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はじめに 
１． 本冊子の目的と使用方法  

現在、我が国漁業の現場では海洋環境の変化による漁業生産量の減少が続くとともに、

生産を担う漁業就業者の不足や高齢化の進行により厳しい状況が続いています。一方、

水産加工・流通の現場でも、十分な原料が水揚げされない、原料価格が高騰して十分な

原材料が確保できない、人材不足により工場が稼働できないといった問題が山積してい

ます。 

こうした課題に対応するため、平成 30 年から水産政策の改革がスタートしました。

改革の主軸は漁業法の改正による資源管理の強化や海面利用制度の見直しとなります

が、水産物の生産・加工・流通に至る従来の流通構造を見直し、マーケットインの視点

に基づいて高付加価値化を図ることで、漁業・水産業の成長産業化を図るという目的も

盛り込まれています。 

これまで、水産物の流通は生産・加工・流通それぞれの段階で、個別の専門事業者が

主体となって実施する多段階流通が太宗を占めていました。こうした流通形態は、全国

各地で水揚げされる多様な天然魚の鮮度を保持しながら迅速に流通させるという面で

は優れていましたが、プロダクトアウト的な要素が強く、マーケットのニーズをくみ取

って付加価値を付ける機能が脆弱でした。 

本冊子で紹介するのは、水産物の生産・流通に携わる各段階の事業者が連携して、課

題解決や販路開拓に取り組むことによって生産性を改善し、各段階において価値（バリ

ュー）の向上やコスト削減を実現した取組です。こうした考え方は従来のサプライチェ

ーンと比較して水産バリューチェーンと呼ばれています。 

また、世界中で水産物需要が高まる中、我が国漁業・水産業の成長産業化を図るため

には、海外での販路開拓、輸出も視野に入れることが必要になってきます。日本産水産

物の輸出を推進する際には、国内向けの販売以上に過酷な競争に晒されることも多く、 

水産バリューチェーンの考え方を取り入れることで、品質面やコスト面で競争力のある

流通構造を構築することが重要になります。 

本冊子では、全国で既に実践されている水産バリューチェーン構築に向けた取組の事

例を紹介するとともに、それぞれの取組のポイントとして整理しています。本冊子が、

これから水産バリューチェーンを構築し、地域水産業の発展を目指す皆様の一助となれ

ば幸いです。 
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２． 本冊子の構成  
本冊子は、大きく 3 章で構成されています。 

第１章では、水産バリューチェーンとは何か、従来のサプライチェーンとは何が違う

のか、なぜ水産バリューチェーンの考え方が必要なのか、昨今の水産物マーケットの実

情を踏まえ、基本的な考え方について説明します。 

第２章では、水産バリューチェーンの導入・構築に向けたプロセスについて、STEP

を４つに分けて事例をもとにご紹介します。また、水産バリューチェーンの構築に向け

た取組の開始後、成長段階におけるポイントとして、事例でみられた進め方の特徴であ

る PDCA（Plan-Do-Check-Action：計画-実行・実行-点検・評価-処置・改善）サ

イクルの活用と、具体的な販路・顧客の開拓、PR の手法に加え、取組成果の確認の重

要性についてもご説明します。 

第３章では、国の事業等を活用し、これまでに水産バリューチェーンを構築した 21

の事例についての詳細情報（取組を実施した背景、事業の目的、協議会の概要や具他的

な取組内容のほか、今後の課題や対応方策）について紹介します。 
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第１章 水産バリューチェーンとは 
１． 水産バリューチェーンとは 
水産物の流通は、生産者（川上）から加工・流通を経て消費者（川下）まで、従来は

魚（モノ）の動きを中心に捉えられることが主流であり、これら一連の流れはサプライ

チェーンと呼ばれていました。一方、これまでのサプライチェーンの考え方とは異なり、

生産から流通、加工、消費に至る各段階における情報や価値の伝達を双方向に行うこと

で、各段階における水産物の価値を上げていく考え方を水産バリューチェーンと呼びま

す。 

これまでも、国の政策や各事業実施主体の企業努力の中で、生産・加工・流通におけ

る様々な課題を解決しようという取組が行われてきました。その多くは魚の目詰まり解

消のための加工施設の新設や、新商品開発のための機器整備等、各段階における個別の

課題の解決を目指すものでした。 

一方で、近年は漁獲量の減少や、水産業全体における人手不足が深刻化しています。

新しい加工施設を作っても原料が確保できず稼働率が上がらない、人手不足で施設を回

すことができないといった状況が頻発しています。また、消費者側のニーズも常に変化

しており、新商品をつくってみたものの売ろうとすると単価が合わない、ニーズが合わ

ないといった声も聞かれます。水産業を取り巻く現状は、個々の事業者への支援や個者

の企業努力では解決しきれない状況になりつつあると言えるでしょう。 

そんな中、必要になってくるのが水産バリューチェーンの考え方です。今後は、生産

者である漁業者や漁連・漁協と加工・流通・販売段階の各事業主体が連携して水産バリ

ューチェーンを構築することが必要です。各者の得意分野を最大限に活用して課題を解

決するとともに、積極的にマーケットのニーズをくみ取り、マーケットインの考え方に

基づいて付加価値を付けて水産物を流通・販売していくことが求められています。 

 

 

 

  



4 
 

２． 変貌する水産物マーケットと水産バリューチェーン 
水産バリューチェーンの構築にあたっては、マーケットのニーズをくみ取って商品の

開発や販路開拓を行うことが重要です。いわゆるマーケットインの考え方に基づいて取

組を進めるためには、国内、海外の水産物に対するニーズがどのように変化しているの

か、把握する必要があります。 

本項では、国内、国外双方のマーケットにおける近年の変化について紹介します。 

２-１ 国内マーケット  

日本国内における国民一人あたりの水産物消費量は、近年減少傾向にあります。「食料

自給表」によれば、食用魚介類の年間一人当たりの消費量は平成 13（2001）年の 40.2

㎏をピークに減り続けており、平成 30（2018）年には 23.9 ㎏となりました。一方

で、肉類の消費は増加傾向にあり、平成 18（2006）年以降、肉類の消費量が魚介類

の消費量を上回る状況が続いています。 

 

 

図 1-1 食用魚介類及び肉類の 1 人 1 年当たり消費量（純食料）とたんぱく質の 1 人

1 日当たり消費量の推移       『令和元年度 水産白書』より引用 

 

こうした「魚離れ」の背景には、消費者の食の嗜好の変化があると考えられます。株

式会社日本政策金融公庫が発表した「食の嗜好調査」を見ると、近年では食品を選択す

る際に重視する志向としてより簡単に手間を掛けずに食べられる食品を志向する“簡便

化志向〝の割合が急増しています。 

食習慣の変化の背景として、単身世帯の増加や核家族化といった生活様式の変化に

加えて、女性の社会進出や共働き世帯の増加によって、調理に手間のかかる魚介類を家

庭で調理する機会が減少したことも影響していると考えられます。 

一方で、魚食に対する日本人の意識についてみると、一般社団法人大日本水産会が実
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施した「水産物消費嗜好動向調査」では、魚料理が「好き」または「やや好き」と回答

した人の割合は 9 割以上となっています。魚食に対する意識・意向調査においても、魚

を食べる頻度を増やしたいと回答した人の割合は 6 割以上となっています。これらの

ことから、魚介類の消費量が減っている原因は、魚が嫌い、食べたくないことではない

ことが分かります。 

また、肉類との比較で魚介類を消費する理由及びしない理由について見てみます。意

識・意向調査において、肉類と比べ魚介類をよく購入すると回答した消費者の理由を見

ると、「健康に配慮したから」と回答した割合が 7 割以上と最も高く、半数以上が「魚

介類の方が肉類よりも美味しいから」と回答しています。次に、肉類と比べて魚介類を

あまり購入しないと回答した消費者の回答を見ると、約 4 割が「魚介類は価格が高い

から」、「魚介類は調理が面倒だから」と回答しています。 

以上より、多くの消費者は「魚を食べたい」と考えていますが、価格の高さや調理の

手間が掛かるといった様々な障壁によって、魚を食べることが難しいと考えられている

ことが分かります。消費者により魚を食べてもらうには、こうした障壁をいかに取り除

いて、水産物の良い面をＰＲできるかどうかがポイントになります。 

実際に、魚介類を簡便かつ安価に食べられる回転寿司チェーン等の飲食店の市場規

模は毎年拡大を続けています。また、調理が必要な生鮮・冷凍の食用魚介類の消費量が

減少する反面、加工用の魚介類の消費割合が上昇しています（図 1-2）。調理や食に対

する簡便化志向が強まる中、簡単に食べることができる水産加工品のニーズは高まって

いると考えられます。 

 
図 1-2 生鮮・冷凍及び加工用の食用魚介類の消費仕向量等の推移 

               『令和元年度 水産白書より引用』 

さらに、2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の流行によるテレワークの推進や

巣ごもり需要の拡大等、生活様式の変化が進んでいます。食料品の宅配サービスやＥＣ

サイトによる魚介類の産直販売等、これまでに無かった販売・流通形態も生まれており、

消費者ニーズの変化は急速に進行しています。 
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国内マーケットを主な販路として水産バリューチェーンを構築する場合は、消費者の

志向の変化を的確に捉えた上で、マーケットのニーズに合った商品やサービスを提供す

ることが重要です。 

 

２-２ 輸出マーケット  

日本国内の水産物市場が縮小する一方で、世界では魚介類の消費量が増加し続けてい

ます（図 1-3）。世界の 1 人当たりの食用水産物の消費量は過去半世紀で 2 倍以上に

増加、そのペースは衰えをみせていません。近年では特にアジア圏を中心に水産物のマ

ーケットが急速に拡大しています。 

 

 

  

図 1-3 世界各国の国民一人あたり水産物消費量の推移 

『令和元年度 水産白書』より引用 
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日本の水産物輸出額は、2008 年のリーマンショックや 2011 年の東日本大震災と

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響による諸外国の輸入規制の影響を受けた

ものの、2012 年以降は概ね増加傾向となっています（図 1-4）。 

主な輸出相手国・地域は中国、米国、香港で、これら 3 ヵ国への輸出額が輸出金額の

約 6 割を占めています。品目別の輸出金額を見ると、中国等向けに輸出されるホタテ

ガイ、主に香港向けに輸出される真珠やナマコ調整品といった嗜好品、高級品の割合が

高くなっています（図 1-5）。 

 

  

図 1-4 我が国の水産物輸出量と輸出金額の推移 

『令和元年度 水産白書』より引用 

図 1-5 我が国の水産物輸出相手国・地域および品目別内訳 

『令和元年度 水産白書』より引用 
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加えて、近年においては、東南アジアやアフリカ各国のような途上国向けの冷凍サバ

輸出の伸長や、北米向け養殖ブリの消費拡大にみられるように、比較的低価格な水産物

の輸出も拡大しており、海外の幅広いマーケットにおける日本産水産物の需要増加が顕

著になっています。 

一方で、2013 年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機に、世

界中で日本食ブームが続いています。日本食の食材として使用する高品質・高鮮度な水

産物を現地で調達することは難しいため、現地日本食レストラン等に向けてコスト度外

視で高級鮮魚やウニ、マグロ類等を空輸するビジネスも活況です。 

日本の漁業者や加工・流通関係者等の所得向上を図り、水産業を持続的に発展させて

いくためには、国内販路の回復と併せて日本産水産物の輸出拡大を図り、世界のマーケ

ットを獲得していくことが必要になっています。 

また、こうした状況を受けて日本政府は 2020 年、農林水産物・食品の輸出拡大に

向けた実行戦略を策定しました。ホタテガイや真珠、養殖ブリなど２７品目を重点品目

と決め、生産体制強化への集中支援を盛り込みました。品目別の輸出目標額に加え、狙

いを定める国・地域も明記し、官民一体で 2030 年までに輸出額を５兆円に引き上げ

る目標達成を目指すという計画です。水産物輸出の拡大に向けた動きは、今後もしばら

く継続するものと考えられます 

海外マーケットを主な販路とする水産バリューチェーンを構築する場合は、輸出先国

の水産物マーケットについて綿密な調査を行い、輸出品目や商品形態、輸送方法を決定

していくことが重要です。 

また、海外の販路開拓にあたっては、渡航費やサンプル商品の発送費用等、多大なコ

ストが掛かります。必要に応じて国や関係機関が実施する各種補助事業等を活用するこ

とも有効です。 

２-３ 持続可能な水産業に対する関心の高まり 

2015 年 9 月に行われた国連サミットで、持続可能な開発目標（SDGs）が採択され

ました。その後、SDGｓの考え方は広く周知され、近年では消費者の消費行動に影響を

与えるまでになってきています。 

SDGｓには、2030 年までに世界が達成すべき 17 の目標が定められています。そ

のうち 14 番目の目標は、「海の豊かさを守ろう」です。この目標の中には海洋環境の

保全や水産資源の持続的利用をテーマとする 10 のターゲットが設定されていて、過剰

漁獲やＩＵＵ漁業を規制し、科学的な資源管理を行うことが明記されています。 

そんな中、水産資源の持続的利用や、環境負荷に配慮した方法で生産された水産物で

あることを消費者に伝えることを目的とした水産エコラベルを活用する動きが、欧米を

中心に世界的に広がってきています。 

世界には様々な種類の水産エコラベルがあり、それぞれに運営組織が存在します。日

本国内で使用されている主な水産エコラベルには、英国に本部を置く海洋管理協議会が
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運営するＭＳＣ（Marine Stewardship Council）やオランダに本部を置く水産養殖管

理協議会による ASC(Aquaculture Stewardship Council)、一般社団法人マリン・

エコラベル・ジャパン協議会によるＭＥＬ（Marine Eco-label Japan）、一般社団法

人日本食育者協会による AEL(Aquaculture Eco-Label)などがあり、それぞれに日本

産水産物の認証実績があります。 

米国やイギリスといった欧米先進国では、人や社会、地球環境、地域などへの影響を

考慮した商品を優先的に購入する消費形態が注目されており、エシカル消費と呼ばれて

います。こうした消費形態は欧米の高所得者層を中心に急速に普及しており、現地の大

手ス―パーマーケットの中には、エコラベルの付いていない製品を扱わないという企業

もあるほどであり、日本産の水産物を輸出す

る際の障壁となるケースもあります。 

一方、日本国内でも、一部の大手量販店やフ

ァストフードチェーンでは水産エコラベルの

認証を受けた水産物を積極的に取り扱い、エ

シカル消費を促そうという動きがみられま

す。 

今後、水産バリューチェーンの構築に向けた

取組を行っていく際には、こうした動きへの

対応も念頭にいれておくことが重要になると

考えられます。 

 

  

SDGs 目標 14 のロゴマーク 

わが国で主に活用されている水産エコラベル認証 

『令和元年度 水産白書』より引用 
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３． 水産バリューチェーンの必要性 
 

これまでの日本の水産加工・流通のほとんどは、全国各地で水揚げされる多様な天然

魚の鮮度を保持し、迅速に流通させることが重視されてきました。その結果、水揚・選

別作業は微調整の効く人手による作業が中心であり、地域ごとに独特の手法があるセリ

や入札によって決定される価格等の情報は、現代においても紙で伝達されています。 

一方で、前項で紹介したように国内マーケット、海外マーケットともに急速な変化が

進行しており、従来のプロダクトアウト的要素の強い水産物流通システムではマーケッ

トのニーズに対応しきれない局面が多く発生しています。 

これまでの商習慣が通用しなくなっている中で、異業種が手を組んでコンソーシア

ムを形成し、今までできなかったことをできるようにする、新しい価値を生み出すため

には、それぞれができることを組み合わせて新しいチームを作り、いままでにない水産

バリューチェーンを作り上げることが求められています。 

また、現状の課題を打破し、新たなマーケットを開拓するためには水産業界以外の分

野で発展している先端技術の利活用も必要です。具体的には、画像センシング技術やロ

ボット技術を応用した荷さばき施設や加工場の省力化。ICT 技術を活用し、入船情報を

川下まで迅速に伝達するシステムの構築。商流全体の情報共有による物流の効率化。最

先端の凍結技術を活用し、解凍しても品質が劣化しない冷凍製品の開発。水揚げ時に脂

質含有量や鮮度を測定することによるブランド化の推進等々、様々な可能性が考えられ

ます。 

 

 

図 1-6 水産バリューチェーンのイメージ 
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第２章 水産バリューチェーンの構築プロセス 
１． 水産バリューチェーンの構築に向けたチェックシート 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

目標・目的の設定 

（B）外的きっかけ 

① 現状の問題点は何か？ 
② 解決すべき課題はあるか？ 
③ 自らの商品の魅力や特性は？弱点は？ 

水産バリューチェーン構築に向けたチェックシート 

水産事業者 

STEP1 

水産物流通をめぐる状況 

（A）現状を知ること 

STEP4 

取組の継続、維持・向上に向けた効果的な進め方 

どんな人たちと連携するか？ 
（※取組の内容で大きく異なる） 

目指すべき姿を明らかにすること 

目的達成のためのバリューチェーンの構築 

STEP2 

取組のきっかけ（現状把握や新たな気づき） 

①PDCA サイクルを回そう 

②無理なく段階的に拡充していく考え方を導入する 

③経過目標の設定とチェック（効果の把握） 

 

STEP3 目指すべき姿を達成するために必要な体制・手段 

水産バリューチェーンによる生産・流通・販売実務 

① 他者の類似商品が人気 
② 関税の引き下げ 

 

 

①市場へのアプローチは？ 
②プロダクト（生産物）の改善点は？ 
③プロモーションや情報発信の方法は？ 
④新技術導入等による効率化の可能性は？ 

事業計画の作成 ・取組内容の決定  ・取組スケジュール作成 
・数値目標の設定   ・資金調達（補助事業等の利活用） 

過去の成功・失敗事例 

① 数値目標は？            ⑤ 欠けている能力、足りない人員は？ 
② 売り先は？商品は？         ⑥ 削減できるコストはないか？ 
③ 問題点・課題を解決する方法は？   ⑦ 関係者で共有すべき情報はあるか？ 
④ ボトルネックはどこにあるか？    ⑧ ターゲット市場は？ 

・これまでにない新商品を作りたい・今ある資源を活かしたい・新しい販路を開拓したい 
 

意欲 
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２． ステップ１：取組のきっかけ（現状把握や新たな気づき） 
 
水産バリューチェーンの構築にあたっては、まず自分たちが携わっている既存のサプ

ライチェーンの現状を理解し、客観的に分析することが必要です。その上で、取組を行

う地域の特性や、取り扱っている商品の特性を整理した上で、何がやりたいのか、なに

ができるのかを検討することによって、適切な取組内容を選択していきます。 

これまで水産バリューチェーンを構築した事例を見ると、以下の 2 つの方向性で現状

を分析した結果、新たな取組のヒントとなる気づきが得られたケースが多くみられます。

まずは、この 2 つの視点で現状を分析してみましょう。 

２－１ 現状を知ること 

まず、一つ目の考え方として、現状の分析の結果明らかになった問題点・課題を解決

することを目的とするケースがあります。 

この場合はまず、現状のサプライチェーン上に解決すべき問題はあるか、あるとすれ

ばどの部分かを分析することが有効です。生産から加工・流通・消費に至る商流の中で

ボトルネックとなっている部分を見つけ、水産バリューチェーンの構築によってそこに

ある問題点や課題を解決しようという考え方です。 

例えば、消費地から離れていて物流網が脆弱なためにマーケットにアクセスできない

ことが問題となっている場合、新たな物流網の構築によって問題点を解決する。輸出先

国の規則やニーズに対応できないために輸出ができないのであれば、それらの問題を解

決するためのシステムを導入するといった方向性が考えられます。 

２－２ 外的きっかけ 

もう一つの考え方として、外的な要因で前向きな取り組みがでてきたときに、これを

自分たちのものに代えて実施するということが必要になります。 

例えば、これまでと同じような水産物を扱ってきた別の地域や会社の取り組みが自社

の取り組みに参考となり、売り上げ増加などの効果が期待できる場合や、TPP 等を通

じ輸出先国の関税が撤廃され輸出がよりしやすい環境となり、これまで実現できなかっ

た国への販路拡大を図るような例があります。 

ステップ１では、誰が気づき、だれが実行するのかということが重要なポイントに

なります。既存のサプライチェーンに関係している人達だけでは、客観的に自分たち

の取組を分析することが難しいケースがあるかもしれません。場合によっては、外部

からの目、第三者的な視点で既存のサプライチェーンを俯瞰してもらい、取組の発端

となる気づきやアイディアを得ることもポイントになります。  
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２－３ 現状の問題点は何か？ 解決すべき課題はあるか？ 

