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第１章 調査の概要 

 本報告書は農林水産省「平成 24 年度食料供給基地復興のためのイノベーション誘発型産

業連鎖モデル策定推進事業」に対する調査研究報告である。東北大震災で大きな被害を受

けた宮城県石巻地域の漁業は、まだまだ復旧復興を果たしたとはいえない。むしろ復興の

将来像は描けているというわけではなく、宮城県知事が提案した、「漁業権」の民間企業へ

の開放一つとっても決着がついていない。 こうした状況のもとで石巻漁業の復興ビジョ

ンを描くことは容易ではないが、漁業権以外にも漁業復興により重要な論点が残されてい

ると思われる。 

 いわゆる６次産業化といわれる経営の多角化の側面に関するものである。魚の漁獲や水

産資源の管理という側面よりも、魚の価値を高めるという視点ある。本報告書はこの観点

に絞って調査研究を進めた。震災前から漁師は後継者不足に悩んできたが、これは漁師の

低い所得や地域産業としての漁業の問題が根底にある。漁師など水産資源の生産者から消

費市場までを再編成して、生産者の所得を高め水産業を活性化することが不可欠である。 

 しかし、魚をめぐる環境は大きく変化してきた。技術のイノベーションはいうまでもな

く、魚の市場、そして消費者の食生活も大きく変化した。寿司に象徴されるように、魚の

商品価値は世界的に急激に上昇した。食卓にのぼる魚の国内自給率は 60％を割っており、

40％以上が輸入されていることになる。これは水産業を石巻のローカルな文脈のみで考え

るのではなく、国際競争の中での石巻の漁業は成立しないことを意味する。ノルウェーの

サーモンのように、養殖が重要な役割を果たしているが、さらに世界中で陸上養殖も立ち

上がってきた。我が国の漁業が競争できなければ、将来輸入品が増加していくことになる。

魚の輸出入バランスが悪い中において、将来、輸出産業として競争力を持つことが石巻の

漁業にとっても重要なのである。 

 国内では魚の価格は低下してきたといわれているが、消費者による魚の消費は減少して

いる。輸入される魚に対して競争力を失っていることや大規模店の影響があるかもしれな

い。魚離れが進んでいるというよりも、食生活やライフスタイルに合った消費を提案でき

ていないことにも原因があるかもしれない。実際、本報告書で見るように、６次産業化の

成功事例は存在する。石巻において漁業の６次産業化を進めるためには、石巻の生産者が

漁業の付加価値をコントロールしなくてはならない。単に魚を生産・販売するというので

はなく、魚のサプライチェーンに創造的な貢献があるということが必要である。いうまで

もなく、漁師が都会の居酒屋に直接魚を販売することでもあるが、魚のサプライチェーン
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における付加価値に対して、石巻の漁業関係者が例えば鮮度や調理によって価値を付加す

ることが重要なのである。 

 いずれにせよ、経営や技術のイノベーションが不可欠である。例えば、冷蔵・冷凍技術

の進歩は魚の市場に決定的な影響を与えてきた。石巻の漁業が６次産業化するためには、

さまざまな側面でイノベーションが必要になるだろう。これは生産性を高めることにもつ

ながる。ノルウェーでは養殖に研究開発が重要な役割を果たしているが、漁業の知識産業

化を世界各国では競っている。 

 イノベーションにはその担い手が必要である。研究開発や技術者ばかりでなく。サプラ

イチェーンにおいて、さまざまなアイディアを生み出し実施する人材が求められる。そう

した人材が石巻の漁業で活動できる環境を用意することも必要であるが、人材を育成する

ことも重要である。 

 漁業と連携し支援する関連産業の育成や大学・研究機関も必要である。石巻漁業は水産

加工業を生んできたが、現在では関係が希薄になっている。そうした関係を深化させると

ともに、大学や研究所の知見も付加価値の創出には必要なのである。 
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第２章 日本の漁業 

 

 周囲を海に囲まれた島国日本は、かつて世界 大の漁業国であった。黒潮と親潮が交わ

る世界三大漁場の一つが三陸沖にあることもあって、当然のように考えられてきた。しか

し、現在ではその水産業は多くの問題を抱え、衰退の一途にあると言っても過言ではない。

漁船の高船齢化や漁業者の高齢化が進行し、漁業者の収入は平均年収よりかなり少なく、

産業としての魅力が低下してきている。 

一方、水産業には従来から不足していた消費者サイドへの多様な配慮がより一層求めら

れている。また、食用魚介類の自給率は 10 年ほど前の 53％を底に近年回復したとはいえ、

平成 22 年度は６０％に達しない。水産物はいろいろな国から輸入され、ほとんどが市場外

流通で消費されている。このような状況の中、漁業の６次産業化が求められている。 

第２章では、まず日本の水産業の現状、つまり生産（漁業）から流通、消費にわたる水

産業のメカニズムを把握し、その構造と特徴を明らかにする。 

 

１. 魚生産の構造 

 日本の漁場は、国土面積 36 万平方キロメートルの約 12 倍という日本の排他的経済水域

（EEZ：200 海里漁業専管水域）であり、これは世界第６位という広大な面積である。また、

世界でも生物の多様性が極めて高い海域とされ、日本の豊富な魚種がそれを物語っている。 

 日本の漁業は多種多様で、沿岸から沖合、遠洋まで、対象魚種や漁業種類がそれぞれ異

なる漁業が行われている。中心となる漁業法は、漁業者等を主体とした調整機構により水

面の利用を図り、さらに漁業生産力を発展させることを目指している。具体的には、水産

資源管理は、都道府県の漁業権免許、国、都道府県による漁業許可、漁獲可能量制度、漁

業者の自主的資源管理から成り立っている。   
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図 2－1 水産資源管理と漁業権免許・漁業許可 

 

