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は じ め に

我が国の養殖業は、漁業・養殖業の生産量の２割強、生産額の３割強を供

給する大きな位置を占めている。また、多様な魚種を身近な食材として供給

し、国民の豊かな食生活を支える産業として重要な役割を果たしている。

一方、魚価安やコスト増による厳しい経営環境が続いている中で、消費者

の安全・安心への関心の高まりや、漁場環境保全・資源管理への対応が求め

られている。

このようなことから、業界関係者や有識者で構成される「養殖業のあり方

検討会」が本年２月に水産庁に設置され、概ね月１回のペースで養殖業にお

ける課題やその対応方法について幅広い意見交換と検討を行った。

今般、これまでの４回の検討会における論点をとりまとめたので、今後の施

策に活用されていくことを期待するとともに、本報告書が養殖業の経営力の強

化や更なる発展に資することを願う。

平成25年７月

座長 馬場 治
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第１章 養殖業の現状

１．海面養殖業

平成22年（※）における我が国の海面漁業・養殖業（種苗養殖を除く）

の生産量は5,232千トン、生産額は13,810億円であり、このうち養殖業の

生産量は1,111千トンで21.2%を占め、生産額は4,101億円で29.7%を占める

（漁業・養殖業生産統計年報、農林水産省）。近年の海面養殖業の生産量

は減少傾向、生産額は横ばい傾向で推移している。海面養殖業のうち魚類

養殖、貝類養殖、藻類養殖、その他の養殖（真珠を含む）の生産量（海面

養殖業に占める割合）は、それぞれ246千トン（22.1%）、421千トン

（37.9%）、433千トン（39.0%）、12千トン（0.1%）であり、生産額（海面

養殖業に占める割合）はそれぞれ2,187億円（53.3%）、693億円（16.9%）、

1,032億円（25.2%）、190億円（4.6%）である。

（※）平成23年の生産量・生産額については、東日本大震災の影響があるため、平成22年の生

産量・生産額を使用

（１）魚類養殖

魚類養殖は生産の８割以上をブリ類とマダイが占める。平成22年の魚

種別生産量（魚類養殖に占める割合）は、多い順にブリ類が139千トン

（55.7%）、マダイが68千トン（27.5%）、ギンザケが15千トン（6.0%）で

ある。生産額（魚類養殖に占める割合）は、多い順にブリ類が1,176億円

（53.8%）、マダイが506億円（23.1%）、ギンザケが65億円（3.0%）であ

る。漁獲量を含めた総生産量に占める養殖生産量の割合は、ブリ類が

56.6%、マダイが81.9％である。近年のブリ類の生産量は横ばい傾向、平

均価格は低位横ばい傾向である。マダイは生産量、平均価格ともに減少

・低下傾向である。両種とも生産量の多寡により平均価格が変動する。

ブリ類のうちブリ（ハマチ）とカンパチは、平成22年以降、養殖生産量

の増加と天然ブリの漁獲量の増加により価格が低下している。

ブリ類、マダイに加え、フグ類、ヒラメなどは西日本を中心に、ギン

ザケは三陸地方で養殖されており、ほとんどが海面での網生簀養殖であ

るが、ヒラメは陸上水槽による養殖が多い。

（２）貝類養殖

貝類養殖はホタテガイとカキ類（殻付き）で生産のほとんどを占めて
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いる。平成22年における生産量（貝類養殖に占める割合）は、ホタテガ