近年、日本の水産業は、海洋環境の変化による漁獲量の減少や担い手不足、「魚離れ」

に起因する水産物消費の縮小等、様々な問題に直面しています。水産物の生産から加工・

流通、販売に至る各段階において、様々な問題が顕在化し、活力が低下しつつある事業

者が増えつつあります。各段階における事業者の利益を維持・向上させ、事業を継続し

ていくためには様々な問題に対して取組をはじめる必要性が高まっています。こうした

問題点を解決することが水産バリューチェーンの構築を考えるきっかけとなるケース

は少なくないと考えられます。 

問題点・課題を解決することを目的としてバリューチェーンの構築を考える場合、第

一に自分たちが関わっている現状の商流・物流のなかにどんな問題点があって、それら

の問題点の解決のために何が課題となっているのかを把握することが必要です。 

代表的な問題点の例と、それに対応して想定される解決すべき課題の例を表 2-１に

まとめました。それぞれの地域や取り扱っている商品によってもケーズバイケースでは

ありますが、課題抽出の参考としてみて下さい。 

 

表 2-1 水産バリューチェーン構築に向けた問題点と課題の例 

 
 

 

考えられる対応方策 対応すべき課題

生産

■水揚量が減った
■浜値が安い
■獲れる魚種が変わった
■担い手がいない

〇魚の値段を上げる（量から質へ）
〇新しい売り先をつくる
〇省人化・省力化

➢水揚げされる水産物の高付加価値化
➢高値で売れる販路の開拓
➢生産者直売による収益向上
➢機械化の推進

加工
■原料が足りない
■原料が高い
■人手が足りない

〇原料を集める
〇未利用資源を活用する
〇省人化・省人化

➢原料調達ルートの確立
➢未利用資源を使った商品開発
➢機械化の推進
➢IT、AI技術の導入

流通
■物流コストが高い
■トラックが足りない
■ドライバーが足りない

〇物流を効率化する
〇物流コストを減らす
〇新しい輸送手段を見つける

➢効率的な集出荷体制の構築
➢物流のボトルネック解消
➢物流ライン上でのストック機能の強化
➢代替輸送手段の確立

販売
■魚が売れない
■売り方が分からない
■売り先のニーズが分からない

〇新しい販路を開拓する
〇輸出をはじめる
〇マーケティング調査をする

➢新商品の開発
➢新規販路の開拓
➢輸出の実現に向けた体制構築
➢マーケットニーズの把握

共通

■取組のアイディアが出てこない
■新しいことをしたいが資金が足りない
■誰に相談していいのか分からない
■チャレンジする余裕がない

〇関係者が集まって意見を出し合う
〇各社が連携して資金を調達する
〇専門家に相談する
〇適材適所の連携体制を作る

➢協議会の開催
➢連携構築によるリスクの分散
➢行政やコンサルタントの活用
➢複数主体の連携によるコストや人的負担の分散

各段階における問題点
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２－４ 自らの商品の魅力や特性は？弱点は？ 

自分たちの扱っている商品の魅力やアピールポイントについて、改めて分析してみる

ことも重要です。既存の商品であっても、新たな視点によって魅力を PR することによ

って、全く新しい販路を開拓できる可能性があるからです。 

このとき、マーケティングの分野でよく用いられる分析手法の一つが SWOT 分析で

す。SWOT 分析とは、競合商品や法律、市場トレンドといった自らを取り巻く外部環

境と、自らの商品の魅力やブランド力、さらには価格や品質といった内部環境をプラス

面、マイナス面にわけて分析することで、マーケティングの意思決定、経営資源の最適

化などをおこなうための、有名なフレームワークのひとつです。まずは、自分たち取り

扱う商品や取り巻く環境について SWOT 分析を行ってみることで、自らのプロダクト

の魅力や特性を把握するとともに、弱み脅威の存在についても認識しておくと良いでし

ょう。 

一般的な水産加工品を例にした SWOT 分析の例を図 2-１に示します。 

 

図 2-1 分析方法の例（SWOT 分析） 

 

また、自らの商品の魅力を客観的に判断する具体的な方法として、外部の専門家の意

見を仰ぐほか、商談会やイベントへの出展によるマーケティング調査を行う方法、アン

ケート調査やモニタリング調査によって末端消費者のニーズを把握する方法もありま

す。 
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３． ステップ２：目指すべき姿を明らかにすること（目標・目的の設定） 
 

３－１ 目標・目的の設定における考え方 

水産バリューチェーン構築に向けた取組の最終的な目標は、生産から加工・流通・販

売に至る各段階のメンバーが事業を継続して、消費者に対して安心・安全かつ高品質な

水産物を供給し続ける体制を構築することにあります。そこに至るまでには、長期的な

取組の継続が必要であり、取組の内容を精査することはもちろん、取組の道筋と段階的

な目標の設定をしておくことがポイントになります。 

例えば、1 年ごとに設定した段階的な目標は、その達成度を毎年度末に評価すること

で自分たちの取組を客観的に評価する指標にもなり、取組の改善を図る際に対策の検討

がし易くなるという利点もあります。 

取組をどのように成長させていきたいのか、取組の中核的な担い手の中で十分に議論

し、無理なく継続して取り組んでいけるシナリオを描いていくことが重要になります。 

取組の効果を把握する具体的な考え方については、ステップ４で詳細に説明します。 

目標・目的を設定した後で、具体的な取組内容の検討に入ります。水産バリューチェ

ーンの構築によってどんなことを達成したいのか、どんなアイディアを実現したいの

か、最終製品をどのマーケットに向けて売り込みたいのかを段階的に体系化していく

ことによって、販路や目的ごとの具体的な方策に落とし込みます 

 
  



16 
 

３－２ 問題点・課題を解決する方策は？ 

水産バリューチェーン構築に向けた取組の多くは、まず自分たちが仕事をしている地

域や扱っている商品、現状のサプライチェーンの中に存在する問題点や課題に気づくこ

とから始まっています。この「気づき」をきっかけにして、課題の解決に向けた取組の

必要性が強く認識され、関係者間に共有させることによって連携体制が構築されます。

これが水産バリューチェーン構築の発意であり、生産体制を維持していくためには「何

か」やらなくてはいけないという危機感の裏返しともいえます。 

発意の後は、課題の解決に向けた取組をどのように進めていくかを検討していきます。

この段階では、自分たちの取り扱っている商品や商流の現状を改めて振り返り、プロダ

クト（生産物）の特性を確認した上で、これらを有効に活用した取組の内容を決めてい

きます。表 2-２には、水産バリューチェーンの各段階における代表的な課題と、連携

体制の構築による対応方策の例をまとめています。 

 

表 2-2 水産バリューチェーン各段階における課題と連携による対応方策の例 

 

 

対応すべき課題 水産バリューチェーン構築による課題解決の例

◇水揚げされる水産物の高付加価値化
◇高値で売れる販路の開拓
◇生産者直売による収益向上
◇機械化の推進

☞生産者と小売店、飲食店の連携により末端消費者のニーズに合わせた生産体制を構築
☞生産者と流通関係者の連携により双方向の情報共有体制を構築。高付加価値販売を実現
☞生産者と加工業者、流通関係者の連携による産地直送販売体制の確立
☞機械メーカーとの協力による水揚げ・選別工程の機械化の推進

◇原料調達ルートの確立
◇未利用資源を使った商品開発
◇機械化の推進
◇IT、AI技術の導入
◇新商品の開発

☞産地間の連携構築による加工原料の安定供給体制の構築
☞生産者と加工業者、小売店の連携により未利用資源を使った新商品を開発
☞加工業者と加工機器メーカーの協力により現場のニーズに即した加工機器の開発・導入
☞システム開発業者との連携による現場の状況に即したシステム導入による効率化

◇効率的な集出荷体制の構築
◇物流のボトルネック解消
◇物流ライン上でのストック機能の強化
◇代替輸送手段の確立

☞生産者と物流業者の連携によりボトルネックを解消し効率的な流通体制を構築
☞加工業者と物流業者の協力によりストック機能を強化し、効率的な輸送を実現
☞旅客業者等との協力により全く新しい水産物輸送ライン（貨客混載便）の創出

◇新規販路の開拓
◇輸出の実現に向けた体制構築
◇マーケットニーズの把握

☞小売店や飲食店との連携により消費者ニーズを把握し、マーケットインの視点で商品開発
☞各段階の事業主体の連携により新規販路を拡大
☞輸出関係業者との連携により、海外販路を開拓するとともに、輸出に係る負担を軽減
☞各主体の連携によりマーケットのニーズを把握、生産段階へフィードバック
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４． ステップ３：目指すべき姿を明らかにするために必要な体制・手段 
４-１ 取組のカギとなる組織や人はいるか？ 

水産バリューチェーンの構築に向けた取組は、自分たちが生産、流通を行っている水

産物の特性や直面している問題点、課題に気づき、意欲をもって課題の解決に取り組も

うとする「人」や「組織」が中心となって始まります。 

本冊子で事例として紹介する取組についても、すべての事例で水産バリューチェーン

構築のきっかけを作ったリーダーとなった組織やキーパーソンが存在しており、取組の

成功に不可欠な条件となっていると考えられます。 

こうしたリーダーとなる組織、キーパーソンに必要なことは、取り扱う水産物そのも

のや地域の水産業に精通していることはもちろん、販売先、輸出先も含めた川上から川

下に至る流通全体を把握しているということです。自らが携わっている目の前の仕事だ

けでなく、出荷先、販売先も含めた商流全体を俯瞰して、現状の問題点・課題を解決す

る方策や開拓すべき販路を考えられる人がいなければ、水産バリューチェーンを構築す

ることはできません。 

一方で、リーダーとなる人や組織は必ずしも生産者や流通関係者のように、水産物を

直接取り扱う仕事をしている必要はありません。生産者や流通関係者が加入している組

合の担当者や、水産物を輸送する物流事業者、地域に入って様々な仕事をしているコン

サルティング企業の担当者等が取りまとめ役となって、水産バリューチェーンを構築し

た事例も多くみられます。 

 

【全国水産加工業協同組合連合会の事例】 

千葉県の銚子地区は、サバ類やイワシ類の水揚が盛んであり、近年 

は東南アジアやアフリカ各国等、海外輸出向けの冷凍魚製品の生産 

拠点にもなっています。本事例では、銚子地区に多数の組合員を抱え 

る全国水産加工業協同組合連合会（以下、加工連）が中心となり、生 

産者から加工業者、輸出関係者が協力してサバ類の輸出の際に問題 

となっていた課題を解決しました。 

取組では、銚子地区に冷凍コンテナの一時保管施設を整備するこ 

とで、輸出の際に問題となっていたコンテナ輸送のドライバー不足を 

解決し、効率的な輸出を実現。また、輸出先国のニーズに応じて既 

存の規格とは異なるサイズの製品梱包ラインを整備することによって、 

新規輸出先国の販路開拓に成功しました。 

本事例では、取組の発起人でもある加工連の担当者が生産者、加 

工業者、輸出関係者それぞれに広い人脈を持っており、当初難色を 

示していた一部の加工業者や漁協（市場）を説得できたことが、地域 

全体を巻き込む取組に繋がりました。キーパーソンの存在が取組成功 

のカギとなった事例です。 
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４－２ どんな人たちと連携する？ 

水産バリューチェーンの構築にあたっては、リーダーとなる人や組織の存在が重要で

すが、リーダーだけでは何もできません。リーダーの発意やアイディアを具体的な形と

した実現させていくためには、担い手となる多くの人や組織を巻き込んでいく必要があ

ります。 

特に、水産バリューチェーンの場合は、水産物の生産から流通・加工・販売に至る各

段階の実施主体を巻き込んで体制を作ることが求められます。まずは、それぞれの段階

ごとに協力してくれそうな人や事業者をピックアップした上で、打診してみましょう。 

しかし、取組の導入期において、最初から完全な体制を構築できることはほとんどあ

りません。多くの事例では、発意したリーダーとなる担当者や企業が、自分たちの考え

や目的、実行すべき取組のアイディア等を説明し、目指す姿について共感を得ることで、

地道に賛同してくれる人や組織の輪を広げていくところから始まっています。 

はじめは取組の目的に懐疑的であったり、反感を買って協力を断られたりといったこ

とも多いでしょう。それでも諦めずに説得を続けるとともに、小さなことでも良いので

成功事例をつくることが大切です。 

成功事例の積み重ねによる組織の成長とともに輪が広がって、関わる人や企業が増え

ていきます。まずは認識を共有し、取組に賛同してくれそうな「仲間」に声を掛けてみ

ることが重要です。 

  

【宮城県 気仙沼メカジキ生食普及協議会の事例】 

宮城県気仙沼では、主力の水揚げ魚種であるサンマの不漁やカツ 

オの販売不振が続いています。閉塞感を打破するため、メカジキの 

水揚日本一である地の利を活かし、地元では人気のメニューであるメ 

カジキの刺身を首都圏に売り込むための取組が始まりました。 

取組では、地域の加工組合が発起人となり、生産者である延縄漁業 

者に加えて、産地市場や首都圏に数十店舗を展開する鮮魚専門店と 

の連携体制を構築しました。 

取組をはじめた当初、漁業者は取組の目的に懐疑的でした。魚をいくら 

高く買うのかといった見返りを要求されることもありました。そんな中、大 

手鮮魚店での販売という出口を作り、取組を実施した魚は全部売れると 

いうことを示すことで、漁業者の信頼を獲得。刺身に向く品質の良い魚を 

優先的に水揚げしてくれるまでの関係性になりました。 

その後の継続した取組によって、これまでメカジキを生で食べる文化の 

無かった首都圏でメカジキの刺身や寿司が認知されつつあります。 

水産バリューチェーンの構築にあたって、売り先との連携体制を構築し、 

生産者を巻き込んだことが、取組成功のカギとなった事例です。 
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４－３ 市場へのアプローチは？ 

 まったく新しい視点やアイディアをきっかけに水産バリューチェーンを構築し、新商

品の開発を行なったり、新規マーケットの開拓を行うケースも増えてきています。 

 これまでにない全く新しい市場（マーケット）を開拓する場合、競合品の流通・販売

状況や一般的な販売価格等、マーケティング調査を行った上でマーケットにアプローチ

することが必要です。 

また、輸出先国の規制緩和や関税撤廃等、輸出に向けて追い風となる事象が起きる場

合もあります。こうした情報を迅速に得られるよう、常にアンテナを張っておくこと、

も必要になります。 

 

 

４－４ プロダクト（生産物）の改善点は？ 

目指すマーケットのニーズに合わせて、プロダクト（生産物）を改善していくことも

必要です。例えば、国内の末端消費者を対象とする場合は、より簡便に調理することが

可能な高次加工製品の商品開発を行なったり。輸出の場合は、輸出先国の流通・販売状

況に合わせた製品の梱包形態を検討する等の方策が考えられます。表 2-３には、ター

ゲットとするマーケットの特徴ごとに必要な条件や商品形態の例をまとめています。 

 

表 2-3 マーケットごとに求められる条件や商品形態の例 

  

求められる条件や商品形態の例

　飲食店
・競合他店と差別化できる特徴的な商品（産地直送等）
・提供に手間や時間が掛からない商品
・利益率の高い商品

　小売・量販店
・競合他店と差別化できる特徴的な商品（産地直送等）
・定量、定質・一定の価格で提供できる商品
・従来の商品ラインナップ（棚）と競合しないこと

　末端消費者
・簡便に調理できる高次加工品
・生産者や産地のストーリー
・価格見合った価値が認識できること（コストパフォーマンスの良さ）

　先進国
　（北米・ヨーロッパ）

・生産履歴の表示やトレーサビリティの確保、SDGｓや環境負荷への配慮
・HACCＰ等の衛生管理基準に準拠していること
・－18℃帯で保存可能であること（ほとんどの国で超低温コールドチェーンは未整備）

　途上国
　（東南アジア・アフリカ）

・持ち運びのしやすい商品形態（二輪車や手持ちでの運搬が主体）
・輸出ルート（冷凍コンテナによる船便が主体）が確立していること
・常温保存が可能であること（コールドチェーンが整備されていない国も多い）

国
内
市
場

海
外
市
場

主なマーケット
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４-５ プロモーションや情報発信の方法は？ 

取組を継続し、販路を拡大していくためには、実施している取組の内容や販売してい

る商品をより多くの人に認知してもらい、関心を持ってもらう必要があります。情報の

発信や広報等のマーケティング活動は、水産バリューチェーンを構築する際のポイント

の一つです。 

具体的な情報発信の手段として、一般的な PR 用のパンフレットやポスター、のぼ

り等の拡販材料に加えて、新聞、雑誌、テレビ等マスメディアの活用が考えられます。 

マスメディアの活用においては、効果的な情報発信を行えるよう各メディア媒体と

の協力体制を構築することに加えて、これらの媒体の関係者から見ても魅力的な情報源

になることが重要です。 

また、近年ではインターネットの普及により、HP（ホームページ）の作成、公開に

加えて、Twitter や facebook、Instagram、Ｌｉｎｅ等の SNS（ソーシャルネット

ワーキングサービス）の普及が進んでおり、多くの消費者にとって重要かつ魅力的な情

報受発信媒体となっています。 

こうした SNS は、従来の HP に加えて情報の更新が容易な特徴があります。SNS

の利点を活かして高頻度に情報発信を行う事で、行っている取組の内容や商品の魅力を

高めることもできます。また、リアルタイムで双方向の情報交換が可能という特徴を活

かして、顧客ニーズの把握や商品に対する消費者の評価の入手、新商品のＰＲ等、マー

ケティングへの活用も期待されます。 

これらの情報発信手段を目的や対象ごとに組み合わせ、戦略的に行うことで、相乗的

な効果得ることが期待されます。 
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４－６ 新技術導入等による効率化の可能性は？ 

IT 技術等の新技術の導入がカギになる場合もあります、近年は水産業の現場におい

ても IT や AI の導入・利活用が進んでいます。こうした新技術の導入による効率化や販

路開拓を検討してみることも有効です。水産の各段階における IT や AI 技術の導入事例

を表 2-４に示します。 

 

表 2-4 水産業の各段階における ICT や AI の導入事例 

 

 

  

段階 区分 ICTやAIの導入事例

漁船漁業

・情報共有システムの導入
・操業日誌のデジタル化によるナマコの資源管理システムの構築
・沿岸海洋環境のモニタリングによる漁場予測システム
・定置網モニタリングシステムの導入

