需要拡大はそう

容易いことではなく、すぐ効果が現れる

とは言いがたい事業である。浜の要望が

強い事業であり、輸出を増やすことにご

支援をお願いする」 

嶋野全海水会長理事を議長にして議題が進められた。 

１）平成２６年度輸出に取り組む事業者向け対策事業について 

事業計画案は、全海水の２回にわたる役員会で審議決定され、７月３１日付けで

農林水産大臣より交付決定通知を得た。全海水が行うジェネリックマーケティング

について、行政や府県海水団体等の関係者を対象にして説明会を開催することとした。 

２）事業内容について事務局より配布資料に基づいて説明。 

・ジャパン・ブランド調整活動について 
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・当協会が行うジェネリックマーケティングについて、県及び当協議会の県海水協会

等の関係者を集め、事業参加者の調整等を行う。 

・事業計画の内容（マーケティング調査、ジャパン・ブランドのＰＲ、セミナー

事業、品目別ロゴマークの開発や普及）について、実施方法も含めて４回ほど

委員会を開催し検討し、効果的な実施に資する。 

① マーケティング調査とセミナー事業について 

・今年度はロシア（モスクワ）、中国（上海、北京）、シンガポールの３ヶ国   

を輸出先対象国として調査とセミナーを開催する。 

② ジャパン・ブランドの PR について 

・事業の中に SASHIMI GRADE 委員会を設置し、その委員会からの意見、提案    

等を取り入れ、日本産養殖魚の販売戦略を含めて効果ある事業を進める 

３）その他 

＊輸出相手国の情報については、海外の水産物情報に精通しているＪＥＴＲＯの支

援を得て進める。 

＊全漁連はシンガポールに和食店を出す計画がある。出店と全海水のシンガポール 

セミナーとを調整し、全漁連の協力を得て効果ある事業とする。 

 

事業に対する参加者からの意見、提案 

・シンガポールは人口は少なく、それほど数量は望めない。シンガポールに集中す

ると、市場の奪い合いになる。 

・買い手市場にならないよう、周りと連携して進めることが必要になる。 

・定番で置けるような安定した供給体制が需要を伸ばすことにつながる。 

・東南アジアは、外食が多いことを戦略としては考える。 

・シンガポールはデリバリーの多さが特徴であり、ＡＳＥＡＮへの足がかりとなる。 

・中国は消費動向とは別に、通関体制に関する課題解決が､既往の輸出業者から望ま

れている。 
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４）報告、公開について 

事業成果の普及を図るため、報告書については、関係県、県海水等の会員に配

布するとともに、その内容は当協会のＨＰで公開する。また、当協会の月刊誌「月

刊かん水」においても、報告書の概要についても掲載し、生産者に活動内容を周

知する。 

10月9日（木） ジャパンブランドの確立に向けた取組についての説明会出席者名簿

所属団体等 氏名

静岡県 内浦漁協　代表理事組合長 大沼　富久

福井県 小浜市漁協　監事 下亟　忠彦

三重県漁連　指導部 奥田　和敬

三重県農林水産部　水産資源課 伊藤　光久

兵庫県 福良漁協　代表理事組合長 前田　若男

徳島県 北灘漁協　代表監事 四宮　伸二

香川県漁連　販売事業部 伊藤　芳彦

香川県農林水産部　水産課 栩野　元秀

庵治漁協　代表理事組合長 嶋野　勝路

愛媛県漁連　宇和島支部　総務部部長 大塚　真司

久良漁協　代表理事組合長 竹田　英則

高知県 高知県水産振興部　合併流通支援課 宮澤　英将

長崎県 橘湾東部漁協　代表理事組合長 井上　真二

熊本県 熊本県海水養殖漁協　代表理事組合長 深川　英穂

大分県 大分県漁協　上入津支店運営委員長 山田　文嗣

鹿児島県 東町漁協　代表理事組合長 長元　信男

全漁連　水産物消費拡大対策部 三浦　秀樹

水産庁増殖推進部　栽培養殖課 今井　浩人

（一社）全国海水養魚協会　事務局 稲垣　光雄

同 中平　博史

同 衣川　和宏

同 増田　鷹侑

三重県

愛媛県

香川県
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ジャパン・ブランドの確立に向けた取組についての支援事業報告会 

開催日時：平成２７年３月２７日（金）１５：００～１７：００ 

開催場所：神戸市中央卸売市場関連中央棟小会議室 

出席者（敬称略）：別記。 

事業実施者挨拶（嶋野勝路全海水会長理事）：

７月３１日に農林水産大臣より補助金の交

付決定通知を受けて、事業を実施。日本の海

水養殖魚の素晴らしさを PRするセミナーを

中心として行った。将来的に需要増が期待さ

れる地域で事業を展開してきた。計画通りに

進めるにはかなり困難を強いられたところ

はあったが、ほぼ計画通りに事業はできた。

日本の養殖魚の品質の高さや美味しさは、現地の人に伝わり手応えは感じている。ただ

し、生鮮での食習慣、食生活が浸透していない国ばかりであり、鮮度を管理するインフ

ラが十分でないことや通関手続き、輸出に関する証明書等の課題もあり、即刻需要増加

につなげるには、未だ解決すべき事が多い。 

１）平成２６年度輸出に取り組む事業者向け対策事業についての報告 

事務局より配布した事業報告書（案）に基づいて事業の結果を説明した。 

＊産地間調整活動：２回開催。平成２６年１０月９日に事業計画の説明と事業実施に際し

て、協力して実行できる案件については、府県に対して積極的に参画してもらうための

呼びかけを行った。（詳細な説明は報告書参照） 

＊SASHIMI GRADE 委員会：どのような品質の養殖魚を海外に輸出するか、セミナーの開

催方法、マーケティングの方法、輸出戦略を検討するため４回開催した。 

＊マーケット調査：モスクワ、上海、北京、シンガポールの４都市で行った。 

【モスクワ】今年度モスクワは EU をはじめとする海外からの制裁を受け、さらにルーブ

ル安という経済危機が心配されたが、輸出の伸びが見られた。一時中断されていた養殖

ブリが再び扱われるようになったのは､日本のブリが一部の地区とはいえ認知されてき

たためと思われる。今後店舗数の増加が楽しみである。量販店における小分けパックで

の戦略検討は、ルーブル安で量販店の客層の価格帯にまでは広げることはできなかった。 

【北京】外食や量販店での魚種、販売形態等について日本料理士会の協力を得て行った。

養殖魚は日本産が少なく、ほとんどが中国産で淡水魚が多い。海産魚では中国産養殖カ

ンパチや中国産マダイ、冷凍ブリ。通関の問題で鮮魚はリスクの大きな商品。よほど通

関に熟練していないと鮮魚で中国に持ち込むことは難しい。鮮魚でのセミナーを予定し

ていたが、鮮魚確保ができず、上海に変更して実施した。 

【上海】問屋を調査した。北京と似ている。すしネタの品質は良く、長崎産で単価は高

い。単価が安ければ、今の１０－２０倍のマーケットといえる。 
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【シンガポール】屋台風の外食店が多い。量販店では、土日以外の平日は客数少なく、