分類すると「図 2－1」のように、まず漁船を利用しない漁業である沿岸漁業（漁船規模

10 トン未満）、養殖業に対して適用される漁業権免許によるものと、漁船を利用する漁業で

ある遠洋漁業、沖合漁業に対して適用される漁業許可によるものとの２つになる。つまり、

漁業権免許は漁船を利用しないで特定の水面で漁業を営む権利であり、漁業許可は漁船を

利用し広域を対象に漁業を営む権利である。 

さらに、漁業権漁業は定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権に分かれている。定置漁業

権は定置網漁業を営む権利であり、区画漁業権は特定区画漁業権と一般区画漁業権に分け

られるが、養殖業を営む権利であり、共同漁業権は小型定置漁業など一定の水面を共同し

て利用して小規模漁業を営む権利である。この免許には漁場の区域、対象魚種、漁法等が

特定されている。 

漁業権には経営者に直接与えられるものと漁協に与えられるものがある。個人や法人な

ど経営者に直接与えられるものは定置漁業権、一般区画漁業権で経営者管理漁業権であり、

漁協に与えられるものは特定区画漁業権、共同漁業権で組合管理漁業権である。 

 経営者管理漁業権は漁業法で定められた漁業調整委員会が漁業者の適格性を審査する。

また、同法で適格性審査の優先順位が設けられており、漁業者・漁協等が第一順位である。

組合管理漁業権は漁協が規則により、組合員の資格を審査する。 

 許可漁業は、回遊性の魚種を漁獲し、一隻当たりの漁獲量が多い遠洋漁業や沖合漁業に

ついては、広域調整や資源管理の影響から、農林水産大臣許可（指定漁業 13、特定大臣許

可漁業 5）、都道府県知事許可（法定知事許可漁業 4、知事許可漁業（漁業調整規則））とな

る。ここでは、漁船の隻数、総トン数などの投入量規制、操業期間・区域、漁法などの技

術規制がある。また、漁獲量、経済的価値、科学的知見などの観点からマアジ、サバ類、

スケトウダラなど７魚種８種類について漁獲可能量を決めている。科学的根拠に基づき生

物学的許容漁獲量 ABC を算定し、さらに行政的に総漁獲可能量 TAC を設定し、漁業種類や

都道府県ごとに配分される。また、漁獲管理としては、日本ではオリンピック方式５を採用

している。 

 

図 ２－2 海面漁業と漁業免許・漁業許可 
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日本の漁業種類は遠洋漁業、沖合漁業、沿岸漁業、海面養殖業、内水面漁業、養殖業に

分類される。海面漁業における漁業権免許、漁業許可の関係は以下の「図 2－2」の通りで

ある。遠洋・沖合漁業は農林水産大臣許可、都道府県知事許可（または承認）が必要であ

り、沿岸漁業、養殖業は都道府県知事の免許・許可が必要である。 

 

 

 
   図 2－3 漁業・養殖業の生産量・生産額の推移 

出所： 水産庁「平成 23 年度水産白書」一部筆者加筆 

 

これら漁業・養殖業の生産量・生産額の推移は図－2－3のとおりである。生産量、生産 

額とも昭和 50 年代をピークに大幅に減少し、近年も緩やかな減少傾向が続いている。平成 

22 年は生産量が 531 万トンで前年に比べ 12 万トン減少し、うち海面漁業は 412 万トン

1996 日本 TAC

1977 EEZ 
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（77.6％）、海面養殖業は 111 万トン（20.9％）であった。また、生産額は１兆 4826 億円

で前年度より 124 億円増加した。 

 遠洋漁業では米国、旧ソ連等で排他的経済水域（EEZ）が設定されたことにより、漁場撤

退が続き、生産量が急減した。平成に入ってからも減少傾向が続いている。沖合漁業では

漁獲量は漁況や海の状況によって左右され、また、年によっての差が著しい。マイワシ等

の資源増大で生産量が急増し、昭和 63 年の巻網漁業によるマイワシの漁獲量は 416 万トン

に達したのち急減するなど大きな変動があった。近年では、生産量は横ばい傾向にある。 

沿岸漁業は、遠洋漁業、沖合漁業に比べ生産量は安定的であるが、減少傾向にある。海面

養殖業では人工種苗生産等の技術開発・普及により発展をつづけ、生産量は昭和 63 年にピ

ークとなったが、その後横ばいから穏やかな減少傾向にある。内水面漁業とは河川・池・

沼などの淡水における漁業であり、内水面養殖業とは淡水魚、淡水生物の養殖業であるが、

これらの生産量は海面漁業の２％弱と少ない。 

沿岸漁業と沖合漁業の生産量の合計からマイワシを除いた生産量の経年変化を一時回帰

式に当てはめると、きわめて相関が大きいことが分かる。EEZ 設定以前は「沿岸から沖合へ、

沖合から遠洋へ」と漁場が拡大した時代で年約 15 万トンの増加、EEZ 設定後は年約 5.5 万

トンの減少、さらに日本の TAC 導入後は年約７万トンの減少がそれぞれの期間で生じてい

たといえる。この結果、1977 年から 2012 年までの 33 年間で生産量が約 200 万トン程度減

少したことになり、自然現象にのみよるものと考えにくい。水産資源管理の一層の拡充が

急務であることを示していると思われる。 

 平成 22 年漁獲量の漁業種類別・魚種別漁獲量は総漁獲量 412 万トン、そのうち遠洋漁業

は 48 万トン（11.6％）、沖合漁業は 232 万トン（56.3％）、沿岸漁業は 132 万トン（32.0％）

であった。漁業種類ごとの魚種（50 種）シェアー（漁獲量比）は、遠洋漁業ではまぐろ類、

かつお類の２魚種で 74.1％、沖合漁業ではいわし類、あじ類、さば類、さんま、たら類、

ほたてがい、するめいかの７魚種で 75.4％、沿岸漁業ではさけ・ます類、いわし類、たら

類の３種で 39.3％である。また、TAC 対象７魚種の漁獲量は 138 万トンで総漁獲量のほぼ

1/3（33.6％）、同魚種が属する類の合計では 203 万トンでほぼ半分（49.3％）を占めた。

漁獲量が１万トン以上の魚種は遠洋漁業で６、沖合漁業で 17、沿岸漁業で 23 である。日本

の漁業は、漁獲量は多獲性魚種に大きく依存しているが、魚種では、遠洋漁業に比べ沖合

漁業、さらに沿岸漁業で非常に多く、多様性に富んでいる。養殖では、海藻類、貝類、魚

類で約 90％を占めている。 
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図２－4 平成 22 年漁業種類別・魚種別漁獲量 
出所：  農林水産省「漁業・養殖業生産統計」 
 

遠洋漁業、沖合漁業では許可制度によって漁獲量が規制されている。さらに、1996 年か

ら TAC を設定したことから、魚種によっては生物学的許容漁獲量 ABC を算定し、次に行政

的な総漁獲可能量 TAC を設定する。この場合、漁獲量管理は総漁獲可能量に達した時点で

漁獲を止めるオリンピック方式を採用している。TAC 対象魚種は、マイワシ、マアジ、サバ

類（マサバ、ゴマサバ）、サンマ、スケトウダラ、ズワイガニ、スルメイカの 7 魚種（図 2

－4 の●魚種）に過ぎない。 

このほか、TAC 設定に基づく漁獲量管理には IQ 方式と ITQ 方式がある。IQ 方式とは総漁

獲可能量 TAC を漁業者・漁業団体、漁船ごとに配分する個別割当方式である。また、ITQ 方

式とは配分された割当量をほかの漁業者などに譲渡または貸与できる譲渡可能個別割当方

式である。日本以外は IQ 方式または ITQ 方式を主要な漁獲管理手法としている。これらの

方式は計画性のある効率的な漁業経営を可能とするとされている。また、目覚ましい資源

回復事例がある。一方、監視、取締りコストの上昇、経営体の寡占化という課題がある。

日本では、２年前から新潟県のホッコクアカエビで国内初の IQ 方式が始まったばかりであ

る。 

 平成 20 年の漁業センサスによれば、海面漁業の経営体総数は 115,196 であった。内訳は

沿岸漁業経営体が 109,022 で 94.6％と多く、個人経営体が 96.4％を占める。農業と異なり、
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会社などの団体経営体が中心となる中小漁業経営体（動力漁船 10 トン～1,000 トン）は