養殖業
・海洋観測ブイを活用した漁場のモニタリング
・生簀内のモニタリングシステムによる給餌管理
・AIの導入による養殖魚の成長管理と尾数のカウントシステム構築

水産加工業
・AIの導入による製品検品システムの導入による省人化
・ロボットの導入によるホタテのウロ除去システム構築

水産物流通
・水産物流通におけるトレーサビリティシステムの導入
・市場取引の電子化

水産物の販売
・ECサイトによる産直販売の普及
・生産者と末端消費者の直接取引を可能にするアプリの構築

生産

加工
・
流通
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４－７ 取組内容に応じた体制づくり 

水産バリューチェーン構築に向けた取組を円滑かつ持続的に進めていくためには、生

産から加工・流通・販売に至る各段階の構成員を含んだ体制をつくりあげることが必要

です。一方で、既存のサプライチェーンの関係者の中だけでは、取組を成功させるため

に十分な「仲間」を得ることが難しい状況も予想されます。 

取組の内容や目指す姿に賛同してくれた「仲間」の中には、必要なノウハウを持って

いる人や組織がいない場合もあります。例えば、特に水産の分野において導入が遅れて

いるといわれるＩＴ技術やＡＩ（人口知能）を活用する技術やノウハウなどは、水産分

野外の専門家に協力を仰ぐのが得策です。 

水産バリューチェーンの取組をこれから始めようとする場合は、様々な知恵や経験、

技術を持ち、一緒に活動してくれる人や組織を取りいれていく必要があります。そのた

めには、積極的に業界外の人達と交流を深めていくことが重要です。 

また、取組の計画づくりの段階において外部の専門家の力を活用することはもちろ

んですが、実際の取組の支援者としても専門家の力を借りることは有効です。現状の問

題点や課題、目指す方向性について、外部から客観的に見つめ、効果的な助言を与えて

くれる研究者や有識者をうまく仲間に引き入れていくこともポイントになります。 

 

６．  

７．  

８．  

９．  

１０．  
１１．  
１２．  
１３．  
１４．  
１５．  
１６．  
１７．  

  

【日本水産物輸出拡大連携協議会の事例】 

近年、日本産の養殖魚を海外に輸出しようという機運が高まっています。 

日本産水産物の輸出にあたって、特に欧米の大手企業や量販店で魚を 

販売する場合には生産履歴の表示や、環境に対する負荷が少ない方法で 

生産されたものかどうか等、品質以外の厳しい基準を満たすことが求めら 

れます。 

一方、日本国内の養殖生産の現場では魚の品質を最優先に生産が行わ 

れることが多く、輸出先の求める条件に合った生産を行うことは困難でした。 

本取組では、鹿児島県の養殖生産者が米国大手 IT 企業の関連会社と 

連携し、ブリ養殖生簀内にモニタリング機器を設置。生簀内の環境や魚の 

状態を観察・ 記録できる体制を構築しました。また、従来の生鮮品の空輸 

から船便を用いた冷凍製品の輸出に切り替えたことで、輸送コストを大幅に 

削減するともに、環境負荷の低減に成功しました。 

さらに、大手企業の社員食堂という巨大なマーケットで日本産の養殖ブ 

リを提供することによって日本産の水産物に対する関心が高まる等、様々 

な波及効果も生まれています。米国大手 IT 企業という水産分野外のプレ 

ーヤーの参画が取組成功のカギとなった事例です。 
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５． ステップ４：取組の継続・維持・向上に向けた効果的な進め方 
５－１ PDCA サイクルを回そう 

水産バリューチェーンの構築を実現するための具体的な取組内容は多様ですが、その

持続的な推進にあたっては、取組内容の十分な検討に基づく計画・準備（Plan） 

と取組の実践（Do）、実施中の取組効果の確認や課題の抽出（Check）の 4 つの手順

を繰り返し行い、循環させながら取組を進める（Action）ことが効果的です（図２-２）。 

これまでに水産バリューチェーンを構築した事例においても、すべての事例で売上高

やコスト削減効果といった目標の設定がなされ、取組を実行する過程で、発生した課題

を解決しながら取組を継続しています。 

それぞれの事例では、必ずしも取組開始当初から PDCA サイクルを意識して進めら

れてきたわけではありませんが、結果として節目ごとに自分たちの取組の評価をしつつ、

改善を加えながら進めているケースがほとんどです。 

PDCA サイクルのうち、取組がある程度軌道に乗った段階で特に重要となるサイクル

が Check と Action です。取組を継続しながら、常に自分たちの取組の成果と課題を

確認しながら、早め早めに改善措置を講じることが重要です。 

 

 

図 2‐2 PDCA サイクルの模式図 
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５－２ 無理なく段階的に拡充していく考え方を導入する 

水産バリューチェーン構築に向けた取組を継続し、成長していく中で、一定の段階に

達すると成長が頭打ちになったり、売上が停滞してしまうことがあります。原因として、

生産能力や加工能力が限界に達したり、生産や加工を担うに人手が不足してしまう、物

流網に何らかの障壁が存在する等、生産から加工・流通・販売に至る過程のボトルネッ

クが発生していることが考えられます。 

例えば、地元で漁獲された水産物を活用した販路拡大の取組において、水揚の減少に

より原料が確保できない、選別段階の人手不足により品質劣化か起きているといったこ

とがあるかもしれません。また、加工・流通段階において原料は十分確保できていて、

人気の高い商品を製造しているにも関わらず、加工・製造能力の問題で売り上げが伸び

悩んでいるといったケースも考えられます。 

このように、需要側の原因ではなく、生産・供給能力の限界によって成長が鈍化して

いる場合は、原料の凍結施設や加工施設の新設といったハード整備を行って生産・供給

能力を向上させることによって、再び成長することも可能になります。 

また、ハード整備だけでなく、ソフト面での環境整備も重要です。例えば、関係者間

での情報共有が可能なシステムを実現することで効率的な物流を実現する。受発注の機

能を電子化して流通を効率化するといったソフト整備によって売上の向上や人的コス

トの削減を実現し、取組を成長させることもできます。 

このように、ハード・ソフト面双方で必要な整備を行うことが重要です。ただし、特

にハード整備は大きな投資が必要になる場合が多いため、その必要性を十分に吟味した

上で、適切に行うことが求められます。 

例えば、新商品の開発と新規販路の開拓は、セットで取り組むとより高い効果が期待

される取組です。新規販路を開拓する際に、新しい顧客のニーズに応じた商品を開発し

て売り込むことができれば、よりスムーズに販路を確立できると考えられます。 

このように、複数の取組を組み合わせて水産バリューチェーンの取組を進めているケ

ースは多いです。当初計画していた基幹的な取組を中心としつつ、段階的に周辺の取組

を導入して全体の規模を拡大するとともに、より多くの人や組織を巻き込んでいく手法

は、取組の発展期において極めて効果的といえます。 
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  【青森県ベニズワイガニ連携協議会の事例】 

青森県深浦町では、県内唯一のベニズワイガニかご漁業を行う漁業者 

が操業しています。資源管理にも積極的に取り組み、水揚量は安定して 

いましたが、販売価格が低迷。苦しい経営状態に陥っていました。 

そんな中、地元で建設業等を営んでいた企業が鮮魚の小売業者と連携 

し、ベニズワイガニ漁業者を支援するための新会社を設立しました。 

取組の初期には、まず新会社が中心となって操業スケジュールの改善や 

カニの冷却方法の改良を実施。試行錯誤を繰り返しながら水揚げされるカ 

ニの鮮度を飛躍的に向上させました。 

次に高鮮度のカニを高く評価している加工業者や消費地市場の流通業 

者等、出荷先の開拓を進めました。 

現在では、出荷先の加工業者や消費地市場で青森県 

産ベニズワイガニの評価が定着。相場と比較して相当な 

高値で取引されるようになり、生産者の所得が向上すると 

ともに、地域の名産としての認知度も向上しました。 

さらに、これまで未利用であった傷物のカニや脱皮直後 

のカニ等、値段の付かないカニを原料として粉末出汁や 

コロッケといった加工品の製造にも着手。地元小学校で 

給食として提供したり、直売所で土産品として販売する等 

地域を巻き込んだ取組が始まっています。 

取組に携わるメンバーが繰り返しＰＤＣＡサイクルを回し、 

改善を続けたことが生産者の経営安定と地域振興につな 

がった事例です。 
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５－３ 経過目標の設定とチェック 

新たな取組を開始することで、短期的な経済効果が得られます。まずは、こうした直

接的な経済効果について目標となる数値を設定し、取組の実施計画を立てることが必要

です。目標数値については、売上（輸出）金額や顧客数、各段階におけるコストの削減

効果といった数値を設定することが一般的です。 

既存の事業の延長で取り組みを開始した場合でも、従前と比較して事業収益（売上）

の増加や新規雇用の創出、コスト削減等の直接的な経済効果が得られる場合もあります。

さらに、新規事業の立ち上げによる周辺関連産業への波及効果が見込まれるケースも考

えられます。こうした効果の中から数値として把握することが可能な項目を抽出して目

標として設定します。 

また、取組が軌道に乗った後も、取組をはじめた時に設定した目標をどの程度達成で

きているのか、定期的に効果をチェックすることが必要です。 

定期的に効果を把握することは、取組による結果や今後の見通しを数字や文章で示す

ことになり、誰にでも分かりやすく可視化することになります。これにより、一緒に

取り組んでいるメンバーや地域の人々に情報提供をすることが可能になりますし、取

組の効果や問題意識を共有するとともに、取組への参加協力求めやすくなるといった

メリットもあります。 

 

５－４ 改善点の明確化と改善のための取組 

５－１でも述べたとおり、取組を継続するツールとして PDCA サイクルを循環させ

ながら取組を進めていくことが効果的です。中でも重要なポイントは、自分たちの取

組を常に見つめなおし、改善点を明確にしながら進めることです。客観的に自分たち

の取り組みを評価し、どのような効果が得られているか、取組が当初想定していた正

しい方向に進んでいるかを検証し、改善点があるのであればどのような取組によって

解決していくかを考えていくことが重要です。 

こうした改善を常に意識して取組を進めることで、様々なリスクを回避するとともに

取組の継続や成長にも繋がります。また、検証結果を取組を実施するメンバーに共有

しながら進めることは、自分たちの取組に対する自信や意欲を育むことになり、関係

者の意識が向上ずる効果もあります。 
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全国では、既に数々の水産バリューチェーン構築に向けた取組が実施されています

（図 2-３）。各地の事例では、生産している産地の水産物や水産加工製品を中核として、

生産から加工・流通、販売にいたる各段階における従来の問題点や課題の解決を目指す

地域や、漁獲される水産物を活用して新しい販路の開拓を地域、IT や AI といった新技

術を活用して新たな商流を構築しようとする地域等、それぞれの産地や商品の特性を生

かした取り組みが展開されています。 

各取組事例では、それぞれの事情や取組の内容ごとに、日々の実践を通じて様々な問

題点や課題が発生しています。これらの問題点・課題をその都度解決しながら現在も取

組を継続し、成長させています。事例の中には、こうした成長期を経て成熟期・発展期

に至り、取組の効果が地域や業界全体に広く波及しつつあるものもみられます。 

全国の生産者や水産加工業者、流通・販売の関係者が置かれている状況は様々です。

これまでに示した水産バリューチェーン構築に向けたプロセスはあくまでも一般的な

事例であり、それぞれが直面している状況にぴったり合致するとは限りません。生産者

や加工業者の活力の低下がまだ目に見える状況ではなく、問題点や課題が表面に現れて

いない場合もあるでしょうし、既に新しい取り組みに着手しているものの期待したよう

な成果が表れていないこともあると考えられます。 

大切なことは、それぞれの段階において自分たちが置かれている状況を知ること。将

来に向けて、より良い水産バリューチェーンを構築するための連携の必要性に気づくこ

と。そして、各主体が連携することによって新しい取組にチャレンジし、将来にわたっ

て取組を継続・発展させていくことです。 

そのためには、関係する事業者それぞれが状況に応じて取組を実施し、直面している

様々な課題に適切に対応していくことが求められます。 

水産バリューチェーンの取組においては、複数の取組を同時に並行して行う事で、バ

リューチェーン全体の改善を図るケースがほとんどです。表 2-５では、取組を始めた

きっかけと、具体的な取組内容に着目してまとめています。取組内容の検討や、目標設

定の際に参考にしてみて下さい。 
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図 2-3 水産バリューチェーン構築に向けた取組を実施している産地 

※色がついている都道府県は取組を実施している産地 

このほか 4事例は広域にまたがって実施している 

北海道 

青森 

宮城 

千葉 

神奈川 

富山 

三重 
徳島 

島根 

山口 

長崎 

鹿児島 



表 2-5 これまでのバリューチェーン構築事例における取組のきっかけと取組内容 

①新商品
開発

②高付加
価値化

③資源の
有効活用

➃国内販
路開拓

⑤輸出販
路開拓

⑥末端向け
販路開拓

⑦認証
取得

⑧物流
効率化

⑨新規輸送
ルート構築

⑩直販事
業

⑪トレーサビリ
ティ構築

⑫システム
構築

⑬AI活用 ⑭EC活用

JF全漁連ほか生産者2者 ・三重県産カキの販路を広げたい 〇三重県産カキのシンガポール向け輸出解禁
▼活カキ国内需要の停滞 ◎ 〇 30

水産物流通バリューチェーン輸
出拡大連携協議会 ・冷凍サバの輸出を拡大したい 〇ベトナムにおける日本産サバ需要の拡大

▼物流のボトルネックが存在していた ◎ ◎ 〇 31

クール北海道ほか6者共同提案 ・原料輸出から商品輸出に変革したい ▼北海道からの水産物輸出は原料輸出が中心
〇東南アジアで北海道産品が人気 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 32

日本水産物輸出拡大連携協
議会①

・生産履歴表示、トレーサビリティを整備すると
新たなマーケットが開拓可能

〇米国で日本産養殖ブリのニーズが拡大
▼米国富裕層向け販路が開拓できない 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 33

TUNA　SCOPEマグロバリュー
チェーングループ

・育成に時間と労力がかかるマグロの目利き職
人の能力をAI化できないか

〇AIの進歩により、技術的には実現可能
▼膨大な写真データの収集が必要 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 42

宮城県産ほや海外販路開拓
促進協議会

・韓国に代わるホヤの主要輸出先を開拓でき
ないか

〇米国コリアンタウンには輸出可能
▼ほや遠距離輸送に向けた加工技術が必要 〇 ◎ ◎ 43

日本水産物輸出拡大
連携協議会②

・生産履歴表示、トレーサビリティを整備して新
たなマーケットを開拓したい

〇生産者と流通関係者の信頼関係があった
▼米国向け輸出には生産履歴が必要 ◎ 〇 44

富山湾水産物輸出バリュー
チェーン構築改善協議会 ・輸出に係るコストと手間を削減したい ○インド輸入解禁

▼富山ブランドが浸透していない ◎ 〇 ◎ 45

萩水産物輸出協議会 ・魅力的な萩の水産物を国内外に発信したい 〇もともと生産者との連携体制があった
▼加工機器と加工技術が無かった ◎ 〇 〇 ◎ 〇 46

西日本地区バリューチェーン流
通改善協議会

・市場の人手不足による流通の停滞をなんとか
したい

〇生産者との協力体制が構築できていた
▼市場選別の担い手不足が加速していた 〇 ◎ 〇 〇 34

水産物バリューチェーン改善協
議会 ・日本産冷凍マグロの消費を拡大したい 〇EU向け水産物輸出の関税撤廃

▼EU域内では－18℃帯での物流が主体 〇 ◎ 〇 〇 35
青森県ベニズワイガニ連携協議
会 ・ベニズワイの販売単価が極端に安い 〇高鮮度なカニを安定的に水揚げ可能な立地

▼生産者だけでは販路開拓できない 〇 ◎ ◎ 〇 〇 36
気仙沼メカジキ生食普及協議
会 ・気仙沼のメカジキを全国に売り込みたい 〇地元ではメカジキの刺身が人気メニュー

▼地元以外では加熱用の魚と認識されていた ◎ ◎ 〇 37

JFバリューチェーン検討協議会 ・末端消費者に水産物を直販したい 〇傘下の漁連・漁協はEC直販に着手済み
▼ほとんどの漁連・漁協でEC事業は赤字 〇 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 38

長崎地域かまぼこバリューチェー
ン改善協議会 ・すり身の原料が安定確保できない 〇冷凍魚、未利用魚を使用したすり身の可能性

▼地元における蒲鉾製品の販路が徐々に縮小 〇 ◎ 〇 39

活魚流通構築促進協議会 ・自社開発の「魚活ボックス」を活用したい 〇従来の活魚車よりも安価に活魚を輸送可能
▼活魚マーケットは縮小傾向 ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 40

バスあいのり水産バリューチェーン
改善促進協議会

・空いている高速バスの荷室を水産部物の輸
送に活用できないか

〇全国の産地から低コストでの流通が可能
▼全国各地のバス運行会社との連携が必要 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 41

JFバリューチェーン改善検討協
議会 ・「プライドフィッシュ」を消費者にPRしたい 〇 「プライドフィッシュ」のブランド構築

▼一般消費者の認知度が低い 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 47
広域連携バリューチェーン改善
協議会 ・原料不足や物流コスト高騰を解決したい 〇加工製品の製造ノウハウが豊富

▼物流コストが年々高騰していた 〇 ◎ ◎ 48
四国東南地区バリューチェーン
流通改善協議会 ・沿岸漁業者の所得を向上させたい 〇どんな魚でも加工できる技術とノウハウ

▼地元産地市場の閉鎖、生産者の減少 ◎ 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 49
隠岐の水産物ブランド化推進
協議会 ・オール隠岐で水産物の販路を拡大したい 〇魅力的な水産物が多数生産されている

▼隠岐諸島内各島での連携体制がない ◎ 〇 ◎ 〇 〇 50

水産物
輸出拡
大連携
推進事

業

バリュー
チェーン
改善促
進事業

事業
分類

協議会

取組内容
水産バリューチェーン構築に

取り組んだきっかけ
（課題解決/新しいアイディア）

現状分析の結果
（○：強み・好条件　▼：問題点・課題）

掲載
頁商品開発 販路開拓 物流・商流改善 DX

デジタルトランスフォーメーション
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第３章 取組事例の紹介  
１． 平成３０年度水産物輸出拡大連携推進事業 
１-１ 全国漁業協同組合連合会ほか 2者共同提案 

(3) シンガポール国内におけるＰＲイベントの実施

■11月に日本産カキのプロモーションイベントを開催
■飲食店関係者やバイヤーを招いた試食会を実施
■活カキ消費量の多いオイスターバー関係者を多数
招聘し、試食会を開催

■日本産カキの見栄え、安全性に対する評価は高い
一方で、カナダ等の外国産に比べて小さい、価格が
高すぎるとの意見が多数

(2)シンガポール国内におけるマーケット調査の実施

■8月に現地オイスターバー等においてマーケット
調査を実施。海外産活カキの流通状況や価格に
ついて調査を行った

■海外産の活カキは日本産のものと比べると大きく、
価格も安いことが判明

■殻の形や清浄性、食味等の品質については
三重県産活カキの優位性を確認

（1） 三重県産活カキのシンガポール向け輸出

■春シーズン（4月～6月初旬）に現地日本食
料理店14店舗に輸出・販売を実施

■秋シーズン（11月～）に輸出を開始し、品質に
ついては高い評価を獲得

■一方で、夏場の高水温の影響で斃死率が
高く、十分な数量・品質のカキを供給できず

４．初年度の取組と成果

１－１全国漁業協同組合連合会ほか２者

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

①シンガポール国内のニーズに合ったカキの生産・輸出☞現地マーケットに適合したカキの輸出や、品質を重視する日本食料理店を対象とした輸出を実施

②三重県産カキの強みを前面に出したPRの継続☞コストの低減、価格面での競争力強化に加えて、三重県産カキの品質の高さを前面に出した販売戦略を実現

水産物輸出拡大
連携推進事業

１．取組を実施した背景・課題

◇三重県産活カキのシンガポール向け
輸出が解禁（2018年12月）

◇三重県産活カキの持つ高い安全性

◇シンガポール国内の物流拠点の存在

◇活カキ国内販路の伸び悩み

２．事業の目的

○シンガポール国内における日本産活カキ

マーケットの開拓

○海外における日本産活カキのブランド構築

○輸出の効率化に向けた情報共有システムの
構築

３．協議会構成員の概要

協議
会構
成員

生産
■有限会社佐藤養殖場
■有限会社丸善水産

統括
■全国漁業協組合連合会
（ＪＦ全漁連）

協力
会社

流通
輸出

■Nichiryo Foods Pte.,Ltd
（JF全漁連関連会社）

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

バリューチェーン分析➀：全国漁業協同組合連合会、(有)佐藤養殖場、(有)丸善水産

○ シンガポールへの三重県産カキの輸出が可能になったことを受け、現地需要者（飲食店、量販店）のニーズに合った少
数梱包での輸出体制を確立すると共に、クラウドを利用して関係者間で受発注情報や輸出関係書類の情報等を共有して
注文への速やかな対応とトレーサビリティの強化を図り、シンガポールへ活カキの輸出を拡大する。

