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かつお節製品の輸出の現状及び規制について

食料産業局 輸出先国規制対策課

資料
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1.かつお節の生産・輸出をめぐる情勢

2.かつお節製品の輸出に係る規制

3.農林水産省のかつお節製品の輸出に係る支援策



かつお節・かつお削り節の国内生産量

2

食料産業局

・平成30年（2018年）のかつお節の国内生産量は２万９千トン。近年、3万トン弱で推移。
・平成30年（2018年）のかつお削り節の国内生産量は１万５千トン。平成26年（2014年）の

２万１千トンから減少傾向。
・かつお節は主に鹿児島県と静岡県、かつお削り節は愛媛県と静岡県で多く生産されている。



かつお節等調整品の輸出量・輸出先国及びかつお節の輸入量・国別輸入量
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・令和元年（2019年）のかつお節を含む調製品の輸出量は143トン。近年は80トンから
300トンの間で推移。米国、ブラジル、韓国、香港等に輸出されている。

・令和元年（2019年）のかつお節の輸入量は3,867トン。
・令和元年（2019年）の我が国のかつお節の国別輸入量を見ると、アジア各国、大洋州の国等から

輸入されており、インドネシア、フィリピンの２カ国で全体の8割以上を占めている。

食料産業局

輸出先国 トン 輸出先国 千円
1 米国 46.01 米国 91,053
2 ブラジル 27.00 韓国 43,128
3 韓国 25.28 ブラジル 42,191
4 香港 19.25 香港 31,854
5 マレーシア 4.65 台湾 10,089
6 タイ 4.07 マレーシア 8,626
7 オーストラリア 4.05 オーストラリア 7,638
8 台湾 3.43 シンガポール 5,979
9 シンガポール 2.45 カナダ 5,855

10 ベトナム 1.84 タイ 5,766
11 フィリピン 1.67 ベトナム 4,201
12 カナダ 1.48 フィリピン 3,656
13 中国 0.99 中国 2,288
14 フランス 0.51 フランス 1,887
15 ロシア 0.16 マカオ 531
16 マカオ 0.09 ロシア 411
17 ニュージーランド 0.08 南アフリカ共和国 223
18 南アフリカ共和国 0.08 ニュージーランド 211

合計 143.07 合計 265,587

輸出額輸出量
順位

資料：財務省「貿易統計」

国名 トン 国名 千円
1 インドネシア 1899.81 インドネシア 1,490,777
2 フィリピン 1242.80 フィリピン 891,886
3 中国 251.45 モルディブ 251,850
4 ベトナム 225.05 ベトナム 201,960
5 モルディブ 207.43 中国 171,510
6 ミクロネシア 27.23 ミクロネシア 17,629
7 韓国 8.06 タイ 2,500
8 タイ 2.92 スペイン 2,285
9 スペイン 2.48 韓国 1,625

10 スリランカ 0.17 スリランカ 222
合計 3867.40 合計 3,032,244

輸入量 輸入額
順位

資料：財務省「貿易統計」

かつお節等調製品の国別輸出量・額
（平成31年・令和元年）

かつお節の国別輸入量・額
（平成31年・令和元年）



【ロシア】
約2,600店
（約2,400店から微増）

（出所）外務省調べにより、農林水産省において推計。
令和元年（2019年）時点156,308店、（）内は平成29年（2017年）時点

【欧州】
約12,200店
（約12,200店から横ばい）

【アフリカ】
約500店
（約350店から5割増）

【北米】
約29,400店
（約25,300店から2割増）

【アジア】
約101,000店
（約69,300店から5割増）

【中東】
約1,000店
（約1,000店から横ばい）

【オセアニア】
約3,400店
（約2,400店から4割増）

【中南米】
約6,100店
（約4,600店から3割増）

海外における日本食レストラン数
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食料産業局

・令和元年（2019年）の海外における日本食レストランは、平成29年（2017年）の11万8千店から３割増の15万6千
店。

・海外において、かつお節製品（かつお節、かつお節エキスを含むめんつゆ等）は主に日本食に使用され、本格的な和
食料理人から枯節をはじめ高品質のかつお節を求める声がある。このほか、フランス料理などで現地の料理人が出
汁をとってブイヨン等として使用する例が出てきており、潜在的需要が高まっていると考えられる。