家庭での消費は少なそう。 

＊セミナー事業 

【シンガポール】養殖トラフグを魚種選定し､長崎県かん水魚類養殖協議会と合同で料理人

を対象に開催した。また、１月にオープンした全国漁業協同組合連合会（全漁連）の「神

田わだつみ」を利用し、共同開催し相乗効果があった。 

フグイは毒魚との意識は強いが、話題性はあり、上手く PR していけば消費は生まれそう。

大分県産のシマアジ、カボスヒラメ、愛媛県産のマダイ、戸島の一番ブリ、三重県産の

伊勢マグロを素材として利用した。 

【モスクワ】料理人を対象にしたマスタークラスセミナー、小売・卸担当者を対象にし

たセミナーを開催して日本の魚の取扱方を伝えた。店頭でも販売員にセミナー形式で実

施。 

【上海】料理人を対象にしてマスタークラスセミナーを３回、小売・卸担当者セミナー

を１回、消費者対象のセミナーは外食店６店舗で各２日間実施した。 

【モスクワ】客単価が３～５万円と高級店（ラ・マーレ）でセミナーを開催。日本の魚

を強調するための SASHIMI GRADE のロゴマーク入りタグやシールを貼付した。差別化

するためのシール貼付は、モスクワの店舗から求められた販売手法で、料理は現地のシ

ェフに現地の人が興味を持つような料理を考案してもらった。セミナーでは、医師の馬

渕氏が健康にとって魚を食べることの重要性を強調した講演を行った。 

日本の魚をアピールするキャッチコピーは、現地で受け入れやすいことを狙いとして現

地の人に委ねた＝「幸運の日本の魚」をキャッチコピーとし、説明文は「日本食の最も

洗練された珍味の一つが、太平洋産のイエローテール。そのまろやかな身は繊細な潮の

香りと特に優れた味わいを持つ」（説明文より）とした。 

＊アンケート調査 

どの国も日本産の養殖魚に対する興味関心は高い。アンケートの結果からは、健康に良

い、安全を訴えることも大切だが、食べてもらい美味しいと感じさせることが一番重要

になる。DVD で生産工程を知らせ、最終の食べることまで至って完結する。この間で途

絶えると効果は低くなる。「魚食は健康に良い」ことを頭に訴え、「生産工程を見せる」

ことで目に訴え、「食する」ことで口に訴える。この３点セットが必要と分析。 

以上で今年の事業を終えた。 

＊報告書案には本日の報告会の内容も組み入れ、レイアウトを調整して報告書とする。 

Q&A 

Q ：シンガポールでのトラフグ評価は？ 

A ：トラフグ部会で生産量が一番大きい産地として長崎県から材料を提供。長崎県かん水

魚類養殖協議会と協力して販売促進を行った。身欠きフグは日本での加工と同じ品物

で特段問題はなかった。鮮度についても、ブリやマダイに比べて日持ちがすることか



12

ら現地で扱うにも問題は出なかった。しかし、現地の消費者は買う段になり躊躇する

ことから、毒はなく安全ですという理解を得るのに苦労した。 

A ：消費拡大をするには、現地でフグ料理屋を開店させて需要を伸ばすのが早道かも知れ

ない。現場で試食してもらったのは日本でテッサまで加工して持ち込んだ商品。スー

パーでの売り買いには未だ時間がかかりそう。 

A ：シンガポールに今年の一月オープンしたトラフグ専門店は予約が取れないほど人気が

ある。養殖トラフグのコース料金は一人３万円から、天然トラフグのコース料金は一

人６万円くらいになるという。外食以外の量販では手が届かない価格である。 

A ：トラフグの旨み成分は４日間は大丈夫で、５日以降は旨み成分は減っていく。他の魚

に比べると鮮魚での賞味期限は概して長いと言える。 

Q ：価格はどうか？ 

A ：シンガポールで流通しているブリは、冷凍ものが主流。エアー輸送の鮮魚は輸送費が

高くつき、スーパーに置くには価格が高すぎる。冷凍であれば、コンテナ船での輸送

となりスーパーで扱える価格となる。 

A ：事業は、日本の品質の良さ、美味しさを伝えるために鮮度の良い｢SASHIMI GRADE」

に拘ったセミナーを開催している。実販売では、単価的に厳しい面が出ている。 

Q ：ロゴマークの扱いについて？ 

A ：府県の会員から、使用者や対象魚種等の必要な事柄を記載した申請書を全海水に申請

することで、使用が可能になる。基準の遵守が確認できる会員からの申請にしている。 

２）今後の輸出促進事業への取り組みについて 

事務局より来年度の輸出事業について説明 

国の輸出戦略構想に則り、輸出戦略実行委員会において設立される品目別輸出団体が

一括して輸出事業を実施することになる。品目別は、水産物、コメ・コメ加工品、花

き、牛肉、茶、林産物（木材）の６つの分野の団体。水産物は平成２７年２月２３日

に水産物の５つの全国団体＝一般社団法人大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、

一般社団法人全国海水養魚協会、全国水産加工業協同組合連合会、全国蒲鉾水産加工

業協同組合連合会＝が発足会員となって「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」を立

ち上げている。養殖魚についてはその中の「生鮮・冷凍水産物輸出促進委員会」で全

漁連と全海水が一体となって輸出拡大に取り組むことにしている。各府県のかん水・

海水団体はもとより各府県の漁連、漁協が行う輸出事業との連携を図って行うことに

なる。 

Q&A 

Q ：府県行政との連携はどうなるのか？ 

A ：事業計画では全国団体を主軸とした事業者向け事業になっている。府県行政との連携

に際しては、輸出対象国を見ながら府県の会員が行う輸出事業の中で行ってゆきたい。

漁連や漁協が行う輸出事業についても、全漁連と連携した取組の事業にしたい。 



13

A ：府県会員の事業では府県行政のバックアップが必要で、会員と府県の連携が進む事業

の取り組みが大切になる。県の支援も得ながらでないと業者だけでは難しい。 

A ：セミナー開催を会員に伝え、参加希望会員については共同で行う。ただし、参加費用

は府県の会員持ちとなる。 

その他 事業に対する意見、提案 

＊現地の消費者から見ると府県名や地域名はそれほど気にしていないため、オールジャパ 

ン、日本産で問題はない。北海道産は特別な評価があり別格な感がある。 

＊共通した販促グッズがどのようなものになるかは、現時点では定かでない。 

＊全海水が作成するものについては、会員からの申請により供給する。基本的には印刷製

作実費としている。 

＊CO 処理したものを輸出する場合には、全海水の SASHIMI GRADE のシールやタグは使用

できない。会員が責任を持つことのできる輸出魚にのみシールやタグを貼付することを

決めている。 

           