イが220千トン（52.2%）、カキ類（殻付き）が200千トン（47.6%）であ

る。生産額（貝類養殖に占める割合）は、ホタテガイが345億円（49.8%）、

カキ類（殻付き）が336億円（48.6%）である。近年のホタテガイの生産

量、平均価格ともに横ばい傾向であるが、生産量の増減により平均価格

も変動している。カキ類（殻付き）は、ほぼ全量を養殖により生産して

おり、生産量、平均価格ともにやや減少・低下傾向である。

ホタテガイは北海道、東北地方で、カキ類は広島県、宮城県のほか全

国で養殖されており、その方法は種苗を容器に収容または付着器につけ

た状態で筏や延縄から海中に懸垂する垂下式養殖のほか、種苗を海底に

撒いて養殖する地まき式養殖である。

（３）藻類養殖

藻類養殖は生産の７割以上をノリ類（生重量）が占める。平成22年に

おける生産量（藻類養殖に占める割合）は、多い順にノリ類（生重量）

が329千トン（75.9%）、ワカメ類が52千トン（12.1%）、コンブ類が43千

トン（10.0%）である。生産額（藻類養殖に占める割合）は、多い順にノ

リ類（生重量）が853億円（82.7%）、ワカメ類が83億円（8.0%）、コンブ

類が79億円（7.7%）である。ノリ類（生重量）は、ほぼ全量を養殖によ

り生産しており、近年の生産量は微減傾向、平均価格は横ばい傾向であ

る。ワカメ類の生産量と平均価格は横ばい傾向、コンブ類の生産量は減

少傾向、平均価格は増減しながら横ばい傾向である。

ノリ類は本州太平洋、瀬戸内海及び有明海において、種を固着させた

ノリ網を支柱に固定する支柱式とロープや浮き球、アンカーで作られた

方形枠に張る浮き流し式により養殖されている。ワカメ類は三陸地方を

中心に全国で、コンブ類は北海道、東北地方を中心に、種糸をつけたロ

ープを延縄方式等で海中に垂下させる方法で養殖されている。

（４）その他の養殖

上記以外にクルマエビ、ホヤ類のほか真珠（浜揚量）が養殖されてお

り、平成22年における生産量（生産額）は、それぞれ２千トン（74億円）、

10千トン（14億円）、0.02千トン（97億円）である。
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２．内水面養殖業

平成22年における我が国の内水面漁業・養殖業の生産量は79千トン、生

産額は830億円であり、このうち養殖業の生産量は39千トンで49.7%を占め、

生産額は602億円で72.6%を占める。近年の内水面養殖業の生産量は減少傾

向、生産額はウナギ価格の上昇により増加傾向で推移している。

内水面養殖業の生産量は５割以上をウナギが占める。平成22年における

魚種別生産量（内水面養殖業に占める割合）は、多い順にウナギが21千ト

ン（52.1%）、マス類が９千トン（23.8%）、アユが６千トン（14.4%）であ

る。生産額（内水面養殖業に占める割合）は、多い順にウナギが383億円

（63.7%）、マス類が86億円（14.3%）、アユが83億円（13.8%）である。ウ

ナギの養殖用種苗はすべてを天然稚魚に依存しており、平成22年以降は不

漁のため取引価格が高騰している。不足分は輸入で補っており、天然資源

の維持と人工種苗生産技術の開発が課題である。

第２章 養殖業経営に関する施策の方向

１．現行施策の現状と改善方向

（１）漁業共済制度

漁業共済制度は、漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）に基づき、

中小漁業者が異常の事象又は不慮の事故によって受ける損失を補塡する

ことにより、漁業再生産の確保と漁業経営の安定に資することを目的と

している。

漁業共済制度について、養殖業の実態が変化していること等に対応し

て、現在対象となっていない魚種をその対象に加えることの検討が必要

である。

このため、共済ニーズがあること、妥当な掛金水準で保険設計できる

こと、客観的な損害査定ができることなど、保険設計や損害査定上検証

が必要な項目について調査を実施し、現在対象となっていない魚種を漁

業共済の対象とすることの可否に関し、可能なものは平成25年度中に、

全ての検討した魚種について遅くとも平成26年度中に結論を得る必要が

ある。

（２）資源管理・収入安定対策

養殖の発展の足場となる漁場環境の改善の推進と養殖経営の安定を図
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り、その足場に立って、養殖業者が多様な経営の発展を目指すことがで