【2万4千店(2006年)→5万5千店(2013年)→8万9千店(2015年)→11万8千店(2017年)→15万6千店(2019年)】
（7年間で2.3倍） （2年間で1.6倍） （2年間で1.3倍） （2年間で1.3倍）



水産物・水産加工品の輸出にあたり対応すべき規制
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国・地域
原発事故に係る規制関係 衛生関係

その他
規制内容 証明書 加工・保管施設等における

対応
衛生
証明書

EU

・福島県：政府による放射性物質検査
証明（一部の水産物を除く）

・その他都道府県：政府による産地証
明書（一部の水産物を除く）

※一部の水産物：ブリ・ヒラマサ、カ
ンパチ、マダイ、シマアジ、クロマグ
ロ、マサバ、甲殻類、軟体動物、海藻、
活魚

要
・放射性物質検

査証明または
産地証明

要
・HACCPに基づく衛生管理
・EU HACCP施設認定

要
・食品衛生及び動物衛生

・漁獲証明書又は加工証明書が必要。
（水産庁）
※養殖水産物等一部の品目は除く。

・加工施設に至る段階（漁船、養殖
場、市場等）の認定も必要

・かつお節の場合、多環芳香族炭化
水素類（PAH）の基準値の遵守が
必要

※2021年４月21日以降、全ての混
合食品について、その食品の動物
性原材料が認定施設由来であるこ
とを証明する必要

米国
・我が国において出荷制限対象となっ

ている一部の品目：輸入停止 － 要
・HACCPに基づく衛生管理
・施設認定

－ ・エビ製品の場合には、証明書が
必要（水産庁）

中国
（活を除く）

・10都県（宮城、福島、茨城、栃木、
群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長
野）：輸入停止

・その他道府県：政府による放射性物
質検査証明書及び産地証明書

要
・放射性物質検

査証明及び産
地証明

要
・施設認定

要
・食品衛生

・サケ類の場合には、漁獲証明書
が必（水産庁）

・かつお節の場合、PAHの基準値
の遵守が必要

韓国

・８県（青森、宮城、岩手、福島、茨
城、栃木、群馬、千葉）：輸入停止

・８都道県（北海道、東京、神奈川、
愛知、三重、愛媛、熊本、鹿児
島）：政府による放射性物質検査証
明書

・その他府県：産地証明書

要
・放射性物質検

査証明または
産地証明

要
・施設認定

※冷凍魚類の頭部及び
内臓のみ

要
・動物衛生（活の二枚貝・

マダイ・ブリその他韓国
の指定する水産動物、冷
蔵冷凍のエビ類・アワビ
類）

・食品衛生（冷凍魚類の頭
部及び内臓）

・かつお節の場合、PAHの基準値
の遵守が必要

・ＥＵは、かつお節を含む水産製品の輸出について、製造施設だけでなく、養殖場や産地市場等におけ
るフードチェーンを通した衛生管理や食品の基準値など他国に比べ厳しい規制を課している。

※その他のアジア各国については、かつお節の輸出に際して、フードチェーン全体での管理やBaPの基準値遵守等の厳しい規制はない。



かつお節・かつお削り節のＥＵ及び米国向け認定施設
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・ＥＵ向け輸出かつお節及びかつお削り節の製造施設については、日本国内で２施設が認定を受けている。
・米国向け輸出かつお節及びかつお削り節の製造施設については、日本国内で34施設が認定を受けている。