ジャパンブランドの確立に向けた取組についての支援事業報告会　出席者名簿

所属団体等 氏名

静岡県 内浦漁業協同組合　代表理事組合長 大沼　富久

福井県 小浜市業業協同組合　監事 下亟　忠彦

三重県海水養魚協議会　会長 西村　宗伯

三重県農林水産部　水産資源課 伊藤　光久

香川県 庵治漁業協同組合　代表理事組合長 嶋野　勝路

愛媛県業業協同組合連合会　宇和島支部　総務部部長 大塚　真司

久良漁業協同組合　代表理事組合長 竹田　英則

長崎県 橘湾東部漁業協同組合　代表理事組合長 井上　真二

熊本県 熊本県海水養殖漁業協同組合　代表理事組合長 深川　英穂

大分県漁業協同組合　上入津支店運営委員長 山田　文嗣

大分県農林水産部漁業管理課 大石　隆史

鹿児島県 東町漁業協同組合　代表理事組合長 長元　信男

水産庁増殖推進部　栽培養殖課 今井　浩人

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所　所長 取香　諭司

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所　 長野　正嗣

同 村山　正幸

（一社）全国海水養魚協会　事務局 稲垣　光雄

同 中平　博史

同 衣川　和宏

同 増田　鷹侑

愛媛県

大分県

三重県
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（２）SASHIMI GRADE 委員会 
マーケティング調査、ジャパン・ブランドのＰＲ、セミナー事業、品目別ロゴマー

クの開発・普及等事業計画の内容を検討するため、下記の学識経験者、専門家及び生

産者代表で構成する委員会を設置した。委員会は、実施予定と実施した中間事業報告

を 4 半期毎に受ける形で開催し、より効果を上げる戦術についてのアドバイスを行い、

ジャパン・ブランド調整活動への提案も含めて、日本の養殖魚の輸出戦略について総

合的に検討し事業の効果的な実施を図った。 

 

SASHIMI GRADE 委員会委員（敬称略・順不同） 

佐野雅昭（鹿児島大学 水産学部 水産経済分野 教授） 

舞田正志（東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究課 教授） 

鈴木知彦（株式会社日ソ貿易 取締役部長） 

嶋野勝路（香川県かん水養殖漁業協同組合 代表理事組合長） 

竹田英則（愛媛県魚類養殖協議会 会長） 

井上真二（全海水・魚類養殖の明日を考える若手検討会 委員） 

山下伸吾（鹿児島県東町漁業協同組合 参事） 

 

委員会の開催結果は下記の通り。 

第１回 SASHIMI GRADE 委員会 

開催日時：平成２６年９月２４日（水）１３：３０～１６：３０ 

開催場所：新大阪丸ビル新館５０５号室 

出席者（敬称略） 

委員：佐野雅昭、舞田正志、鈴木知彦、嶋野勝路、竹田英則、井上真二 

山下伸吾 

 来賓：水産庁栽培養殖課養殖企画班今井浩人課長補佐 

嘱託：中平博史、  事務局：稲垣光雄、増田鷹侑 

＊委員による自己紹介の後、委員の互選により、佐野雅昭委員長を委員長に選任。委員長

を座長として議事を進める。 

事業実施の背景説明（主催者）：全海水が輸出事業に取り組んで今年で３年目となる。

過去２年間の経験、検証を含めて会員と一緒に輸出事業を行うこととした。食生活や

食品の利用方法、嗜好等が大きく異なる海外で、日本の養殖魚の美味しさを伝えて輸

出を拡大するための事業で、７月３１日に農林水産大臣より補助金の交付決定通知を

受けて、モスクワ、中国、シンガポールで養殖魚の輸出拡大を目的とする事業を展開

することにしている。当委員会では、相手国の食事情、流通事情等を踏まえて、輸出

に対するご検討ご提案をお願いする。 
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配布資料に基づいて事業内容を説明。 

平成２６年度の事業概要について 

事務局より、事業を進める背景、戦略、執行体制等について説明。 

＊事業の柱として、SASHIMI GRADE 委員会で戦略を検討すること、生鮮及び冷凍の扱い

について検討すること、海外マーケットにおける日本の養殖魚ファン作りを行うこと

としている。 

＊体制は、委員会から助言や提案を得て、嘱託職員が分担し合い、全海水として事業を

進める。 

＊輸出事業については、輸出しやすい環境を作るため、全国団体が協議してオールジャ

パンとして進む方向で検討が進められている。 

＊全海水は生産者の組織団体であり、輸出事業を行う民間の会社と同一内容で事業をす

ることは難しい。漁連、漁協などの生産者団体と連携して事業を展開する。生産者と

輸出業者間の取引はあるが、全海水が輸出会社組織と一緒に事業展開することは難し

い。 

＊輸出促進については、食料産業局が担当部局となり、輸出戦略実行委員会が設置され

ている。その委員会の下にコメ・コメ加工品部会、花き部会、肉部会、茶部会、林産

物部会、水産部会等の分野に分けた品目部会を置いて検討が進められている。 

＊県、系統、団体などがばらばらでなく、オールジャパンとして協調することが必要で

ある。国の下に各分野が事業を進めることにしている。 

＊昨年度で輸出する看板はできている。それをどう使ってもらうか、どう利用して需要

拡大に結び付けるが求められている。 

事業内容について 

＊セミナーでは、魚・健康をテーマにした講演も併せて行う。 

＊中国・北京は通関の問題もあって生鮮を持ち込むことが難しく、品質低下も予想され

ることから、上海でセミナーを開催。シンガポールでは海外で初めてとなるトラフグ

を含めたセミナーを開催。トラフグの実演は東京の「ふく原」（川島料理長）の協力

を得る。 

＊マスターセミナーは、モスクワで２回、中国上海で１回、シンガポール１回、小売り・

担当者セミナーは、モスクワ１回、上海１回。小売店での店頭セミナーは、モスクワ

とシンガポール、外食店での店頭セミナーは、モスクワと上海で開催。併せて各地で

「日本の魚類養殖」と「魚と健康」についての説明講演を行う。 

※ブリ、トラフグの提供県について 

 トラフグの輸出について現状や輸出環境等について検討。 

＊価格下落しているトラフグの海外輸出を目的として輸出対象魚とした。 

＊シンガポールのすし屋は、フグが入ることをよろこんでいる。ただ料理人はいないの

で、日本で調理した形態での輸出が必要になる。 
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＊タイでは、漁民がフグを採ってきて食べて問題になった。海にはフグはいるが中毒問

