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４章．６次産業化の事例   

 

１． 課題と視点 

（１）課題 

平成 22 年 12 月に 6 次産業化法が公布され、水産業においても６次産業化に期待がかか

る。しかし、農林水産省が行った「食料・農業・農村及び水産資源の持続的利用に関する

意識・意向調査（平成 23 年５月公表）」によれば、６次産業化の取組を行っている漁業者

は 13％（ｎ=347）に留まり、「取り組みたいとは思うが、加工・販売まで自ら行うのは難し

い」とする回答者は 45％にとどまっている。つまり、取り組みたい意志はあるものの、加

工と販売の難しさから取り組みを断念している漁業者が５割弱に登っている。 

上記のような状況から、漁業の６次産業化は未だ全国的で展開されているとは言い難い

状況にあるが、一方で６次産業化を行い、新たな事業展開へと発展させている会社がある。

本章では、こうした漁業会社の事例を通して、６次産業化の有用性と課題について述べた

い。また、事例の水産会社の６次産業化の特徴を議論する。 

 

（２）視点 

本章では６次産業化の事例を紹介する。事例として取り上げた水産会社は、石川県七尾

市「鹿渡島定置」、宮崎県延岡市「（株）タカスイ」、島根県海士町「CAS 凍結センター」の

３社である。また、６次産業化の課題として、「加工・販売」が多く上げられていることか

ら、小売業において飛躍的に売上を伸ばし、店舗数を拡大している新潟県長岡市「角上魚

類（株）」を取り上げる。 

さらに、東日本大震災により甚大なる被害を受けながらも、震災復興の一環として大手

スーパーや他産業との連携により、商品開発を行い、新たな加工品を手掛けるに至ってい

る岩手県久慈市久慈漁業協同組合（以降、久慈漁協）の取組を取り上げる。 

 

２．石川県七尾市「鹿渡島定置」 

 

（１）石川県七尾市「鹿渡島定置」の概要 

「鹿渡島定置」は、石川県七尾市の東部に位置する鵜浦町に在る水産会社である。漁場

は、鹿渡島沖と野崎沖で定置網漁を行う（図4-1）。漁獲した魚の取引先は七尾公設市場（漁
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協）であるが、魚場が富山湾との境に位置しているため、市場の魚価によっては氷見市場

（漁協）での取引を行っている。 

 

   
図4-1 鹿渡島定置の位置            図4-2 鹿渡島漁港2013.1月撮影 

資料：地図（国土地理院）に筆者加筆 

 

この会社の大きな特徴は、漁師（社員）の平均年齢の若さである。漁師 15 名の平均年齢

は 33 歳であり、社員の半数は 20 代である。また、船頭の年齢は 31 歳であり、一般的な船

頭の年齢と比較すると非常に若い。 

 

（１）「鹿渡島定置」の６次産業化取組の理由 

これまで「鹿渡島定置」では、漁獲の多くは地域の漁業協同組合（以降漁協）で取引を

行っている。現在でもその取引状況は変わらない。しかし、平成 23 年より漁獲量の一部を

活用し、6次産業化を開始した。 

６次産業化を手掛けた理由は次の３点である。一つは地域漁業の活性化、二点目は社員

の人材育成、そして、３点目は水産会社の継続である。かつての漁獲量、漁獲高を継続す

ることが厳しくなっている漁業環境から、新たな事業展開を模索していた。 

（２）６次産業化の具体的な取り組み 

 七尾での定置網漁は多くの魚種を漁獲できるが、６次産業化に活用できる魚種と量は限

られている。しかし、加工を行う魚種の採算ベースから、販売まで手掛ける割合は少量に

留まっている（図 4-4）。  
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図 4-3「鹿渡島定置」の流通経路             図 4-4 ６次産業化の割合 

出所：筆者ヒアリングにより作成          出所：筆者ヒアリングにより作成 

 

 「鹿渡島定置」の流通経路を示した図が「図 4-3」である。漁獲した鮮魚の多くは漁協に

運ばれる（Ａ）。漁獲の中で加工や販売を行える鮮魚（Ｂ）は、鮮魚のまま販売されるもの

と加工して販売される２種類に分別される。 

 

１） 販売における工夫と教育 

「鹿渡島定置」は直接販売している。近隣のＪＡ店舗に直売場がある。また、自社の加

工場とインターネットでも販売する。ＪＡの大型販売店における直売では、刺身や切り身

に一次加工した魚を販売している。出店当初は、まるごとの鮮魚を販売していたが、売れ

行きが悪かったので、刺身や切り身に加工して販売してみた。これが成功して、まるごと

の魚の２倍が売れるようになったという。 

加工した場合、刺身や切り身にする手間時間がかかる上、盛り付ける容器料金等が上乗

せされ，コストがかかる。それでも、一次加工した方が売れる。高くとも手間暇をかけた

商品の方が、消費者のニーズに合っていた。 

この地域は海に面しており、魚は誰でも捌けていた。しかし、今日では、こうした漁村

ですら、魚を捌くという習慣が継承されておらず、まるのままの魚に対するニーズが無く

なっていたことを、社員等は販売に関わることで知ることとなった。 

 

２）６次産業化の課題 

漁師の朝は早く、午前３時過ぎには港を出て行き、帰港してくるのは明け方になる。そ

の後鮮魚の種分け、取引等を行い、仕事をあがるのは午前８時頃になる。漁を終えて帰港
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すると誰しもが休みたい。６次産業化における作業はその後となるため、漁師自身が実施

するのは容易ではない。 

６次産業化を行うには、運送や販売等の仕事が加わることになる。とくに、消費者やク

ライアントのニーズを把握して、マーケティングすることが決定的に重要である。販売市

場や流通経路こそが６次産業化の核心である。 

さらに、加工の作業や技術、そして冷蔵・冷凍についても課題である。刺身でさえ、店

頭に陳列するには見栄えも求められる。漁師の捌きだけではなく、調理師レベルの技術が

必要となる。切り身や刺身にする包丁捌きには、一定の技術やセンスが必要になる。 

漁師自身が６次産業化を展開することは容易ではないが、漁師自身が関わりオリジナリ

ティのある６次産業化ビジネスモデルを開発しなくてはならないというディレンマに置か

れている。 

 

