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水産物の輸出戦略の検証シート①  輸出額実績の検証  

2013年実績と輸出額の推移(億円) 実績の詳細 

重点国・ 
地域 

【新興市場】 EU、ロシア、東南アジア、 アフリカ 

【安定市場】  東アジア、米国 

現状 
（2012年） １,７００億円 輸出額目標 

（2020年） ３,５００億円 中間目標 
（20１6年） ２,６００億円 

【輸出全体】 
・ 2012年の輸出額をベースに中間目標を達成するには、年平均
11.2％の増加が必要。 

 

・ 2013年の輸出額は、2012年の1,700億円から2,216億円へと前年
比30.4％の大幅な伸びとなり、中間目標達成のための年平均増加
率（11.2％）を上回った。 

 

・ この大幅増は、①国際市況が活況（高価格）だったこと、②ホタテ
の生産増や天然魚（さけ・ます、いわし等）の豊漁により、輸出余力
があったことが主な要因であり、このペースでの継続的な増加を見
込むことは困難。 

 

・ 2014年1～3月の輸出額は489億円で、対前年同期比8.3%の伸
び。豊漁によってさけ・ますは106.8%増となった反面、国際価格の低
迷や不漁によってかつお・まぐろ類は37.5%減、いわしは83.1%減。 

 

【国別・品目別】 
・ 2013年の輸出を品目別に見ると、ホタテ（210億円増）、真珠（22億
円増）、かつお・まぐろ類（37億円増）、さば（27億円増）、ぶり（10億
円増）、さけ・ます（22億円増）等が増加。 

 

・ 国別では、輸出額上位６か国までで輸出額の80％を占める構造
が続いている。６カ国とも、対前年20％以上増の大幅な増加。 

2011年 2012年 2013年 2016年 2020年 

その他 
台湾 
ベトナム 
タイ 
中華人民共和国 
アメリカ合衆国 
香港 

1,741 1,700 

2,216 

中間目標 
2,600 

目標 
3,500 
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水産物の輸出戦略の検証シート②-分析  輸出環境整備について  

戦略上の対応方向 
(Ｐlan) 

実績（具体例：いつ、誰が、どこで、何を･･･） 
（Ｄo ) 

分析 
（Ｃheck） 

対応方向 
（Ａct） 

輸出相手国への働き
かけ(原発事故に伴う
輸入規制の緩和・撤
廃に向けて、科学的
根拠に立った対応を 
要請する等） 
 

 【ベトナム】平成25年9月に輸入規制を撤
廃 

 

 【豪州】平成26年1月に輸入規制を撤廃 
 

 【ＥＵ】平成26年4月から検査証明書の対
象都県が縮小。また、通関時のモニタリン
グ検査が緩和されたほか、検査結果を待
たずに速やかに通関許可。 
 

 中国、ロシア等他の重点国にも働きかけ
を行ったが規制の緩和・撤廃には至ってい
ない。 

 徐々に放射性物質に係る規制は緩和・撤
廃されているものの、従来の水産物の輸
出上位国であった韓国は平成25年9月か
ら輸入規制を逆に強化。 

 

 これまで韓国に多く輸出されていた生鮮冷
蔵スケソウダラ、活タイの輸出が減少（平
成25年9～3月期の対前年同期比約13億
円の減少）。 

 引き続き、韓国等の重点
国を中心に輸入規制の
緩和・撤廃に向けた働き
かけを実施。 

品質管理体制の確立
（対米・対EU向け
HACCP取得の促進
等） 
 

 平成24年度及び25年度補正予算の補助
事業により、HACCP認定のための施設改
修等を支援。同支援等により、平成26年度
は20件程度の認定申請が見込まれる。 

 

 対EU・HACCP水産加工施設の認定加速
化のため、厚生労働省（保健所等）に加え
て水産庁も認定主体となるよう、所要の体
制整備を進めることを発表。 

 水産物の輸出拡大を図る上で、EU等の新
興市場の開拓は不可欠であり、EU・
HACCP認定の加速化が必要。 

 