題は各国で起こっている。 

＊フグを食べて問題になった地区・国が規制をかけている。 

＊ロシアでは輸入は禁止されていないが、日本側が自主規制している。 

＊養殖フグといえども網に付着した生物を捕食する可能性があり、毒を持つ生物を食べ

ないとは言えない。国も養殖フグが無毒という判断はしていない。 

＊現地の人が地元でとれるフグを勝手に料理して食べると大変。SASHIMI GRADE であれば

大丈夫という形にしないといけない。 

〇ラウンドで輸出するのは危険である。日本で調理されたものに限定した販売を行う必

要がある。フグは調理とセットでの輸出となる。 

〇ブリ＝モスクワ輸出に際しては日本の施設がロシアの輸入可能な施設として登録され

ていることが条件になることから（登録施設を増やす動きがあるようだが、大使館に

聞くと現時点では難しいとの回答）、鹿児島の東町漁協から出荷されるブリを利用す

る。 

〇トラフグ＝全海水のトラフグ養殖部会にかけて、生産量の多い長崎県から提供された

トラフグを利用する。 

〇タイ＝未定だが、生産量の多く対応可能な県へお願いする。 

 

※SASHIMI GRADE 委員会の権威つけについて 

ブランドンド戦略として SASHIMI GRADE の権威付けの方法を検討。 

＊日本から鮮魚（フレッシュ）として輸出しても、日数が経てばフレッシュとして扱え

るかどうかの課題がある。 

＊日本人が刺身を食べる歴史の部分も含めて PR する必要がある。 

＊世界的に魚がよいことは知られている中で、養殖魚はどうかが問われる。 

＊コラーゲン、EPA、DHA の量等、体に良いことを強調できる養殖魚に特定した適切なデ

ータが無い。 

＊なぜ日本人は魚を食べるかの説明がいる。美味しさは脂の量で決まることから、養殖

魚はいつも美味しい脂質量を保持していることがアピール材料となる。 

＊ノルウエーサーモンの主張は、肉と比較して販売している。魚は良い→サーモンを食

べましょう・至って簡潔明瞭な戦略で伸ばしている。 

＊鮮度、フレッシュについては生産者の目で考えてきたが、消費者が食べる時点での鮮

度を考えた展開も検討する必要がある。 

＊消費期限を必ず付けて出荷するくらいにしないと、外国で品質の良さはアピールでき

ない。 

＊国によって食習慣が異なり、生で食べる必要のない地区、インフラ等の整備がされて

いないなどの理由で生では食べることができないことがある。 
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＊ロシアでは、サケマスを獲る漁業者の力は強く、ノルウエーを中心とする養殖魚を対

象としたネガティブキャンペーンがある、それに対してノルウエーは、安全・安心な

取り組みを行っていることの PR を大規模に展開している。 

＊ロシアにも、養殖に対する偏見はあるが、今では、養殖サーモンが広がっている。ロ

シアも今やチルドチェーンが出来上がり、鮮度の良いものが出回るようになっている。

健康と同時に養殖に対する飼育法、エサ、環境などに関心があることから、安全・安

心を訴えていく必要がある。 

〇養殖魚の特徴として、脂の乗り、しかも不飽和脂肪酸で美味しいことを主張した制作

物にする。 

〇権威づけの文言は、健康面、脂肪のコントロール、旬の維持、などを加味した内容に

する。 

〇SASHIMI GRADE の基準としては、生で食べることができる、フレッシュで食べることが

できることを訴えていく。 

 

※ロゴマーク（SASHIMI GRADE のシール）の活用について 

昨年決定された輸出用ロゴマークの活用と普及について検討。 

シールは、水産庁のエクセレントシーフードや全漁連のプライドフィッシュとどのよう

に組み合わせて相乗効果を出すかについて検討課題とする。 

＊会員である養殖業者全員が使用できるようにするのが良い。 

＊ロゴマークの使用方法、使用者の範囲についての検討が必要。 

＊ロゴマークを印刷したポップやのぼりを使う方法もある。 

＊モスクワでは、地中海から送られてくるラウンドの魚に Eco Fish タグがついているも

のがある。 

＊水産庁の加工流通課が管理するエクセレントシーフードマークや全漁連のマークとの

調和を検討する。 

＊シールは日本の養殖魚の品質を保証するものであり、外国で販売するときにアピール

するもの。国内に向けて使うとなると他の鮮魚と同等で、基準は何？となる。 

＊SASHIMI GRADE の基準は、海外に向けて日本の養殖魚の品質の高さ、食べ方を含めて使

用するもの。刺身で食べることが通常になっている日本ではアピール度は低い。 

＊日本の業者が作った刺身用の魚ですという位置づけでよい。サーモンが相手であり、

日本の養殖魚というグローバルな位置づけでよい。 

＊中国の場合は、流通システムが不十分なので鮮度強調は難しい。 

＊生産者が自ら貼付する意識を持つようになる運動が必要になっている 

＊消費期限を付記することを考えてはどうか。 

〇フレッシュで売る場合に鰓に付ける＝タグを制作して試してみる。 

〇ロシアでは輸入業者と流通業者はこのマークを目にするが、一般のスーパーの店頭で
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は目にすることはないであろう。そこをどうするかが課題で、トレイに分けた時にこ

のマークが貼ってあることが消費拡大、知名度アップにつながる。売り場の担当者が

このマークを意識して売るようになることを目指す。 

〇ロゴマークの使用希望が出れば、委員会または全海水役員会で諮って承認していく形

にする。取り扱い方については委員会で検討。 

 

※シンガポール、中国、モスクワの調査報告 

 (略)別途、マーケティング調査及びセミナー事業の項で報告。 

 