（３）鹿渡島定置の人材育成  

漁業における知識の伝達は、先輩漁師から「見て覚えろ」という昔からの風習や文化に

委ねられている部分が多い。自然環境が相手の職業であるため、確かにこうした習得技術

や長年の経験が必要な点ではある。そこで、「鹿渡定置網」では、定置網に必要な知識を全

てマニュアル化している。社長がマニュアル化し、漁業のノウハウを理論的に解説するこ

とで、人材育成に活用しているのである。 

また、知識の習得状況を確認するために、学習に段階を設けて従業員の漁師にテストを

課している。等級は給与にも反映される。ただし、管理職昇級は等級だけではなく、公募

制もとっている。管理職になりたいものは、自ら立候補する。かつては会社の代表（社長）

が管理職を決めていたというが、トップダウン方式より公募制の方が上手く機能するとい

う。 

知識のマニュアル化 

知識をマニュアル化することによって、可能になったことは２点である。第一は漁師に

必要な知識の修得年数が格段に短くなった点である。例えば、船頭になるには「鹿渡定置

網」の等級で 上級が要求されるが、短期間で 上級の等級を取得すれば、船頭の資格が

取得できるということである。 

「鹿渡定置網」の船頭Ａ氏は、 上級の知識を２年半でマスターすることで、船頭に就

任した。船頭就任に当たっては、人間性も含めトータルな資質が求められるため、さまざ
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まな角度から判断し、 終的な決断は社長が下している。 

２点目は先輩の仕事を見て習得するより、形式知化しマニュアル化することの方が現代

の若年層には合っているという点である。漠然とした知識ではなく、「知識の見える化」は

仕事の内容を明確にしている点において、現代にマッチしている。 

 

（４）水産業の課題（関係者のヒアリングから） 

 「鹿渡定置網」における課題のひとつは、東日本大震災前までは魚の海外輸出が行われ

ていたが、この震災の影響により止まってしまっている点である。二つ目は６次産業化に

活用できる鮮魚は全体の漁獲量からすれば僅かな量であり、大半は漁協を通した取引であ

る点である。近年、流通の中抜きが進み、仲買人の数が大幅に減少している。しかし、彼

らの持つ能力は重要な役割を担い、魚の流通には欠かせない存在である。仲買人の能力が

漁業会社の漁獲高を左右することもあるので、仲買人のさらなるスキル向上に期待してい

る。3点目は漁協自体の市場の開拓や改革による地域漁業の発展があるが、漁業者もこれに

呼応できるスキルアップが必要である。 

 

３．宮崎県延岡市「（株）タカスイ」 

 

（１）「（株）タカスイ」の概要 

 「（株）タカスイ」は、宮崎県延岡市に本社を置く水産会社である。本社以外に、鹿児島

県阿久根市、串木野市の２箇所に事業所を設置しているほか、鹿児島２箇所、福岡３箇所、

熊本 1 箇所に海鮮レストランを開設している（図 4-7）。さらに、不動産賃貸業、ホテル事

業を経営する。 
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図 4-7「（株）タカスイ」の本社と水揚げ地  図 4-8 「（株）タカスイ」の大型イケス 

出所： 「（株）タカスイ」より作成      出所： （株）タカスイ 

 

「（株）タカスイ」の漁獲法はまき網である。タカスイでは、80 トンクラスのハイテク設

備機器を搭載したまき網船、そして探索船の灯船２隻、運搬船３隻の６隻から船団を組み、

まき網漁法を行う。昨年、他社の船団を傘下に入れて、現在２船団で営業している。九州

南西部を中心に、東シナ海において漁を行っている。魚種は、サバ、イワシ、アジなどで

あるが、まき網漁法で捕獲した鮮魚の一部は数日間「蓄養」される（図 4-8）。この蓄養が

タカスイの６次産業化の大きな特徴である。 

 

（２）タカスイの企業組織形態 
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図 4-9 「（株）タカスイ」の企業組織形態 

出所：  「（株）タカスイ」、筆者加筆 

 

ハイテク機器を搭載した船団が大中型まき網漁法で漁獲した鮮魚は、鹿児島県阿久根港

と串木野港に設置してある大型生け簀に運搬され、そこで蓄養される。活きたまま生け簀

に数日間置くことで、魚の臭みと脂分がぬけ、美味しい鮮魚になるという。必要に応じて

生け簀から取り出され、各地域に運搬される。また、活魚として輸送するためには、活魚

運搬車で生きたまま運ばれる。この活魚は鹿児島、福岡、熊本の６か所にある自社の海鮮

レストランにも運搬され、料理されて客に供される。こうして漁獲からレストランまでの

一元化した６次産業化のシステムが構築されている（図 4-9）。 

 

（３）タカスイの革新 

タカスイが６次産業化に取り組み始めたのは平成 11 年のことである。鹿児島県阿久根事

業所を開設し、魚の流通経路を革新した。この革新により始めて生産から販売まで一元化

が可能になった。翌平成 12 年には活魚事業へ進出する。タカスイの事業展開の特徴は、流

通の革新、ハイテク機器搭載の漁船、蓄養の技術、ＩＳＯの取得である。 

さらに、漁獲した魚を一度生け簀に入れて、数日間蓄養する。魚介類の出荷前の蓄養は、

先行研究1において「官能評価試験や刺身用冷凍フイレー開発試験の結果からも，蓄養する

ことで，食材としての評価が高まる。また，漁獲ストレス回復試験からも，漁獲後一定期

間安静を保つことで，漁獲時の疲労やストレスから回復できる」と報告されており、蓄養

の有用性が指摘されている。タカスイが６次産業化の成功をおさめた要因には、この蓄養

が大きく関わっている。畜養の仕組みは漁獲漁業にともなう三つの大きな課題をかなり解

決できる。 

 

（４）オリジナルのイノベーション 

タカスイは漁獲した鮮魚を蓄養する。「マアジ」や「ゴマサバ」などは高い鮮度により高

く市場で取引される。さらに、蓄養した鮮魚を、自社の直営海鮮レストランで販売するこ

とで、自らより高い価格で販売することが可能となる。 

蓄養は品質の向上だけではなく、出荷調整ができることが利点となり、６次産業化には

                                                  
1 山崎誠「安心・安全な養殖魚生産技術開発事業－Ⅱ」2011 『新たな農林水産政策を推進する実用技

術開発事業』 
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大いに有用な方法となっている。蓄養におけるメリットは漁業が抱える課題、すなわち鮮