 今後EU・HACCPの申請件数の増加が見
込まれるが、これまでの認定件数は年間
数件程度にとどまっており、認定体制（現
状は厚生労働省のみ）が十分とは言えな
い状況。 

 認定申請が集中する平
成26年度下半期から水
産庁でEU・HACCPの認
定ができるよう、所要の
体制整備を急ぎ進める。 
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水産物の輸出戦略の検証シート②-分析  輸出環境整備について  

戦略上の対応方向 
(Ｐlan) 

実績（具体例：いつ、誰が、どこで、何を･･･） 
（Ｄo ) 

分析 
（Ｃheck） 

対応方向 
（Ａct） 

迅速な衛生証明書発
給体制の構築 
 

 中国向けの衛生証明書の発行機関につ
いて、これまでは４つの民間検査機関の
みであったが、平成26年１月から地方自
治体もしくは地方厚生局で発行可能と
なった。 

 中国向けの衛生証明書については、発行
機関数の増加及び公的機関での発行と
なったことにより、利便性が向上するとと
もにコスト削減が可能になり、今後中国向
け輸出に取り組む事業者の増加等が期
待される。 

 引き続き、他の重要国
（EU、ベトナム、ロシア
等）向けの衛生証明書
について、発行機関の
拡充など手続きの迅速
化に取り組む。 

品質保持（冷凍・解
凍・一次加工）技術
の向上 

 生産、流通段階における品質保持技術の
向上に関する取組を各種施策で支援（もう
かる漁業創設支援事業によるハイブリッド
凍結方式による漁獲物の高付加価値化
の取組等）。 

 国内での品質保持を向上させ高品質化を
図ることが輸出拡大に結びつくことを想定
していたが、現状では輸出に関して大きな
成果は出ていない状況。 

 引き続き、生産・流通段
階における品質保持技
術の向上の取組を継続。 
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水産物の輸出戦略の検証シート②-分析  商流の確立・拡大について  

戦略上の対応方向 
（Ｐlan） 

実績（具体例：いつ、誰が、どこで、何を･･･） 
（Ｄo） 

分析 
（Ｃheck） 

対応方向 
（Ａct） 

養殖生産物をはじめ
とする日本の魚のブ
ランディング 
 

 平成26年2月、水産庁が国産水産物の輸
出促進のためのキャッチコピー「Excellent 
Seafood JAPAN」及びロゴマークを策定。 

 

 農林水産省の補助事業を活用し、(社)全
国海水養魚協会が日本産養殖魚のブラ
ンディングを目的とした認証制度
（SASHIMI GRADE）とロゴマークの策定、
海外での料理人等を対象としたセミナー
を実施。 

 ロゴマークの利用申請数は少数にとど
まっており、効果的に活用されていない。 

 

 海外（特にアジア圏）では「北海道ブラン
ド」は「日本産」よりも認知度が高い状況。 

 

 キャッチコピーやロゴマークだけでは不十
分であり、産地間連携等を通じた通年供
給体制の実現、新興市場の販路開拓等
を進めることにより、ジャパンブランド形成
を図っていく必要。 

 引き続きジャパンブラン
ド確立のための取組を
支援。 

 

 関係団体が一体となっ
てジャパンブランドの確
立に取り組む体制を整
備。 

 

 重点国等における水産
物の生産量・輸入量・輸
出量、仕向け用途、物
流実態等を調査。 

生鮮・加工品の組合
せ販売・産地間連携
の促進による安定供
給 
 

 農林水産省の補助事業やJETROの支援
を活用し、トラフグ輸出（下関）やホタテ輸
出（北海道・青森）の産地間連携の検討が
行われた。 

 一部地域で検討が始まった段階であり、
順調に広がっているとは言えない。 

 

 単一魚種での通年供給は困難。産地間
連携等により、季節に応じて様々な魚種
を組み合わせて通年供給することが重要
（日本産魚の認知度向上にも寄与）。 

 

 産地自身が連携する他産地を探して調整
することは容易ではないために、産地間
連携の機運が高まっておらず、産地間の
調整役が必要。 

 引き続き産地間連携の
ための取組を支援。 

 