① シンガポール国内で活ガキを販
売先の注文数に合わせて再梱包
する必要があった。

② 再梱包作業によって、衛生上の問
題、包材の無駄、コスト・時間のロ
スが発生していた。

課 題

① シンガポールにおける三重県産
活ガキの販路開拓。

② 産地の事業者における輸出拡大
に向けた体制整備

事業の効果

① 販売先からの注文を生産者と共
有し、産地で注文数に合わせた
小分け包装を実施。

② ICT機器を導入し、輸出に必要な
検査結果及び衛生証明書を関係
者間で共有するとともに、生産・
出荷・輸出の情報を蓄積する。

対 策

産地：三重県鳥羽市

(有)丸善
水産

(有)佐藤
養殖場

シンガポール

全
漁
連 再梱包作業によって

・衛生上の問題（食
中毒要因の混入のリ
スク）
・包材の無駄
・コスト・時間のロス

×
100×

100

×25
×25

×25

×25

レ
ス
ト
ラ
ン
・オ
イ
ス
タ
ー
バ
ー

な
ど
販
売
先

産地：三重県鳥羽市

(有)丸善
水産

(有)佐藤
養殖場

シンガポール

全
漁
連

×25
×25

×25

×25

レ
ス
ト
ラ
ン
・オ
イ
ス
タ
ー
バ
ー

な
ど
販
売
先

×25
×25
×25
×25

出荷から販売先まで
箱を開封しない物流
→食中毒発生リスク
を軽減。

→再梱包に係るコス
ト・時間を節約。

衛生証明書を関係者間で共有
各段階のトレース情報を蓄積

クラウドの利用

→販売先の注文に応じて
小分け包装

→産地の魅力を伝えるコ
ンテンツを作成・発信

→販売先の注文情報を共有
→輸出先のマーケットの情
報を発信
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１-２ 水産物流通バリューチェーン輸出拡大連携協議会 

(3) 情報共有システムの構築

■関係各社が情報を共有できるシステムを整備
■登録する加工業者各社の加工内容や取り扱い
原料等の情報を掲載

☞加工業者間での原料の融通や委託加工等、地域
内の連携による効率的な生産体制を構築

☞システムを活用した冷凍加工業者と通関関係者の
連携により、効率的な輸出を実現

(2) 10㎏段ボール箱によるサバの梱包ラインの整備

■従来の15㎏箱ラインとの併用による効率化
☞生産の効率化により5％の人件費節減
■10㎏箱製品の輸出により新規マーケットを開拓
☞ベトナム向けの令和元年度の冷凍サバ輸出額は
約2億7,000万円となり、前年比前年比約5倍の
売り上げを実現

☞輸出された冷凍サバの平均単価は前年対比8.75%
向上し、高付加価値化を実現

（1） コンテナトランスファーステーションの整備

■協議会構成員㈱三協が設備したコンテナ
トランスファーステーションの利用を開始

■冷凍コンテナの長期保管が可能に
☞トレーラーヘッドやドライバーが確保できる
までの時間調整により効率的な輸送を実現

☞令和元年度におけるシャーシ・電源の利用
回数はのべ235回。5,875トンの冷凍サバ輸出
の効率化に貢献

４．初年度の取組と成果

１-２ 水産物流通バリューチェーン輸出拡大連携協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

①コンテナトランスファーステーション稼働率のさらなる向上☞コンテナを輸送するドライバー不足の解消とアフリカ向け冷凍サバ輸出の促進による稼働率向上

②情報共有システムの利活用推進☞構築した情報共有システムのさらなる有効な利活用方策を検討し、効率的な生産・流通・輸出体制を確立

水産物輸出拡大
連携推進事業

１．取組を実施した背景・課題

◇東南アジアやアフリカにおいて冷凍サバの需
要が拡大

◇ベトナムのＴＰＰ加入に伴う関税障壁の撤廃
による輸出マーケットの拡大

◇銚子地区における生産者・凍結加工業者に
おける冷凍サバ輸出拡大機運の上昇

２．事業の目的

〇輸出拡大の障害である積出港までの陸送
ルートおよびドライバーの確保

〇ベトナム国内需要（10ｋｇ箱製品）に対応した
梱包ラインの整備

〇輸出業務に携わる関係者間の情報共有の
推進

３．協議会構成員の概要

協
議
会
構
成
員

生産
調整

■銚子市漁業協同組合
■全国水産加工業協同組合連合会

加工 ■全銚子市水産加工業協同組合
■株式会社 大國屋

流通 ■株式会社 三協
■有限会社 サトーシーフーズ

外部
委託
先

システム
構築

■オンウェーブ株式会社

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

将来的には近
隣の鹿島港か

ら輸出

輸出港：大井ふ
頭、横浜港など

バリューチェーン分析②：水産物流通バリューチェーン輸出拡大連携協議会
（代表機関：全国水産加工業協同組合連合会、千葉県銚子市）

○ 凍結魚の輸出においては、産地で生産された凍結魚製品をトラックで国内の主な輸出港に陸送するが、トラックドライバーの不足や非効率的な輸送方式による輸送効率の低
下等の原因により物流のボトルネックが生じていた。また、製品の荷姿等、輸出先国のニーズにマッチした商品作りができていない部分があった。

○ 産地にコンテナへの一時保管ができる施設を整備して、国内物流のボトルネックに対応するとともに、海外ニーズに対応する製品の製造ラインの整備、構成員間の情報共有
システムの構築により、マーケットインの視点で東南アジア、アフリカ諸国向けのサバ類の輸出を拡大する。

① 主な輸出港までの国内物流の課
題（コンテナヤードの渋滞、物流
業界のドライバー不足等）

② 輸出先国のニーズにマッチした商
品開発ができていない。

課 題

① コンテナトランスファーステーショ
ンの 活用により物流業界の課題
に対応

② 輸出促進による水産物の付加価
値向上

事業の効果

① 産地におけるコンテナ流通拠点
の整備による流通構造の改善

② 主要輸出先国でニーズの高い商
品の生産ラインの構築

③ 産地の関係者の連携、ニーズに
応じた生産等を可能にする情報
共有システムの構築

対 策

産地：銚子

生
産
者

加工業者

積出港
コンテナ
ヤード

産地：銚子

生産
段階

産地
漁協

加工
段階

・加工
業者

コンテナトラン
スファー

ステーション

積出港

コンテナ
ヤード輸出先にニーズの高い10kg箱

凍結魚の生産ラインを整備

照明設備、電源、シャー
シを整備し、冷凍コンテ
ナの一時保管が可能に

・物流業界の人手不足
・トラックドライバーが確
保できない事態が発生
・産地における冷凍コン
テナの滞留

→物流のボトルネックに
なっている

情報共有システムの構築
→産地の関係者の連携、輸出先国ニーズに応じた製品の生産
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１-３ クール北海道株式会社ほか 6者共同提案 

(3) 中国ＥＣサイトを活用した通信販売ルートの構築

■中国のEC販売最大手アリババととの連携に
より、PRイベントを企画

■中国では実物を確認できない商品は売れな
いため、アリババが展開する実店舗FUMA店
内での北海道フェアを開催し、冷凍品に合わ
せてフリーズドライ商品の販促を実施予定

(2) 道産水産物を高付加価値化する加工品の開発

■北海道産水産物を使ったフリーズドライ
加工品の試作を実施

■道内の製菓会社と協力し、フリーズドライの
ホタテとナマコの製品を試作

■ホタテ製品は事前のマーケティング調査で好評を
得た

（1） タイ向け海上コンテナ輸出ラインの確立

■タイ国内で人気のあるサバ照り焼き製品を
開発・生産（国産サバ原料使用）

■苫小牧埠頭の冷凍コンテナをチャーターし,
北海道産水産物の共同出荷を開始

☞これまでに6回の輸出を実施し、タイ国内の
寿司店と共同でフェアを開催。

☞目標対比238％の輸出額を達成
☞輸出コストを1/5に削減

４．初年度の取組と成果

１-３ クール北海道株式会社ほか６者共同提案

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

①品質面で差別化可能な商品の開発☞高度な加工技術を用いたフリーズドライの水産物や農業や畜産、製菓等他分野と協力した商品等、圧倒的な高品質で
売り出せる商品の開発

②東南アジア新興国への展開☞リスクの高い中国市場だけでなく、ベトナム等の東南アジア新興国各国マーケットを対象とした輸出を検討

水産物輸出拡大
連携推進事業

１．取組を実施した背景・課題

◇近年の東南アジア各国における北海道産

水産物の需要拡大

◇冷凍ホタテや秋サケ等の加工原料輸出に偏重
した北海道の水産物輸出

◇北海道内加工・流通業者の輸出拡大機運の
上昇

２．事業の目的

○北海道産原料を使った煮魚等、高次加工製

の企画・開発

○輸出先毎の商品ニーズ把握・販売戦略構築

○タイ向け海上コンテナ物流ラインの整備

○中国大手ＥＣサイト内での販路開拓

３．協議会構成員の概要

協
議
会
構
成
員

生産
■網走漁業協同組合
■枝幸漁業協同組合 ほか

加工
■株式会社丸中しれとこ食品
■田中水産株式会社

流通
輸出

■クール北海道株式会社
■曲〆高橋水産株式会社 ほか

その他
■株式会社北海道二十一世紀総研
■株式会社北海道新聞社

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

バリューチェーン分析③：クール北海道株式会社ほか6者共同提案
（代表機関：クール北海道株式会社）

○ アジア各国のおける北海道産水産物に対するニーズの高まりに対応するための輸出スキームの確立を目指す。

北海道産水産物の高付加価値加工による付加価値向上と東南アジア向け輸出の効率化による輸送コストの削減。

① 道産水産物の輸出は冷凍ホタテ
ガイや秋サケ等の原料輸出が中
心で、高付加価値化が進まない。

② 道内からの加工品輸出は個別業
者による小ロットの空輸が中心。
輸送コストが高騰していた。

課 題

① 航空便から船便への切り替えに
より加工品の輸出コストを大幅に
削減。

② タイ国内において販路開拓を実
施し、北海道産水産物の販売ル
ートを確立。

事業の効果

① 冷凍コンテナをチャーターし、苫
小牧港から船便による水産加工
品の共同出荷を実施。

② タイ・中国マーケット向けの高次
加工製品を開発。現地でのPR活
動・マーケティング調査を実施。

対 策

産地：道内各地

高次加工
水産物

冷凍ホタテガイ
冷凍秋サケ

凍結原料での輸出

タイ・中国マーケット

・現地で加工され、品質の
低い製品として流通

➢付加価値が海外に流出
➢「北海道ブランド」が活

かせず

産地：道内各地

中国向け
フリーズドライ

商品

タイ向け
高次加工製品

タイ・中国マーケット
現
地
飲
食
チ
ェ
ー
ン
・
大
手

ス
ー
パ
ー
等
の
販
売
先

生産者と加工業者の連携
→現地ニーズに対応した高次加工製
品の開発

→ECサイトで販売可能な商品の開発

現地マーケティングの強化
→ALL北海道での一体的なマーケティング
活動の実践

輸送コストの削減
→苫小牧港に集荷し共同で手配
したコンテナを使って船便で輸出

個別事業者に
よる小ロット空輸

■タイ向けコンテナ定期便を実施
■タイ国内でのフェア開催
➢大手飲食チェーンとの契約締結
■産地・加工業者を巻き込んだ協
力体制の構築

■中国EC最大手との連携
➢実店舗と連動したEC展開を計画
➢EC販売向け商品の企画・開発

船便による共同出荷

・各主体が独自のルート
で加工品を輸出

➢個社によるマーケティン
グに限界
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１-４ 日本水産物輸出拡大連携協議会 

バリューチェーン分析➃：日本水産輸出拡大連携協議会（代表機関：Sea Tech Trading（株））

○ 国内生産者、流通業者及び輸出先国の関係者が一体となって、国際マーケットが求めるサステナビリティ等の基準をクリアする養殖魚を生産できる
よう生産者をサポートするとともに、ICT技術など先端技術を活用し、生産履歴や位置情報のみならず、品温など品質情報についてもトレースできる情報
システムを確立することで、厳しい品質管理を取引条件とする欧米主要バイヤーへの新たな販路の拡大に取り組む高度な養殖バリューチェーンを構築

① 米国への輸出には生産段階から流
通・輸出に至る品質管理の基準をクリ
アする必要があるとともに、トレーサビ
リティを確保する体制が必要。

② 米国では大手小売が調達基準を設
けており、それらを十分に満たすのが
MSCやASCだが、取得は進んでいない

課 題

① 国際マーケットが求めるサステナビ
リティ基準をクリアした養殖生産体制
の確立

② 輸出先国の販路が確保され、安定
経営が可能となる養殖バリューチェー
ンの確立

事業の効果

① 輸出意欲のある養殖現場、流通・輸
出業者、輸入業者、システムエンジニ
ア等がチームとなり、継続議論する体
制を構築。

② AIP達成に向けた課題の抽出のため

に、養殖場へのモニタリング機器設置
を支援

※高鮮度凍結機の設置や新トレーサビリ
ティシステムの導入など民間独自の取組を
引き出し

対 策

＜現状と問題点＞

＜今後の取組＞

○刺身用商品を冷凍す
る場合、品質の劣化が
課題。

○輸出に向けては、調達基
準をクリアし、海外マーケット
に応える商品作りが必要。

○商品のトレーサビリ
ティの確保に課題。

○生鮮品を輸出する
場合、空輸となりコスト
増。

加工場

えさ業者 養殖業者

生産 流通加工 輸出

加工場えさ業者 養殖業者

国内流通加工

輸出先国（米国）

 輸出先国の企業が求める
調達基準に対応した水産
物を生産するために、養殖
手法等を改善する養殖改
善計画（AIP）を策定。

（育成に必要な薬剤の軽減、
品質向上のための給餌計画の
変更など）

 ＩoT技術を活用

したトレース体
制の整備

 凍結品の船便
による大ロット
の輸出により、
コスト削減

生産

 高鮮度凍結
機を導入し
、凍結品の
品質向上

○市場シェアの高い大
手小売は独自の調達基
準を設けており、輸出の
ハードルになっている。

大手小売グループ

調達基準：

サステナビリティ等に関する
基準。ASC等の認証とは必ず
しも同一ではない。

AIPの実施によ

って、大手小
売グループへ
販路拡大

AIP達成に向けた課題の抽出のために、養殖場
へのモニタリング機器設置を支援

将来的に・・・

大手小売の調
達基準を満た
す水産物を、
持続的に製造
・輸出

  

( 3）米国における販路拡大とマーケティング

■ＡＩＰの基準に準拠した生産体制を構築、
現地のサスティビリティ―基準に準拠した
養殖ハマチを生産

■マーケティング資料を作成し、米国内の
販売先との商談を実施

■IOT技術を活用し、ハマチの生産から加
工、輸出までの履歴を提示可能なトレー
サビリティシステムを確立

■引き続き販路拡大に向けた取組を継続

( 2 )高鮮度凍結機を活用した冷凍フィレ製品
の製造

■ハマチ養殖施設に導入した高鮮度凍結
機を用いて高品質な冷凍フィレ製品を製
造

■冷凍フィレ製品を冷凍コンテナ（船便）を
用いて米国へ輸出

☞冷凍品を輸出することによって大ロットの
輸出が可能となり、輸出に係る コストを削
減

☞従来の航空便から船便での輸出にシフト
することによって、 輸送コストを大幅に縮
小

（1） 養殖施設内におけるデータ収集と

分析

■ハマチ養殖施設内にモニタリング機
器を設置し、生簀内の環境や魚の状
態を観察・記録（画像はイメージ）

■複数回試験を実施し、システムの精
度を向上

■生産の効率化とコスト削減を目指す
☞生簀内の魚の状態をモニタリングす
ることで効率的な給餌を行い、飼料コ
ストを削減

☞魚の健康状態を観察・記録すること
で輸出の際に問題となる薬剤の使用
を抑制

４．初年度の取組と成果

日本水産物輸出拡大連携協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

平成30年度水産物輸出
拡大連携推進事業

１．取組を実施した背景・課題

◇米国国内では日本の水産物に関する情報が
少なく、日本産水産物の認知度が低い

◇日本国内ではＭＳＣ、ＡＳＣ等の認証取得が進

んでおらず、米国の大手スーパー等、認証取得
を条件とするマーケットが未開拓

◇一方で、高品質な日本産水産物は条件を満

たすことができれば高付加価値販売が可能

２．事業の目的

〇米国の大型スーパーや大手IT企業の調達
基準を満たした養殖ハマチを生産

〇養殖場における生産履歴を開示するシス
テムを開発・導入し、生産の効率化を実現

〇高鮮度凍結機を活用した商品開発や製品

のトレーサビリティシステムの導入を実施し、
米国内での販路拡大を実現

３．協議会構成員の概要

生産 ■グローバルオーシャンワークス株式会社

流通
販売

■株式会社魚力

統括
輸出

■SeaTech Trading株式会社

システム
開発

■システム会社
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２． 令和元年度バリューチェーン改善促進事業 
 

２-１ 西日本地区バリューチェーン流通改善協議会 

（3） マーケットイン型の商品開発

■COOP九州との連携により、一般消費者を対象とし
たマーケティング調査を実施

■マーケティング調査の結果を反映させた新商品の
開発に向けた検討を実施

（2） 効率的な選別ラインの検討

■現状の選別ラインにおける問題点・課題を抽出
■課題を解決し、効率的な選別を可能にする新選別
台の形状・設置方法・人員配置等の検討や、実証機
器による検証を実施

■AIによる画像認識技術を用いた新たな選別手法の
導入に向けた検討を実施

（1） 品質管理技術の体系化

■まき網漁船の協力の下、漁業～水揚～販売
の工程における品質管理に関する調査を実施

■漁獲物の品質管理上問題になりやすいポイ
ントを特定

■当該地区で水揚げされる、まき網漁獲物全体
の品質管理技術向上に向けた指針を作成

４．初年度の取組と成果

２-１ 西日本地区バリューチェーン流通改善協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇品質管理技術が船団により異なり、水揚
げされる魚の鮮度にバラツキが発生

◇人員不足による産地の選別処理能力低下

◇水揚げ動向に左右されるプロダクトアウト型
の商品開発

◇松浦地区で水揚げされる高品質な魚の魅力
が消費者に伝わっていない

２．事業の目的

〇品質管理技術の体系化、マニュアル化
の推進

〇効率的な選別ラインの導入や自動化に
よる省力化・省人化

〇マーケットインの考え方に基づいた商品
開発

〇高品質な水産加工品等の産直販売の実現

３．協議会構成員の概要

①選別ライン導入に向けた実質的な検討☞人材不足等の現状の問題点を改善するため、効率的な選別を可能とする選別ラインの実証
②産地と消費者の交流促進による新商品の開発☞産地と消費者の交流を促進し、お互いのニーズを引き続き共有。消費者ニーズに合わせたマーケットイン型