6,103 で 5.3％、大規模漁業経営体（漁船動力 1,000 トン以上）は 71 で 0.06％ある。 

 平成 22年の漁業就業者は対前年比 4.2％減の 202,880人、内訳は自営漁業が 128,270人、

漁業雇われが 74,610 人である。男性が就業者の 85.2％で、うち 60 歳以上は 48.9％を占め、

高齢化率（65 歳以上の割合）は 35.2％である。 

 漁業・養殖業の経営状況は、平成 22 年では沿岸漁船漁家の漁労所得は 207 万円、事業外

所得を合わせ 500 万円程度で、勤労世帯の可処分所得 516 万円と同水準であった。一方、

海面養殖業漁家の漁労所得は 524 万円、事業外所得を合わせ 800～900 万円で 、勤労世

帯の可処分所得を上回っていた。また、漁船漁業（10 トン以上）を営む会社経営体の経営

状況は、経常利益は黒字であるものの、漁労利益は赤字が続いている。このため漁船漁業

の操業体制の再構築や漁業・漁船の省エネ・省コスト化に取り組まれている。 

 漁業協同組合は、沖合漁業を主とする中小漁業者や沿岸漁業・内水面漁業を主とする零

細漁家などにより組織されている。経済的・社会的地位向上のため組織で、水産業協同組

合法によって設立されている。沿岸地域や内水面の同一地区に居住する漁業者によって構

成される地区漁業協同組合がほとんどである。ほかに数は少ないが同一漁業を営む漁業者

によって構成される業種別漁業協同組合もある。近年、合併や統合などにより、沿海地区

漁協数の減少が著しく、平成 23 年度末 1,000 組合となった。 

 漁業協同組合は漁業権の管理、経済事業などを実施している。地区漁業協同組合は、漁

業法に基づき漁業権の共有・管理団体として沿岸や内水面の漁場を管理・利用する役割を

持っことが特徴である。また、経済事業としては多岐にわたるが、主要事業は（3）で後述

する販売事業のほか購買事業、信用事業である。 

購買事業は、漁業用資材や生活用品加工品を一括購入して組合員へ供給する事業である

が、赤字部門である。信用事業は、漁業者の資金需要を賄うもので、信用漁業協同組合連

合会を経て供給される組合系統金融である。近年安定的な提供をめざし、１県１信用事業

責任体制の構築が進んだ。 

 

２. 魚市場と消費 

 周囲を海に囲まれた島国日本は、古来魚食文化を形成してきた結果、ノルウェーなどの

水産物の輸出国と違って国内に大きな消費地を持つことになった。この結果、魚の市場，

流通、消費の関係が構築されてきた。 
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水産物には、日々生産量が大きく変動し、少量で多種類の魚が漁獲され、サイズや鮮度

の違いがあり、それぞれ用途が異なるといった特徴がある。このため２種類の卸売市場が

設置されている。産地卸売市場と消費者向け仕分けの役割がある消費地卸売市場である。

このような産地と消費地にそれぞれの役割を持つ卸売市場が形成される点が青果物市場と

異なり、水産物流通の特徴である。 

 平成 23 年度水産白書によれば、水産物の国内消費仕向量は平成 22 年度 886 万トン、こ

のうち 77％（680 万トン）が国内食用消費仕向であり、平成 12 年に比較し２割減少してい

る。残り 23％（206 万トン）は国内非食用消費仕向である。総務省の家計調査によると、

近年消費者が食糧費を抑制する傾向が顕著となっているが、その内訳では外食や調理食品

の割合が横ばいまたは増加する中、生鮮魚介や水産加工品の割合が減少しており、家庭で

の水産物の消費が減少していること分かる。また、摂取量の推移は魚介類の減少が続いて

いる中、肉類が横ばいから増加傾向にあることから、近年、肉類の摂取量が魚介類を上回

り、拡大しつつある。 

 水産物の購入先はスーパーマーケットが 66％となっており、水産物の価格はスーパーマ

ーケットで売れる価格から決まり、生産者には決定権がほとんどないとも言われている。 

 平成 23 年度水産白書によれば、農林水産省が行った消費者の意識・意向調査からスーパ

ーマーケットで購入するメリットとして、少量購入、消費期限などの表示、パック詰め商

品購入などが上位に挙げられ、利便性などが評価されている。一方、鮮魚専門店で購入す

るメリットは、新鮮な切り身加工販売、調理方法の説明、多様な魚介類からの選択などが

上位に挙げられ、個別のニーズに対するサービスなどが評価されている。 

 また、総務省の家計調査によると、家庭における近年の鮮魚購入量の傾向としては、イ

カ・まぐろが大きく減少する一方、サケが輸入品の多様な調理法による消費、ブリが安定

供給、価格低下などから増加しているとしている。 

 さらに、全年齢階層別でも全階層において魚介類が減少し、肉類が増えている。しかし、

消費者の意識には水産物は肉より健康によく、食べることで季節感を感じることを半数以

上が評価している。 

 このような状況は、単身世帯の増加などを背景に、魚介類の良さを評価しながらも、日

常生活の中では利便性が優先する場面が増加していると考えられる。したがって、魚介類

もより良い魚を生産し、使い勝手の良い形で提供し、勧めることで消費者の潜在ニーズを

引き出すことができれば、健康面や料理の多様性に評価のある水産物の消費が一層拡大す
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るものと考えられる。また、生産、加工から流通、販売まで、一貫した計画を持つなど、

今後は生産者の変化も求められる中、漁業者や養殖業者の中には小売業者への直接納入や

インターネットによる消費者への直接販売など市場を経由しない消費などがみられる。 

日本の漁業・養殖業の生産量が年々減少しているなか、財務省「貿易統計」によれば水

産物の輸入量が平成 13 年に過去 高の 382 万トンとなった。その後国内消費の低下を反映

して減少傾向が続いている。平成 22 年度の輸入量は 272 万トンとなった。輸入金額は円高

にもかかわらず輸入価格が上昇し、1 兆 4,547 億円と前年より増加した。一方、原魚換算値

を用いる農林水産省「食料需給表」によれば、食用魚介類の平成 22 年度の国内生産量は 409

万トン、輸入量は 327 万トンであった。水産物の輸入相手国は 120 か国と 16 地域に及び、 

一番多い中国に続き、チリ、タイなどがある。食用魚介類の自給率は、昭和 39 年度の 113％

をピークに低下傾向にあり、53％で底を打ち、近年の微増傾向から、平成 22 年度は 60％

となった。 

  