 関係団体が一体となっ
て産地間連携に取り組
む体制を整備。 
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水産物の輸出戦略の検証シート②-分析  商流の確立・拡大について  

戦略上の対応方向 
（Ｐlan） 

実績（具体例：いつ、誰が、どこで、何を･･･） 
（Ｄo） 

分析 
（Ｃheck） 

対応方向 
（Ａct） 

・現地ネットワークや
ノウハウの蓄積を活
かした継続的なサ
ポート 
・重点国・地域への
進出に必要な情報の
提供や売込手法の
提案 
(JETROとの連携強化) 

 ビジネスサポートをJETROに集約したこと
により、水産物の３大見本市（ブリュッセル、
ボストン、大連）に日本からも水産事業者
が参加。 

 

 さらに、平成26年2月、大日本水産会と
JETROが、事業者の海外展開支援に関し
て連携する覚書を締結。両機関が協力し
て輸出事業者を支援する体制を構築。 

 水産業全般や対米HACCP等に知見を有
する大日本水産会と、貿易実務に詳しい
JETROが連携することにより、きめ細かい
サポートが可能となった。 

 

 （一社）大日本水産会とJETROの連携に
よる事業者支援は始まったばかりであり、
今後輸出事業者の増加等の効果が期待
される。 

 この仕組みを継続し、事
業者の海外展開を支援。 
 

生産者・流通・小売
業者等が連携した水
産物輸出のビジネス
モデルの構築 

（輸出環境整備、商流の確立・拡大のための
各取組を講じることにより実現するもの） 

 ビジネスモデルとなる成功事例を作り上
げることで、波及効果が期待される。 

 品質管理体制の確立、
産地間連携の支援、
JETROを通じたサポート
等を継続的に実施。 

５ 
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調査事項（水産部会）  

調査項目 目的・背景 調査のポイント 主な関連過去調査 

諸外国における 
水産物の生産量、
輸入量、輸出量、用

途等の調査 

• 水産物の重点国等（東アジア、東南
アジア、米国、ＥＵ、ロシア、アフリカ、
ブラジル、中東）における水産物の
生産量、輸入量、輸出量等を整理
し、日本からの輸出可能性がある
国・品目を検討する 

• その際、併せて経済発展や食文化
の変化による用途の変化を把握す
ることが重要 

• 以下の事項について、初期調査として
統計情報・公知情報などの整理を行うと
ともに、部会での検討を経て現地調査を
伴う詳細調査対象国を絞り込み、詳細
な調査を行う 

 直近数年間の、各国における水産物
の生産量・輸入量・輸出量・消費量を
整理 

 水産物の消費用途、水産物と肉類の
消費量の比較など現地食文化の動
向を整理 

• 日本からの輸出可能性に関する示唆抽
出・今後の定期的な調査のあり方を検
討 

• 国別戦略的マーケティング事業（中国、
東アジア、東南アジア、EU、インドネシ
ア）（農水：2012年3月） 

 国別の水産物の生産量、輸入量、
輸出量を調査済 

• 日本食品消費動向調査（JETRO：2013
年3月） 

 日本産食品輸入の現状、消費者の
食文化や食全般のトレンド、小売、
外食産業の現状といった基礎情報
の整理 

水産物におけるコー
ルドチェーンの調査 

• 潜在的な輸出可能性だけでなく、実
際に輸出ができるかどうかを検討
するため、該国の物流過程に冷蔵
庫があるのか、冷凍品だけなのか・
チルド物流が可能なのか等、コー
ルドチェーンの実態を把握する。 

• 鮮度を保った輸出のためには、税
関での手続きに要する日数を把握
することも必要。 

• 上記初期調査と部会での検討を通じて
調査対象国を絞り込み、水産物に特化
したコールドチェーン、物流の現地調査
を行う 

• 2013年度主要国・地域におけるコールド
チェーン調査（JETRO：2014年3月） 

 国別のコールドチェーンの実態調査 

 

第１回水産部会での討議を踏まえ、以下の方針で調査を実施する。 

６ 
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