度、漁獲量、鮮度を解決して、出荷時期の安定、出荷量の安定、魚価の安定である。何よ

り消費者に鮮度の良い魚を提供できるようになったことは大きな利点である。 

タカスイは、６次産業化に当たって、蓄養だけではなく流通の中にもさまざまな工夫を行

っている。 

① 効率的な船団による巻き網漁法 

漁師ではなく素人を再教育しながら船団で漁獲している。漁業の新しい仕組み構築する

とともに、人材育成に取り組んでいる。伝統的な漁師の働き方を革新しようとしている。 

② 漁獲や運送時の工夫 

漁獲後、魚に傷をつけないで魚槽に移送するかの工夫を行っている。また、魚槽の環境

も海と同じ環境にするため、水温、酸素、魚の密度等を考慮している 

③ 蓄養における工夫 

 活きた状態で活魚を畜養する。出荷の安定や安定とともに、漁獲時のストレスを解消す

るために数日間蓄養して、魚が自らのエネルギーを消費させて身を引き締めさせ臭みをと

る。 

④ 鮮度の保持と安心・安全の工夫 

「ＩＳＯ22000」の取得により、安全・安心、新鮮な商品を売りに、全国へ陸送と空輸を

行っている。また、「ＩＳＯ22000」を取得した業界初の水産会社である。 

⑤ 自社ブランド化の工夫 

鮮度が良く美味しい魚を食卓にもたらす仕組みへ改善した。九州南域で獲れたアジ、サバ

を、「こんぴら丸の恵比寿あじ」、「こんぴら丸の恵比寿さば」として全国に販売している。 

 このように６次産業化を進めたが、その過程で多くのイノベーションに取り組んでお

り、それこそが６次産業化を支えている。 

 

４．島根県海士町「CAS 凍結センター」 

 

（１）海士町の概要 

海士町の人口は2,377 人、世帯数は1,052 世帯（平成22年国勢調査）である。人口のピ

ーク時には、現在の３倍の人口が暮らしていたが、戦後の高度経済成長以降、高齢化と人

口減少が課題となっている地域である。 
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図 4-10 島根県海士町の位置 

出所： 海士町 

 

島根半島から北へ60キロの距離にある海士町は、隠岐諸島の四つの有人島の中の一つで、

島前に位置する（図4-10）。本土からの交通は、高速船で約２時間、フェリーで３時間であ

る。四方を海に囲まれた環境によって昔から海産物に恵まれ、漁業を糧として生きる者が

多かった地域である。また、後鳥羽上皇が承久の乱により流された島として歴史的にその

名が残り、現在でも島の旧跡として整備されており、地域住民の誇りとなっている。しか

し、主要な産業である漁業にとって、海士町の漁業は地理的に大きなハンディキャップを

背負っており、鮮度やコストをどのように克服するかが課題である。 

 

（２）海士町の政策 

高齢化と人口減少から地域の継続が課題となっていた平成14年、現在の町長である山内

氏が町長となる。そして、山内町長が手掛けた政策は、職員の意識改革と職員の適材適所

を考慮した人事異動や職員の給与の改定等である。また、「自立促進プラン（平成16年３月）

を策定し、財政改革とともに、その基盤となる地域経済の改革に取り組み始めた。 

さまざまな政策の中で海士町が全国的に知れ渡るようになった政策の一つが、Ｉターン

者、すなわち島外の人材を増加させる策である。町で実施しているＩターン者に関する制

度に、「商品開発研修生制度」がある。町の基幹産業である水産資源を活用し、加工や販売

を手掛け、若者が一定期間雇用する制度である。この制度を活用して多くのＩターン者達

が商品化をしている。やってみたい事や挑戦したいことを自由にやらせるくれる制度とし

て、Ｉターン者には魅力ある制度となっているが、イノベーションを創発する仕組みでも
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ある。 

こうした制度を活用して、海士町には約 330 人、218 世帯（平成 24 年）の I ターン者達

が住んでいる。そして、このＩターン者達の中には、町の産業とも深く関わり、リーダー

的な役割を果たしている者が多い。つまり、担い手として地域に根付き、彼ら抜きには地

域づくりが考えられないほどの役割を果たすに至っている。 

 

（２）海士町の６次産業化 

町の政策の中でＵＩターン者の活躍に期待する部分は大きい。こうした町の政策とも関

連し、町の６次産業化は進展している。 

Ｉターン者等は島の基幹産業である漁業に関わる商品開発を手掛ける者達が多い。地元

漁師とＵＩターン者が協力して岩牡蠣の養殖に成功した。また、Ｉターン者の商品開発に

より、干しナマコの商品化にも成功し、高級食材として中国に輸出するまでに成長してい

る例等、数多くの事例が町には生まれた。中でも、「島じゃ常識さざえカレー」は、外部者

ならではの発想から生まれた商品として有名である。商品開発制度を活用して町に来てい

たＩターン者と職員、地元の農協婦人部が行動で開発した。海士町では、サザエは珍しく

ない食材であり、カレーに入れる通常の具材がない時に、代用品として使っていた。これ

がＩターン者の目には新鮮に映り、商品化へと繋がって行ったのである。こうした背景か

ら、海士町の６次産業化は、町の政策とＩターン者達の新たな発想のもとで育まれ、進展

している。 

 

（３）「ＣＡＳ凍結センター」の活用 

海士町では、平成 17 年に「CAS 凍結センター」2を建設した（図 4-11）。CAS システムは

鮮度を保ったまま都会への出荷を可能にする。 

運営は、第三セクターの「㈱ふるさと海士」が行う。CAS システムを利用した商品の取引

先開拓には、職員２名を特認課長として CAS 工場に派遣している。また、プロパーとして

３セクの職員 17 名を雇用している。忙しいときは、イカ加工をパートで 17 名の雇用をし

ている。 

鮮度が勝負の魚介類であるため、輸送に時間がかかる離島のハンディキャップを埋める

                                                  
2 CAS（Cells Alive System)とは、磁場エネルギーで細胞を振動させ、細胞組織を壊さずに凍結させる

ことができるシステム。 
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システムとして約５億円が投入されて建設されたのが、「CAS システム」である。現在、鮮

魚の冷凍のために利用されるだけではなく、都内のレストランに向けて調理済みの半製品

を冷凍するためにも活用している。これは付加価値を海士町内で生産するばかりでなく、

オリジナリティのある製品を島内で生産することに努力している。 

    

図 4-11 海士町「CAS センター」2012.10 撮影  図 4-12 士町の牡蠣養殖 2012.10 撮影 

 

（４）海士町の課題 

I ターン者の活躍で話題に登ることが多い海士町では、確かに Iターン者が多く、ある種

のイノベーションを創出しようとしている。地域の基幹産業である漁業におけるＩターン

者の役割は大きく、新商品の開発や新たな事業には欠かせない存在となっている。 

しかし、長期的に基盤となる産業育成が不可欠である。そこで地理的条件もあり、海藻

を産業化することを目標としている（図 5-3 海士町の海藻クラスター図参照）。海藻を

食用とするだけはない。海藻が育たない磯焼けという現象はウニなど磯の生物生育の課題

となっている。海藻を将来のエネルギー源や薬品や化粧品の原材料としても考えられてい

る。そうした海藻クラスター構想は夢であり、イノベーションの方向性である。言うまで

もなく、そのための人材育成が必要である。定員割れで廃校になりかかった地元高校海藻

学科」を設置し、地域活性化や地域産業の育成に取り組んでいる。 

 