の商品開発を実施

協
議
会
構
成
員

生産 ■日本遠洋旋網漁業協同組合

加工
流通

■西日本魚市株式会社

販売
■生活協同組合連合会コープ九州

事業連合

外部
委託
先

調査
分析

■（一社）海洋水産システム協会
■（公財）ながさき地域政策研究所

バリューチェーン分析⑤：西日本地区バリューチェーン流通改善協議会（代表機関：日本遠洋旋網漁業協同組合、長崎県松浦市）

○ 人手不足による産地市場の水揚げ処理能力低下を改善するために、AI技術を活用した自動魚種選別機の活用も視
野に入れた検討・実証を行うとともに、高品質を保持しつつ、漁獲情報を関係者が共有するシステムとマーケットインの
概念に基づく販売戦略を開発することで、バリューチェーンの生産性・付加価値向上を図る。

① 選別作業を人海戦術に頼った産地
市場の処理速度の遅れ

② 産地市場の水揚げ処理能力低下に
よる漁船入港待ちによる鮮度劣化

③ 需要ニーズにマッチした生産・加工・
流通体制とはなっていない

課 題

① 選別作業の効率化により鮮度
劣化を抑えて水揚げを効率化

② 市場処理・輸送過程の鮮度保持
による付加価値の向上

③ 処理可能量の拡大による産地と
しての地位向上と販路拡大

【取組結果】
・鮮度保持に関する調査・分析実施。
・機器導入が遅れ、システムの構築・
実証が未実施。次年度以降導入予定。

事業の効果

① 先端技術を活用した迅速な選別とセ
リによってリードタイムを削減

② 高鮮度流通技術等により鮮度を保っ
て消費地まで効率的に輸送

③ 川上から川下までの情報共有システ
ムにより市況等を踏まえた漁船操業

対 策

生活協同組合
連合会

コープ九州事
業連合

日本遠洋旋網
漁業協同組合

（大中型まき網等）

生産段階 消費等段階

物流

流通・加工等段階

産地市場
西日本魚市

生産と加工・流通・販売の連携を通じたバリューチェーン全体の最適化

鮮度管理の向上に関する取組

→漁獲物の付加価値向上
→水揚げ処理能力の向上
→漁船入港待ちの解消

漁獲情報、品質管理情報等を
有効活用する取組

 情報共有システムの構築
（ICTの活用等含む）

→市況等を踏まえた漁船操業
→流通関係者・消費者への鮮
度管理等に関する情報提供

消費者ニーズの共有に関す
る取組

 新商品の開発及び販売実
証

→マーケットインの視点による
販売戦略

→市況等を踏まえた漁船操業

（漁獲～水揚げ段階）

 魚艙内温度管理
システムの構築

（選別～流通・小売り段階）

 先進的な選別システム
の構築（ＡＩを活用した自
動魚種選別機を含む）
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２-２ 水産物バリューチェーン改善協議会 

（3） 半製品の輸出によるEU域内販路の開拓

■冷凍キハダマグロロイン約21トンをEU向けに輸出
➢EU域内における冷凍マグロ販路開拓の足掛かりと
なった

➢今後も半製品の輸出を継続し、販路を確保できた
段階でより加工度の高い製品の提案を実施

（2） EU向けプロモーション活動の実施

■EU域内より関係者を招聘し、日本産冷凍刺身マグ
ロのPRおよび商談を実施

■スペイン水産卸売業者、EU全体の量販店に販売
網を持つ水産物販売業者との商談を締結

■冷凍キハダマグロの半製品を輸出する事で合意

（1） －18℃帯で長期保存が可能な商品の開発

■EU域内で主流となる－18℃帯で長期保管が
可能な梱包形態を検討

■冷凍キハダマグロを原料として用い、加工形
態、梱包時に封入するガス組成、梱包資材等
について各種試験を実施

４．初年度の取組と成果

２-２ 水産物バリューチェーン改善協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

■日本国内における冷凍マグロマーケット
の縮小、流通・販売量の減少

■世界的な日本食ブームへの乗り遅れ

■ＥＵとのＥＰＡ締結において先行してい
る韓国によるＥＵマーケットの寡占

■ＥＵ域内における超低温（－50℃帯）
コールドチェーンの未整備

■量販店や飲食店バックヤードの人手不足

２．事業の目的

〇品質面での優位性を活かしたＥＵ域内に
おける日本産冷凍マグロマーケットの開拓

〇日本が持つ高度な冷凍マグロ取扱技術 を
活用した販売戦略の展開

〇－18℃帯で冷凍マグロを長期保存する
ことが可能な包装技術の開発

〇量販店や飲食店のニーズに合わせた
マーケットイン型の商品開発

３．協議会構成員の概要

①EU域内における販路の確保☞まずは冷凍マグロ半製品の輸出を継続し、EU域内各方面における販路を確保

②高次加工製品の開発と販路拡大☞令和元年度は機械選定、導入に至らず、今後の課題

協
議
会
構
成
員

生産
■串木野まぐろ株式会社
■神崎水産株式会

加工
流通

■東洋冷蔵株式会社

流通
輸出

■三菱商事株式会社

加工 ■株式会社フード・ケアリ

  

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

バリューチェーン分析⑥： 水産物バリューチェーン改善協議会 (代表機関：東洋冷蔵株式会社）

○ 日欧EPAの発効に際し、日本産冷凍マグロのEU向け輸出を実施。EU域内における冷凍マグロマーケットを確立する。

○ EU向けの冷凍マグロ輸出に向け、現地で主流となるマイナス18℃帯で長期保存可能な冷凍マグロ製品の開発。

① 国内における 冷凍マグロ 消費の

減少

② 日欧EPA 発行によ る 関税撤廃

③ EU域内では既に韓国産冷凍マ

グロ がマーケットを 席巻

課 題

① 日本産冷凍マグロ 半製品の輸出を

実施。現地バイ ヤー、販売店から高

い評価を 獲得

② 冷凍マグロ の加工・梱包技術開発に

向けた実証試験を 実施。実用化に

向けた知見を 得た。

事業の効果

① EU域内での日本産冷凍マグロ の

マーケティン グ

② 半製品の輸出よ る マーケット確立

③ マイ ナス18℃帯で長期保存が可

能な養殖マグロ 製品の開発

対 策

水揚・加工・流通

輸出に向けた体制整備

が進むも、国外マーケット
開拓が課題

国内
マーケット

サーモンや養殖物に押
され冷凍マグロの需要
縮小

超低温（マイナス 60℃）のコールドチェ ーンが未整備

で冷凍マグロの長期保管・流通が困難

事業によ り開発し
た特殊な技術で
梱包
→マイ ナス18℃で

の長期保管が可
能に

新規販路の開拓

→マグロ 価格の安定

・高品質な日本産冷凍マグロ の販路開拓

・マイ ナス18℃で保存可能な商品を 活かし、量
販店や飲食店のニーズに合わせたマーケッ
トイ ン 型の商品開発

→韓国産冷凍マグロ の市場を 奪取

EU

域
内

各
国

EU

域
内

各
国

コン ビ ニ等でも販売
可能に

→新規販路の開拓

国内
マーケット

輸出
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２-３ 青森県ベニズワイガニ連携協議会 

（2） ベニズワイガニ新規販路の開拓

■従前の出荷先を見直し、新規加工業者への
出荷を開始。販売価格の底上げを実現

■漁獲段階における高鮮度化に向けた取り組みに
よって高鮮度なカニの水揚げが実現し、
消費地市場に向けて生鮮での出荷を実施

■豊洲市場、横浜市中央卸売市場等の首都
圏消費地市場への出荷では、高い評価を獲得

（3） 低利用カニを使った新製品の開発

■一般に流通しない小型のカニや傷もの、脱皮直後
のカニ等低利用のカニを用いたコロッケ等の加工
製品の試作を実施

■乾燥させたカニを粉末に加工し、コロッケや味噌汁
等に用いるだしの素を開発

■加工品の試作にあたっては、スマートフォン等を活用
し、 生産者と加工・流通業者が連携して実施

（1） 青森県産ベニズワイガニの高鮮度化

■出荷先加工場や産地市場との連絡を密に
することによって、操業日数が増加。流通・
消費サイドのニーズに合わせた水揚げが可能に

■洗浄殺菌海水装置やスラリーアイスの導入
により、高鮮度化が実現

■1出漁あたりの操業スケジュールを短縮し、
高鮮度化と乗組員の負担軽減を両立

４．初年度の取組と成果

２-３ 青森県ベニズワイガニ連携協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇漁獲量が多く産地市場へ上場できない、市場
競争が発揮されない

◇漁業収入が低迷、経営維持が困難

◇ベニズワイガニ漁船乗組員の生産意欲の低下
による漁獲物の品質低下

◇生産者が、深浦産ベニズワイガニの品質・魅
力・価値に気づいていなかった

２．事業の目的

〇日戻り操業の実施や鮮度保持機器の導入
による漁獲物の高鮮度化

〇高鮮度漁獲物の生鮮供給ルート構築、マー
ケット創出

〇消費地市場向けベニズワイガニの生鮮出荷
を開始。“日戻りベニズワイ”のブランド確立

〇傷物等未・低利用カニによる加工品の開発

３．協議会構成員の概要

協
議
会
構
成
員

生産 ■有限会社マルテツ堀内水産

加工
流通

■日本フィッシャリーサポート株式会社

加工
販売

■株式会社あおもり海山

流通
販売

■株式会社魚力

①夏場の鮮度保持手法の確立☞水温の上がる夏期～秋期の鮮度向上に向けた取組を継続し、鮮度向上によりさらなる高付加価値化を実現

②生鮮ベニズワイガニの販路確立に向けた取組の継続☞消費地市場に向けた生鮮ベニズワイガニ出荷を継続するとともに、低利用ベニズワイガニの商品開発
や、販売促進・PR活動を実施

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

バリューチェーン分析⑦：青森県ベニズワイガニ連携協議会(代表機関：日本フィッシャリーサポート株式会社）

○ 青森県唯一のベニズワイガニ漁業者である堀内水産が生産する全てのベニズワイガニをあおもり海産で買い取り、新規に開
拓した加工業者への出荷を行うとともに、首都圏の消費地市場への出荷を実施。首都圏の飲食店や鮮魚販売チェーンで販
売する一気通貫の商流を構築する。

○ ベニズワイガニの高付加価値化のための高鮮度出荷、未利用資源を利用した商品開発を実施する。

① ベニズワイガニ浜値の下落
② 漁業所得の低迷
③ 漁業者の意欲低下による鮮度管

理意識の低下と品質悪化

課 題

① 浜値の安定化、漁業者の収益向
上により、青森県ベニズワイガニ
漁業の振興

② 生鮮出荷・消費地での販売によ
るベニズワイガニの販売単価向上
（従来比150％）

事業の効果

① 高鮮度化による付加価値を認め
る新規加工業者等と売買契約を
締結し、浜値を安定化。

② ベニズワイガニ漁獲後の品質管
理手法を見直し、一部を生鮮で市
場出荷することで付加価値向上。

③ 混獲される低未利用資源を有効
活用し、新商品を開発

対 策
水揚げ

長期間操業と鮮度
管理の未実施によ
り品質が低下

加工業
集積地

陸送

陸送中の価値低下
全量が加工用に販売

一
般
的
な

加
工
品

ベニズワイガニの低い付加価値により浜値の低下
→漁業所得の低下、青森県ベニズワイガニ漁業存続の危機

加工

生産者：

マルテツ
堀内水産

水揚げ
流通・加工
通業者：
あおもり海山

販売
販売業者：

日本フィッシャ
リーサポート

ベニズワイガニを全
量買い取り（未利用資
源（脱皮直後のカニ）
を含む）
→浜値の向上と安定

①ベニズワイガニの市場向け生鮮
出荷⇒生鮮用産地価格UP
②あおもり海産が冷凍コンテナを
リースし未利用資源の新商品開発
を実施⇒加工用産地価格UP

付加価
値を認
める加
工業者

消費地
市場

＜青森県深浦＞

鳥取県境港まで陸
送され加工品

操業時間の短縮やシ
ャーベットアイスの活
用等、漁獲したベニズ
ワイガニの鮮度向上
に向けた取組の実施
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２-４ 気仙沼メカジキ生食普及協議会 

（3）.生食用メカジキ新規販路の開拓

■㈱魚力傘下の鮮魚小売り店10店舗にて2回の
試験販売を実施。埼玉・東京・神奈川の各店舗にて
刺身、パックや握り寿司を販売

■㈱魚力各店の販売責任者、従業員に対して生食用
メカジキの試食を実施。

（2） 生食用メカジキ流通システムの構築

■産地仲買業者と協力し理想的な出荷形態を決定
■東京海洋大学の協力により、鮮度保持試験を実施
■首都圏に向けた流通経路を確立。販売店舗各店で
ブロック状のメカジキを加工・処理し、高品質な
メ カジキ刺身や寿司商材を提供

（1） 気仙沼産メカジキの高鮮度化

■漁獲時に生きているメカジキを活〆（即殺・
脱血）し、ナノバブル殺菌海水で洗浄すること
によって、高鮮度化を実現

■水揚げ後の冷却・保管にシャーベットアイス
を活用し、水揚後の鮮度低下を抑制

■生食用メカジキ流通体制構築に向けた検討
の実施

４．初年度の取組と成果

２-４ 気仙沼メカジキ生食普及協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇気仙沼地区における水揚げ量全体の減少
◇加工原料の不足により売るものが無い状況

◇日本最大のメカジキ集積地としての強みを
活かし切れていない

◇経営難による近海延縄漁船の減少

◇主要マーケットである首都圏においてメカジキ
の生食が認知されていない

２．事業の目的

〇近海延縄漁船の漁獲するメカジキの品質向上
〇高度衛生管理型の新市場を活用した生食用
メカジキの取り扱い体制の強化

〇産地加工業者により生食向けメカジキの加工
流通システムを構築

〇首都圏における生食用メカジキのマーケット
開拓

〇気仙沼産メカジキの単価向上による漁業者の
所得向上

３．協議会構成員の概要

協議
会構
成員

生産
■気仙沼遠洋漁業協同組合
■気仙沼漁業協同組合

加工流通 ■南気仙沼水産加工事業協同組合

流通販売
■株式会社魚力
■マルハニチロ株式会社 ほか

行政機関
その他

■気仙沼商工会議所
■気仙沼メカジキブランド化推進協議会
■気仙沼市

外部
委託
先

研究協力
■東京海洋大学
■株式会社流通研究所

①メカジキ鮮度保持技術の普及・啓蒙☞メカジキの鮮度保持技術を気仙沼地区の近海延縄漁業者に普及・啓蒙し、刺身品質のメカジキ供給量を増加

②高次加工製品の開発によるマーケットの拡大☞扱いやすい柵やスライス形態の商品の開発し、首都圏の消費者を対象とした生食用メカジキのＰＲを継続

＜首都圏＞

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

バリューチェーン分析⑧：気仙沼メカジキ生食普及協議会（代表機関：南気仙沼水産加工事業協同組合）

○ 東北地方以外では生食用として認識されていなかったメカジキを首都圏において刺身用として流通させる取組。首都圏で
の生食用としての流通、販売を実現する上で、漁獲から販売までの各段階の現状における課題、改善策を検討するととも
に、生食の提供に向けて生産、加工・流通段階の温度管理の改善を実証する。

① 出荷したメカジキが首都圏では
生食用として提供されない。

② 首都圏でメカジキ刺身の美味しさ
を伝えるプレイヤーがいない。

課 題

① 首都圏における生食での消費拡
大による単価の上昇（加熱用より
２割以上UP）

② 産地＝気仙沼のイメージの向上

事業の効果

① 東京海洋大学と連携し、生産・加
工・流通過程における鮮度の変化
を調査。

② 生産・加工・流通過程の取り扱い
を改善することで、鮮度の低下に
よる品質の劣化を防止。

③ 鮮魚の販売に知見のある大手鮮
魚小売業者と連携し、消費者にメ
カジキの刺身の魅力をＰＲ。

対 策
主に近海マグロ延縄漁船
によって水揚。

近年は燃油価格の高騰等
の経営環境の悪化を背景
に、漁船数が減少

＜産地：気仙沼＞

産地市場

産地では、メカジキを刺身
で食べるのが定番。

メカジキのブランド化の取
組は進めてきたが、取組
は地域内に留まっていた

小売・量
販店など

メカジキは鮮度の劣化によ
る変色が起こりにくく、生食
用としての提供が難しい

メカジキの刺身の美味しさ
を伝える販売者がいない

流通過程の鮮
度の低下は、
実態がわかっ
ていなかった

＜産地：気仙沼＞

産地市場

漁
協

商
工
会

行
政

加
工

事
業

組
合

＜首都圏＞

魚
力

ハイブリッドアイス製
氷機をリース

生産段階、流通段階
の冷やし込みに利用

ブラン
ド化の
知見を
共有

鮮魚の販売
に知見のあ
る大手小売

消費者にメカジ
キ刺身の魅力を
PR
（客観的な説明力の
UPは魚の流通拡大の
鍵）

大学と連携し、生産～流通段階での鮮度の変化を調査

動画、チラシ等
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２-５ JFバリューチェーン検討協議会 

（3）販売促進プロモーションの推進

■情報通信技術を活用し、プライドフィッシュプロジェ
クトとの連携等、魚の旬や産地、おいしい食べ方等
の情報発信を実施

■通信販売によって得られた顧客情報の分析によっ
て消費トレンドを把握し、マーケットインの視点に
よる商品開発にフィードバック

■通信販売と並行して実店舗での販売を実施し、
効果的な販売促進プロモーションを実現

（2）通信販売事業（ｅコマース）運営体制の確立

■全国の浜と消費者を直接結ぶ通信販売サイト
（e-コマース）を構築

■JFグループ内で連携体制を構築。各主体が本来の
役割に集中することで効率的な運営体制を確立

☞産地は商品の企画・開発・製造および発送に集中
☞JF全漁連は広告・企画・販促に注力
■受発注業務や顧客対応をシステム化することに
より省人化と効率化を実現

（1）マーケットインの視点による商品企画・開発

■各県単位で生産者と加工・流通業者を構成員
とする分科会を組成し、県単位で
バリューチェーンの課題を整理

■マーケットインの視点により当該地域の実情
に即した商品の企画・開発を実施

■検討協議会と各県の分科会が連携して販売
促進プロモーションを実施

４．初年度の取組と成果

２-５ ＪＦバリューチェーン検討協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

■国内における人口減少や消費嗜好の変化
による水産物消費の低迷

■消費者の購買行動の変化（小規模小売店
の衰退とネット通信販売の台頭）

■漁連/漁協でネット通販を行う際の事務
処理や顧客対応に関する負担増

■漁連/漁協が運営する通信販売事業の
伸び悩み、利益が出ていない現状

２．事業の目的

〇ＪＦグループの連携強化
〇マーケットインの視点による商品の企画 ・開発
〇全国の浜と消費者を直接結ぶ通信販売
（eーコマース）システム構築・サイト開設

〇ＪＦ全漁連が浜の情報を一元に消費者に提供
することにより集客力の向上とユーザーの利便
性向上を実現

〇ＪＦ全漁連が通信販売のバックオフィス機能
を担い、漁連/漁協の負担を軽減

３．協議会構成員の概要

①参画産地の拡大☞通信販売事業に参画する産地（漁連・漁協）を拡大し、商品ラインナップを拡充するとともに、より魅力的な商品を開発

②産地間の連携による新商品の開発☞各産地（県漁連・漁協）間の商品を組み合わせた新商品や魅力的なセット販売を行い、さらなる付加価値向上を実現

協議
会構
成員

生産・加工
■青森県漁業協同組合連合会
ほか全国9漁連・漁協

統括 ■全国漁業協同組合連合会

加工
■全国水産加工業協同組合
連合会

外部

委託
先

システム開発 ■株式会社ディーシステムズ

バリューチェーン分析⑨：JFバリューチェーン検討協議会（代表機関：全国漁業協同組合連合会）

○ 従来の多段階な水産物流通では、資源管理の取組、漁具、漁法、漁場等に由来する価値が消費者に伝わりづらく、結果
的に単なるモノとしての消費を助長。高鮮度流通の発展とＩCＴ技術の向上を基礎にこの流通構造を転換し、従来困難だ
った漁業現場の持つ価値をダイレクトに消費者に伝えるバリューチェーンを構築