図２－5 食用魚介類の国内生産量と輸入量の推移 

出所：農林水産省「食料需給表」 

平成 23 年度の水産白書によると、漁業生産量、一人当たり年間消費量が減少する日本と

違い、世界では人口増にもかかわらず、この 50 年間で世界の一人当たり年間消費量が２倍

になり、全く逆の現象が起こっている。 

また、世界の漁業生産量は、1980 年代後半以降、頭打ちとなっており、平成 22 年は 8,952

万トンで、中国を中心に急増している養殖業生産量は平成 22 年 7,894 万トンで、漁業・養
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殖業総生産量 16,846 万トンの約 47％を占めるようになった。漁業生産量は中国が も多く

1,567 万トンで 17，5％、日本は 416 万トンで 4.6％を占めている。また、魚種別ではニシ

ン・イワシ類が 1,710 万トンで 18.8％を占めている。養殖業生産量は中国の生産量が 4,783

万トンで 60.6％、日本は 115 万トンで 1.5％占めている。魚種別ではコイ・フナ類が 2,424

万トンで 30.7％、紅藻類・褐藻類が 1,576 万トンで 20.0％占めている。 

今後の世界の供給量の増加は養殖業の生産増によるとの予測がある。日本の魚介類の自

給率が 60％と低下し、40％を輸入している現在、今後ますます消費者が求める需要の高い

魚が世界各国から、必要になった都度、輸入・供給されることになる。また、供給は漁業

生産量が頭打ちになったことから養殖業生産量が中心になり、消費者が求める魚種に偏っ

て生産されることになる。しかも、輸入魚は市場外流通であることから、従来の卸売市場

が一層衰退し、さらには漁業生産そのものが衰退することも懸念される。 

 

３. 魚の流通構造 

漁港で水揚げされた水産物は、産地卸売市場と消費地卸売市場の２段階の卸売市場を経

由して消費者に供給されている。このような２段階の卸売市場を経由する形態は、生産量

の変動が大きい、少量多種類の魚、サイズや鮮度で別用途といった水産物の特色にこたえ

るシステムであり、これが水産物流通の特徴となっている。産地卸売市場は、多くの場合

生産者団体である漁業協同組合が卸売人であるが、価格形成、仕分けのほか、出荷、食品

加工などへ利用配分する役割がある。消費地卸売市場には出荷されてきた生鮮品、加工品

などを小売店、外食店などに売るとともに、卸売価格を形成する役割がある。 

 

 

 

      図２－6 水産物の一般的流通経路 

          出所：筆者作成 
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また、農林水産省の食品流通段階別価格形成調査（水産物経費調査）平成 21 年度による

と、水産物の価格構造は、小売価格に占める水産物の生産者受け取り価格の割合は４分の

１強であり、水揚げ後の流通コストが割高となっている。具体的には、水産物の３つの特

徴から２段階の卸売市場を経由すること、魚は鮮度保持が重要なことから、常時冷蔵・冷

凍が求められること、さらには切り身や刺身に加工して販売される調理販売などが流通コ

ストのアップにつながっている。 

 
  図２－7 平成 23 年度水産白書 

  出所：農林水産省「食料流通段階別価格形成調査」（水産物経費調査：平成 21 年度） 

 

経済発展の中、このような流通構造の周辺では漁業生産規模の大型化、冷凍・加工技術

の発達、大量流通・販売、水産物の輸入増大など大きな変化が進んでいる。 

農林水産省の食料需給表によれば、国内消費量が減少傾向にある中、平成 22 年度の食用

魚介類（輸入量と国内生産量の合計）における輸入量割合が約 45％で、底であった平成 13

年度前後の約 50％から持ち直したといえ、高い水準が続く状況となってきた。 

また、農林水産省の水産物流調査によれば、平成 18 年の産地魚類・水産動物類は上場水

揚量で生鮮品が 86.2％を占め、残りが冷凍品、塩蔵品となるが、全国 10 都市の中央卸市場

では生鮮品が 43.1％、冷凍品・水産加工品が 55.5％である。取り扱い割合では生鮮品が半

減し、冷凍品・水産加工品が４倍に増加している。 



１７ 
 

 

図１－8 消費地市場経由量と経由率の推移 

       出所：農林水産省「卸売市場データ集」 

 

さらに、卸売市場データ集によれば、加工品や冷凍品を中心に直接取引増加したことか

ら、消費地卸売市場の水産物の経由率は年々低下し、平成 20 年で６割を切り 58.4%となっ 

た。輸入品などの主要な水産物はいわゆる市場外流通で、今後とも既存の卸売市場に大き

な影響を及ぼす９ことになる。背景にある多様化した需要と流通に対応すべく、平成 16 年、

卸売市場法が改正され規制緩和が進められた。 

全国の産地卸売市場は平成 21 年度末現在で 763 あり、特に沿岸漁業は魚種が多く、零細

な漁業経営体が多く占めることから、産地卸売市場は集荷・選別の機能を担う重要な施設

である。産地卸売市場の多くは漁業協同組合が開設しているが、規模が小さく価格形成能

力が弱いなど課題があったため、従来から市場の統合、施設の集約化などが進んだ。 

 漁業協同組合が行っている事業１０のうち、販売事業は 大の黒字部門であるが、漁業者

の漁獲物や加工品の売り先の仲介を行う受託販売が大半であることから、漁獲物の取扱高

に伴う手数料で収入が決まる構造である。近年では、漁獲物の販売の不振などから、赤字

に陥った。 

生鮮魚介類は、漁業協同組合が開設し卸販売を行う産地卸売市場で買受人に販売され、

加工品は、漁業協同組合から出荷された上部団体による系統共販が進んでいる。また、産

地卸売市場では魚価維持として水揚げの調整や冷凍保管、あるいは加工などの対策をとっ
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ている。近年、販売事業は多様化しつつあり、積極的な販売戦略の展開が見られる。従来、