※その他 

〇全漁連がシンガポールにアンテナショップとして開店する「神田わだつみ」とコラボ

した事業を組み入れる。 

＊シンガポールや中国、モスクワでは、日本食っぽいレストランも多く、日本の食材を

使っている日本食レストランでないと美味しさは伝わらない。 

＊上海にフィレーで輸出を考えたが、輸出品目にフィレーという区分がなく受け付けら

れなかった。 

＊中国への輸出は、流通経路をしっかり持っているところと組み、通関できることが条

件となる。 

＊通関手続きについては、政府間交渉になる。中国の場合も禁止の状況ではないので、

現場対応が可能なところを通した輸出業務が必要となる。 

〇ロシアは少し道ができた状態であり、この状態をさらに充実させる。 

〇シンガポールは新市場として挑戦する。 

＊大連は価格競争の様相にある。上海は現在のルートを利用して事業を展開している。 

＊ロシアからは、MAP 包装の取り扱いについて提案がある＝ 

MAP 包装について検討する。 

・窒素ガス、酸素ガス、二酸化炭素ガス等のコンビネーションで品質維持を図る方法。

本質的には菌を殺すものではなく、ガス充てんで変色を防ぐことが目的になる。 

・日本で CO ガスが禁止されているのは、消費者が鮮度がいいとものと悪いものを誤認す

ることがあるからで、CO ガスそのものに毒性があるためではない。米国では CO ガスは

毒性がないことから禁止されていない。 

・MAP 包装すると１０日間くらい鮮度保持ができると聞いている。 

・生鮮では鮮度低下による廃棄ロスが大きく、価格にも影響するので、パックに小分け

するときに MAP 包装の利用を考えている。 

〇MAP 包装については、ロシアの利用承認を確認してチャレンジしてみることにする。 

※委員会はこの後、１１月、１月、３月に開催する。 
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第２回 SASHIMI GRADE 委員会 

開催日時：平成２６年１１月１９日（水）１３：３０～１６：３０ 

開催場所：新大阪丸ビル本館４０９号室 

出席者（敬称略） 

委員：佐野雅昭、舞田正志、鈴木知彦、嶋野勝路、竹田英則、井上真二、 

   山下伸吾 

 来賓：全国漁業協同組合連合会 水産物消費拡大対策部 三浦 秀樹部長 

嘱託：中平博史、 事務局：稲垣光雄、増田鷹侑 

＊佐野雅昭委員長を座長として議事を進める。 

※シンガポール、中国、モスクワにおける調査

及びセミナー開催の報告 

資料に基づき事務局より報告。 

(略)別途、マーケティング調査及びセミナー

事業の項で報告。 

〇シンガポールでは、㈱中島水産、シンガポ

ール明治屋の協力を得てセミナーを開催。 

〇モスクワでは、ラ・マーレ並びにアズブカ

フク－サの協力を得てセミナーを開催することになった。 

＊モスクワの現状：現在 EU の処置でモスクワにものが入り難くなっている。地中海産に

代わる食材として日本の水産物を供する予定。モスクワも輸入物を探している。ルー

ブルが弱くモスクワの外食産業は厳しい状況にあるという。 

＊ロシアとウクライナの問題から始まって、クリミアの併合などがあって以降、欧米か

らロシアに対して経済制裁措置が行われている。それに対抗してロシアが EU 諸国、ア

メリカ、カナダ、オーストラリアからの食品の輸入禁止する対応をとっている。ノル

ウエーサーモン等が入らなくなり、食品価格が上がり、不安感が増している。レスト

ランや外食店での購買意欲が下がり芳しくない状況にある。 

＊ラ・マーレやアズブカフクーサ（６０～７０店舗）では、食品構成の調整を行い、水

産物については日本からの輸入に期待をしている。ヒラメ、マダイ、シマアジの他に

もカキやホタテガイの引き合いが来ている。ビジネス事業にすぐさま結びつくかどう

かは別にして、ロシアの市場に日本の食材や魚種を売り込むよい状況にある。セミナ

ーを通して養殖魚を提供する時期としては良い。 

＊シンガポールでのフグについて：トラフグ料理を扱う店では評判は良い。美味しくて

食べるのか、ステータスとして食べるかは今の段階では明確でない。現地では身欠き

フグでも触らない人がほとんどで、スライスしたテッサを食べる程度。食べるのに勇

気がいる魚で、セミナーに参加した人がブログで、今日はフグを食べます、生きてい

るかどうか？と冗談交じりに記述するくらいの毒魚のイメージがある。 
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＊フグ＝危険という感覚が強い。食文化なのでそう簡単に需要を伸ばすことは難しい。

まずシェフに興味を持ってもらうことから始める。 

＊ロシアもフグを食べるのは危ないという感じがあり、物珍しさはシンガポールと同じ。 

＊なぜフグは毒を持つのか？フグを安全に食べるにはどうしているか？日本はフグでも

食べることが可能な安全管理をしていることも PR の一つに使えそう。 

＊シンガポールでのフグ料理価格は、天然ものでコース一人前６万円以上、養殖物で２

万円から２万５千円。 

〇話題性としてフグを位置づけて販売するのも一つの販促方法。しかし、一度問題を起

こすと対象にならなくなるので、慎重にしなければならない。 

〇フグを輸出対象から省くのはもったいない。当面は日本で完全料理された、管理され

たパックものを流通に乗せて販売していくのがよい。 

〇マダイは、現地のマダイに似た魚が十分の一の価格で売られていて、売り方に工夫が

要りそう。 

 

※シールの承認窓口について 

昨年 SASHIMI GRADE の基準とロゴマークを決定した。今年度はそれをどう利用して、

輸出拡大につなげるかが課題。 

〇シールとシールの意味する基準を同時発信しシールの意味を伝える。 

〇外国に輸出するものについては、発泡箱用の６ｃｍ角、フィレーパック用の３ｃｍ角

のシールを貼付する。トレイ用が必要であれば小型のシールを制作する。 

〇現段階では、委員会へ報告し承諾を得て貼付するが、使用するに際する詳細について

は今後検討課題とし、全海水に使用届出書を出して、役員会で承認されたものを使用

可能とする方向で進める。 

〇シールは基本的に有償とし、詳細は今後詰める。 

使用に際しての意見：様式への記述内容を協議。 

〇使用国や使用地区を明記する。申請書を全海水に提出する。ロゴマークを使用する際

の申請書も兼ねる。申請は会員からのみとする。全海水の会員がマークを使用する場

合は無償とする。シールやマークの使用者は業者、申請者は会員となる。使用者の名

前・住所や連絡先等を明記する。申請内容については、各府県の会員が責任を持つ。

使用者の名簿や記録をきちんと管理する、等を決定する。 

〇使用が不適正かどうかを確認するため、「使用者は使用記録を残し、全海水から提示を

求められた場合は使用記録を提出する」の項目を追加する。 

〇修正して１２月の全海水の役員会に提出して承認を得ることとする。 

 

※冷凍品の取り扱いについて 並びに SASHIMI GRADE の権威付けについて 

昨年も検討し、ロゴマークとして「鮮魚」と「冷凍」の２種類を作るかどうかを議論
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し、冷凍については継続審議事案として、鮮魚のみのシールを作る事を決めた。しか