きるよう、漁場改善に取り組む養殖業者を対象として、漁業共済の仕組

みを活用して収入の安定を図る資源管理・収入安定対策が実施されてい

る。

この資源管理・収入安定対策は、漁場改善を目的とした養殖尾数の削

減など収入の減少やかかり増し経費の発生を伴うものの、養殖業全体の

発展に資するような公益的な取組を行う者を支援するものであり、加入

要件として、養殖数量の５％以上の削減等が設定されている。

より多くの養殖業者が近年の環境の厳しさに適応して効率的かつ安定

的な経営を実現できるよう、次のような取組を加入要件に加えることに

ついて検討する必要がある。

① 給餌養殖における、生餌から漁場環境に負荷の少ない配合飼料等への

転換の取組。

② 無給餌養殖における、環境収容力の範囲内で養殖数量を設定する取組

であって、一定のかかり増し経費が伴うもの。

（３）漁業経営セーフティーネット構築事業

養殖業は生産コストに占める飼料費の割合が高いことから、配合飼料

価格の高騰に備えるため、漁業経営セーフティーネット構築事業が実施

されている。

本事業においては、輸入原料価格（魚粉及び魚油）が７中５平均値を

超えた額と配合飼料価格が７中５平均値を超えた額のいずれか低い方の

額を補塡している。

これは、国内で制御が困難な輸入原料価格の変動の影響を緩和するも

のであることから、輸入原料価格を補塡基準としつつも、原料の輸入か

ら配合飼料の生産･出荷まで数ヶ月を要すること等から両価格の動きは

同調しておらず、輸入原料価格のみを補塡基準とした場合、実際に養殖

業者が負担する配合飼料の価格が上昇していないのに補塡が発生するケ

ースがあり得ること等に配慮したものである。

両価格の関係を改めて精査したところ、①配合飼料価格は７ヶ月前の

輸入原料価格と概ね同調すること、②それぞれの価格指標で試算された
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補塡額を５年程度の期間で比較すると、補塡の総額が概ね同水準である

ことから、補塡基準をいずれか一方とすることが可能と考えられるため、

養殖業者の実際の負担に正確に対応可能な配合飼料価格のみに変更する

ことが望ましい。この際、事業運営の透明性確保とモラルハザード防止

の観点から、①飼料団体非会員を含め飼料メーカー各社から個別に配合

飼料の生産量及び出荷額を収集し、水産庁において補塡基準の指標とな

る総平均単価（出荷額合計値／生産量合計値）を算出し、②毎月の生産

量合計値、出荷額合計値及び補塡基準（総平均単価）を、ホームページ

等で公表する等の対応をとることが必要と考えられる。

（４）融資制度

養殖業を含む水産業は、経営者の信用力や担保力が低いこと等から一般

金融になじみ難い性格を有している。こうした性格を踏まえ、漁業経営の

近代化と安定化を図ることを目的として、国又は地方公共団体により、財

政資金の融通、系統金融機関の貸出に対する利子助成等が講じられている。

また、漁業者の信用力を補い資金の円滑な融通を図るため、漁業信用基金

協会による信用保証制度が設けられており、融資の際に通常求められる担

保を政策的に限定するといった支援も措置されている（無保証人型漁業融

資の推進）。

引き続きこれら施策が講じられていく必要があるほか、新たな金融手法

として「動産・売掛金担保融資（ABL）」（事業者が保有する在庫や売掛金

を担保とする融資）が他産業で活用されつつあることに鑑み、資金調達の

多様化を図る観点から、こうした手法が養殖業においても適切に活用され

るよう、関係者への周知とともに、適用事例を踏まえた運用上の課題分析、

整理が行われる必要があると考えられる。

２．新たな取組の推進方向

（１）需要に見合った計画生産の取組

養殖魚の需給は、養殖業者による生産量の増減のほか、国民の所得や人

口の減少による国内需要の減少、資源増大による天然魚の漁獲量の増加、

競争力のある輸入水産物の増加等の要因の影響を受ける。需給バランスが

大きくくずれると養殖魚の価格が急落し、養殖業経営に大きな影響を及ぼ

すことになる。このため養殖業者自らによる需要に見合った生産・出荷に
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より、需要と供給をバランスさせ、経営の安定を図る計画生産の仕組みを