受託販売に伴う手数料収入を主たる収入源とした事業を展開してきたが、自市場からの買

い取り販売への取り組みである。販売事業は市場出荷、量販店、外食産業向け販売、地元 

消費者向け直売に分けられるが、価格形成効果も期待されている。 

さらに、漁業者や養殖業者の中には小売業者への直接納入やインターネットによる消費

者への直接販売、小売店、道の駅などに直接販売するなどに取り組み、流通経路を多様化

する動きがみられる。 

一方、消費者の水産物購入先は、従来の鮮魚小売店から量販店へと大きく変化してきた

結果、質・量両面で品揃えの強化が求められており、広域圏での市場の拠点化が進んでい

る。したがって、周辺の卸売市場の役割も変わらざる負えない状況にある。 

 

４. 日本の水産業の構造と特徴 

 日本の水産業について、その根幹をなす生産、消費、流通の３つの視点から現状を分析

してきた。これらは、それぞれに独立して水産業を構成しているわけではなく、それぞれ

が密接に連動した関係から水産業を作り上げている。いわゆる三角関係にあることから、

関係者の一体的連携が重要なポイントと考えられる。 

 まず、生産構造であるが、従来日本は恵まれた漁場環境を生かし、沿岸漁業や沖合漁業

を中心に発達させ、多くの漁港から世界に誇る水揚げを続けてきた。漁業生産規模が大型

化し、遠洋漁業も活発化したが世界的な排他的経済水域の設定後、漁獲量の減少傾向が続

く一方、世界各国からの輸入量を増大させ、国内の水産物供給が行われてきた。 

 世界各国では、漁業生産の頭打ちを迎えた結果、その供給を養殖業で賄っている。一方、

日本では、買い負けが生じる中、大幅な輸入で充足させてきた。現在までの水産資源管理

では目に見える効果がなく、養殖業の拡大も見られず、その結果、漁業の衰退が止めども

なく進む状況を作り出した。漁業や養殖業を活性化することで、魚の生産が大幅な増加が

見込まれ、消費者に選ばれる良い魚が供給されることになる。 

 消費構造では、古来より島国の特性を生かし、世界に誇る食文化を形成するほどの大き

な国内消費地を持ちながら、魚市場と消費の関係が構築されてきた。消費地卸売市場から

購入した水産物は鮮魚専門店、さらにはスーパーマーケットで消費者に購入されてきた。

排他的経済水域の設定以後、漁業生産量の減少に併せ輸入量が増大し、また消費者の意識

の多様化が進むなど大きく変化してきた。売れる魚の輸入であり、肉類の消費増加の中の
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利便性評価の高まりである。 

 このような消費者の意識変化は、今後日本が迎える少子高齢化社会、単身世帯の増加社

会の中で一層強まっていくことが予想される。このため、より良い魚の生産を増加させ、

使い勝手の良い形で供給することが今後の消費に重要になる。 

 流通構造は、漁港で水揚げされた水産物が産地卸売市場と消費地卸売市場の 2 段階の卸

売市場を経由して消費者に供給され形が一般的である。これは大きな生産量変動、少量多

種類、サイズ・鮮度による多利用といった水産物の３つの特色を生かした従来からのシス

テムである。しかし、このシステムは流通コストアップにつながっている。 

２段階の卸売市場構造の周辺では、消費形態の変化、漁業生産規模の大型化、冷凍・加

工技術の発達、輸入増大などの影響を受け、市場外流通の増大、漁業者の直接販売、量販

店に合わせた卸売市場の拠点化など新たな流通が形成され、大きな変化が進んでいる。 
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５. ノルウェー漁業との比較 

 

１）ノルウェー漁業の事例 

 日本の漁業は世界一だと信じている日本人は少なくないと思われるが、今や日本は世界

一の魚類輸入国である。水産物の自給率は６０％に満たない。スーパーではノルウェー産

のサバが売られ、寿司屋ではチリ産のサーモンが握られている。２００海里の問題は別と

しても、サンマのひらきがデンマークから輸入されている現状をどのように理解している

のであろうか。図２−５−２のように、ノルウェーは水産資源の管理と養殖技術を発展させ、

現在では漁業の高い生産性を実現している。我が国では後継者不足に悩む漁師が少なくな

いが、これは生産性、そして所得が極端に低いことが 大の原因である。 

 

図２−５−１ 日本とノルウェーの水産業経営比較 

 

 

ノルウェーは 2008 年世界第二の水産輸出国であり、 大の輸出産業である。ノルウェーの

漁業は近年養殖を含めて目覚ましい成長を示している。また、図２−５−１のように、ノル

ウェーの一人当たり所得は日本の２倍であるが、それを可能にしているのは高い生産性で

ある。漁師一人当たり生産金額は日本の４倍近い。 

 ノルウェーの漁業はまさに輸出産業として政策的に位置づけられている。したがって、

高い賃金にも関わらず、国際競争力が前提となっている。改めて、述べる必要はないかも

しれないが、水産資源の管理と競争力の獲得のために、厳格な船毎の個別割当と公開の価

格付けが義務づけられている。漁業者は割当のもとで収益 大化を目標とする。サプライ

 

出所：「水産白書／漁業胴体統計年報、ノルウェー大使館／SVP Nordi 作成、岡本修正 

　　　　　　　　　　　　　　 日本 ノルウェー
生産数量（千トン）　　　　　 5,890 3,409
生産金額（億円）　　 　　　 17,189 2,660
就業者数(万人)       　　　 34.3 1.4
漁港数　　　　　　　　　  　 2,931 500
漁業協同組合数　　      　　 1,480 6
生産コスト（万円/トン）　 29 7.8
一人当たり生産金額（万円）　 501 1,900
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チェーンを通して高付加価値化を目指すのである。消費市場や輸出までのマネジメント能

力が不可欠であり、「６次産業化」が実現されている。養殖は大資本の企業に集約されてき

たが、漁獲漁業は家族や小資本によって担われており、個別割当のもとで高い所得を実現

している。 

 養殖漁業はほとんど知識産業といっても過言ではない。競争力の源泉はイノベーション

であるとして、漁業省や学術研究センターも徹底的に研究開発を支援している。ノルウェ

ー漁業省は予算の 30%、約 240 億円を研究開発に支出した（2013 年）。主要な大学には漁

業に関する学部や研究所が設置され、水産に関する科学的研究ばかりではなく、漁業のマ

ネジメントや消費についての研究・教育を実施している。また、漁業の知識産業化に向け、

漁業で働く社会人に対して大学院で「産業 Ph.D」を得るよう、国が奨学金を支出して支援

している。高学歴化を政策目標としており、漁業者は大卒以上 10％、修士学位は３％を越

えている。 

 

     図２－５－２ ノルウェーの鮭生産 

 

     出所：NCE Aquaculture 

 

 ノルウェーの沿岸部は必ずしも豊かに生活できる地域ではなかったため、アメリカへの

移民が可能となると激しい人口流失が始まった。過疎化に当面し、地域産業育成の必要性

が強く認識された。また、北海油田が開発されるとノルウェー・クローネ高となり、ノル

ウェーの産業はそれ合わせた高い生産性が必要となった。現在のノルウェーの一人当たり
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国民所得は 84000 ドルと日本の２倍である。人口が少ないノルウェーでは、限られた人材

