
 
 

 
 水産エコラベル認証は、漁業・養殖業の生産段階についての認証のほか、加工した上で店舗に並
ぶまで、もしくは外食産業を通じて顧客の目の前に届けられるまでの流通・加工段階についての認
証もあります。近年、我が国においても、流通・加工段階の水産エコラベル認証（CoC 認証＊）を
取得し、水産エコラベルを表示した水産物を販売する小売店や外食店が見られるようになってきて
います。 

 

MELマークを付与したオリジナルブランド商品 
（写真提供：（株）イトーヨーカ堂） 

【事例 22】小売店・外食店における水産エコラベル認証の取得 

取扱いを開始したMSC認証 
タイセイヨウクロマグロ（上） 
及びASC認証銀鮭（下） 

（写真提供：（株）JR東日本フーズ） 

(3) 株式会社 JR東日本フーズ及び羽田市場株式会社 
 （株）JR 東日本フーズ及び羽田市場（株）は、東京
駅内の「回転寿司 羽田市場」で、MSC・ASC 認証
の水産物を扱うための CoC 認証を取得し、令和２
（2020）年 10 月、MSC 認証を取得したタイセイヨウ
クロマグロ及び ASC 認証を取得した銀鮭の取扱いを
開始しました。タイセイヨウクロマグロは宮城県気仙
沼市の株式会社臼

うす
福
ふく
本店が供給しており、銀鮭は宮城

県女川町の株式会社マルキンが供給しています。 
 

＊製品の製造・加工・流通の全ての過程において、認証水産物が適切 
に管理され、非認証原料の混入やラベルの偽装がないことを認証す
るもの。 

MSC認証の北海道産ホタテ貝柱等の太巻商品 
（写真提供：イオンリテール（株）） 

(1) イオン株式会社 
 イオン（株）は、平成 18（2006）年に MSC の CoC
認証、平成 26（2014）年に ASC の CoC 認証を取得
したことを皮切りに、平成 29（2017）年４月に策定
した「2020 年目標」では、イオングループの総合ス
ーパー、スーパーマーケット企業で MSC・ASC の
CoC 認証の 100％取得を目指すことを掲げて取組を
進めています。令和元（2019）年度は、80％を超え
るグループの店舗で CoC 認証の取得に至っており、
取り扱う MSC・ASC 認証の魚種及び品目は国産の水
産物も含めて拡大しています。 
 (2) 株式会社イトーヨーカ堂 
 （株）イトーヨーカ堂は、国産養殖魚のオリジナル
ブランド商品の生産者とともにMEL 認証の取得に取
り組み、令和２（2020）年３月、日本の大手小売業
として初めて MEL 認証を取得し全国の店舗で MEL
マークを付与したブリ（熊本県産）、カンパチ（鹿児
島産）、マダイ（三重県産）、ヒラメ（三重県産）の販
売を開始しました。 
 
 

第３節 水産業の成長産業化に向けたマーケットインの取組の推進 
 
（１）マーケットインの取組の一層の推進の必要性 
第１節で見てきたように、世界全体では水産物の消費量が過去半世紀で２倍に増加し、価
格についても今後も高値で推移すると予測される中で、我が国では人口減少や、共働き家庭
の増加に伴う家事時間の短縮による食の簡便化志向が高まるなど消費者の食の志向の変化等
を要因として水産物消費量の減少が続いています。 
また、直近では新型コロナウイルス感染症拡大の影響による巣ごもり消費に伴い、スーパ
ーマーケットでの売上が好調となった一方で、市場で流通する水産物の取扱金額が、高級魚
介類を中心に前年度に比べて下落するなどの影響を受けているところです。さらに、世界で
は、食品安全に関する意識の高まりを背景として、水産物を輸出する際には、輸出先国・地
域から求められる HACCPの実施や施設基準への適合が必要とされ、また、SDGｓ（持続可
能な開発目標）に対する関心の高まりを背景に水産エコラベルを活用する動きも広がりつつ
あります。 
第２節では、こうした状況の中でも、漁業者や水産加工業者等の水産関係事業者が、国内
外の消費者や顧客のニーズの把握やニーズへの対応に取り組んでいる事例を見てきました。
それらの事例でも見られるように、マーケットインの取組は、価値向上や販路拡大、海外需
要の獲得といった成果が期待できるものです。 
このように、我が国水産業の成長産業化を進めていくためには、それぞれの地域の実情に
即しつつ、地域の強みを生かし、マーケットインの取組により国内外の消費者や顧客が求め
る価格と品質のバランスの確保、食の簡便化志向の高まりに対応した加工形態、つまり、食
べやすい製品になっているか、好まれるパッケージになっているか、また特に輸出向け製品
については食品の安全性や持続性に配慮した製品になっているか等について丁寧に分析し、
これらのニーズに対応した生産・流通・加工・販売を行うことが必要です。 