検討することが重要である。

計画生産が有効に機能するためには、より多くの養殖業者が計画生産に

参加する必要がある。また、参加者が減産する一方で非参加者が増産する

ことにより、かえって参加者が不利益を被ることがないような対策につい

ても併せて検討することが必要である。

このような観点から、参加者に対するメリット措置として、収入安定の

ための支援を行うことが必要と考えられる。計画生産は、養殖経営上、需

要以上の生産を行わないことを通じて、養殖漁場に対する負荷の軽減にも

つながることから、メリット措置としての収入安定のための支援は、資源

管理・収入安定対策によることが適当である。

また、計画生産への参加を促すため、計画生産対象品目については、資

源管理・収入安定対策の加入要件を「計画生産への参加」のみとし、養殖

数量の５％以上の削減等これまで適用してきた加入要件は適用しないこと

が適当である。

計画生産の内容については、以下の考え方を軸として具体化することが

考えられる。

① 対象品目

国民の食生活、かつ、養殖業にとって重要で、需給バランスが崩れ

て価格の下落が顕著であるなど需要に見合った生産の必要性が高く、

国による生産数量ガイドラインの提示の必要性が高いと認められる品

目で、関係漁業者の全国団体から申請があり、水産庁長官が妥当と認

めたものとする。

② 仕組み

需要に見合った生産を進める観点から、国が毎年１回、全国の生産

数量ガイドラインを設定する。ガイドラインにおける生産目標数量は、

需要見通しを基礎に、競合する天然魚の資源量の見通し及び競合の度

合い、競合する輸入品目の状況及び競合の度合いのほか、養殖漁場の

改善の状況等を勘案して設定する。漁協等はガイドラインに従って算

出した漁協や養殖業者ごと等の生産目標数量を、既存の漁場改善計画

制度の枠組みを活用し、適正養殖可能数量として、毎年、漁場改善計

画に明記する。都道府県知事は、漁協や養殖業者ごと等の生産目標数



- 7 -

量がガイドラインに即して設定されていることを確認の上、漁場改善

計画を認定する（別添資料）。

③ 計画生産の対象品目に係るメリット措置の充実

計画生産においては、生産過剰で魚価が低迷するような状況の下で

養殖業者が生産数量の削減に取り組み、速やかに魚価が好転しない場

合にも、忍耐強く取組を継続できるような支援が必要であることから、

計画生産の対象魚種については、養殖における資源管理・収入安定対

策の支払基準となる「標準出荷価格」の下落を前年の95％にとどめる

措置等を検討する必要がある。

また、計画生産への加入を促すとともに、特に、強い生産数量の削

減を行う場合に、計画生産にいかに養殖業者の加入を維持するかがポ

イントとなるため、計画生産による割当て数量が、基準値から５％削

減した数量（H18～H22の５中３平均値がH8～H12の５中３平均値を10

％以上減少している場合は基準値）を下回った場合には、資源管理・

収入安定対策の補塡幅を拡大すること等を検討する必要がある。

④ 水産物輸出の促進との両立

養殖水産物の輸出は国内市場の需給調整の役割を有すること、及び、

計画生産を有効に機能させるためには生産拡大の意向を有する養殖業

者についても計画生産への参加をうながす必要があることから、輸出

に向けられる養殖生産物に関しては、計画生産にかかる生産目標数量

とは別枠で生産できるような仕組みを履行確認方法を含めて検討する

必要がある。

なお、計画生産を円滑に推進していくためには、国、都道府県及び関係

者が一体となって取り組んでいくことが重要である。

（２）生産コストの削減と養殖生産物の付加価値の向上

養殖業の経営力の強化のためには、需要に見合った計画的な養殖生産へ

の取組の他、餌料効率や歩留まりの向上などによる生産コストの削減や消

費者が購買意欲を増すような付加価値の向上などによる収益の増大に、引

き続き取り組んでいくことが重要である。
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（３）輸出促進に向けた取組