５．新潟県長岡市寺泊「角上魚類（株）」 

（１）「角上魚類（株）」概要 

「角上魚類（株）」は新潟県長岡市寺泊に本社を置く、鮮魚と鮮魚加工品を販売する魚の

小売会社である。寺泊町は、新潟県の中央に位置している（図 4-13）。2006 年長岡市と合

併して長岡市となった。寺泊地区の人口は 11,024 人、世帯数は 3,563 世帯である。 
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「角上魚類（株）」の設立は昭和 51 年であるが、元々は江戸時代より続く卸問屋であっ

た。しかし、1960 年代半ばからのスーパーマーケットの台頭により、卸問屋が成り立たな

くなる。そこで、「角上魚類（株）」は卸問屋から小売り販売業へと転身した。 

 

    

図 4-13 寺泊の位置           図 4-14 2013.2.4 撮影角上魚類寺泊本店 

 

以来 40 年、現在の店舗数は 22 店舗、社員数（臨時含め）約 800 名、売上高 227 億（平成

24 年３月期）を売り上げる会社へと発展させている。 

「角上魚類（株）」の販売の特徴は鮮度の良い魚の対面販売である。丸ごとの魚では売れ

行きが悪いため、客の要望によって、目の前で魚を捌いてくれる。この手法と包丁さばき

を見せることで、人気を呼び、集客数を増やしてきた。 

 

（２）「角上魚類（株）」のバイヤーの力量 

「角上魚類（株）」には、多くの目利きバイヤーがいる。新潟に 10 名、築地に７名のバ

イヤーを配置している。その日の売れ筋の読み、価格や魚種、仕入れ量を決めて行く。仕

入は新潟の市場か築地で行う。新潟の市場の特徴は、魚種が多く、美味しいとされている

ことである。 

「角上魚類（株）」のバイヤーは、当初からバイヤーだったわけではなく、店でさまざま

な販売等の実践を積む中で、資質をみがきバイヤーとなった者達が多い。魚が売れるには、

鮮度と価格が重要だが、なにより美味しく見えることが必要であるという。いくら鮮度が
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良く、安くても、美味しく見えない商品でなければ客は買わない。バイヤーは、長年の卸

問屋としての知識と小売業の知識の蓄積から、市場での目利きができるようになる。つま

り、「角上魚類（株）」のバイヤーは、魚市場に水揚げされた鮮魚の状況から、価格、消費

者のニーズ、利幅等を瞬時に読み取り、買い付けるのである。 

 

（３）「角上魚類（株）」の販売戦略と人材育成 

「角上魚類（株）」の店舗は全店ロードサイドである。車で遠路まで来てくれる客が相手

である。わざわざ車で来てくれる客に対するサービスは、他店との差別化を図ることが重

要である。何処よりも安く、新鮮で美味しい魚を提供することを心がけていれば客は来て

くれる。 

 スーパーでは他の品も買うことができるが、魚屋である「角上魚類（株）」は、魚だけで

勝負するしかない。わざわざ魚屋に客が来てくれるのであるから、何処より鮮度が良く、

安い品を提供しなければ、客は満足しない。 

「角上魚類（株）」の販売戦略は次の３点である。もともと仲卸業者であったため、新潟

と東京で仕入れているが、魚市場に持ち込まれる魚の中から、おとく感のある魚を仕入れ

る。この目利きが第一の特徴である。 

産地直送で新鮮な魚、そして、この魚を客の要望に応じた魚捌きを見せることで消費者

の満足を得る。対面販売により、魚の食べ方から用途に応じた魚捌きまでを行うことで、

客のニーズに応える。これは廃棄率を少なくする方法でもある。鮮魚は鮮度が一番である

ため、売れ残りが出ることが大きなリスクになる。売り切るためには、どのようにして販

売するかは現場での判断にまかされている。丸のままの魚か、刺身か、切り身か、寿司か

といった判断である。このように店頭で接客しながら販売する人材の育成も必要である。 

企業は人という考えから、企業説明会にも出向きリクルートを行っている。近年、大卒

社員も積極的に採用している。 
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図 4-15 2013.2 月撮影角上魚類小平店    図 4-16 2013.2 月撮影角上魚類小平店 

   

（４）魚販売の課題 

会社の店舗数拡大と収益増によって、知名度があがった。各地域から出店の依頼が来る

が、店の品質を維持するには、目の届く範囲が必要である。簡単に出店しても、当初は知

名度があれば来てくれるだろうが、品質が保てなければ客足は必ず遠退く。 

 現在ある店舗でも同様に、魚は鮮度がものをいうため、いかに鮮度の良いうちに販売し

終えるか、処理し終えるかかにかかっている。「角上魚類（株）」が成功を収めている要因

には、卸問屋としての知識の蓄積が元になっている。また、小売業での試行錯誤の中で集

積した知識があってこそ現在の運営が成り立っている。６次産業化とは、漁獲から販売ま

でを一元化することであるが、生産、加工、流通、販売の部門でそれぞれの難しさ、厳し

さがある。 

 

６．岩手県久慈市「久慈漁協」 

―東日本大震災後の取組とファストフィッシュ（Fast Fish）― 

 

（１）岩手県久慈市久慈漁業の震災復興商品 

東日本大震災により久慈漁協は甚大なる被害を受けたが、今は復興に向けさまざまな取

り組みを行っている。そして、復興事業の一環として取り組まれている事業が、大手スー

パー等との連携事業である。久慈漁協と大手スーパーＩ社、地元の鉄道会社Ｓ鉄道株式会

社とが連携し、ファストフィッシュの「骨取味付けさんま」を生産している。 

一般的に漁協が販売授業まで行うのは珍しく、三陸海岸沿いでも加工まで行っている漁

協は久慈漁協だけであろうという。久慈漁協では、しめ鯖を加工品として生産して来たと
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いう実績から、今回の連携事業に結びついた。しめ鯖をつくる際に行う、骨抜きの加工技

術を活用することになったのである。 

大手スーパーとの連携事業の利点は、素材であるサンマの調達が容易になった点である。

地元だけでは、常に素材となるサンマが手に入るわけではない。一方の大手スーパーは、

全国的に鮮魚の取引を展開しているため、地域外からでもサンマを調達することが可能で

ある。 

 