 
（２）マーケットインの取組の方向 
ア 漁業における取組の方向 
〈産地における情報交換から可能となる計画的な生産と工夫〉 
漁業においては、天候・海況によって生産活動が制限されるなど、養殖業に比べ、定質・
定量・定時・定価格の魚介類を計画的に生産することが比較的難しい側面があると考えられ
ますが、他方では、養殖コストや養殖期間に課題があるなど養殖技術が確立していない天然
の魚介類を生産することができます。 
このような天然の魚介類には、アジ、サバ類等の多獲性浮魚類や漁獲量が少なく高値で取
引される高級魚等があります。多獲性浮魚類については、漁具・漁法によっては、一度に大
量に漁獲されるなど、水揚げが不安定になることがありますが、例えば、定置網漁業におい
て、生簀網を定置網の一部に設け、水揚げが不安定な魚を生きたまま保管し、直販所や飲食
店等のニーズに応じた出荷をできるようにしたという事例を第２節の中で取り上げました。
これは直販店や飲食店等が魚を必要とするタイミングで必要な量だけ提供するというニーズ
に応えたマーケットインの取組に該当します。 
一度に大量に漁獲された場合に冷凍保存し、時化等で生鮮魚介類を供給できない場合に、
水産加工業者や小売店等に対して、代替品を供給することもマーケットインの取組に該当し
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ます。 
また、ICT1の活用により、各地の水揚状況や取引価格等の情報を把握しつつ、必要なとこ
ろに必要なものを必要な量だけ供給できるよう、計画的かつ効率的に操業することも水産物
の価値向上につながります。今後、漁獲割当（IQ）方式による産出量規制が導入されること
となる状況においては、これらの情報に基づく、計画的かつ効率的な操業を行うこと自体が
マーケットインの取組になり、水産物の価値を高める取組になることが想定されます。 
さらに、漁業協同組合や産地商社等が加工・流通・販売段階に関わる事業者から把握した
ニーズを漁業者に対して伝えることで、例えば、漁獲量が少ない高級魚については、船上で
の血抜きや神経締め等の高付加価値化や高品質化に関する漁業者の取組を可能にします。 
このように漁業者自身がバリューチェーン全体の中で、水産物の価値を向上させる取組の
一翼を担っていることを意識するなど、漁業者によるマーケットインの取組を拡大していく
ためには、生産段階にとどまらず、バリューチェーンにおける加工・流通・販売段階までに
目を向けることが必要です。 
 
イ 養殖業における取組の方向 
〈養殖業の強みを認識し商品を提供する〉 
養殖業においては、漁船漁業では対応しづらい商品の提供を目指すことが重要であり、季
節を問わずに、比較的安定的に、品質の高い養殖魚への需要や外食需要に対応することがで
きます。あわせて、海外から輸入している水産物に代替する商品を開発・生産して国内市場
でのシェア拡大を図るとともに、定質・定量・定時・定価格の生産物を提供できる養殖業の
特性を最大限に生かし、需要に応じた養殖品目、利用形態や質・量の情報を能動的に入手し、
需要と生産サイクルに応じた計画的な生産を図ることで、マーケットイン型の養殖業に取り
組むことが必要です。 
マーケットイン型の養殖業を実現していくため、養殖経営体は、自らが有する養殖技術、
飼育する養殖品目の生産サイクル、水深や水温・漁場の広さ等の漁場環境条件、使用可能な
労働力、対象とする市場の質や規模、市場との距離、連携可能な関係者等の経営資源の内容
を十分に把握した上で、養殖業に関する生産機能（餌・種苗、養殖）、加工機能、流通機能、
販売機能及び物流等の各段階の機能が連携・連結し、効率性を高めながら、養殖のバリュー
チェーン全体の付加価値を向上させていくことが重要です。 
養殖経営体の目指す姿として、養殖経営体を分析して５つの形態（生産者協業、産地事業
者協業、生産者型協業、１社統合企業及び流通型企業）に分類しています。例えば、１社統
合企業の形態をとる場合は、種苗調達から販売までのバリューチェーン全体を自社で行うこ
とでマーケットインにも対応しますが、一方で、生産者協業の形態をとる場合は、生産者は
販売業者との委託契約といった形で特定の消費者ニーズに対応することができます。いずれ
の形態をとる場合も、自らの経営資源を最大限に活用しながら、バリューチェーンの各機能
との連携の仕方を明確にした上での経営を行うことが重要です。 