し外国での食べ方や消費動向、冷凍技術や解凍技術の発達、各国で異なるインフラ整

備の進展具合などから、冷凍について再度検討を行った。 

＊消費ロス、廃棄ロスが価格に大きな影響を与える。数量を伸ばすためには価格を低く

することも重要な課題になっている。冷凍品で一週間鮮度や色の変色が防げるのであ

れば、ロスの削減になり、その分価格も安くでき需要拡大につながる。 

＊品質が鮮度のグレードであれば、最終段階で鮮度が保持できていれば冷凍と冷蔵を区

別する必要はない。 

＊店頭での鮮魚そのものの鮮度が冷凍ものより低いということにどう対処するか。消費

まで追跡したグレード確認が難しい。 

＊最近の表示に「バイエアー」というのがある。冷凍品にはバイエアーとは表示されて

いない。これも新鮮かどうかの判断材料になっている。 

＊相手国の受け入れ体制にもよる。 

＊SASHIMI GRADE は日本産を示すシールであれば、売る場合には冷凍であっても冷蔵であ

っても日本産としてシールを貼って売ることはできる。 

＊現地では日本産という表示が大切であり、冷凍か冷蔵かは問題にならない。生だけに

こだわると鮮度の悪いものが出回ってしまう。 

＊SASHIMI GRADE の定義では冷凍は含まれない。消費されるところまで責任を持つという

ことであれば、原料というより食文化としてのブランド基準も含まれている。 

＊冷凍品は価格戦略的にも必要であるが、そうなると大衆向けというブランド品質にな

って、考え方が変わる。冷凍まで含んでしまうと、価格競争になる。 

＊刺身用として鮮度重視するなら、やはりフレッシュがインパクトがある。きちんと冷

凍とは区分したほうがよい。 

＊国産というより、もっと範囲の狭いプレミアムとして限定的に使って、高所得者層を

狙うのか、大衆マーケットまでターゲットを広げて使うかの判断になる。大衆魚で売

る魚とトップ層に売る魚が同じシールでは都合が悪い。 

＊一つのグレードで二つの市場をターゲットにすると無理が出てくる。 

＊次のマーケットを生み出す、作るにはこだわることが大切である。 

＊冷凍品は、当該国のインフラ整備問題もあって、解凍→凍結→再解凍ということが起

こり得る。 

＊解凍してまずいものには、このマークを貼付してはいけない。 

＊冷凍を含めて、価格訴追型の場所に日本の養殖魚を運んで競争させるのが良いのかど

うか。 

 ・ロシアの一部で鮮度管理ができないところでは、CO ガス使用の魚を使っている。 

・プロトン凍結、CAS 冷凍、窒素凍結などの技術が開発されてきている。これらは、きち

んと解凍まで可能なのかを確認して対応していく必要がある。 
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〇CO ガス充てんした魚は、このシールを使用できないことは決めている。 

〇目標は、日本の美味しい養殖魚を丸ごとパッケージにして輸出すること。 

〇冷凍の場合は解凍も含めて出来ないと凍結の意味はない。凍結、解凍両方が適正かを

確認できる場合は、試験的に認めてもよい。 

〇トップブランドして販売するものであり、基本はフレッシュだけにシールを貼付する。

今後、需要が伸び根付いてきた段階で、冷凍の対応について再検討することにする。 

 

※その他 

＊全漁連から配布された「神田わだつみ」の資料について説明（全漁連）。 

＊シンガポールに日本魚を販売するアンテナショップ「神田わだつみ」を来年１月に開

店する。客席数は５０席で、日本人のシェフが料理し、全漁連が選ぶ「エクセレント

フィッシュ」を前面に打ち出すこととしている。週２～３回築地から飛行機でシンガ

ポールに日本の水産物を送る計画。 

 

 

第３回 SASHIMI GRADE 委員会 

開催日時：平成２７年１月２７日（火）１３：３０～１６：３０ 

開催場所：新大阪丸ビル本館４１１号室 

出席者（敬称略） 

委員：佐野雅昭、舞田正志、鈴木知彦、嶋野勝路、竹田英則、井上真二、 

   山下伸吾  

事務局：稲垣光雄、増田鷹侑 

＊佐野雅昭委員長を座長として議事を進める。 

※上海、モスクワ、北京、シンガポールにおけ

る調査及びセミナー開催の報告 

資料に基づき事務局より報告。 

(略)別途、マーケティング調査及びセミナ

ー事業の項で報告。 

＊現在、シンガポールでセミナーを開催中。 

＊生産者の立場からの輸出拡大にとり組むが、

需要拡大は地味な活動だが、必ず将来につながる。すぐさま結果が現れにくく、輸出

量を増やすことはそう容易ではない。 

＊上海では３日間のセミナーを開催し、「粋な魚をお届けします」DVD 英語版の放映、パ

ンフレット、食べ方も提示した。 

＊上海の鮮魚流通は日本とは異なるため、現状では日本と同等の品質のものが上海です

ぐ提供できるかどうかはわからない。 
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＊１２月１１日にモスクワでマスターセミナー開催し、会場のレストラン「ラ･マーレ」