養殖水産物の輸出は、輸出量及び輸出額とも増加傾向にある。国内の水

産物需要が縮小傾向にある一方で、世界的には水産物に対する需要が増大

し、海外での日本食人気が高まっていることから、諸外国への輸出の促進

により所得を増大させる好機である。

通年・安定供給が可能であり、出荷サイズ等についてもある程度制御可

能である日本の養殖水産物の輸出を促進するために、重点品目、重点国・

地域を念頭に、戦略的に市場を開拓するとともに、輸出先国のニーズに合

致した養殖生産を促進するなどの取組が必要である。

また、輸出に当たっては、輸出先国における衛生管理基準（HACCP）へ

の適合、衛生証明書の添付など、外国政府が求める要件に適切に対応する

必要があり、その体制づくりが必要である。

第３章 養殖生産手法に関する取組の方向

１．安全・安心への取組

水産物の安全・安心の確保は、食品産業としての水産業にとって最重要

の課題である。法的な規制に加え、生産者である養殖業者が安全性の確保

に最大限取り組むとともに、その内容が流通業者を通じて消費者に適正に

伝えられることにより、消費者が安心して養殖生産物を購入できることに

なる。このような観点から、これまで養殖業者によってノロウイルス対策

等食品としての水産物の安全性の確保、魚病対策等養殖魚の品質向上や健

康管理におけるネガティブな側面の排除、トレーサビリティ、表示等消費

者への情報の伝達等様々な取組が行われてきている。

しかしながら、取組内容が消費者に十分伝わっていないことから、それ

らをどのように伝えていくかが重要である。このため、今後、生産工程管

理手法やトレーサビリティの導入・普及、ワクチン使用対象魚種の追加な

ど養殖水産物の生産工程における安全性の確保等の取組を進めるととも

に、関係者の間での情報や意見の交換（リスクコミュニケーション）、メ

ディアを通じた消費者への安全性のアピール、ラベリングによる消費者へ

の情報提供、生産工程における優良事例の紹介など、情報を適正に消費者

に伝える取組の充実を進めていくことが必要と考えられる。
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２．漁場環境に配慮した取組