（参考）
日本国外にあるＥＵ認定を受けた日系企業の
かつお節製造施設のうち、農林水産省が把握
しているもの

ＥＵ向け認定施設 米国向け認定施設
国が認定した施設

株式会社新丸正 鰹節工場

（株）マルテ小林商店

マルトモ株式会社 本社工場、第二工場

ヤマキ（株）本社工場

近藤水産株式会社 岩戸工場

登録認定機関が認定した施設（2020.3.31時点）
はごろもフーズ株式会社 熱田プラント 株式会社フタバ 本社工場

秋元水産株式会社 株式会社丸鉦

株式会社柳屋本店 第一加工場 福島鰹株式会社 京都南丹工場

株式会社和田久 本社工場 株式会社松本商店 削りぶし製造工場

丸勝かつおぶし株式会社 東松山工場 株式会社マルモ 鹿児島工場、枕崎工場

うつぼや池田食品株式会社 本社工場 株式会社カネゼン 枕崎工場、第二工場

京都鰹節株式会社 東舘プラントステーション 株式会社西村浅盛商店

ちきり清水商店株式会社 工場 丸啓鰹節株式会社 本社工場

株式会社千葉カネイ食品 株式会社丸俊 枕崎工場、鹿児島工場

中山水産株式会社 アンマーフーズ株式会社

株式会社エイシンフーズ うね乃株式会社

小林食品株式会社 田尻工場 株式会社マルヨシ 第二工場

大洋かつを株式会社

自治体名 施設名 認定日

静岡県 株式会社新丸正 鰹節工場（匠） 2017.2.8

静岡県 株式会社マルヨシ第二工場 2019.10.29

国名 施設名

スペイン （株）和田久

フランス （株）枕崎フランス鰹節



かつお節輸出の際に課題となる、多環芳香族炭化水素類（PAH）
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食料産業局

資料 ： 食品安全委員会「食品に含まれる多環芳香族炭化水素のファクトシート」、鰹節安全委員会「かつおぶし・削りぶしの製造における多環芳香族炭化水素類(PAH）の低減ガイドライン」、農林水産省「食品安全に関するリスクプロファ
イルシート（化学物質）」を基に農林水産省作成

PAH
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

・炭素と水素原子からなる２つ以上の六角形の芳香環（ベンゼン環）が結合した化合物の総称。
・食品中に含まれるPAHは、ベンゾ［a］ピレン（BaP）ほか30種類程度。

人への影響 ・IARC※１は、PAHの多くに発がん性があること等を報告している。
・JECFA※2がBaPを指標として検討を行い、推定摂取量等をもとに、

食品に含まれるPAHによる人の健康への懸念は低いという結論を出している。
※１ 国際がん研究機関 ※２ 国際連合食糧農業機関( FAO)／世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議

かつお節の製造におけるPAHの生成要因 ・かつお節に含まれるPAHのほとんどは、魚介類の焙乾工程で薪を燃焼する際に発生する燻煙に由来する。

海外におけるPAHの基準値※３

・かつお節には、製造時の焙乾工程において、燻煙に由来するPAHが付着する。
・国際機関は、食品から摂取するPAHによる健康への懸念は小さいと評価している。日本も食品からの摂取量を考慮すると、

健康への懸念は小さいと考えられることから、食品中のPAHについて規制していない。米国も基準値を設定していない。
・一方、PAHの多くには遺伝毒性及び発がん性があることから、ＥＵ等の一部の国では燻製食品等に基準値を設定している。

ベンゾ［a］ピレン
（BaP）

身おろし 表面削り カビつけ焙乾 日乾かつお 煮熟

荒節 枯節

皮剥ぎ
骨抜き

※３ 上記のほか、食用油、穀類加工品、乳幼児用調整乳等に基準値が設定されている。
※４ PAH４とは、PAHのうち４種類（ベンゾ［a］ピレン、ベンゾ［a］アントラセン、ベンゾ［b］フルオランテン、クリセン）を合わせていう。



かつお節・かつお削り節製造事業者によるPAH低減の取組
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食料産業局