（スモレンスカヤ店）では、在ロシア日本国大使館の臨席もあり日本の養殖魚の PR が

できた。 

＊モスクワでは、現地のシェフによる、ブリのタルタル、ブリのカルパッチョ、ブリの

グリルなど華やかで食欲をそそる料理を披露した。 

＊モスクワでは EU からの食料品が入らない状況の中、日本から輸出動向の変化を期待し

たが、価格的に高い日本養殖魚へ簡単に移行する状況はみられなかった。しかし料理

素材として日本の養殖魚の汎用性を知らせるには好都合であった。 

＊日本の養殖魚の品質にも「美味しい」と高い評価を得たが、価格の高さが障害となり

日本の魚を消費させるためには、セミナーの他に安く提供できる方法の検討、対策が

必要になる。 

＊シンガポールセミナーでは、全漁連のアンテナショップ「神田わだつみ」が１月２３

日に開店したので一部合同で PR に取り組んだ。プライドフィッシュの輸出を中心に日

本の水産物輸出「食と健康」の講演、「明治屋」での「粋な魚をお届けします」（英語

版 DVD）放映、日本の魚類養殖を紹介する「絵で見る養殖業」（英語版）の配布、ブリ

の食べ方としてブリしゃぶの紹介等を実施した。 

＊シンガポールでのトラフグのテッサは、魚代＋輸送費＋販売経費等を含めて販売価格

を計算すると、２人前が１セットとして、シンガポールドルで５０ドルくらいになる。 

＊上海では養殖ブリの人気が高く、上海には愛媛からの「みかんブリ」が定期的に輸入

されている。 

＊SASHIMI GRADE のシールやタグをつけてあるが、効果はどうなのか。 

⇒効果までは把握出来ていないが、シールが貼ってあると日本の魚であることが一目瞭

然である。 

＊上海は対面売りではなく、セルフ販売で行われているので、シールは目立ちやすく日

本産と分かりやすい。ジャパンという文字が見えて安心・安全と感じて買うようにな

ることを期待している。 

＊上海では、ブリ・ハマチは酢めしとよく合って美味しいとの評価は得た。 

＊上海は、客層が若い人が多く、期待できる地区といえる。 

：中国の富裕層がよく見るネットのサイトにセミナーの動画をのせる方法もある。 

＊スーパーでは顧客に対して“友の会”的な情報誌を DM しているので、そうしたツール

を継続的に利用した PR 方法も今後は考えたい。 

＊対面販売でなければシール、ロゴ、の意味がきちんと伝わるかどうかが課題になる。 

＊単に、ロゴマークのシールが貼ってあるだけでは説明不足であり、消化不良になる。

伊勢丹など他の店舗にも増やして周知を図ることが必要になる。 

＊上海での質問にもあった「生鮮と冷凍はどっちがいいのか？」について 

⇒中国だと鮮魚流通のインフラが不整備であり、日本から魚を仕入れている鮮魚を求め
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て回転すしにくる。解凍する技術がなければ、生鮮が良いとセミナーで店長は説明。 

＊上海は国内流通が少し拡大した地区、生鮮輸出対象地区ととらえて、価格面に走らな

いようにきちんと品質の良さを伝えてゆくことが大切である。 

＊加工すると冷凍、生鮮で余り違いが出ない。冷凍ものは、自然に増えてくることが予

想される。 

＊高級店であればずっとフレッシュを使う。日本人オーナーでないシェフが扱うように

なり、ワンランク下になった時には、冷凍ものの需要が強くなる。今は養殖魚の品質

の高さ、良さの売り込みで、まずフレッシュを PR。冷凍もありますよ、という二段構

えで進める。 

＊生鮮にこだわった販売戦略の事業として着実に前に進んでいる。 

＊魚を持ち込むだけでなくシールの意味をしっかり一緒に外国に持ち出すことが大切。 

※平成２６年度事業報告書の目次等について 

了承。 

 

※シール使用の承認について 

承認機関は「全海水役員会」と決め、第２回で検討された「養殖魚の輸出促進用ロゴマ

ークの使用について(案)」と届出様式の修正案を検討。 

使用者と申請者を併記する、シールは有償とする、使用についての注意事項の遵守を追

加、貼付記録を残すことを明記し、全海水の求めに対し使用記録を提出して適正使用の

普及を図る、等を修正した案を検討する。 

＊ロゴマークは既に商標登録済み。 

〇ロゴマークに商標登録の番号を入れる。 

＊使用者がマークを独自に印刷する場合は有償にするのか？ 

〇⇒独自にパーチやポスター等に印刷して使用する場合は申請する。 

〇⇒名刺、ポスターなどに独自にロゴマークを使用する場合につて、個々の使用の基準、

価格を決めることとする。 

〇シールは全海水で印刷し、申請に基づいて全海水から送付。 

〇次回の全海水役員会で案を提出して最終決定する。 

〇「届出」を「申請」とし、申請は府県の海水団体（会員）から全海水に行う。申請者

は海水団体となる。 

〇使用の確認責任者は会員とする。 

 

※SASHIMI GRADE の権威つけについて 

権威付けにつながる「あなたは、自分の健康のために何をしますか？」を確認。： 

＊養殖魚のデータが少なく、魚の栄養学的な優位を強調した物となっている 

＊定期的な検査で、天然ブリは EPA、DNA は季節により異なることは判る。 
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養殖ものは季節変動少なく含有量総体的に多いといえる。 

＊全海水としては、季節的な養殖魚の成分、栄養学的成分の変動を把握しておく必要が

ある。月変動が少ないことは十分説明できる。 

＊子供が魚を食べると良いというデータはあるのか。 

⇒頭が良くなる、学習能力が上がるデータは、ラットの実験として明らかにされている。 

〇申請者に､ロゴマークの説明（英語版）を添付する。 

 

※第４回委員会の開催について 

２月２４日(火)を案として調整する。 

 

※その他 

養殖魚の PR 誌である「絵で見る養殖業」に掲載してある魚のイラストについて、色合い

の修正意見があった。 

 

 

第４回 SASHIMI GRADE 委員会 

開催日時：平成２７年３月４日（水）１３：３０～１６：００ 

開催場所：新大阪丸ビル本館４１３号室 

出席者（敬称略） 

委員：佐野雅昭、舞田正志、鈴木知彦、嶋野勝路 竹田英則、井上真二、山下伸吾 

 来賓：水産庁栽培養殖課養殖企画班今井浩人課長補佐 

嘱託：中平博史、事務局：稲垣光雄、中平博史、増田鷹侑 

＊佐野雅昭委員長を座長として議事を進める。 

※嶋野勝路委員（全海水会長理事）が養殖魚の

生産現場の現況を報告。 

生エサの価格はキロ５０円、配合飼料の原料

となる魚粉はトン当たり３０万円にまで高騰

している。生産コストの約 6 割を占めるエサ

代の相次ぐ値上げにより、魚類養殖業者は厳

しい経営を強いられている。業界として飼餌

料の高騰対策を強く国に要望している。 

※北京・シンガポール・モスクワにおけるマーケティング調査及びセミナー報告 

資料に基づき中平博史氏より報告。 

 ＊北京 

日本系列スーパーは、日本とほとんど変わらない陳列方法をとっている。 

鮮魚売り場には淡水魚、冷凍品、解凍品が並び、その中で寿し売り場が面積を広く大
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きくとっている。スーパーで販売されている寿しは、一個５元（約 100 円）と安い。 

日本の養殖魚は単価が高くなるので、スーパー向けの商品ではなく、外食向けの食材

に適している。 

北京での取引体系は、現物を確認して行われる。商品の表示が漢字になっているもの

でも、原産地欄をみると中国産と記されているものがかなりあった。 

中国はやはり価格優先となる。北京では冷凍ブリでキロ２，０００円～２，５００円、

上海では鮮魚ブリでキロ４，０００円～４，５００円位で料理屋に卸されている。 

サーモンはベトナムからトラックで広州に入った後、飛行機で北京に輸送される。 

北京には高級品のみを扱う店はあるものの、日本産の高級魚は日本に出向いて食べる

という。 

京深海鮮市場には１，０００を超える問屋があり、鮮魚、活魚、冷凍魚、解凍魚の他

貝類や乾物などの専門店もある。 

＊シンガポール 

本物志向の動きを出始めている。 

全漁連の日本料理店「神田わだつみ」と協力したセミナーも実施。 

明治屋シンガポール店の顧客向けの会員冊 SASHIMI GRADE のロゴマークを配したセミ

ナー開催案内を載せて日本産を PR した。SASHIMI GRADE のロゴマークの使用に関して

はモデルケースとして貼付を試みた。 

ロゴマークの意味する所を周知する方法について検討することが大切。 

＊モスクワ 

ロシアはルーブルの価値が２／３まで下がり、購買力が減退。財布のひもも固くなり

輸入品に対する購買も減退している。 

ロシアでは、輸入品に頼り切っていたことの反省から､国産推奨の動きが見られる。 

日本の養殖物は、量そのものも未だ少なく消費が落ちている状況ではなく極端な影響

は今のところでていない。 

フィレーパックから出してブリを販売するため、切り身全てにシールを貼付すること

が難しい。 

馬渕知子医師からは女性目線も意識した魚の素晴らしさ、増田裕氏からは日本の外食

産業での流通・鮮度監理についての講演を行った。 

 