（２）魚離れとファストフィッシュ（Fast Fish）の開発 

ファストフィッシュ（Fast Fish）とは、「手軽・気軽においしく、水産物を食べること

及びそれを可能にする商品や食べ方のこと（水産庁）」である。 

「図 4-17」は、平成 12 年度と平成 22 年度の魚介類と肉類の年齢階層別摂取量の推移を

表したものである。平成 12 年から 22 年の 10 年間の間に大半の年齢層で、魚から肉へ移行

していることが分かる。特に「40 代男性」と「15 歳～19 歳」の年齢層は男女共に魚から肉

に移行している。こうした国民の「魚離れ」を食い止めるために推進されている事業のひ

とつが、ファストフィッシュ（Fast Fish）の取組である。調理時間に手間が係らず、食べ

やすい商品にすることで、日本型食生活である魚料理を普及していこうというこの取り組

みによって、さまざまなファストフィッシュ（Fast Fish）商品が開発されている。 

 

 

図 4-17 魚介類及び肉類の年齢階層別摂取量の推移 
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資料 水産庁「「魚の国のしあわせ」プロジェクト推進会議」2012 

 

大手スーパーＩ社では、岩手県だけではなく、宮城県や福島県においても漁協や水産会

社と連携を行い、ファストフィッシュ商品を開発し、販売を行っている。この事業は、東

日本大震災で甚大な被害を受けた地域への復興支援の一環として行われている事業ではあ

るが、消費者のニーズを受けて開発されている商品でもある。 

大手スーパーのマーケティングから、包丁もまな板も使用しないで手軽に食べられる商

品が売れているという現状がある。魚はそのようなニーズには反する食材であろう。魚を

捌ける主婦層は確実に減少しており、女性の社会進出に伴って、調理時間が減少している

という現実がある。こうした生活環境や食生活の変容から、大手スーパー各社は今後益々

調理しないで済む商品の開発が進むと予測している。 

 

７．６次産業化の特徴 

（１）6 次産業化を行っている会社の目的 

事例で取り上げた５社の課題（Ａ）、事業展開（Ｂ）、事業展開における成果（Ｃ）をま

とめた表が「表4-4」である。 

 

表4-4  水産会社5社の事業展開 
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 鹿渡島定置は、人材育成や地域コミュニティを目的としているため、６次産業化を行う

にあたっては、近隣住民の雇用の確保に努めている。また、人材育成のために、社員が自

ら創意工夫しながら取り組んでいる。 

 海士町における６次産業化は、町の地域振興と密着している。ＵＩターン者を対象とし

た「商品開発研修生制度」は、地域資源を活用した新たな商品開発に期待したものであり、

すなわち、その商品開発は６次産業化の戦略である。また、ハードであるCASの導入はどこ

でも可能であるが、これを活用して６次産業化を実現する仕組みを工夫している。 

タカスイは、漁獲、流通、消費までをそれぞれ革新しながら、生産から販売までを一体

化して、独自の６次産業化を実現している。一体化することで会社を成長させている。ま

た、６次産業化に大きく貢献しているのは蓄養であり、蓄養はブランド化、安定供給と価

格調整に繋がっている。 

 これらの６次産業化に共通した特徴として３点があげられる。ひとつは、程度の差はあ

るものの、試行錯誤しながら、それ自体によるオリジナルなイノベーションを積み重ねて

きている。新しいビジネスモデルが構築され、そこには「暗黙知」を蓄積する仕組みが形

成されていると言ってよいかもしれない。第二に、それを担う人材が育成され招致される

必要である。一般的には漁業についても、６次産業化には担い手とも言える人材が不可欠

であり、多くの６次産業化にはその点が欠落しているようにみえる。イノベーションの創

発には知的活動が欠かせないが、ノルウェーでは積極的に大学と連携しながら人材育成に

取り組んでいる。 

そして、３つ目が新たな事業展開を行うことのリスクの問題である。本章で取り扱った

水産会社はこのリスクを覚悟で６次産業化に挑戦している。リスクの問題は、６次産業化

を実施することで課題解決策となっている点との兼ね合いをどのように捉えるのかという

問題でもある。言い換えれば、課題解決のためにどこまでリスクを負えるのかということ

である。３社は６次産業化を地域づくりの一環として展開している。それは、長年の会社

の経過から、産業と地域社会の関係性を経験して来たことによるだろう。自社と地域漁業

の発展のために、リスクを覚悟で新たな事業として6次産業化を取り入れている。 

それは、漁業という産業が自社だけの努力では解決できない問題が多いことから、我が

国の漁業の全体の問題として捉え、危機感を持ちつつ事業展開を行っている点は３社共通

である。 
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（２）連携による商品開発（加工） 

連携や提携による商品開発は増加傾向にあるが、連携する会社や機関等との関係性をど

のように構築して行くかが課題ではなかろうか。大手スーパー等との連携事業を行ってい

る久慈漁協の課題は、連携の継続性である。継続するには、双方の対等な関係性の継続が

重要である。久慈漁協は、骨抜きの技術力が、この関係性を保つ役割を果たしている。一

方のスーパーは、消費者の求める商品のニーズに応えてさまざまな企業努力を行う。品質

や価格等、収益をあげるための手段や方法を追求する。こうした双方の方向性や立場の違

いを超えて継続して行くには、双方の均衡を保つ関係性の構築、すなわち双方の持てる強

みをさらに磨き、互いが必要な存在となることが重要ではなかろうか。 

 

（３）小売業の特徴（販売） 

小売業を専門としている「角上魚類（株）」の仲買を検証すると、当日水揚げされた鮮魚

の中から、①鮮度が良い、②価格が安い、③美味しく見える、商品を買い付けている。そ

して、「角上魚類（株）」では、対面販売と包丁捌きによって、加工に付加価値をつけてい

る。また、「鹿渡島定置」の６次産業化における小売りでも、まるごとの魚を販売するので

はなく、ひと手間かけて加工することで売上を伸ばしている。いずれもが、まるごとの鮮

魚を並べるだけではなく、工夫をこらした販売をしている。 

 

（４）６次産業化の特徴（生産、加工、販売）とまとめ 

各社の事業展開は、その目的や会社の規模や資金力によって異なる。また、事業展開に

よっても得られる成果は異なっている。しかし、いずれもの会社が、新たな事業展開を行

わなければ変化は得られていない。 

新たな事業展開には、先述のとおりリスクをどのように捉えるのか、耐えうるのかとい

う問題がある。６次産業化は、生産者の収益をあげることを大きな目的として推進されて

来た事業であるが、広範囲な広がりを見せていない背景には、このリスクの問題が大きい

と考えられる。現実に、生産者が加工や販売まで行うには、厳しさと困難さが伴う。とは

いえ、生産だけに頼っていたのでは収益に期待できない現状がある。漁業者の立場や環境

によって考え方や行動は異なるため、新たな事業展開や何らかのアクションを起こす機運

は当然のこととして違ってくる。しかし、地域社会の一員として何ができるのか、当事者

意識を持って地域の産業である漁業を捉えると、また視点も違ってくるのではないだろう
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か。この視点を変えて取り組んでいえるのが事例として取り上げた３社であろう。 