【ふし製造時のPAH低減対策の例】
荒節製造工程
における管理

・過剰な焙乾とならないよう、節の状態に応じて総焙乾時間や焙乾回数を適切に管理する。
→ 焙乾方法の違いに関わらず、焙乾時間を短くするとBaP濃度は有意に低減。

ただし、焙乾はかつおぶしの品質に大きな影響を与える重要な工程であり、各事業者で適切に
管理する必要。

枯節製造工程
における管理

・荒節表面に付着したタール層のPAHを除去するため、裸節の製造時に荒節の表面を丁寧に削り取る。
→ 荒節表面を10%程度除去すると、BaP濃度は、20～60％に低減。

【削りぶし製造時のPAH低減対策の例】

削りぶし製造
工程の管理

・削り工程前にふしの洗浄、ブラッシング等を行う。
→ 削り前にブラシ研磨を5～10分行うことでBaP濃度は有意に低減。

・ブラッシング工程で生じた、ふし表面の削り粉を含む副産物は適切に管理する。
→ 高濃度のPAHが含まれているため、直接消費用の削りぶしや加工原料として販売しない。

資料：鰹節安全委員会「かつおぶし・削りぶしの製造における多環芳香族炭化水素類(PAH）の低減ガイドライン」を基に農林水産省作成

・かつお節やかつお削り節の安全性をより向上させるため、製造事業者の自主的な取組として、
（一社）日本鰹節協会と（一社）全国削節工業協会が連携して、農林水産省監修の下、
「かつおぶし・削りぶしの製造における多環芳香族炭化水素類（PAH）の低減ガイドライン」を発行し
た（2013年３月 第１版発行）。

・各業界団体は事業者に対し、取扱い品目や製造設備等に応じて、低減対策の効果を検証しつつ、
導入できる低減対策を選択し、PAHの低減に取り組むよう求めている。



国内かつお削り節の買上調査（かつお削り節中のPAH含有実態調査）
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食料産業局

・農林水産省は平成28年度（2016年度）に国内で製造・販売されたかつお削り節中のPAHの含有実態調
査（買上調査※）を実施。

・平成28年度（2016年度）調査において、かつお削り節に含まれるBaPの平均値は24 µg/kgであった。

資料：農林水産省「有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成27～28年度）」

※小売店又はインターネット販売サイ
トにおいて販売されていた食品を、
生産量及び消費量を考慮して、製品
が重複しないように購入し、試験室
試料とした。



ＥＵとの協議
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ＥＵにおけるPAH基準値

30 µg/kg
5 µg/kg 

PAH4
BaP

12 µg/kg
2 µg/kg 

PAH4
BaP

30 µg/kg
5 µg/kg 

PAH4
BaP

2014年8月31日まで 2014年9月1日以降

かつお節（2015年7月31日に追加）や
ＥＵの伝統的燻製魚類製品
（エストニアのSprotidなど）

・燻製魚類製品・燻製魚類製品

・特例措置を講じる燻製魚類製品

食料産業局

・日本はＥＵに対し、かつお節を含む燻製魚類製品に設定されているPAHの基準値の緩和を要求した。
・協議の結果、かつお節に対して特例措置が認められ、PAH4※ 30 µg/kg、BaP 5 µg/kgとなった。