 
ウ 加工・流通における取組の方向 
〈SNS等を活用したニーズの把握と新たな商流を生み出す〉 
水産物の流通拠点となる卸売市場は、商品の集荷・分荷、価格形成、決済、情報受発信の

 
1 Information and Communication Technology：情報通信技術、情報伝達技術。 

各種機能を有していますが、このうち、川上・川下の双方に伝達する情報受発信機能は、マ
ーケットインの取組に必要な情報のフィードバックや好循環を生み出すことを可能とするも
のであり、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律1」の下、積極的
な取組が期待されます。 
一方、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で消費者が産地に足を運びにくくなっ
たことや、生活様式が変化してきていることも踏まえ、産地における流通・加工の取組にも
変化がみられ、漁業者自身や漁業団体等がインターネットや SNS等を通じて直接販売を行う
とともに、取引先の消費者や顧客の声を聴いて、生産・加工方法の改善、水産物の特性や価
値に関する情報発信を積極的に行うなど、新たな取組が広がっています。 
これらの取組には、小売店や飲食店等の企業や一般消費者を対象としたものなど、その形
態は様々ですが、例えば、一般消費者に対しては、魚のさばき方や、おいしい調理方法の指
南をインターネット動画等で行うとともに、生活様式の変化から消費者の間に食の簡便化志
向が高まっていることを意識し、調理の手間を省ける加工形態や調理・調味済み製品を直接
販売するなどの取組が重要です。 
また、魚を上手にさばける人材の確保が困難となりつつある小売店や飲食店に対しては、
例えば、ICT・AI2やロボット技術等を活用した選別・加工技術を導入しつつ、必要な部位を
必要な形態に調理・調味し、真空パックにして急速凍結した商品を提供できるように取り組
むといった新たな技術の活用による効率的かつニーズに応えた新商品の開発も必要です。 
なお、季節ごとの祭やイベント、正月のおせち料理等は、地域によって異なりますが、そ
れぞれの風土を生かし、単なる商品価値に留まらない文化的価値を伝統的な加工技術によっ
て訴求できる可能性がある点も考慮した取組が効果的であると考えられます。 
大手の通信販売業者が、インターネット等を活用し、本や雑貨等の製造業者から、直接消
費者に製品を結び付ける取組を行っているのと同様に、漁業者や加工業者においても産地と
全国の消費者や顧客との間に、新たな取引機会や販路を創造し、多種多様な形で水産物の供
給を行うことは、水産物の価値向上にもつながるとともに、漁業者の所得増大に資すること
が期待されます。 
 

  

 
1 平成30（2018）年法律第62号 
2 Artificial Intelligence：人工知能。機械学習ともいわれる。 
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ます。 
また、ICT1の活用により、各地の水揚状況や取引価格等の情報を把握しつつ、必要なとこ
ろに必要なものを必要な量だけ供給できるよう、計画的かつ効率的に操業することも水産物
の価値向上につながります。今後、漁獲割当（IQ）方式による産出量規制が導入されること
となる状況においては、これらの情報に基づく、計画的かつ効率的な操業を行うこと自体が
マーケットインの取組になり、水産物の価値を高める取組になることが想定されます。 
さらに、漁業協同組合や産地商社等が加工・流通・販売段階に関わる事業者から把握した
ニーズを漁業者に対して伝えることで、例えば、漁獲量が少ない高級魚については、船上で
の血抜きや神経締め等の高付加価値化や高品質化に関する漁業者の取組を可能にします。 
このように漁業者自身がバリューチェーン全体の中で、水産物の価値を向上させる取組の
一翼を担っていることを意識するなど、漁業者によるマーケットインの取組を拡大していく
ためには、生産段階にとどまらず、バリューチェーンにおける加工・流通・販売段階までに
目を向けることが必要です。 
 