を競争力が得られる限られた産業分野に投入する政策が取られている。その一つとしてま

さに地域資源である漁業が選択された。ただ、補助金による漁船の増加が乱獲を招いた経

験から、現在補助金がないばかりでなく、国は漁業から海洋の使用料や輸出税を徴収して

いる。 

 ノルウェーでは NCE と呼ばれる産業クラスターが政策化されている。漁業は養殖のクラ

スターNCE Aquaculture として、ボードーというノルウェー中部の小都市に置かれている。

漁業養殖に関連する企業が集積している。漁業の中心であり、古くからの漁港として有名

なベルゲンではない。また、サケの養殖はノルウェーの沿岸部全体で行われており、漁業

の技術、経営、社会、環境などの点で支援する研究所は、トロムソという北部の都市に置

かれている。漁業に関する研究や人材育成はベルゲン大学、ノルド大学（ボードー）、トロ

ムソ大学が連携して実施している。漁業関係者に対する人材育成が実施されている。 

 

• University of Tromso: Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics,  

• University of Nordland: Faculty of Biosciences and Aquaculture 

• University of Bergen: Fisheries Ecology and Aquaculture 

 

例えば、トロムソ大学内に置かれている水産研究所、Nofima（the Norwegian Institute 

of Food, Fishery and Aquaculture）は全国に支所を置き、従業員 410 人を抱えており、コ

ンサルなどで売上高１００億円をあげている。これは国も出資する研究所である。 

 

２）ノルウェー漁業の現状調査 

ノルウェーの漁業の現状を調査するために、ノルウェーのオスロ、トロンハイム、ボー

ドー、トロムソにある漁業関連の研究機関や大学等を訪問した。いずれも調査機関でも、

協力的であり、真摯な態度で迎え入れてくれた。また、漁業に対して熱心な議論を展開す

ることができる機会を得た。 
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＠漁業関連の研究機関、大学等にて 2013 年２月撮影 

 

 ノルウェーのスーパーや魚市場には、魚の切り身や加工品が販売されているが、価格は

高いとの印象を持った。物価の違いはあるものの、寿司セットが 349 クローネ（日本円換

算で約 6,300 円）で販売されていたことは驚きであった。また、オスロ空港の回転寿司の

価格も高いとの印象を持ったが、賑っていた。 
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第３章  石巻における水産業の特徴 

 

１. 震災以前の石巻水産業の特徴 

 

（１）石巻市の地勢 

 石巻市は仙台湾の北東部に位置し、県都の仙台からは三陸縦貫自動車道経由で約１時間

の距離にある。2005 年４月に旧石巻市、河北町、雄勝町、河南町、北上町、牡鹿町の１市

６町の合併により、現在の石巻市となった。合併当初の人口は 16 万 7 千人おり、宮城県第

２位の都市となった。東部にはリアス式海岸の牡鹿半島、雄勝半島、新北上川河口部の追

波湾、十三浜が連なっている。 

 石巻市の沖合には世界３大漁場の一つである、金華山・三陸沖の漁場があり、豊富な漁

業資源を背景に、古来より漁業が営まれていた。明治時代 20 年代には動力船の発達によっ

て漁業は沿岸から沖合へと展開し、石巻は三陸沖の漁獲物の水揚げ港となった。 

 石巻漁港は旧北上川の河口を利用した河口港として発展し、1973 年に特定第３種漁港の

指定を受けている。1974 年に河口の東側に新たな漁港が完成し、魚市場が整備されたほか、

後背地に 108 万㎡の水産加工団地が形成され、水産物流加工の拠点となった。 

 一方で、石巻には漁港が全部で 44 あり、中小規模の漁港を拠点とした養殖漁業・沿岸漁

業も盛んに行われている。また鮎川のように捕鯨で栄え、現在も沿岸小型捕鯨および沖合

調査捕鯨の基地となっている漁港もある。漁協は 2007 年に県内 31 漁協が合併するまで 15

漁協があった。合併後、各漁協は支所として位置づけられている。なお、牡鹿漁協は合併

に加わっていない。 

 

（２）石巻漁港の取扱高の変遷 

 石巻漁港は戦後の宮城県内における漁業活動の活発化を背景に、水揚漁港として全国的

な地位を上昇させていった。1960 年前後までは、カツオやサンマ、イワシなど前浜物が中

心であったが、63 年に始まった北洋漁業の展開によって大きく変わった。いわゆる北転船

によって、スケソウタラ、銀タラ、カラスガレイなど、北洋の漁業資源が石巻港へ大量に

水揚げされるようになった。石巻漁港の水揚げ高は 1973 年に全国４位となった。しかし、

1976 年米国と旧ソビエト連邦によって、200 海里排他的経済水域の宣言がされ、北洋にお

ける漁獲が激減した。 
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 石巻漁港は県下の底曳網漁船の拠点港となっている。周辺市市場では、塩釜がマグロ、

気仙沼がサンマ・カツオ、女川がサンマと特徴のある魚種を取り扱っているが、石巻は豊

富な魚種を扱っている。取扱は、数量では 1987 年の 41 万トン、金額では 1982 年の 333 億

円をピークに下降をしている。ここ 10 年間では、取扱いの数量で 15 万トン前後、金額で

200 億円前後の水準で推移している。また、全国主要漁港取扱高順位では、1997〜2010 年

までの期間の平均順位は 5.9 位と上位にあるが、金額では 12.9 位となり、気仙沼の 10.6

位、8.0 位と比較すると、取扱量は多いが金額が少ないことが明らかである。 

 石巻漁港では、水揚げされた魚の付加価値を高めるために、魚市場が主導して「金華ブ

ランド」化を推進している。金華山沖周辺海域で漁獲され、石巻港に水揚げされた鮮度が

高く脂のったマサバを「金華さば」、同海域で漁獲された上級品のカツオを「金華かつお」

として認定している。また、周辺海域で養殖されている銀鮭を「金華ぎん鮭」と名付けて

出荷している。 
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【図3‐1】石巻魚市場水揚金額 (百万円)



２６ 
 

 

出所：宮城県水産物水揚統計 

 

【表 3-1】全国主要港取扱高順位の比較 

  
取扱数量順位 取扱金額順位 

石巻 気仙沼 石巻 気仙沼 
1997 3 11 14 8
1998 7 12 13 7
1999 9 12 16 8
2000 9 10 15 7
2001 5 7 14 7
2002 8 12 12 8
2003 7 11 14 9
2004 7 13 13 9
2005 3 9 11 9
2006 3 11 10 9
2007 5 12 12 7
2008 5 7 11 7
2009 9 13 14 9
2010 3 9 12 8