※PAH４とは、PAHのうち４種類（ベンゾ［a］ピレン、ベンゾ［a］アントラセン、ベンゾ［b］フルオランテン、クリセン）を合わせていう。

ＥＵとの協議の概要

2014年３月 農水省からＥＵに対し、燻製魚類製品の基準値を適用せず、出汁抽出用の食品としてかつお節をＥＵへ輸出できない
か提案。

2014年９月 燻製魚類製品に対し、新たな基準値が適用され、EUにおける伝統的な燻製魚類製品には特例措置が講じられる。

2015年３月 かつお節についても伝統的な燻製魚と同様、特例措置を講じることが決定。（2015年７月より適用）

2015年５月 ミラノ万博では、ＥＵのPAH基準値等の条件を満たしたかつお節のみが出展を認められる。

2019年７月 農水省からＥＵに対し、直接食さない形であれば、燻製魚類製品の基準値を適用せずに輸出できないか提案するも、
受け入れられず。



ＥＵ向け混合食品に係る規制
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食料産業局

分類 品目（例）
製造施設のEU認定の要否

輸出する混合食品に
添付する書類最終製品 動物性原材料

混合食品

カテゴリーA
・温度管理が必要

納豆（タレ付き）
だし入り味噌（冷蔵）
和菓子（冷凍）

不要 必要

公的機関が
発行する証明書カテゴリーB

・温度管理が不要
・肉製品（肉エキスを
含む）を含む

ラーメンスープ

カテゴリーC
・温度管理不要
・肉製品（肉エキスを
含む）を含まない

だしの素（顆粒）
めんつゆ
だし入り味噌

輸入者が作成する
書類（自己宣誓書）

（参考）畜水産加工品 ソーセージ、かまぼこ 必要 公的機関が
発行する証明書

・ＥＵは、動物性原材料及び植物性原材料の両方を含む食品を「混合食品」として独自に規制（ソーセ
ージやかまぼこ等の畜水産加工品は混合食品には含まれない）。

・2021年４月21日から新たな混合食品規制が施行される予定であり、全ての混合食品において、動物
性原材料がEU認定施設由来であることを証明する書類が求められる。



ＥＵ向け混合食品規制への対応
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食料産業局

• 本規制により、動物性原材料の配合割合が小さいだしの素やみそ等のかつお節を含む混合食品につい
ても、①EU認定施設由来の動物性原材料への切替え、②製品の仕様変更などの対応が必要。

• 農林水産省は、対象となる食品事業者が多岐に渡ることから、規制の内容を広く周知するとともに、
公的証明書の発行体制を整備。

• また、引き続き、EU認定取得に向けた施設整備や専門家によるコンサルティングを支援。

規制の内容に関する情報提供

公的証明書の発行体制の整備

EU認定の取得に向けた支援

• 対象となる事業者が調味料類、菓子類など多岐に渡ることから、各品目の業界団体や輸出拡大協議会、JETRO、
GFP等を通じ、規制の内容について情報提供

• 食品事業者等からの問い合わせが多い質問について、FAQを作成し、ウェブサイトに掲載（随時更新）

• SPS通報中の様式をもとに輸出促進法に基づく取扱要綱を策定し、公的証明書の発行体制を整備

• 動物性原材料を供給する国内事業者のEU認定取得を進めるため、以下について支援
①施設整備（詳細は近日中に農水省ウェブサイトに掲載）
②HACCPによる衛生管理に関する講習会や専門家による現地指導（（一社）大日本水産会ウェブサイトを参照）

（参考）規制の施行までのスケジュール（現時点でEU当局から得られた情報を整理）
2020年７月 公的証明書、自己宣誓書様式についてSPS通報（G/SPS/N/EU/401）
2020年12月 公的証明書、自己宣誓書様式の決定
2021年４月21日 新規則施行
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ＥＵのPAH基準値に適合するかつお節の開発に活用可能な支援 食料産業局

資料：株式会社JTB「輸出等新規需要獲得事業 説明会資料」



表彰者・審査員

優勝者の調理風景

食材展示

第7回和食ワールドチャレンジスペイン予選大会での鰹節展示

14

食料産業局

・和食ワールドチャレンジは、日本食・食文化を普及させる人材の育成と、人材の活躍を通じた日本食
の魅力発信機会の海外での構築を目的として、世界各国のレストランで日本料理の経験がある外国人
料理人が、日本料理の技術を競うコンテスト。

・スペイン予選大会は、世界三大食の大学の一つであるバスク・クリナリー・センターで実施。
・フランス産（枕崎）・スペイン産（和田久）鰹節をはじめとする日本産食材を学校内に展示。

コンテストの審査の様子

コンテストの調理の様子 日本料理セミナー 調理デモ
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