イ 養殖業における取組の方向 
〈養殖業の強みを認識し商品を提供する〉 
養殖業においては、漁船漁業では対応しづらい商品の提供を目指すことが重要であり、季
節を問わずに、比較的安定的に、品質の高い養殖魚への需要や外食需要に対応することがで
きます。あわせて、海外から輸入している水産物に代替する商品を開発・生産して国内市場
でのシェア拡大を図るとともに、定質・定量・定時・定価格の生産物を提供できる養殖業の
特性を最大限に生かし、需要に応じた養殖品目、利用形態や質・量の情報を能動的に入手し、
需要と生産サイクルに応じた計画的な生産を図ることで、マーケットイン型の養殖業に取り
組むことが必要です。 
マーケットイン型の養殖業を実現していくため、養殖経営体は、自らが有する養殖技術、
飼育する養殖品目の生産サイクル、水深や水温・漁場の広さ等の漁場環境条件、使用可能な
労働力、対象とする市場の質や規模、市場との距離、連携可能な関係者等の経営資源の内容
を十分に把握した上で、養殖業に関する生産機能（餌・種苗、養殖）、加工機能、流通機能、
販売機能及び物流等の各段階の機能が連携・連結し、効率性を高めながら、養殖のバリュー
チェーン全体の付加価値を向上させていくことが重要です。 
養殖経営体の目指す姿として、養殖経営体を分析して５つの形態（生産者協業、産地事業
者協業、生産者型協業、１社統合企業及び流通型企業）に分類しています。例えば、１社統
合企業の形態をとる場合は、種苗調達から販売までのバリューチェーン全体を自社で行うこ
とでマーケットインにも対応しますが、一方で、生産者協業の形態をとる場合は、生産者は
販売業者との委託契約といった形で特定の消費者ニーズに対応することができます。いずれ
の形態をとる場合も、自らの経営資源を最大限に活用しながら、バリューチェーンの各機能
との連携の仕方を明確にした上での経営を行うことが重要です。 

 
ウ 加工・流通における取組の方向 
〈SNS等を活用したニーズの把握と新たな商流を生み出す〉 
水産物の流通拠点となる卸売市場は、商品の集荷・分荷、価格形成、決済、情報受発信の

 
1 Information and Communication Technology：情報通信技術、情報伝達技術。 

各種機能を有していますが、このうち、川上・川下の双方に伝達する情報受発信機能は、マ
ーケットインの取組に必要な情報のフィードバックや好循環を生み出すことを可能とするも
のであり、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律1」の下、積極的
な取組が期待されます。 
一方、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で消費者が産地に足を運びにくくなっ
たことや、生活様式が変化してきていることも踏まえ、産地における流通・加工の取組にも
変化がみられ、漁業者自身や漁業団体等がインターネットや SNS等を通じて直接販売を行う
とともに、取引先の消費者や顧客の声を聴いて、生産・加工方法の改善、水産物の特性や価
値に関する情報発信を積極的に行うなど、新たな取組が広がっています。 
これらの取組には、小売店や飲食店等の企業や一般消費者を対象としたものなど、その形
態は様々ですが、例えば、一般消費者に対しては、魚のさばき方や、おいしい調理方法の指
南をインターネット動画等で行うとともに、生活様式の変化から消費者の間に食の簡便化志
向が高まっていることを意識し、調理の手間を省ける加工形態や調理・調味済み製品を直接
販売するなどの取組が重要です。 
また、魚を上手にさばける人材の確保が困難となりつつある小売店や飲食店に対しては、
例えば、ICT・AI2やロボット技術等を活用した選別・加工技術を導入しつつ、必要な部位を
必要な形態に調理・調味し、真空パックにして急速凍結した商品を提供できるように取り組
むといった新たな技術の活用による効率的かつニーズに応えた新商品の開発も必要です。 
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1 平成30（2018）年法律第62号 
2 Artificial Intelligence：人工知能。機械学習ともいわれる。 
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図表２ 今後の国内産地との取引について（増やしたい理由 業種別／３つまでの複数回答） 
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取引については、「増やしたい」との回答が、製造業で 29.0％、卸売業で 44.1％、小売業で 36.8％、
飲食業で 27.7％となっています。国内産地との取引を増やしたい理由は、「販売先（消費者サイ
ド）のニーズ増加」との回答が、製造業、卸売業、小売業で最も多くなっています。 
一方で、国内産地との取引を行う際の課題については、全業種で「価格が合わない（高い、相
場が不安定）」との回答が最も多く、次いで「ロットが合わない（定量確保が困難）」、「物流に課
題がある」、「通年（決まった時期）の取引が難しい」のいずれかが続いています。 
このように、国産産地との取引のニーズが見込まれる中で、水産物についても関係者が上記の
課題の解決に取り組むことによって販路拡大・消費拡大につながることが期待されます。 
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（量・価格・品質・規格）の水産物を専門的・持続的に生産・輸出し、あらゆる形での商流
を開拓する体制の整備です。つまり、生産から現地販売までのバリューチェーン全体をマー
ケットインに転換することが求められます。この認識の下、日本の強みを有する品目を輸出
の重点品目として選定し、品目ごとのターゲット国・地域の特定や具体的な輸出目標・手段
の明確化を行うことが求められます。しかしながら水産関係事業者だけでは、海外のニーズ
を把握し、海外販売までを手がけることは困難であるため、特定の品目ごとに、生産・流通・
輸出販売等に取り組む関係事業者を包括する団体を組織し、当該団体が主体となって、生産
から輸出に至るバリューチェーンを拡大し、ターゲット国・地域に係る情報収集、販売戦略
づくり、ブランディング、商談・販路開拓支援、現地の商流との連携強化等に取り組むこと
を推進しています。特に漁船漁業に比べて安定供給を図りやすい養殖業において、重点品目
とされた魚種について大規模化や沖合養殖を推進し、輸出に必要となる養殖生産物を増産す
ることを推進する必要があります。 