国
内
生
産
者

漁
協

卸
売
業
者

仲
卸
業
者
・

売
買
参
加
者

消費地市場

卸
売
業
者

仲
卸
業
者
・

売
買
参
加
者

小
売
業
者
等

中
外
食
業
者

国
内
消
費
者

産地市場

＜従来の水産物流通のイメージ＞
・卸売市場を通じた多段階流通は水産物の特性（生鮮で迅速な処理が必要）に応じた仕組みであるが、情報や価
値の伝達には弱く、漁業現場の価値が埋没する（いつ、誰が、どこで、どうやって、誰のために獲った魚なのか？）

① 従来の流通では漁業現場の情報
が消費者に伝わりづらく付加価値
の向上が困難

② 消費者ニーズが生産者に伝わり
づらく、マーケットインの生産意識
も芽生えづらい

課 題

① 国産水産物の消費拡大
② 産直販売に係るコストの削減
② 漁業者の所得向上

（水産業・漁村への関心の高まり）

事業の効果

① 消費者のニーズが漁業現場に伝
わる販売ツールづくり

② 漁業現場の持つ価値をダイレクト
に消費者に伝える大消費地にお
ける販売の場づくり

③ 従来の多段階流通によらない商
流・物流体系を構築

対 策

国
内
生
産
者

Ａ
漁
協 ・高品質な生鮮魚介類及び水産

加工品を、漁業現場の情報・価
値とセットで提供
・消費者ニーズのフィードバック
・生産者が漁業現場の魅力を直
接発信

漁業現場の持つ価値を
ダイレクトに消費者に伝えるため

の通信販売サイトの構築
＆リアル店舗の実証

国
内
消
費
者

国
内
生
産
者

Ｂ
漁
協

＜新たな水産物流通のイメージ＞

需要者情報

・ 多数の事業者が介在する多段階流通システムを、通信販売サイトと連動したＩＴ技術等の活用で産地サイドの
取組として統合・内在化することで、漁業現場の価値と消費者のニーズを、漁業現場と消費者が相互に伝えあ
えるシステム（トレース可能、顔が見える、価値が伝わる）を構築

漁業現場の価値を含
めて購入（コト消費）

マーケットニーズ
を踏まえた生産

魚（モノ）だけでなく漁業現場のも
つ価値（コト）をあわせてトレース
可能な形で流通

需要者情報

リアル店舗の実証
漁業者等によるデモ販売等

消費者情報を生産
者にフィードバック

各
浜
に
お
け
る
商

品
の
製
造
～
配
送

取
引
の
効
率
化

受発注の電子化
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２-６ 長崎地域かまぼこバリューチェーン改善協議会 

（3）マーケットインの視点に基づいた製品開発

■開発した新商品について、マーケティング調査を
実施。一般消費者向けアンケート調査を3回、介護
関係者向け調査を1回実施

■製品の味や品質について介護関係者から高い
評価を獲得

■消費者の購買行動や商品選択基準等、今後の
商品開発につながるマーケティング調査を実施

（2） 機能性食品としてのねり製品の開発

■健康機能性食品として、コラーゲンを添加したアジ
かまぼこ製品を開発

■健康成分（ＥＰＡ、ＤＨＡ）を添加したすり身製品の
開発・製造に着手

☞食品成分分析により、健康機能を謳うに十分な
成分が含まれることを確認

■蒲鉾製品の新たなマーケット開拓に向けた新しい
パッケージデザインを検討・作成

（1） 高品質な冷凍すり身原料の安定供給

■地元生産者との連携により、原料となる魚の
高品質化に向けた試験を実施

■すり身製造ラインの機械化・省人化を実現し、
効率的な生産体制を確立

☞生産量は前年比5％増加。生産コストは
前年比3％削減

■生鮮原料の不足に対応するため、冷凍原料
や低利用魚を用いたすり身の生産試験を実施

４．初年度の取組と成果

２-６ 長崎地域かまぼこバリューチェーン改善協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇すり身原料となる魚の漁獲量減少

◇すり身原料となる魚の価格高騰

◇すり身加工場の人材不足・人件費高騰

◇原魚生産者、加工業者、販売者間の協力関係
が無かった

◇マーケットイン型の商品開発ができていない

２．事業の目的

〇原魚の鮮度管理の向上

〇すり身加工工程における効率化と省人化

〇低利用魚を使用したすり身の製造

〇機能性食品としてのねり製品の開発

〇末端消費者へのマーケットリサーチの実施

３．協議会構成員の概要

①冷凍原料や低利用魚を活用したすり身生産の推進☞原料魚の漁獲量減少や価格高騰に対応するため、多様な原料を用いた生産試験を継続

②ねり製品の機能性や効能を活かしたマーケティングの実施☞ねり製品が本来持っている栄養成分に着目し、健康機能を前面に出したＰＲ活動を展開

協議会
構成員

生産
■長崎市新三重漁業協同組合
■長崎県以西底曳網漁業協会

加工 ■長崎蒲鉾水産加工業協同組合

加工
販売

■長崎蒲鉾有限会社

外部
委託先

分析 ■食品環境検査センター

従来どおりの製法・製品が中心
プロダクトアウト型の商品

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

① すり身原料となる魚の漁獲量減少
・価格高騰により原料の安定確保
が難しくなった

② 人手不足・人件費高騰によるすり
身生産能力の低下

③ かまぼこ製品の出荷先は県内中
心のマーケットであり、新規の顧
客が開拓できていない

課 題

① 効率的な生産体制を構築
（生産量は前年比5％増加、生産コ
スト3％削減）

② 健康機能を付加したかまぼこ製品
を開発。マーケット調査で一般消
費者から高い評価を獲得

事業の効果

① 凍結原料・低利用魚を使ったすり
身生産試験を実施

② 加工工程における省人化と効率化
を実現

③ マーケットインの考え方により従来
の顧客と異なる層に訴求する商品
を開発

対 策

バリューチェーン分析⑩：長崎地域かまぼこバリューチェーン構築改善協議会（代表機関：長崎蒲
鉾水産加工業協同組合）

○ 長崎県における冷凍すり身原料の高品質化と安定的な確保およびマーケットインの考え方に基づく新商品の開発

産 地
加 工
流 通 ﾏｰｹｯﾄ

消
費
者

人手不足の進行
すり身・かまぼこ生産能力の低下

新規マーケットが開
拓できない

昔ながらの蒲鉾は地元
消費が中心

産 地

消
費
者

ﾏｰｹｯﾄ
加 工
流 通

すり身原料魚の水揚
減・価格高騰

すり身の原料が確保
できない

○すり身製造ラインの省人化による効率的な生産体制の構築
○健康機能成分の添加等、高付加価値化したかまぼこ製品の

開発
○一般消費者向けのマーケティング調査を実施
→調査結果を踏まえた新商品の開発
→新規マーケットの開拓

すり身原料を供給する漁
業者との連携体制強化
冷凍魚や低利用魚の活用

顧客ニーズ・加工場の要望をフィードバック

地元長崎だけでなく
全国展開を視野に入
れたマーケティング
の実践
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２-７ 活魚流通構築促進協議会 

（3）飲食店店舗を活用した試験販売の実施

■飲食店店舗を使用した末端消費者向けの試験
販売（活魚料理の提供）を実施

☞活魚に対する一般消費者のニーズ把握により、
活魚を活用したメニュー開発等を実施

☞飲食店（会員制）から直接活魚を注文できるECサ
イトを構築

（2）活魚の試験販売とマーケットリサーチ

■飲食店向けに活魚の試験販売を実施
☞養殖マダイを中心に多くの魚種を販売
☞山口県産活ケンサキイカについては特に高評価で
あり、従前の2倍以上の単価での販売を実現

■飲食店を対象としたマーケティング調査の実施
☞活魚の潜在的な需要が明らかに

（1）「魚活ＢＯＸ」による活魚試験出荷の実施

■山口県漁協、苫小牧漁協から仕入れた天然
活魚の輸送試験を実施

☞非常に低い斃死率で活魚輸送に成功
■養殖マダイの定期輸送ルートの構築
☞和歌山県産マダイを大阪へ定期的に輸送
☞大阪に整備した「活魚センター」での定期的な
販売を実現

４．初年度の取組と成果

２-７ 活魚流通構築推進協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇沿岸漁業における漁獲量・魚価の低迷と漁業
就業者の減少

◇フィレ・切り身等加工品主体の鮮魚流通

◇活魚輸送は高いコストがかかる活魚車による
輸送形態が主流

◇活魚車ドライバーの不足に起因する活魚
輸送ルートの停滞

２．事業の目的

〇活魚輸送コンテナ「魚活ボックス」を用いた
活魚輸送手法の確立

〇“ライブチェーン”の確立による付加価値向上

〇活魚流通にかかるコストの削減と小ロットに
よる活魚出荷の実現

〇活魚出荷により漁獲物の高付加価値化による
魚価の向上と漁業者の所得向上を実現

３．協議会構成員の概要

協議会
構成員

生産
■山口県漁協ほか3漁協（支所）
■苫小牧漁業協同組合

流通 ■日建リース工業株式会社

販売
■秀長水産株式会社
■石油資源開発株式会社

行政機関 ■山口県萩市農林水産部水産課

外部委
託先

調査等 ■株式会社ＪＴＢ総合研究所

①活魚を安定的に確保可能な体制の構築☞活魚を安定的に供給可能な産地の開拓と、活魚蓄養施設の整備等のストック能力の確保

②鮮魚との混載による活魚輸送ルートの確立☞人手不足等により確保が難しい陸送ルートの確保と並行して「魚活ボックス」の小型・軽量化を推進

活 魚 ・特殊車両である活魚車は導入コ
ストが非常に高い

・他の製品の輸送に転用できない

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

活魚の輸送手段はほぼ活魚車頼み

① 沿岸漁業における漁獲量・魚価の
低迷と漁業就業者の減少が進行

② 活魚出荷により高付加価値化が可
能だが、活魚車ドライバーの不足
による輸送費の高騰、ルートの減
少

③ 飲食店における活魚マーケットの
縮小

課 題

① 活魚車による従来の活魚輸送方法
と比較して低コストかつ小ロットでの
活魚輸送を実現

② 飲食店を対象としたマーケティングに
より活魚の潜在的な需要を発掘

③ 消費者ニーズの把握により、より効
果的な活魚の提供手法を開発・実施

事業の効果

① 自社で開発した「魚活ボックス」を使

用することで通常のトラックによる活魚
輸送が可能に

② 飲食店を中心とした活魚に関するマ
ーケット調査の実施

対 策

飲
食
店

バリューチェーン分析⑪：活魚流通構築促進協議会（代表機関：日建リース工業株式会社）

○ 活魚輸送コンテナ「魚活ボックス」を活用した新たな活魚輸送チェーン『ライブチェーン』を確立し、新たな活魚マーケ

ットの開拓による水産物 の付加価値向上を実現する

産 地
流 通 ﾏｰｹｯﾄ

（東京・大阪）
・活魚車ドライバーの不足が深刻化
・小ロット天然魚の集荷・輸送が困難に

顧客からは目新しい
食材を求められる

活魚の取り扱いに
はノウハウが必要

産 地

『ライブチェーン』の構築
（通常のトラックに「魚活ボックス」を積んで活魚を輸送）

ﾏｰｹｯﾄ
（東京・大阪）

流 通

・通常活魚を使わなかっ
た業種・業態の飲食店
にも活魚の活用を提案

・他店との差別化
・高付加価値化
➢消費者の満足度向上

・活魚で出荷したいが
ロットがまとまらない

・活魚車の運賃が高く
採算が合わない

○「魚活ボックス」の活用により通常のトラックでの活魚輸送が可能
➢活魚車による輸送と比較して低コストかつ効率的な活魚輸送を

実現
○活魚出荷による高付加価値化で浜値が上がり生産者の所得向上
○活魚に関するマーケット調査を実施
➢活魚に対する潜在的なマーケットの存在を確認
➢ITを活用した活魚の受発注システムを構築

鮮魚との混載便や復路で別の荷物
を輸送することが可能
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２-８ バスあいのり水産バリューチェーン改善促進協議会 

（3)高付加価値販売の実現による水産物の販路拡大

■小ロットの輸送が可能な貨客混載の特徴を活かし、
これまで流通させることができなかった水産物を
首都圏で提供することが可能

■生産者と消費者のマッチングにより、消費者ニーズ
に合ったメニュー開発・商品開発が実現

☞高付加価値販売により水産物の販路拡大や地域
振興を実現

(2) 専用保冷ボックスを利用したコールドチェーンの構築

■専用保冷ボックスを開発することにより、高速バス
荷室内でも低温を維持することが可能

■センサーや通信機能を内蔵したIOT端末の活用により、
ボックス内の温度や現在位置が受発注者両サイド
からリアルタイムで確認可能

■受発注機能を備えた電子システムの構築により
効率的な取引と効率的な輸送を実現

(1)高速バス荷室を活用した流通ルートの構築

■高速バスのトランクを活用した貨客混載に
よる水産物輸送を実施

■空き荷室の活用により従来の輸送方式と比較
して非常に低いコストでの輸送を実現

☞2020年1月～3月までの3か月間で56便の
輸送を実現

☞高知県産シラス加工品を中心に輸送

４．初年度の取組と成果

２-８ バスあいのり水産バリューチェーン促進改善協議会

４．今年度の取り組み内容と成果

５．今後の課題と対応方策

水産物バリューチェーン
改善協議会

１．取組を実施した背景・課題

◇燃油価格高騰による輸送コスト増大

◇物流に携わるトラックドライバーの不足

◇宅配便等小ロット出荷における運送コスト増

◇各地にある名産品が首都圏に流通しない状況

◇飲食店における産直ニーズの拡大

◇SNS時代における消費者ニーズの変化

２．事業の目的

〇高速バス荷室を活用した流通ルート構築

〇専用保冷ボックスによるコールドチェーン確立

〇IOT端末を活用した安心・安全な輸送

〇各地の隠れた名産品の発掘

〇産地と消費地の連携による新商品の開発

〇首都圏における直販・PRイベントの開催

３．協議会構成員の概要

協議
会構
成員

生産
■株式会社安芸水産
■銚子漁業協同組合
■三重県漁業協同組合連合会

流通 ■株式会社アップクオリティ

販売

■株式会社三光マーケティングフーズ
■株式会社ましこカンパニー
■株式会社Kurukku
■株式会社虎杖東京
■株式会社一楽壮

外部
委託
先

システ
ム構築

■株式会社九地良
■株式会社マッツリー

①提携産地および商品ラインナップの拡充☞バスあいのり便を活用する提携産地・加工業者等を開拓、水産物のラインナップを拡充し魅力を向上

②バリューチェーン全体の改善☞加工・流通コストの削減や付加価値額の向上、バスから降ろした後の個別配送ルートの効率化等

地方の高速バスは荷室が空いてい
る ※2017年9月、バス路線での貨客
混載が規制緩和

＜取組の概要＞

＜事業実施前の状況＞

消費地の飲食店においては産直ニー
ズが拡大している一方、地方の産地で
は次のような課題

・ 地元の漁獲物が少量多品種、又は
周年安定した水揚げがないため、ト
ラックの定期便が組めず物流費高

・ 産直により高付加価値化を図りたい
が個別宅配以外の手段がない

課 題

①高速バスの貨客混載により流通コスト
を削減（５％削減）し、リードタイムを短
縮することで消費者へ高品質な商品
を提供

②消費者のニーズに対応したメニュー開
発・販売方法の構築により消費拡大、
商品のファンを作る

事業の効果

①高速バス荷室を活用した水産物流通
ルートを構築。Iot端末を利用し水産物

に必須な温度管理機能を付加しコー
ルドチェーンを構築

②高付加価値販売の実現による小ロット
水産物の販路拡大

対 策

飲
食
店

バリューチェーン分析⑫：バスあいのり水産バリューチェーン改善促進協議会（代表機関：（株）ア
ップクオリティ）

○ 旅客用高速バスの空きトランクを活用した新しい水産物輸送システムを構築し、低コストかつ迅速に首都圏に向けた水産
物の出荷を行う体制を構築する。

産 地 流 通 ﾏｰｹｯﾄ
（首都圏）

消
費
者

従来の水産物流通は小ロット
や多頻度流通だとコスト高

顧客からは目新しい
食材を求められる

産直で水産物を
買うと送料が高い

産 地

『バスあいのり便』の構築
（高速バスによる産直水産物の貨客混載）

高速バス

トラック輸送・ 多段階流通

飲
食
店

ﾏｰｹｯﾄ
（首都圏）

消
費
者

流 通

都内の複数の飲食店で
輸送水産物を使用した
新メニューを開発・提供。
レギュラー化。

少量ロットだが魅力的
な商品あり。

産直販売により高付
加価値化を図りたい。

○ 先行の農作物の高速バスの貨客混載輸送を活用し、水産
物に活用。農作物に比べ温度管理の難しい水産物専用の
保冷ボックスを開発。低温維持管理を可能とした。

○ボックスにIot端末を搭載し内部の温湿度、位置を記録・通信

。その情報を出荷者購入者双方からリアルタイムで確認で
き、かつ、受発注も可能なシステムを構築。

トラック輸送・ 多段階流通
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３． 令和元年度水産物輸出拡大連携推進事業 
３-１ TUNA SCOPE マグロバリューチェーングループ 

◆冷凍マグロの目利きをAI化するシステムの開発
① 関係者間での連携➢キハダ、メバチ、クロマグロの３魚種それぞれについてAI品質判定

の確立に向けて、マグロの目利きチームとAI開発チーム、生産者や市場、加工場等関
係者が連携してデータを収集する体制を確立

② データ収集スキームの確立➢目利きAIシステムの確立に必要なサンプル数を導出する
とともに、必要なサンプルを収集するための情報収集スキームを構築

③ サンプルデータの収集・解析➣マグロ類各魚種の尾部断面データサンプルを収集・解析
。AI化に最適な教師データを取得し、ディープラーニング技術等を用いてAIに学習させ、
実用化に必要な精度を確保

◆目利きAIを活用した検品フローの導入による輸出効率化
① 取得した画像データと関連データの照会➣収集した尾部断面データを各個体の漁獲さ

れた漁場、重量等の情報とともにアーカイブすると同時に、マグロ目利き職人による品
質評価の結果を紐付け、データベースを構築

② AI目利きシステムの実用化➢データの収集・分析を積み重ねることにより、AI目利きシ
ステムの精度を向上させ、実用化を実現

③ AIの導入による検品の効率化➣実際の買い付け、検品の現場にAI目利きシステムを導
入し、買い付け時における検品作業の効率化を実現

■１．事業に取り組んだ背景

■２．事業の目的

■３．協議会の構成員と役割分担

■４．取り組み内容

３-１ TUNA SCOPEマグロバリューチェーングループ AIを用いたマグロ目利き技術の開発と海外販路開拓

冷凍マグロの品質判定（目利き）は熟練の職人によ
る経験値と勘に依存している状況である。一方、目利
き技術の習得には10年以上の経験が必要とされてお
り、職人の人材不足が深刻化している。また、海外に
おける日本食ブームにより世界的なマグロ需要が高
まっているものの、地域によって需要の高いマグロの
種類や品質レベルが異なる。