※平成２６年度事業報告書案について 

平成２６年度に取り組んだ事業毎の実施内容をとりまとめた報告書案について検討。 

モスクワ、上海・北京、シンガポールにおける、現地の水産物消費実態並びに消費形態

が順次報告されるにつれ、日本の消費との相違が鮮明となり、消費拡大方法について議

論が行われた＝第２回 SASHIMI GRADE 委員会で議論された「冷凍品の取り扱いについて」

再度協議が行われた。第２回 SASHIMI GRADE 委員会議事内容参照。 
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第２回 SASHIMI GRADE 委員会でのまとめ： 

〇目標は、日本の美味しい養殖魚を丸ごとパッケージにして輸出すること。 

〇冷凍の場合は解凍も含めて考えないと意味はない。凍結、解凍両方が適正かを確認

できる場合は、試験的に認めてもよい。冷凍と解凍は一対である。 

〇基本はフレッシュだけにシールを貼付する。今後、需要が伸び根付いてきた段階で、

冷凍の対応について再検討する。 

＊今後の消費のキーワードは冷凍になる。魚を食べるためには、冷凍であることも今

後の方向性として考えられる。 

＊消費ロス、廃棄ロスが販売価格に跳ね返り、価格を高くする現実は無視できない。 

＊店頭、消費まで追跡して鮮度を確認することには難しさがある。 

＊鮮魚管理が不十分な場合は、鮮度表示だけにこだわると鮮度の悪いものが出回って

しまう。 

  ＊外食産業は本当に生の魚を使いたいのかどうか。 

＊冷凍については、段階的に入れることを前提として日本の輸出現場は動いている。

＊アメリカでは CO 充填の魚が禁止になる可能性はほとんどない。 

＊愛媛のみかんブリがフレッシュで売れようとしている。しかし、価格の高さがネッ

クになっていると聞く。 

＊SASHIMI GRADE を冷凍したものに貼付する基準を決めて進めることも必要になる。 

＊冷凍についての方向性と、ロゴを貼付できる基準を冷凍も含めて決める必要がある。 

＊マーケット調査で冷凍品へのニーズがあることが報告されている。それに対して委

員会としてどう方向付けをするかも委員会の役割となる。 

＊キロ当たり９００円にもなるエアー代を乗せてしまうと、モスクワでは高級店にし

か供給できない高い魚になる。福岡からアメリカまでエアーでは、氷代も含めキロ

９００円の輸送コストが掛かる一方、冷凍コンテナではキロ１００円以下で運べる。 

＊冷凍でクリアしたものはシール貼付を OKとする委員会の見解もあっても良いのでは

ないか。解凍技術が相手側にあるかどうかも観る必要がある。 

＊ロゴマークの基準である、刺身用として美味しくて鮮度を楽しめるための３項目＝

①厳しい基準のもとに養殖されている生産物である事（日本の養殖基準に適合して

いる事）、②日本国内で加工されている生産物である事、③刺身用として提供するた

めに流通し、高い鮮度を維持して販売される生産物である事の三つは崩せない。 

＊一つのブランド名で、フレッシュとフローズンの二つを謳うよりは、別々のブラン

ド名とすることのほうが良い。 

◎フレッシュとフローズンの基準、仕分けについては、今後再検討することとする。 

◎目的は、品質の良い養殖魚を食べてもらうことであり、そのための基準が必要になる。 

◎今年度の事業では、課題を残す事になるが継続が必要な事項として申し送りする。 

報告書は、提出した報告書案に対する各委員の校正と第４回 SASHIMI GRADE 委員会の
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内容、報告会の内容を追加して（追加分については委員長と事務局に一任）印刷するこ

ととした。 

※その他 

 「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」の発送について説明 

平成２７年度の輸出拡大事業は、「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」が主体とな

って水産物・水産加工品の輸出拡大に向けたオール・ジャパン体制で挑むことになる。

全海水は、「生鮮・冷凍水産物（養殖を含む）輸出促進委員会」で全漁連と連携して日

本の水産物の輸出に取り組むことにしている。水産物・水産加工品輸出拡大協議会は、

平成２７年２月２３日に（一社）大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、全国水産

加工業協同組合連合会、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会、（一社）全国海水養魚協

会、以上５団体を会員として発足した。 
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（３）ジャパンブランド PR 事業 
国産養殖魚を国外で PR するために、下記の配布物・ポスターなどを作製した。 

 
① 料理レシピ・・・・・ブリ、マダイ、トラフグを使用したレシピの中国語版、英語版を

作製し、各セミナーで配布した。 
② パンフレット「絵で見る養殖業」・・・・・既存の養殖漁業についてのパンフレット「絵

で見る養殖業」の中国語版、英語版を作製し、各セミナーで配布した。 
③ 「魚と健康」についてのテキスト・・・・魚食と健康の関係を栄養面などから説明する

テキストを作製した。ロシア語版、中国語版、英語版、日本語版を作製し、各セミナー

で使用した。 
④ DVD「粋な魚をお届けします！日本の養殖業」「至極のトラフグ-安心！安全！国産養殖

-」・・・・・・・日本語版、ロシア語版、中国語版、英語版を一枚の DVD に集約した

物を作製し、各セミナーで使用した。 
⑤ セミナー使用品・・・・ポスター、大漁旗、暖簾等を作製し、消費者セミナー用で使用

した。 
⑥ SASHIMI GRADE タグ・・・・・ラウンドで輸出する養殖魚に取り付ける SASHIMI  

GRADE ロゴマーク入りのタグを作製した。 
⑦ SASHIMI GRADE ロゴマーク入りシール・・・・発泡ケース用(80×80mm）、フィレ

ーパック用（40×40mm）、トレー用（20×20mm）の 3 種類を作製した。 
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①料理レシピ

①料理レシピ・・・・・英語版（上）、中国語版表紙（左）