自然環境の中で行われる養殖にとって、良好な漁場環境を維持すること

は重要な課題である。魚類を中心とする給餌養殖については、給餌残渣や

排泄物による環境負荷の増加や赤潮の発生の抑制に関する取組が行われて

おり、無給餌養殖については、貧栄養化や高水温という環境の変化に脆弱

であり、安定的な生産の確保のための環境の変化への対応の取組が行われ

ている。

持続的な養殖生産の確保を図るため、持続的養殖生産確保法に基づく漁

場改善が進められているところであり、魚類養殖を中心とした給餌養殖に

ついては、全体としては漁場環境改善は進んでいるが、漁場環境の改善が

必要な海域については、更なる取組を奨励する必要があり、漁場の状態に

応じた養殖生産や餌料の適正な使用を促進していく必要がある。また、貝

類養殖や海藻類養殖などの無給餌養殖については、給餌養殖に比べれば漁

場環境への負荷は少ない一方で、養殖漁場の海洋環境にその生産量が左右

される傾向があることから、養殖漁場の環境収容力に応じた養殖生産活動

を行えるよう海洋環境のモニタリング等の実施が重要であり、かかる取組

を試験研究部局とも協力しながら奨励していく必要がある。

３．資源管理への取組

養殖には種苗と餌が不可欠であり、マダイやヒラメのようにほぼ100％

人工種苗によるものもあれば、ウナギのように天然資源からの供給に頼っ

ているものもある。天然種苗を利用するものの中には、ウナギやクロマグ

ロのように資源状態の悪化により資源保護に向けた国際的な情勢のもと厳

しい漁業管理が求められているものがあり、天然種苗の利用と資源管理を

いかに両立させていくかが課題である。

一方、餌については、配合飼料に使用される魚粉の供給源であるカタク

チイワシ、アジなども資源的な限界があり、今後の食料や魚粉原料として

の需要の伸びを考えれば、一方的にこれに頼るわけにはいかない状況にあ

る。

このため、天然種苗に依存している養殖用種苗の一定比率を人工種苗に

置き換える取組や、配合餌料の低魚粉化に資する植物性タンパク質等代替

タンパク質を利用した餌の開発とそれらを吸収できる人工種苗の選抜育種

の取組について促進していくことが望ましい。
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４．陸上養殖の取組

陸上養殖は、水産基本計画に記載されているとおり、養殖場の多様化と

して意義があり、また、漁村における新たな地域産業の振興や、専門的な

知見が活用できる雇用機会として、養殖業者の積極的参画が期待される。

また、閉鎖循環式陸上養殖は、人為的環境での管理が可能、排水が極力抑

制可能等の特徴を有し、安心・安全、漁場環境への配慮という観点から、

今後の取組方向にも合致し、これらを活用した輸出拡大も期待される。

世界に目を転じてみればその技術開発と実用化が進行している地域もあ

るが、我が国においては高額な施設整備コスト、ランニングコストが実用

化に向けての最大のネックとなっており、国際競争力確保の観点からも、

産官学の連携による一層の技術開発の推進が必要である。また、周辺施設

の廃熱などのエネルギーの有効利用等によるコスト低減、安定した種苗の

確保、ブランド化等による高付加価値化や市場ニーズと販売ルートを考慮

した計画的生産も併せて実現していくことが課題である。

一方、新たな養殖分野であることから、既存の養殖業との関係を含め養

殖業全体の持続的な発展の観点からの考慮が必要である。

５．コスト削減や生産性の向上に資する養殖技術の開発

養殖業のコスト削減や生産性の向上に資するため、これまで①餌料の低

魚粉化、給餌量の抑制などによる魚粉への依存度の低減、②魚病の発生や

まん延を防止するための適正養殖密度の確保、③海水交換が容易に行われ

る沖合域での養殖に適した浮沈式生簀を活用した養殖生産への取組、④養

殖に適した形質を有する種苗の開発（育種）、⑤成長が早く生産性に優れ

た垂下式養殖への取組などが行われてきているところである。

このような取組は、技術開発とともに進められているところであり、引

き続き、その推進を図るため、産学官が連携して養殖技術の開発に取り組

むことが重要である。
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（別添資料）

行政（国）
生産数量ガイドラインを提示
・生産数量目標
・上記目標数量の基準時点に対する削減割合等漁協や養殖業者が
各々の生産目標数量を設定するのに必要な情報

協同組織（全漁連）

行政（都道府県）

計画生産の仕組み

協同組織（県漁連等都道府県レベル）

協同組織（漁協）
ガイドラインに即して漁協や養殖業者ごと等の
生産目標数量を設定し適正養殖可能数量

として漁場改善計画に明記

養殖業者
自己の判断で計画生産に参加

通 知

漁場改善計画認定の認定申請

認定

・ガイドラインに基づき
生産目標数量が設定
されているかの確認

傘下の会員へ周知

傘下の会員（組合員）へ周知

傘下の組合員へ周知 【既存の漁場改善計画制度の活用】

【協同組織の活用】

需給検討会(仮称)

生産者団体
（全漁連、全海水等）
有識者 等

意見聴取

周知

計画生産を円滑に推進してい
くためには、国、都道府県及び
関係者が一体となって取り組
んでいくことが重要