平均順位 5.9 10.6 12.9 8

出所：共同通信社調査より作成 

 

（３）水産加工業の発展 

 石巻の水産加工は、明治時代以降、前浜で多量に揚がる安価な魚種を原料に加工が行わ

れてきた。戦前はカツオの水揚げで全国一を誇り「三陸節」の名産地として知られていた。

1963 年以降、北洋漁業の拡大によって、スケトウタラなどの北洋魚の水揚げが飛躍的に増

加した。大量に持ち込まれる魚を処理するために、水産加工業が発達した。1970 年代には、

魚市場の後背地に加工団地が造成され、魚町に市内の加工業者が集積し、設備の大型化が
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【図3‐2】石巻魚市場水揚量 (t)
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進んだ。このころから生産の増加に伴い、関東の都市需要に対応するようになり、大量生

産大量販売の価格志向型へと転換が進んだ。しかし、前述の 200 カイリ問題によって、石

巻で水揚げされる北洋魚が激減した。加工業者は首都圏の需要への対応と設備の稼働率を

維持するため、原料を域外に求めるようになっていった。 

 2005 年から 2009 年までの、石巻市の水産加工業の生産高をみると、生産量で 10 万トン

程度、金額では 500 億円前後の水準で推移している。石巻水産加工団地の特徴は、練り製

品、１次加工（冷凍）、２次加工、塩干、乾燥の全てが揃っていることである。団地内には

飼肥料製造工場もあり、水産加工で出る残渣や食用にならない小魚も団地内で処分できる。

これだけの水産加工団地が事業として成り立つには、多くの原料が必要となるが、地元の

水揚げ高が減る中で、輸入を含めた域外からの移入が増えている。これら移入も含めた水

産物の利用配分を見ると、冷凍冷蔵といった１次加工が 42％、練り製品や一般加工など２

次加工向けが 46％と多く、生鮮出荷は 12％に止まる。冷蔵・冷凍施設は三陸沿岸でも 大

級の処理能力を持っている。冷凍施設の処理能力は 11 千トン/日、冷蔵施設の保管能力は 

163 千トンに上り、水産原料の供給基地となっているとともに、需給のバッファー機能も

果たしている。また、水産加工品の８割は県外向けで、総生産量の約半分が関東方面に出

荷されている。 

 

 

 

出所：石巻市水産課資料より筆者作成 
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【図 3‐3】水産加工業生産量および生産額の推移 
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出所：石巻市水産課資料より筆者作成 

 

（４）漁業者の状況 

 2008 年の漁業センサスによれば、石巻市の漁業就業者数は 3,363 人で、そのうち３割は

65 歳以上であった。漁業経営体は 1,297、そのうち 54％が海面養殖業であり、残りは海面

漁業である。養殖業については、それぞれ地区ごとに主要生産品目に特徴があり、旧石巻

地区ではカキ・ノリ、河北地区ではカキ、北上地区ではワカメ・ホタテ・サケ、雄勝地区

ではホタテ・サケ・カキ・ワカメ、牡鹿地区ではカキ・ホヤ・ワカメ・ホタテである。 

 「石巻市漁業並びに水産加工・流通に関する基礎調査報告書」（2006 年）によれば、漁業

従事者の 47.3％が漁業に厳しい見通しを持っていた。販売価格の低迷や水揚げの低迷、後

継者不足が響いているようだ。しかし、漁船漁業と養殖業とでは様子が違う。 

 漁船漁業については、60 歳以上が６割と高齢で、年間の漁業収入も半数以上が 300 万円

以下であった。後継者については７割がおらず、経営についても現状のまま何も考えてい

ないという人の割合が５割を超えていた。将来展望についても７割が厳しいと感じていた。

石巻における漁船漁業は衰退期に入っているといえる。 

 一方、養殖漁業は漁船漁業と比較すると年齢層が若い。主にカキ、ホタテ、ワカメなど

の養殖を営んでおり、年間の漁業収入は半数近くが 1000 万〜5000 万円と比較的高い収入を

得ている。後継者は半数がいると答えており、いる場合は 20 代が多い。しかし、経営につ

いては、販売価格の低迷によって６割が厳しいと考えていた。 
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水産物の利用配分(2009年）【図 3‐4】水産物の利用配分（2009 年） 
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【図 3‐5】石巻一般鮮魚の流通経路 

 

出所：石巻市水産課資料より作成 

 

 出荷方法については、漁船漁業の半数は個人で市場に出荷している。養殖漁業では８割

が県漁連の共販ルートに頼っている。共販の販売力に対しては不満が多く、地域ブランド

づくりなどによる流通改革が望まれていた。どちらにしても、市場や漁協を経由するため、

漁業者が消費者へ直接アプローチをしている例は少ない。自分で販売努力をしないため、

漁業者の流通に対する意識は、価格が安くとも量が捌ける量販店指向が強いといえる。 

 

【図 3‐6】石巻養殖カキ・ホタテ貝の流通経路 
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出所：「石巻市水産基本計画」（2007 年） 

 

（５）石巻水産業３つのセクターの関係変化 

 

【図 3‐7】石巻水産業 3つのセクターの関係変化 
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出所：石巻市水産課資料より作成 

 

石巻の水産業は、「漁業者」「水産加工業者」「魚市場」の３つのセクターがある。それぞ

れの関係性は時期によって変化しきた。河口港時代は石巻が水揚げ漁港としての地域を獲

得した時代である。カツオやイワシなど前浜物の加工が主だった。この時期は、漁業者の

水揚げと連動しながら拡大をしていった。次に、北転船時代であるが、沿岸漁業から北転

船による遠洋漁業が主役となった。豊富な北洋魚の水揚げに対応するため、魚市場、加工

業者の規模拡大が行われた。200 カイリ以降は、北転船と主役が入れ替わる形で、沿岸旋網、



３２ 
 

沖合底曳が盛んとなり、80 年代に漁獲高のピークを迎えた。これに対応して加工業者の規

模も拡大したが、北転船の操業縮小で入手できなくなった原料を地域外から調達するよう

になった。震災前の時期は、漁獲高は減ったが、加工業者は規模の維持のために外部から

の原料調達を増やし、なかには魚市場をまったく使わない業者も現れた 

このような関係性の変化をみると、魚市場と加工業者の規模の拡大によって、石巻の水

産業が発展を遂げたことが分かる。一方で、漁業者は魚資源の変化に応じて主役の交代を

繰り返しながら、衰退していった。魚市場は取引相手を変えることで規模の拡大が可能と

なったので、地域の漁業の育成という視点はみられなかった。加工業者については魚市場

の仲介機能によって、漁業者との直接の関係はなかった。さらに加工業者は大規模化した

自社の操業を維持するために、魚市場以外から原材料を仕入れるようになった。結果的に、

石巻の水産業が成長するにつれて、３つのセクターの関係性は希薄になっていったといえ

る。とはいえ、近年では「金華ブランド」の育成を通した、３つのセクターの関係強化の

動きも見られるようになった。 

 