我が国の１次産業が厳しい状況に追い込まれていたところに、東日本大震災が追い打ち

をかけた。震災は東北地方のみならず、我が国の漁業にも甚大なる被害を及ぼした。海外

への輸出を開始していた水産会社の取引が中断されてしまった例や、国内での販売不振は、

未だ解消していない。 

こうした現況を変えることは、一個人や一会社の範囲を超えている。本章で取り上げた

事例の水産会社は、さまざまな縁や交流を重んじ、機会があれば積極的に関わり交流を深

めている。そして、その場で得た情報の集積やネットワークの活用により、次なる事業展

開へと進展していったことが示唆される。こうしたことから、新たな事業展開を行うため

には、交流の機会や場の設定が必要であり、また、そうした場があれば積極的に参加し、

ネットワークや知識の構築が重要となろう。 

 本章での６次産業化の特徴は、限られた水産会社をもとに検証しているため、他の事例

に一般化できるとは限らない部分がある。今後、さらなる事例を通して分析して行く必要

があると考えている。 
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５章 ６次産業化とイノベーション        

 

１． 漁業の産業としての特性 

 漁師が陸揚げした魚は魚市場で取引され、仲卸業者を通して小売店などに流通してきた。

魚市場で魚の価格付けがされるが、通常の市場とは異なり、ここで厳密な意味で需要と供

給が調整されるわけではない。供給は漁獲された魚であり、需要は仲卸業者の需要予想に

依存する。仲卸業者は小売市場における消費者の 終需要や加工業者の需要を予想して需

要予想が形成される。需要をどれだけ正確に予測できるか、あるいは、かつては魚を在庫

できないということ、漁獲の変動が激しいこと、そして魚種が多いことに対応するため、

市場が制度的に形成されたとみることができる。 

魚は急速に鮮度が落ち腐る代表的な商品である。魚の群が押し寄せればたくさんの魚を

漁獲できるが、海が荒れている時には船は出航できず漁獲はない。サバやアジのような魚

は確実に消費者に購買されるかもしれないが、漁獲量の少ない魚は消費者には馴染みがな

く購入されない可能性もある。こうした魚も確実に販売してもらわないと漁師は困るし、

水産資源を無駄にすることになる。漁獲にともなうリスクに対処するマーケット・メカニ

ズムなのである。したがって、漁業のサプライチェーンを考えるうえで、この視点で確認

しておくことは不可欠であるように思える。 

 冷凍技術や冷蔵技術の発達はいうまでもないが、魚という商品の基本的な特性や漁業の

特殊性を認識しておく必要がある。 

 

（イ） 漁獲の変動性                        

（ロ） 鮮度の重要性                        

（ハ） 魚種の多様性        

                 

 この特性は漁師や漁業関係者のリスクであり、そのリスクに対処するためにマーケッ

ト・メカニズムを活用してきたといえる。それが歴史的に魚市場として形成されてきたが、

漁獲のリスクを分散してきたといえる。もし市場がないとすれば、漁師・漁業者だけがリ

スクを負担することになり、漁師は自分で販売できるだけしか漁獲しないであろう。加工

産業の成立も６次産業化が推進されているとはいえ、実際現在でも魚市場に大きく依存し

ている。むしろ魚市場が十分に機能していないことが問題なのかもしれない。冷蔵技術な
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どの技術進歩、食生活やライフスタイルの変化、小売業態の変化などを反映して、魚市場

の機能や役割は変化しなければならなかったはずである。 

 漁港の地理的条件は異なる。漁業がローカルな市場を越えて産業として成り立つために、

さまざまな流通経路が構築されてきた。漁港が市場に距離的に近いかどうか、というより

も時間距離が問題である。当然、それはコストに反映される。北海道や九州で漁獲され水

揚げされ漁業は大消費地までの距離を克服する必要がある。 

 ６次産業化は地理的条件によっても規定される。石巻漁港の地理的条件をいかに活用す

るか、また不利な条件を乗り越えるかが課題になる。とくに、地理的条件によって鮮度は

影響を受けざるをえない。隠岐島海士町では、この地理的条件を克服するために CAS（CELLS 

ALIVE SYSTEM）を導入したといわれる。しかし、漁業が抱える制約条件をイノベーション

によって，６次産業化への道を切り開いてきた。 

  

２． 漁業の特性とイノベーションの可能性 

 

 漁業の６次産業化は上記の三つの課題を解決することから可能になる。さらに、石巻だ

けではなく、どのような漁港でも地理的条件のもとで、その条件に適合するよう６次産業

化戦略を構想しなくてはならない。 

 一般に北海道や九州など魚の生産地は大都市の消費地から離れていることが多いが、鮮

度の維持は地理的条件を乗り越えさせる可能性を高める。しかし、国内の漁業だけではな

く海外についても条件はまったく同じではないとしても、遠隔地の不利さは減少する。漁

港間の競争条件が変化するのである。何らかの優位性を持つ漁業には多くの漁船によって

魚が持ち込まれる。消費地に、そして消費者に鮮度以外の価値を提供することで競争する

ことになるが、この優位性もイノベーションしなくてはならない。海士町は離島であり、

時間と距離を「CAS 冷凍センター」の導入により、色イカや岩牡蠣で鮮度の課題を解決した

が、それだけでは海士町水産物の優位性は獲得できない。そこで水産物を材料として干し

ナマコ、そしてアワビグラタンやパエリアの加工品を生産している。実は、この過程は一

種のイノベーションであるが、付加価値を生み出す過程でもある。他方、それでも鮮度の

差を競争条件とするタカスイのような経営モデルもありうる。 

 一般に魚の生産、流通、小売の経路は以下の通りである。 

（イ） 漁業者による６次産業モデル 
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◆漁獲者直接６次産業モデル 

 漁業者と消費者との経路は必ずしも単純ではないが、タカスイ・モデルはこれ経路を

も単純化した。すなわち、漁業者がレストランを経営して６次産業化したというものであ

る。 

 

 

漁業者→市場→仲卸‥•          →販売店、レストラン 

 

 

      図 5-１ 漁業の流通経路 

      出所：筆者作成 

 

漁業者がレストランを経営するのは資本があれば可能というわけではない。それなりの

経営力やノウハウを修得する必要がある。さらに、このレストランを成功させた重要な要

因は「畜養」である。畜養は漁獲した魚を生け簀でストックする技術であり、畜養という
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技術的なイノベーションである。畜養によって、漁業におけるもう一つの漁獲の変動制と