システム開発 流通効率化 海外販路構築輸出拡大輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 住吉漁業株式会社 生産 ■遠洋延縄漁船によるマグロ類の漁獲
■冷凍マグロ製品の生産
■冷凍マグロ魚体データの提供

流通
加工
輸出

株式会社三崎恵水産 水産卸売
加工・輸出・販売
代表機関

■冷凍マグロの仕入れ・加工
■輸出業務全般
■海外における飲食店運営

システ
ム開発

株式会社電通
AIシステムの開
発
ブランド戦略

■目利きAIシステムの開発
■AIマグロのブランド構築

販売
株式会社ネオ・エモー
ション

海外販売 ■海外におけるBtoC販売支援
■飲食店運営

外
部
委
託
先

調査 株式会社シーフード
レガシー

ビジネスコンサ
ル

■水産物の海外輸出に関する調査・研究
■輸出に関するアドバイス

調査 株式会社umari 事業コンサル ■海外飲食事業に関するコンサルティング

システ
ム開発

株式会社クウジット システム開発 ■目利きAIシステムの保守・メンテナンス
■マグロ新規魚種に関するシステム作成

◆海外4都市圏におけるAIマグロのマーケティング
① 対象地域の絞り込み➢想定している輸出先国（シンガポール、米国、カタール、中国）に

おいて、AIマグロを売り込む対象地域を抽出
② 展開店舗の絞り込み➢データベース上に情報共有システムを構築し、関係者間の連携

強化と事務作業のさらなる効率化を図るとともに、販売店舗の検討・選定を実施
③ 現地飲食店・消費者を対象としたマーケティング調査➢現地消費者を対象としたアンケ

ート調査等、末端のニーズを収集するための調査を実施

☆本事業のポイント☆

◆冷凍マグロの目利きをAI化するシステムの開発

◆目利きAIを活用した検品フローの導入による輸出の効率化

◆海外4都市圏におけるAIマグロのマーケティング

本事業では、長年の経験が必要で増員が難しいとさ
れる職人の目利き技術を継承したAIを検品フローに導
入。誰にでもAIによる確かな基準で目利きが行える体
制をつくり、生産性の向上と商品の高付加価値化を達
成する。また、AIの導入でマグロの検品体制を強化し、
国や地域によって異なる生活者の嗜好に合わせて出
荷することにより輸出量を増大。AIによる厳格な品質
判定を経たマグロとして、グローバルに三崎マグロの
ブランドを強化し、高付加価値化を目指す。

令和元年度水産物輸出
拡大連携推進事業
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３-２ 宮城県産ホヤ海外販路開拓促進協議会 

◆宮城県産ホヤの海外販路開拓
① 宮城県産ホヤの生産動向の把握➢協議会によって宮城県内におけるホヤの生産状況、

出荷調整の実施状況等を調査。輸出向け製品の生産に向けた原料の調達に関する情
報を収集

② 輸出対象都市における競合商品の確認➢輸出対象として想定される国・地域において
競合商品を購入し、原料の品質や商品の規格等を確認

③ 原料とするホヤの規格検討➣競合商品と輸出対象都市の流通関係者・消費者のニーズ
を踏まえ、原料となるホヤの規格（養殖期間）を検討

◆遠隔地輸出を前提としたホヤ加工技術の確立

① ホヤの自動殻剥き機の検討・開発➣ホヤのむき加工から凍結までの工程の確認、機械
メーカーとの意見交換、協議会における検討により機械化する工程を検討

② 商品形態の検討➢輸出対象都市における競合商品の商品形態（パッケージの形状や製
品容量等）、流通関係者・消費者のニーズを踏まえ、商品形態を検討

■１．事業に取り組んだ背景

■２．事業の目的

■３．協議会の構成員と役割分担

■４．取り組み内容

３-２ 宮城県産ホヤ海外販路開拓促進協議会 宮城県産ホヤの米国コリアンタウン向け販路開拓

宮城県では国内シェアの約8割以上のホヤを生
産し、主に韓国に輸出していた。しかし、東日本
大震災とそれに伴う原発事故の影響によって韓
国向けの輸出が停止し、大幅な減産を余儀なくさ
れている。漁業関係者等が需要開拓に取り組み、
国内需要は回復しつつあるが、震災前の韓国向
け輸出量を上回る需要は開拓できていない状態
である。

海外販路開拓 輸出拡大 流通効率化加工技術開発輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 宮城県漁業協同組合 生産 ■ホヤの養殖生産
■生産段階における取組み

加工
流通

南気仙沼水産加工事業
協同組合

水産加工

加工に関する支
援
代表機関

■冷凍むきホヤの加工
■流通段階の取組
■事業の統括

輸出 株式会社 松岡

物流・輸出
販売

■米国国内における販路開拓
■米国におけるマーケティング

輸出
株式会社 三陸コーポ
レーション

加工品販売
輸出

■東南アジア各国における販路開拓
■現地マーケティング活動の実施

外
部
委
託
先

調査 株式会社流通研究所 コンサルティング ■事業全体の運営支援
■各種調査の実施
■事業成果のとりまとめ

◆海外のコリアンタウンにおけるホヤのマーケティング
① 新たな輸出市場・販売ルートの開拓➢輸出対象都市のホールセラー等を対象としたヒア

リングや協議会における意見交換により、販路を開拓する業界・企業、販路開拓の方法
を検討

② 現地調査の実施➢現地にてサンプル配布、試食販促等の販促活動を実施し、プロモー
ションに必要な資料、資材等を検討

③ 販売条件の設定➢原価（買取価格・加工賃）や輸出対象都市における競合商品の売価
、ホールセラーの意向等を踏まえ、供給価格や商品企画といった販売条件を設定

☆本事業のポイント☆

◆宮城県産ホヤの韓国に代わる海外販路開拓

◆遠隔地輸出を前提としたホヤ凍結加工技術の確立

◆海外のコリアンタウンにおけるホヤのマーケティング

本事業では、米国ロサンゼルス等に存在する
韓国人街（コリアンタウン）における販路を開拓す
る。加えて、遠隔地へのホヤ輸出の際に不可欠
となる加工品（冷凍むきホヤ）について、現地の
ニーズに合った製品を効率的に製造し、付加価
値を確保できるバリューチェーンを構築する。以
上をもって、宮城県内の養殖ホヤ生産量を震災
前の水準に回復させ、漁業者の所得を確保する
ことを目的とする。

令和元年度水産物輸出
拡大連携推進事業
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３-３ 日本水産物輸出拡大連携協議会 

◆米国向け輸出販路開拓
① マーケティング調査の実施➢生産履歴の表示やトレーサビリティの未整備により、従来

日本産水産物を販売することが難しかったマーケットを中心にマーケティング調査を実
施。新規販路を開拓

② 米国内の飲食関連業者への販売活動➢トレーサビリティを完備した水産物を米国内の
食品流通業者や企業給食業者等に提供し、日本産水産物のブランディングを推進

③ 米国内大手量販店との連携によるマーケティング➢米国内の大手量販店と連携し、店
頭で日本産水産物を使用したメニューを提供する。寿司や刺身だけでなく照り焼き等の
メニュー展開も併せて推進

◆米国内のサスティナビリティ基準に準拠した水産物の生産
① 現地調査の実施➣海外より専門家を招聘し、生産現場の現状を視察。サスティナビリテ

ィ基準に準拠するにあたって解決すべき問題点や課題を抽出
② 生産体制の改善➢現状の問題点や課題を解決し、生産体制を改善することによって米

国内のサスティナビリティ基準に準拠した生産・流通体制を構築
③ ＦＩＰプログラムの導入➣ＦＩＰ（Fishery Improvement Plan 漁業改善計画）を導入し、計

画の目標条件を満たすため必要な企画書と生産工程を構築し、基準に適合させること
で、FIPの基準を満たす生産体制を構築

■１．事業に取り組んだ背景

■２．事業の目的

■３．協議会の構成員と役割分担

■４．取り組み内容

３-３ 日本水産輸出拡大連携協議会 日本産水産物の米国ＩＴ向け輸出拡大

人口の増加が続き、たんぱく質の供給源として
の水産物の重要性が世界中で注目されている。
日本では、古くから水産物の利活用が盛んに行
われてきた一方で、特に欧米で重視されるサス
ティナビリティ基準への準拠やトレーサビリティの
確立に向けた取組みが進んでおらず、水産物輸
出の際の障壁になるケースもあった。

システム開発 流通効率化 海外販路構築輸出拡大輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 株式会社ホリエイ 生産 ■自社定置網による原料魚の生産・供給
■追跡デバイスの設置
■ＦＩＰ取得に向けた技術協力

流通
加工
販売

株式会社魚力 水産物小売
飲食店経営
代表機関

■商品開発
■事業統括・とりまとめ

輸出 株式会社魚力商事 水産物卸売
輸出

■米国向け水産物輸出
■輸出関係手続全般

流通 株式会社中央魚類 水産物卸売
水産物の集出荷

■豊洲市場を経由する輸出の際の各種サ
ポート

コン
サル
ティ
ング

Ｓｅａ Ｔｅｃｈ Ｔｒａｄｉｎｇ
株式会社

輸出 ■輸出アドバイザー
■関係各所とのマッチング
■米国内における顧客マッチング

外
部
委
託
先

調査 コーリー・ピート
（Postelsia 代表取締役）

調査・検討 ■FIP構築に向けたアドバイス
■水産物の生産履歴に関する調査・研究
■米国向け水産物輸出に関するアドバイス

◆生産から加工・流通・輸出にいたるトレーサビリティの確立
① 追跡デバイスの開発➢生産から加工・流通、米国への輸送の過程において温度情報や

位置情報、衝撃の有無等をモニタリング可能なデバイスを開発
② 実証試験の実施➢追跡デバイスを実装した状態で実際に製品を試験輸出し、温度、位

置情報等のデータ収集を実施
③ トレーサビリティの確立➢実証試験を重ねるとともに、米国および国内のエンジニアと連

携しシステムの改善実証を実施。国内から輸出先国までのトレーサビリティを確立

☆本事業のポイント☆

◆輸出先のサスティナビリティ基準に準拠した水産物の生産

◆生産から加工・流通・輸出にいたるトレーサビリティの構築

◆米国内でこれまで日本産水産物が開拓できなかった新規販路の開拓

本事業では、日本国内で漁獲される天然魚のト
レーサビリティの確立と生産性の向上を実現する
とともに、ＦＩＰ（漁業改善計画）の仕組みを構築す
ることによって現在米国のサスティナビリティ基準
に沿っていない日本産の水産物を現地の基準に
適合させることを目指す。これにより、国内の漁
場・市場から海外の需要者・消費までを一貫して
管理し、水産物を安定供給できるバリューチェー
ンを構築し、日本産水産物の輸出量・輸出金額
の拡大を目指す。

令和元年度水産物輸出
拡大連携推進事業
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３-４ 富山湾水産物輸出バリューチェーン構築改善協議会 

◆産地における流通を効率化するシステム構築
① 関係者間での連携➢産地における流通を効率化するシステム「魚河岸システム」の構築

に向け、生産者や市場関係者、買受人、加工業者間の調整を行い、連携体制を確立
② 市場関係情報をリアルタイムで共有するシステムの構築➢その日の水揚情報やセリ・入

札による落札価格等、市場関係の各種情報を関係者間でリアルタイムに共有可能なシ
ステムを構築

③ 遠隔入札システムの導入➣とやま市漁協との協力により、傘下2支所の統合に伴うホタ
ルイカ等の遠隔入札システムをシステム会社が導入・運用を目指す

◆富山県産水産物のインド向け輸出販路開拓
① 現地マーケティングの実施➣インド国内における水産物の流通・消費状況を調査。日本

産水産物の輸出によるマーケット開拓の可能性を調査するとともに、輸出品目の検討等
を実施

② 現地バイヤーの訪日プロモーション➢現地の水産物バイヤーを日本に招聘し、産地視
察や試食会を開催。日本産水産物の魅力や優位性をＰＲするとともに、現地バイヤーの
ニーズ調査を実施

③ ＰＲイベントや試験出荷の実施➣富山県産水産物のインド向け試験出荷を実現するとと
もに、現地大使館等と連携して日本産水産物のＰＲイベントを企画・開催

■１．事業に取り組んだ背景

■２．事業の目的

■３．協議会の構成員と役割分担

■４．取り組み内容

３-４ 富山湾水産物輸出バリューチェーン構築改善協議会 富山県産水産物のインド向け輸出販路開拓

長らく日本産食品の輸入規制が続いていたイン
ドにおいて、平成30年の両国政府の合意が行わ
れ、一定の条件を満たした鮮魚のインド向け輸出
が可能となった。これを契機に、本協議会の代表
機関が中心となってインドを対象とした販路拡大
を打ち出し、試験輸出やイベントの開始等の取り
組みを推進してきた。

システム開発 流通効率化 海外販路構築輸出拡大輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 とやま市漁業協同組合 生産
卸売市場の開設

■生産段階における取組の実施主体
■システム構築に対する協力
■各種データの提供

流通
加工
輸出

有限会社ジェイズコーポ
レーション

水産小売販売
水産加工
飲食店運営
代表機関

■販売段階における取組の実施主体
■事業全体の取りまとめ

加工
流通

有限会社魚河岸
水産物仕入
貿易事業

■加工・流通段階における取組の実施主体
■加工品の企画・製造

シス
テム
開発

株式会社ＪＭＦＩＴサービ
ス

ＩＴシステム構築
コンサルティング

■システムに係る検討
■プロトタイプ運用
■現地マーケティングの実施

シス
テム
開発

株式会社エム・ソフト
ＩＴシステム構築
ソフトウェア開発

■システムに係る検討
■プロトタイプ運用
■海外配送システムの実証

外
部
委
託
先

調整 株式会社ＪＴＢ 旅行代理店 ■インド側バイヤーの招致
■現地視察・マーケティングに係るアテンド

調査 株式会社流通研究所 事業コンサル ■システムの導入可能性に関する調査
■事業全体のコーディネート

◆水産物の輸出に係る作業の簡略化と電子通関対応
① 輸出に関する手続きの簡略化➢煩雑な手続き、通関処理を必要とするインド向け輸出

に際し、電子システム活用することによって通関申告の手続きから輸出に至る手続きを
大幅に簡略化

② 「見える化」された物流の構築➢ＩＴ技術を活用し、荷受・販売・海外配送を一括して管理
可能なシステムを構築。簡便に利用でき、かつ品質や価格等が「見える化」された物流
を構築

③ 広範な事業者の参入促進➢通関申告の手続きを生産から一括してシステムで管理する
ことにより、輸出に関する実務を大幅に簡便化し、結果として多くの仲買人や加工業者
が参入可能な環境を整備

☆本事業のポイント☆
◆産地における流通を効率化するシステム構築
◆水産物の輸出に係る作業の簡略化と電子通関対応
◆富山県産水産物のインド向け輸出販路開拓

本事業では、富山湾地域の関係各者の連携によっ
て産地における加工・流通から販売段階に至るまでの
バリューチェーンを構築し、他産地に先駆けてインド向
けの水産物輸出を実現。現地バイヤーの訪日プロ
モーションや現地でのＰＲ活動を実施するとともに、ＩＴ
技術を活用した荷受・販売・海外配送のシステムを導
入することで簡便かつ品質や価格等を“見える化”した
商流を構築する。これによりインドにおける日本産水産
物販売の安定・拡大を図る。

令和元年度水産物輸出
拡大連携推進事業
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３-５ 萩水産物輸出協議会 

◆輸出に向けた新商品の企画・開発
① 関係者間での連携➢生産者、加工・流通業者と輸出関係業者が協力して原料の確保か

ら加工品の企画、試作や生産ラインの整備、輸出手続きまでを一貫して実施できる体制
を構築

② 輸出先のニーズに合わせた新商品の企画・検討➢早いサイクルで新商品の企画・開発
を実施し、マーケット調査・分析に基づいたターゲット層に合致する商品を選択

③ 先端技術の導入➣日本が持つ先端技術である３Ｄフリーザ（冷凍技術）や氷温熟成機等
を活用し、新商品開発を実施。長期間鮮度を維持できることで、高い商品力を獲得

■１．事業に取り組んだ背景

■２．事業の目的

■３．協議会の構成員と役割分担

■４．取り組み内容

３-５ 萩水産物輸出協議会 山口県萩市産水産物の輸出拡大

萩市広域エリアの日本海側では、豊富な漁獲
資源が存在するにもかかわらず、販売・流通ルー
トが限定的であり、生産者の減少・高齢化が進行
している。一方で、国の方針として「2020年以降
の農林水産物の輸出額ポスト1兆円を目指し、関
係者間の連携により競争力のある水産物を輸出
できる体制整備」が求められている状況である。

商品開発 海外販路構築 越境ＥＣ輸出拡大輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 山口県漁業協同組
合はぎ統括支所

生産 ■加工品原料の生産
■生産段階における取組の実施

流通
輸出

株式会社ＪＴＢ総合
研究所

シンクタンク
加工・輸出・販売
代表機関

■商品企画
■関係各所の協力体制構築
■事業全体の取りまとめ

加工
流通

株式会社広松 水産加工 ■加工製品の試作
■加工製品の製造

流通 日本郵便株式会社
萩越ケ浜郵便局

物流事業者 ■日本国内におけるカタログ販売等の提案
■越境ＥＣの実施に関する支援

オブ
ザー
バー

行政 山口県萩市農林水
産部水産課

行政機関 ■協議会への参画

外
部
委
託
先

調整 有限会社タビーナ静
岡

旅行代理店
コーディネート

■東南アジアにおける商談会コーディネー
ト
■バンコクにおける販売支援

☆本事業のポイント☆

◆輸出に向けた新商品の企画・開発とアジア圏における販路開拓

◆ＩＴ技術・ＡＩを活用した効率化とコスト削減

◆越境ＥＣを活用した水産加工品の輸出展開

本事業では、萩市広域エリアで漁獲される水産
物を使用し、最先端の冷凍技術や加工機器を駆
使することによって消費者のニーズに合わせた
魅力的な加工製品を企画・製造する。また、生産
者から加工・流通業者、販売業者、輸出代行業
者や商社等が連携し、地域の魚の認知度および
ブランド向上を実現するとともに、東南アジアをは
じめとする海外マーケットを開拓し、地域の活性
化に加えて、生産者の所得向上及び後継者の確
保につなげていくことを目的とする。

令和元年度水産物輸出
拡大連携推進事業

◆ＩＴ技術・ＡＩを活用した効率化とコスト削減
① システムの導入による事務手続きの効率化➣海外輸出の際の仲介業者との受発注手

続きをシステムによって簡素化し、事務手続きに係る負担を軽減するとともに、人的コス
トを削減

② AIチャットボットシステムの導入検討➢海外の流通関係者や顧客からの問い合わせに
対し、自動的に回答・返信が可能なＡＩチャットボットシステムの導入を検討

③ 事務作業の簡略化と省人化によるコスト削減➣ＡＩチャットボットシステム等のシステムの
導入により、事務作業の簡略化および作業効率の向上、省人化を実現し、人件費をはじ
めとするコスト削減を実現