２. 石巻水産業の現状 

 

（1）東日本大震災からの復旧状況 

 東日本大震災によって石巻漁港および魚市場は大きな被害を受けたが、2012 年の水揚高

は５万４千トンにまで回復している。取扱金額も 95 億円となり、水揚量とともに震災のあ

った 2011 年度比で倍増している。しかし、2010 年比では、ほぼ半分の水準に止まっている。

漁港の受け入れの目安となる冷凍・冷蔵設備の復旧は進んでいるが、震災で全施設が壊滅

的な被害を受けた魚市場の復旧は、2014 年末完成の予定と遅れている。 
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出所：共同通信社調査より作成 

 

 石巻漁港の後背地にある水産加工団地について、2013 年１月現在の再建状況は、水産加

工業および冷蔵倉庫 48 社(再建割合 57%)、その他関連事業 52 社(同 42.3%)、全体で 207

社ある中で、ほぼ半数が事業を再開している。水産加工業の再開は進んでいるとはいえ「原

料不足」「人手不足」「売上の減少」といった問題を抱えている。「原料不足」は石巻港およ

び魚市場の復旧の遅れが原因している。特に、地元で水揚げされた魚を２次加工し、付加

価値を高めてきた企業への影響が大きい。 

 「人手不足」が深刻である。求人はしているものの、震災前のようには従業員を確保で

きていない。この原因として、第１に工場が沿岸部に立地しているので、元の従業員が海

への精神的な恐怖を抱いていることが指摘されている。第２として、仮設住宅などが沿岸

から離れた地域に建設され居住しており、通勤が困難であるといったことがあげられる。

「売上の減少」については、人手不足による生産の減少や営業再開の遅れが原因で、取引

先が離れてしまったといった原因がある。 
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【表 3‐2】水産加工団地(魚町)再建状況 (平成 25 年 1 月末現在) 

 
水産加工業 

及び冷蔵倉庫 
その他関連事業 合計 

震災前の企業数 84 社 123 社 207 社 

再開した企業数 48 社 52 社 100 社 

割合(%) 57.1% 42.3% 48.3% 

出所：「石巻市の復興状況について」2013 年２月 

  

 
出所：「東日本大震災による漁業経営体の被災・経営再開状況」 

 (平成 24 年３月 11 日現在) 

 

 養殖業を含む漁業経営体の 99％が震災の被害を受けた。経営体の再開状況をみると、2012

年３月 11 日時点で、51.2％が漁業経営を再開している。前年７月の調査と比較すると 30

ポイント以上の改善が見られる。養殖施設の再開状況で見ると、2012 年３月 11 日時点で、

ワカメ類が９割、ノリ類が７割再開しているが、カキ類は３割程度であった。カキについ

ては養殖施設の他にカキむきの差漁場が必要となる。作業場の復旧の遅れが再開への障害

ともなっている。 

 

（２）復興への取り組み 

 水産業の復興については 2011 年３月末より、魚市場を中心とした水産加工業者で組織さ
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【図3‐9】石巻養殖施設の再開状況（2012.3.11）
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れた水産復興会議において議論が重ねられてきた。なかでも、50 代以下の若手で組織され

た「将来構想ワーキンググループ」では長期的な視点で水産業の復興ビジョンを描いてい

る。震災によって、それまで維持してきた長期安定的な取引が途切れた。水産加工業は販

路開拓の努力をしてこなかったため、ダンピングで取引を復活させる会社も出てきた。そ

こで、将来構想 WG では販路開拓の取り組みや共同販売の勉強会を開いている。共同販売事

業では、市内の水産加工業者の商品や生産力、技術内容などをデータベース化に取り組ん

でいる。 

 石巻の水産加工業は、量販店や業務用など、薄利多売の手法で利益を確保してきた。BtoB

取引は安定的な量を確保できるというメリットはあるが、利幅は少なかった。震災後の業

務停滞により取引先を失った事業者の中には、付加価値の高い消費者向けの商品開発・販

売を始めたところもある。しかし、BtoC 取引では、多様な消費者の嗜好や要求に応えてい

く必要がある。例えば、愛媛県の伊予・松前地区は小魚珍味生産 70％のシェアを誇るが、

需要先に合わせた新商品開発が日常化しており、メーカーによっては年間 100 種程度の新

商品開発を行っている。いままで、業務用の少品種大量生産に慣れた石巻の水産加工業者

が、消費者を意識した商品開発ができるかどうかが試金石となる。 

 量より質を重視して付加価値を高めるという努力は、漁業でも同様である。養殖につい

ては、震災前の調査によると、販売価格が低いという不満やブランド化に取り組んで欲し

いという要望があった。しかし、今まで安定的に取引してきた県漁連共販に頼り切ってい

たため、自分たちで販売の努力をすることはなかった。 

 しかし、震災を契機に「６次産業化」に取り組む業者が現れてきた。例えば、2011 年８

月に設立された「合同会社 HO ガッツ（2012 年９月に株式会社に組織変更）」である。生産、

加工、販売まで手がけることで、雄勝ブランドを作り上げ、高付加価値の漁業を実践する

取り組みである。同社の設立に刺激され、石巻では６次産業化を目指した若手漁業者によ

る会社が設立されている。地元のカキ生産者と大手水産卸の仙台水産の合同出資である。

仙台水産の販売力を活用して、大手小売との直接取引が実現しつつある。 

 その他、震災前から取り組んできた「金華ブランド」の拡張についても、石巻魚市場が

中心となって進められている。ブランド化は、鮮魚だけではなく加工品の付加価値を高め

るのにも有効である。また、漁業者、魚市場、加工業者の３つのセクターの関係を深め、

石巻の水産業界の一体感を高めることも期待できる。しかし、ブランド化には、そこでし

か食べられない、手に入らないといった価値の創造や価値を高めるための努力も必要であ
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る。例えば、愛媛県愛南漁協は、地元でしか食べられない日戻りで血抜きをしたカツオを

「愛南びやびやかつお」としてブランド化している。カツオは船上の処理に３倍の手間を

かけている。宮崎県阿久根のタカスイは、旋網で獲ったアジ・サバを畜養し、おいしさを

高めて「恵比寿ブランド」として出荷している。いままで大量水揚・大量出荷に適応した

石巻の水産業界が、このような手間をかけてブランド育成ができるかどうかは、これから

の課題である。 
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