いう課題を解決するとともに、この技術は魚の味覚をたかめるという。さらに、シメ方の

技術もあるという。鮮度の課題はいうまでもなく解決できるし、多種類の課題もある程度

解決できる。ただ、二つの船団を持つタカスイは漁獲した全量をこの経路で処理できるわ

けではなく、「魚市場」を活用せざるを得ないし、養殖用の餌として処理する部分もある。 

       

◆漁業者直販６次産業化モデル 

 漁業者自身による直販６産業化モデルである。鹿渡島定置のように漁業者が JA や道の駅

で直売する。鹿渡島定置破棄業であるが、「くろべ漁協」は漁協自身が直販する体制を築い

ている。魚市場の買参権を取得して漁業者が「魚の駅生地」という直売店を設置した。漁

業者が魚を販売するには独自の経営ノウハウが必要であり、そう意味でイノベーションし

たといえる。 

 

（ロ） 養殖業者 

 養殖業者については、まさに６次化モデルともいえるもので、変動性、多種類、鮮度と

いった漁業にともなう課題はすべて解決できる。現在は海面養殖が圧倒的に多いが、陸上

養殖技術が開発され実用化が進んでいる。 

 

  

 
 

図 5-2 養殖の流通経路図 

資料  NCE Aquaculture 

 

 外的環境から隔離されており歩留まりが高いといわれている。より安定的に供給できる

体制が各国で整備されつつある。水温管理などで魚の成長も早いし、病気や細菌からの隔

離も可能である。飼育に必要な作業環境も楽で、大量の飼育も可能であるといわれる。近

い将来、魚種によるが、世界中で陸上養殖が実施され、我が国の消費市場にも参入するこ
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とが予想される。実際、中国の沿岸部には巨大な陸上養殖施設が稼働を始めているといわ

れている。 

 養殖業者は安定的に市場に水産物を供給可能である。６次産業化に非常に優れた方法で

ある。しかし、より科学的な研究とイノベーションの余地が生まれ、漁業はより知識産業

化することが予想される。コストが問題となるとしても、イノベーションによって徐々に

解決されるかもしれない。世界的な技術やイノベーションの動向は日本の漁業に無縁では

ない。 

             

（ハ） 魚市場 

 すでに述べたように魚（産地）市場は漁獲した魚の価格形成において非常に重要な存在

である。しかし、価格形成機能が十分に機能していないように見える。 

 魚の価格低迷が魚市場によってもたらされているといわれているが、スーパーの影響力

を指摘する向きがある。とくに、仲卸機能の強化が緊急の課題といわれているが、魚市場

のマーケット・メカニズムが十分に機能しないのは市場参加者の機能劣化にも原因がある。

６次産業化が唱えられる以前から流通経路の短縮、あるいは魚市場を通さない取引が拡大

し、魚市場は機能低下を起こしてきた。しかし、６次産業化を進めている漁業間関係者は

独自の６次産業化で漁獲した魚すべてを活用できるわけではなく、魚市場に依存せざるを

えない。それを関係者は望んでいる。 

 現状の魚市場を活性化させる方法の一つは、仲卸機能の強化である。角上業類はもとも

と仲卸業者であった。この仲卸機能を活用して現在では２３０億円の売上高を達成してい

る。これも６次産業化とみることもできる。魚市場のマーケット・メカニズムを上手に活

用しているが、同時に消費者に対してそのニーズに合った、あるいはニーズを生み出す販

売を演出している。近年は大卒も採用しているが、人材育成が重要な成功要因となってい

ると思われる。 

   

（ニ） 漁協 

 漁協は原初的には漁業者や漁師の自律的な団体であるが、現在県の単一漁業協同組合に

統合が進められ、各地域の漁協は支所化されている。現在議論されている漁業権の担い手

であり、漁業権漁場の利用や水産資源の管理などについて、地域における漁業者の漁業者

自律の中核的存在である。 
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 組合員である漁業者に対する販売、購買、信用、共済、指導などを多様な事業を展開し

てきた。しかし、漁業経営の苦境のもとで、沿海部漁協の７０％が赤字であるといわれ繰

り越し損金が累積している。それが合併を促されている理由でもある。 

 ノルウェーの漁協（The  Norwegian Fishermen's Association）は政治的にも強いリー

ダーシップを持ってきたといわれるが、ノルウェー漁業のグローバルな競争力強化に貢献

している。実際、トロンハイムにある漁協の本部には、現行の制度を作り上げる過程で大

きな役割を果たしたといわれる。報告書で述べたように、ノルウェー漁業は知識産業を担

うために高学歴集団化しており、政府もそれを支援している。 

 現在、新規事業で知られる漁協がいくつかある。すでに述べた「くろべ漁協」や「明石

漁協」である。漁業を取り巻く環境が大きく変化する中で、漁協が従来の役割や機能を維

持するだけでは立ち行かなくなるのは当然である。事業のイノベーションを進めことが必

要であるが、それを担う人材が不可欠である。そうした人材をどのように採用・育成する

かは課題である。漁協自身の事業力や営業力の強化とともに、漁協が販売する（産地）仲

買人の能力向上や機能強化が不可欠である。専門的な人材の採用や育成によってイノベー

ションを終発することが必要な方向性であろう。 

 漁協の役割や機能は大きく転換すべきであると思われる。漁協はいわば漁業者の自治組

織である。漁業の現状を検討し将来を考える上で、漁協の役割は非常に大きいはずである。

ノルウェーの漁協のように、積極的な漁業ビジネスを構想する必要がある。さもなければ

企業の参入をもたらすことになるだろう。 

 

（ホ） 加工業者 

 加工業者についていえば、現在はその漁港で水揚げされた原材料ばかりでなく、輸入原

材料や他漁港で水揚げされた原材料を利用している。２００海里問題が確定する以前には、

当該漁港で水揚げされた魚を生で販売できなかった部分を加工したのである。漁獲の変動

性がもたらした「イノベーション」であったのかもしれないが、その後は加工品に対する

消費者の需要が継続的に存在し、産業として存続してきた。 

 現在では、漁獲漁業者と加工業者との間には、関係が非常に希薄で協力体制も築かれて

いないといわれる。加工業者にとっても鮮度が重要であり、地元で水揚げされた魚を原材

料としとしたいという希望はある。 

 加工業者にとって、新製品の開発や加工品製造過程の改善などがイノベーションである。
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そのことが付加価値額を決定して、加工品の販売を左右する。究極はブランド化であるが、