◆越境ＥＣを活用した水産加工品の輸出展開
① 越境ＥＣ事業者との連携➢海外市場参入の黎明期に関しては、既に輸出システムを確

立している越境ＥＣ事業者を活用し、国内で商品を売り渡すことで作業を簡素化し、商品
開発に注力できる環境を整備

② 輸出先国企業との連携による販路開拓➢既に海外に販売拠点を持つ日本企業や日本
産水産物の輸入実績を持つ現地企業との連携により、手間を掛けず安定的に商品を販
売できるルートを構築

③ 独自の輸出ルートの開拓➢海外輸出が軌道に乗った段階で、独自の輸出ルートの開拓
に着手。現地企業と直接輸出入に関する手続きを行うことで、より利益率の高い輸出モ
デルを構築
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４． 令和２年度バリューチェーン改善促進事業 
４-１ JFバリューチェーン改善検討協議会 

◆「新たな売れる商流作り」の構築
① 全体協議会の設置➢生産者と加工・流通事業者を構成員とするバリューチェーン検討

協議会内に全体協議会を組織し、水産物の消費需要や社会変化に対応した事業を展
開

② 出口戦略協議会の設置➢小売量販店または外食産業との連携に特化した出口戦略協
議会を組織し、マーケットインの視点による商品企画・開発と試験的な実店舗販売及び
外食産業等との連携についての検討・協議

③ 「新たな売れる商流づくり」の構築➢流通販売を含めた協議会を組織することにより、多
様化する消費者並びに需要者ニーズに即した生産体制と持続可能な流通構造を構築

◆小売量販店並びに外食事業者との連携による商品の企画・開発
① 商品の企画・開発➢プライドフィッシュや地魚を活用したメニューや商品の企画・開発に

ついて外食産業等と協議・検討
② 店舗による試験販売・提供➢ 季節ごとに年4回程度外食産業等の店舗にて試験販売・

提供を行うことで、消費者と需要者のニーズとトレンドを把握
③ 加工・流通コストの削減➢マーケットの視点に即した商品を加工、流通することにより、コ

ストの無駄をなくし安定的な水産物の供給体制を構築

■１．ＶＣ事業に取り組んだ背景 ■４．取り組み内容

４-１ ＪＦバリューチェーン改善検討協議会 マーケットインの視点による新たな売れる商流作り

我が国において、水産物の消費は人口減少、高齢化
の進行、消費嗜好の変化を背景に減少傾向が続いてい
る。また、消費者の購買行動、調理習慣や食習慣も多様
化している。
このような状況の中、国産水産物を消費者に届けるた

めには、マーケットインの視点による商品の企画・開発を
行うとともに、生産者と消費者を直接結ぶダイレクトマー
ケティングを実現することが必要である。

販路開拓 商品開発 国内流通魚食普及輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産 岩手県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■サケ、ホタテ等の生産・加工・販売

生産 宮城県漁業協同組合 生産・加工・販売 ■ギンザケ、カキ、ノリ等の生産・加工・販売

生産 秋田県漁業協同組合 生産・加工・販売 ■ハタハタ、トラフグ等の生産・加工・販売

生産 山形県漁業協同組合 生産・加工・販売 ■甘エビ、秋サケ等の生産・加工・販売

生産 福島県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■ヒラメ、ホッキガイ等の生産・加工・販売

生産 静岡県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■サクラエビ、シラス等の生産・加工・販売

生産 京都府漁業協同組合 生産・加工・販売 ■岩ガキ、アマダイ等の生産・加工・販売

生産 広島県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■カキ、マアナゴ等の生産・加工・販売

生産 香川県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■アジ、サバ、剣先イカ等の生産・加工・販売

生産 徳島県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■ハモ、ワカメ等の生産・加工・販売

生産 福岡県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■ケンサキイカ、カキ等の生産・加工・販売

生産 佐賀玄海漁業協同組合 生産・加工・販売 ■マダイ、アカウニ等の生産・加工・販売

生産 宮崎県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■イセエビ、養殖カンパチ等の生産・加工・販売

生産 鹿児島県漁業協同組合連合会 生産・加工・販売 ■カツオ、キビナゴ等の生産・加工・販売

生産 北海道、青森県、千葉県、三重
県、長崎県漁業協同組合連合
会・石川県、山口県、、愛媛県、
大分県漁業協同組合

生産・加工・販売

※昨年度から引き続き
の構成員

■水産加工品の生産・加工・販売

統括 全国漁業協同組合連合会
システムの構築・運営
代表機関

■協議会の運営・とりまとめ
■各種サポート業務

加工
流通

全国水産加工業協同組合
連合会

開発・販売支援 ■各産地の水産加工品開発支援
■水産加工品の販売に関する支援

◆外食事業者との連携による消費者向けプロモーションの推進
① 外食事業者等のノウハウの活用➢小売量販店や外食事業者等のノウハウを最大限活

用し、各種メディアを介した消費者への情報発信を実施
② PRイベントの実施➢事業小売量販店や外食事業者等の店舗において、直接消費者に

水産物消費をアピールするイベントを実施
③ 販促資材やPR動画等の活用➢外食事業者等との連携により効果的な販売プロモーショ

ンを実施することで、消費者に情報発信し、実消費に結びつけ、国産水産物の消費拡大
と魚食普及を実現

☆本事業のポイント☆

◆マーケットインの視点による商品企画・開発
◆事業者間の連携による効率化・低コスト化・販売力強化
◆外食事業者との連携による消費者向けプロモーションの推進

本事業では、ＪＦと傘下の都道府県漁連/漁協が中心
となり、生産と加工・流通が連携してバリューチェーンの
生産性の向上を進め、品質面・コスト面で競争力のある
流通構造を確立する。消費地の販売拠点となる小売量
販店や外食産業との連携により、生産者が主体となった
販売を実施することに加えて、魚食普及や消費拡大施
策を展開し、需要者のニーズに即した生産体制と流通構
造を構築する。

■３．協議会の構成員と役割分担

■２．ＶＣ事業の目的
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４-２ 広域連携バリューチェーン改善協議会 

◆広域連携による加工原料の安定的な確保と生産効率化
① 近隣漁協、生産者との広域連携➢水産加工品の安定的な生産体制の構築に向けて、

近隣の輪島漁業生産組合、浜坂漁業協同組合、石川中央魚市株式会社等、関係各者
との連携体制を強化する

② 加工原料の安定確保と高品質化➢連携した各産地、生産者との連携により、加工原料
となるブリ類やホタルイカの高品質化と安定的な確保に向けた体制を構築する。

③ 加工工程の効率化と消費期限の延長➢従前に整備した水産加工機器類を活用し、より
効率的な生産体制を構築するとともに、高度な衛生管理、品質管理の実現によって賞
味期限を延長し、廃棄によるロスを削減する

◆トレーサビリティの構築
① 生産段階におけるトレーサビリティの構築➢温度ロガー等の導入によって漁場、漁獲時

間ごとの温度管理状況を把握し、生産から加工場に至るまでのトレーサビリティを構築
する

② 加工段階におけるトレーサビリティの構築➢ ＱＲコードやＩＣタグを用いたロット管理シス
テムを導入。原料に関する情報のほか、加工・製品情報を付加することによって安全・安
心な加工品の供給に必要な情報を提供する

③ 流通・販売段階におけるトレーサビリティの構築➢ 「生産者の顔の見える化」を実現す
る

■１．ＶＣ事業に取り組んだ背景 ■４．取り組み内容

４-２ 広域連携バリューチェーン改善協議会 システムの導入による物流の効率化とトレーサビリティの構築

富山県は水産資源に恵まれた富山湾に面し、定置網
漁業が盛んである。しかし、近年は水揚げ量の減少が続
いており、漁業者の高齢化や後継者不足も相まって厳し
い状況に置かれている。
このような状況の中、ＪＦ魚津が中心となり水産加工施

設を整備。高度な衛生管理体制のもとに主要な漁獲物
であるブリやホタルイカを加工し、高品質な状態で末端
消費者まで届けることが可能になった。

流通改善 トレーサビリティ 国内流通コスト削減輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事業実
施者

生産 魚津水産株式会社 生産
定置網漁業会社

■ホタルイカ・ブリ類等の供給
■生産に関する情報の提供

生産 輪島漁業協同組合 生産

旋網漁船による水揚物の供
給

■ブリ類の供給、高鮮度化に向けた取組の
実施
■生産に関する情報の提供

生産 浜坂漁業協同組合 生産

底曳網漁船による漁獲物の
供給

■ホタルイカ（生鮮・冷凍）の供給
■生産に関する情報の提供

加工
統括

魚津漁業協同組合 生産・加工・販売
代表機関

■事業全体の統括
■水産加工製品の製造・販売

加工 日本海冷蔵株式会
社

保管 ■凍結加工原料の保管
■原料トレース情報の管理

流通 株式会社松栄運輸 保管・物流 ■水産加工製品の保管・物流全般
■流通情報の管理

販売 中島水産株式会社 販売 ■デパート等鮮魚売り場での製品販売
■消費者情報の提供

オブ
ザー
バー

生産
流通

石川中央魚市株式
会社

原料供給 ■ブリ類原料の供給
■加工場への原料輸送

販売 パルシステム
生活協同組合

販売 ■加工製品の販売先
■事業効果の検証と本事業の取組周知

外部委
託先

シス
テム
構築

有限会社フーズシス
テムクリエイター

システム構築
コンサルティング

■トレーサビリティシステムの構築
■バリューチェーン改善システムの構築
■事業全体に関するコンサルティング

◆３ＰＬの構築による物流コストの削減
① ３ＰＬによる製品輸送体制の確立➢物流を専門の流通業者に外部委託する３ＰＬ（サー

ドパーティーロジスティクス）による物流体制を構築し、流通の効率化とコスト削減を実
現する

② 物流拠点の設置による流通効率化➢製品の一時保管（富山市内）および配送拠点（都
内）を設置し、一定の数量の製品を貯蔵保管先からチャーター便（10トン車）で商品を輸
送することで、効率的な輸送を実現する。

③ 配送業者との連携による小ロット配送の実現➢配送拠点をベースとして保管・ピッキン
グ、出荷を行う体制を構築し、個別出荷先への小ロット配送を実現することで、物流コス
トを削減する

☆本事業のポイント☆

◆広域連携による加工原料の安定的な確保と生産効率化
◆トレーサビリティの構築
◆３ＰＬの構築による物流コストの削減

本事業では、ＪＦ魚津が中心となって近隣地域・漁協と
の広域連携体制を構築。水揚物を集荷することによって
安定的な加工原料供給と魚価の向上を実現する。また、
安全・安心な加工製品を消費者に届けるためのトレーサ
ビリティの構築や「生産者の見える化」を進める。さらに、
サードパーティーロジスティクスの導入によって保管・物
流体制を改善し、生産から物流に係るコストを削減する。

■３．協議会の構成員と役割分担

■２．ＶＣ事業の目的
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４-３ 四国東南地区バリューチェーン流通改善協議会 

◆水揚情報、在庫情報をリアルタイムで共有できるシステムの構築
① 水揚物の高鮮度化と情報共有➢漁獲から水揚げまでの動作を確認し、改善点を抽出・

改善することによって高鮮度な状態での水揚げを実現。また、漁獲情報を随時タブレット
に入力することによってデータベースを構築

② 加工原料の在庫情報の共有➢荷捌所内の魚の動きや販売先のニーズに応じて魚の一
次加工・二次加工を実施。冷凍庫に保管するとともに、在庫情報をリアルタイムでシステ
ム上にアップする体制を確立

③ 水揚情報や在庫情報を共有するシステムの構築➢データ化した水揚げ情報や在庫情報
をシステム上に公開し、加工業者や飲食店等の顧客が随時アクセス可能なシステムを
構築

◆顧客のニーズに応じた加工製品の製造・出荷体制の構築
① 顧客のニーズに応じた加工製品の製造・出荷を実現➢システム上で情報を共有してい

る水揚物や凍結原料について、顧客の求める加工段階（フィレ、味付、油調済）での製
品製造・出荷が可能な体制を構築

② 生産・加工段階におけるトレーサビリティの構築➢ システムを通して販売する魚や製
品については、漁獲日や加工日等の関連情報を付加し、生産・加工段階におけるトレー
サビリティを確保

③ 顧客が求める商品情報の提供➢販売先からの要望に応じて使用原料や加工工程、成
分分析等の商品関連情報を随時提供できる体制を整備

■１．ＶＣ事業に取り組んだ背景
■４．取り組み内容

４-３ 四国東南地区バリューチェーン流通改善協議会 システムの導入による物流の効率化とトレーサビリティの構築

徳島県では水揚げされる魚の種類が多様であり、特に
小型底曳網では一網で70種類以上の魚種が水揚げさ
れる多品種少量の漁業形態となっている。消費地への
出荷や水産加工においても、こうした水揚げの特徴から
各出荷先や顧客に応じて臨機応変かつきめ細かい対応
が求められる。一方で、水揚げ状況や凍結原料の在庫
等の情報は関係者間の対話によるやり取りが主体であ
り、需要と供給のミスマッチが生じている。

流通改善 トレーサビリティ 国内流通商品開発輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産
統括

株式会社橘コー
ポレーション

生産

小型底曳網、釣り漁
業者
代表機関

■加工原料の生産
■漁獲から水揚げまでの実証
■事業全体のとりまとめ

加工 株式会社ヒロ・
コーポレーション

水産加工

水産加工品の開発・
製造

■加工品の企画・開発
■加工品の製造
■加工段階の実証

加工
販売

株式会社みやひ
ろ

飲食店・仕出し ■水産加工品の調理・レシピ開
発
■試作品の製造
■飲食店顧客への商品の提供

外
部
委
託
先

シス
テム
構築

有限会社きて システム構築
コンサルティング

■情報共有システムの開発
■受発注システムの開発

■トレーサビリティの構築に係る
サポート

◆マーケットインの視点に基づく商品開発
① 高齢者等消費者向け高次加工製品の開発➢高齢者向け商品や家庭で簡便に調理が可

能な調理済み製品等、高齢者等消費者向け加工製品の企画・開発を実施
② 高齢者等消費者のニーズ把握➢システム上の売買情報や顧客の注文データ等を分析し

、高齢者等消費者のニーズを的確に把握
③ マーケットインの視点に基づく商品開発➢システムの活用によって得されたデータやニー

ズを分析、生産現場にフィードバックすることで顧客の要望に合わせたマーケットインの
視点に基づく商品開発を推進

☆本事業のポイント☆
◆水揚情報、在庫情報をリアルタイムで共有できるシステムの構築
◆顧客のニーズに応じた加工製品の製造・出荷体制の構築
◆マーケットインの視点に基づく新商品開発と販路開拓

本事業では、漁業者と水産加工業者が主体となり、流
通効率化に向けたシステムを構築。当日の水揚情報や
凍結原料の在庫状況等をリアルタイムに共有し、顧客の
ニーズに合わせた加工形態での出荷を実現。システム
の活用によりスムーズな受発注を可能にするとともに、
高齢者等の消費者ニーズを共有することでマーケットイ
ンの視点に基づく商品開発を可能にするものである。

■３．協議会の構成員と役割分担

■２．ＶＣ事業の目的
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４-４ 隠岐の水産物ブランド化推進協議会 

◆生産段階における高付加価値化の実現
① 既存の流通形態の見直し➢既存の取引形態を見直し、生産者との直接取引等の多様

な流通ルートを確保することで、より高鮮度な状態での白バイ貝流通・販売を実現。取引
価格を向上

② 生産者の共同出荷によるロット拡大➢バイかご漁業者の連携体制を強化し、共同出荷
訂正を構築することでロットを安定化。取引の安定化による持続的な原料供給体制を構
築

③ 高鮮度凍結技術を用いた高付加価値化➢諸島内に整備されているCAS凍結施設との
連携により、水揚げした白バイ貝を高鮮度な状態で凍結。鮮度劣化の防止と生産性の
向上を実現

◆マーケットインの視点に基づく商品開発
① 鮮度保持凍結技術の導入➢(株)ふるさと海士との連携によりCAS凍結施設を活用。高

品質な白バイ冷凍原料の安定的な供給体制を構築。マーケットのニーズに合わせた新
商品の試作・開発を実施

② 水産缶詰生産技術の導入➢ 日本初の鮪油漬缶詰を製造したSSKフーズの缶詰生産
技術を活用。高品質な白バイ貝缶詰製品を開発

③ 高度食品衛生管理システムへの対応➢ISO22000認証を取得しているCAS凍結センター
との連携により、高度な衛生管理体系を構築

■１．ＶＣ事業に取り組んだ背景
■４．取り組み内容

４-４ 隠岐の水産物ブランド化推進協議会 地域内連携による隠岐白バイ貝のブランド構築と商品開発

島根県隠岐諸島では、岩ガキや白イカはじめ魅力的な
水産物が多数生産されているが、離島の持つブランド価
値を最大化できていない。
特に、周辺の海域で漁獲される白バイ貝はバイ貝の

中でも最高級品として知られるが、その多くは石川県に
水揚げされ、「越中バイ」としてブランド化されている状況
である。今後は、水産物の原料供給地としてだけでなく、
「隠岐」という地域独自のブランドを前面に出して地域資
源として活用していく必要がある。

地域内連携 ブランド構築 販路開拓商品開発輸出VC 国内VC

段階 名称 事業種類・役割 具体的な取組内容

事
業
実
施
者

生産
統括

一般社団法人
離島百貨店

代表機関
全体統括

■各構成員の調整
■商品の企画
■マーケティング調査

生産 福祐丸 生産者
バイ篭漁業者

■原料となる白バイ貝の生産

加工
販売

有限会社
松栄丸

水産加工
販売

■白バイ貝の加工
■試作品の製造
■白バイ貝加工製品の製造

販売 株式会社
離島キッチン

販売
PR活動

■首都圏アンテナショップ運営
■白バイ貝加工品の販売
■白バイ貝加工品のPR活動の実施

外
部
委
託
先

PR 有限会社
サポート・エムツゥ

コンサルティング ■試食会会場（東京/隠岐）のコーディネート
■ホテル・百貨店向け販路開拓

イベント 株式会社
東京ドーム

イベント開催 ■「ふるさと祭り」の開催・運営
■自治体とタイアップして集客

田形 治 レシピ開発 料理人 ■消費者ニーズに合わせたレシピ開発
■高付加価値加工品の開発

凍結
加工

株式会社
ふるさと海士

製品の凍結 ■CAS凍結hシステムを用いた製品の凍結
■高付加価値商品化

◆首都圏における販路開拓
① 事業者間連携体制の強化➢協議会の各構成員が連携体制を強化することで一体的な

販売促進活動を実施。各構成員がこれまでに構築してきた販路を組み合わせることによ
り、強力なマーケティング体制を実現

② 国内外における販路開拓の実施➢首都圏を中心に国内外の百貨店、ホテル、飲食店、
セレクトショップ等、多様な販売チャネルにおける販路開拓を実施

③ PRイベントへの参画によるプロモーション➢東京ドームで開催される「ふるさと祭り」等、
首都圏で開催される大規模イベント等に出展。メディア露出も含めた多角的なプロモー
ション活動を展開

☆本事業のポイント☆
◆市町村の枠を超えた地域内連携による地域ブランド構築

◆首都圏の顧客のニーズに応じたマーケットインの視点による商品開発

◆高鮮度冷凍機の活用により離島の弱点を克服した流通体制の確立

本事業では、隠岐諸島４島のうち白バイ貝の生産、加
工にかかわる隠岐の島町の生産者・加工業者と、海士
町に整備されているCAS凍結施設が連携体制を構築。
高鮮度な凍結加工製品を開発して島外に流通させるこ
とによって市町村の枠を超えた取組を実現する。これに
より、「隠岐」という地域が一体となった産地のブランド化
を実現し、付加価値を高めた販路開拓を行うことで、離
島水産業の成長産業化を目指すことを目的とする。

■３．協議会の構成員と役割分担

■２．ＶＣ事業の目的
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