これは安定して優良な商品を生産し続けることが不可欠である。通常、卸売を通して小売

店で加工品は販売されるが、ネット販売など直接販売にはブランド化は必要になると思わ

れる。これらは従来の加工品製造とは異なるイノベーションの過程であり、それを担う専

門的な人材が必要である。 

 こうしたビジネスモデルに進化できるかどうかが課題であるとともに、新製品開発のた

めに漁業者との親密な協力関係を形成されるかである。これここそがイノベーションに向

けた情報共有である。 

 蒲鉾や摘入のような加工品は海外でも存在する。各国の消費者に対応した加工品の開発

は輸出にもつながる可能性がある。そうした研究開発とイノベーションは漁業による地域

活性化には重要な戦略である。 

 

（ヘ） 漁協、市場、共販の必要性や連携 

 漁業の６次産業化は個別の漁業者、漁協、魚市場、関連業者、加工業者などがそれぞれ

進めているが、それは必ずしも容易ではない。専門的なノウハウや技術、さらには資金問

題には必ずぶつかるであろう。 

 同時に６次産業化は人材の問題でもあるが、漁業者や関連業者の共販機能強化の方法に

は専門的な人材は欠かせない。６次産業化はどのように流通、そして小売につなげられる

かである。消費市場への連結は人材の問題であり、その仕組みを構想できる人材の問題で

もある。それ自体がイノベーションである。 

 

３． 連携、経営、そして６次産業化 

  漁業の６次産業化にとって 大の問題は漁業者自身が取り組まねばならないというこ

とである。６次産業化に関心のない生産者は別としても、アンケートから６次産業化への

取り組みに戸惑っている様子がうかがえる。養殖業者が突然６次産業化に取り組もうとし

ても何から始めてよいかわからないのが普通である。 

 石巻地区の雄勝で６次産業化に取り組んでいる「ＯＨ！ガッツ」の事例では、漁業者の

前職は運送業者であり、そこから家業の養殖業に戻ったが、６次産業化に向けて東京のレ

ストランなどとの連携を始めている。水産物を扱ってくれる連携相手を手探りで捜してい

る。海士町の事例でもグラタンの納入先は偶然の人間関係から始まった。したがって、地
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域外部にほとんど人間関係がない漁業者が６次産業化を推進することは容易ではないので

ある。漁業者がグループを形成して情報交換して事例もある。 

 

 

 

 

   図 5-3 海士町の海藻クラスター図 

   出所  海士町プレゼン 

 

 海士町のように町役場や地元の企業家が関与しており、広い視野と人間関係を持つ人材

がおり、さらに外部から優秀な人材を招請できる環境があるならば、６次産業化の可能性

は高いと思われる。地域活性化の観点からも、相当の見通しをもって将来像を描いている。

島外に積極的なネットワーク形成に努めている。必要な人材を公募して、経験者を地域外

部からリクルートして成功している事例も存在する。 

 タカスイや角上魚類の事例は６次産業化の例外であり、多くの６次産業は経営の問題ま

でに達していない。むしろ６次産業化のビジネスモデルの構築に戸惑っており、試行錯誤

しているといって良い。 
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 漁業者に対する教育やガイダンスの必要が高い。魚のマーケット（抽象的な市場をマー

ケットと表記する）に関する一般的な情報を提供することや繰り返し学習機会を提供する

ことが重要かもしれない。コンサルタントもピンからキリまでおり、アドバイザーに適切

な人材は多くはない。ただ、漁業者自体がある程度の社会や経済に対する視野や外部の人

間とのコミュニケーション能力をもたない限り、８次産業化の「健康的」な発展は難しい

かもしれない。 

 ノルウェーの漁業のように知識産業化という次元よりも、漁業をビジネスとして展開す

るための基本的な知識と考え方を教育することは、漁業を競争的な産業とするうえでも、

地域活性化という側面でも不可欠である。これは漁協や自治体の役割であるかもしれない。 

 

４． 水産物の国際取引と輸出入 

 水産物の国際取引は１９９８年から２００８年の１０年間に２倍に増加した。寿司が多

くの地域で食べられといった食生活の変化や近代的な漁獲方法の普及が合ったかもしれな

い。魚の国際取引は今後も拡大することは間違いないと思われる。ノルウェーで漁獲され

た魚を中国でさばき国内に持ち込むという魚の移動は、今後は低い賃金を求めてさらに拡

大するであろう。 

 日本について見れば、水産物の世界 大の輸入国である。輸出は少なく、そのアンバラ

ンスは際立っている。我が国における魚の自給率は２０１１年で５８％である。他の食品

と同様に、国内での自給率が低く、国際競争力が弱いことが特徴である。 

 魚の輸出に関しては、価格の問題というだけではなく、漁業者の意識の問題が大きいと

思われる。世界標準になりつつある HACCP の認証を取得するということよりも、漁業者の

衛生的な管理に対する意識が欠如していることが問題である。ビジネスと同様に、伝統的

なやり方を踏襲する慣性が強く、現状を客観的に位置づけることができていない。効率化

に向けた機械の導入は積極的であるが、消費者の意識や環境への配慮は学習の余地がある。

これはノルウェー漁業における、魚の健康や環境問題への意識と大きく異なることを指摘

できる。こうした漁業のソフトともいうべき全体的意識は国際競争力に影響していると思

われる。 
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図 5-4 食用魚介類の自給率等の推移 

出所：水産庁「平成 23 年度水産白書」 

魚の価格が国際市場で決定されるということは、その制約の中で我が国の漁業、そして

ローカルな漁業を考えざるをえないということである。石巻の漁業も石巻だけで完結する

わけではなく、グローバルな漁業の競争条件の中で構想しなければならない。一定程度の

所得を漁業関係者に配分しながら、漁業ビジネスを継続し、後継者をつなぐことのできる

サステイナビリティが必要である。 

 

表 5-1 水産物輸出入上位 10 ヵ国 

 

 

出所：（社）国際農林業協働協会「世界漁業・養殖業白書２０１０年」より筆者加筆  
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５． 漁業の集積（クラスター） 

 地域の漁業が継続的に競争力を持つためには継続的なイノベーションが不可欠である。

競争条件は絶えず変化するとともに、市場も絶え間なく変動する。すでに見たように、漁

業は６次産業化に戸惑っているが、そうしたグローバルな変化に対応するためには、それ

なりの仕組みと人材が必要である。 

 これはノルウェーの漁業養殖クラスターの構成図である。すでに述べたようにノルウェ

ーの養殖産業は知識産業かしているが、関連する企業や大学が集積して連携している。養

殖産業そのものから餌の研究開発や養殖技術の開発、そして人材育成まで連携している。

この企業は大企業も含まれるが、地元の零細企業も参加している。知識産業化によるイノ

ベーションを大学や研究機関が連携して支援する。政府も知識産業化を積極的に支援して

きた。生涯教育ばかりではなく、国と企業で共同して「産業 Ph.D」の取り組みで人材育成

が進められている。 
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