 
オ HACCP対応と水産エコラベル認証取得による国内外の販路拡大 
〈HACCP対応や水産エコラベル認証取得により販路を拡大〉 
世界的に、食品安全に関する意識の高まりを背景として、HACCP 対応を国の輸入条件と
したり、HACCP 認証取得を企業の調達基準とする動きが広がっており、HACCP が世界の
スタンダードになりつつあるとも言える状況となってきています。我が国においては平成 30
（2018）年６月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、令和２（2020）年６
月１日から、HACCPに沿った衛生管理等の実施に取り組むことが求められています。 
また、世界的に持続可能な漁業・養殖業を広げていこうとする動きが活発になってきてお
り、消費者や顧客に持続可能な漁業・養殖業の重要性を共有してもらう手段である水産エコ
ラベル認証の取得を企業の調達基準とする動きが広がっているほか、我が国においても、水
産エコラベル認証を取得した商品を積極的に取り扱う動きが広がりつつあります。このため、
近い将来、漁業・養殖業において持続可能性に配慮した取組を行っていることが当然のこと
となる可能性もあると考えられます。 
こうした中、将来にわたって我が国水産物の新たな販路を広げていくためには、水産物を
生産する漁船、水揚げを行う漁港から流通、加工に至るまでの各段階における HACCP対応
やそのために必要となる高度衛生管理を促進していくことが必要です。また、我が国水産業
が世界的な水産エコラベル認証の広がりに遅れずに対応していくため、水産関係事業者が水
産エコラベルを積極的に取得し、取引に活用するとともに、消費者や顧客の認知度向上を図
ることが必要です。 
 
（３）マーケットインの取組を促進する行政の取組 
 マーケットインの取組については事業者が主体的に取り組むことが極めて重要ですが、価
値向上や販路拡大、海外需要の獲得といった成果を全国に広げ、我が国水産業の成長産業化
を進めていくためには、事業者が取組を着実に進めていけるよう、個々の事業者だけでは解
決が困難な課題等に関して、必要な取組を行政が行っていくこととしています。この場合、
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に必要な施設・機器の整備を支援するほか、HACCP に基づく衛生管理に関する講習会の支
援、水産加工・流通施設の改修等の支援によって水産食品事業者における HACCP導入を促
進します。 

 
〈新型コロナウイルス感染症拡大への対策〉 
今般、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、水産物の需要減退や、生活様式の変
化に伴う内食需要が増大しており、積極的にマーケットインに取り組むことで、これらの変
化に対応していく必要があります。 
水産物の需要の減退に対しては、水産物を学校給食用の食材として提供する場合の食材費
や送料、梱包費用等の支援、全国各地における販売促進会・PR 活動を実施する際の魚食普
及のための資材や試供品費等、新商品開発のための試供品費等の支援を行います。 
また、生活様式の変化に対しては、水産物の販売を促進すべく、インターネット通販等を
活用して水産物を販売する際の送料・運送料や梱包費用等の無償化の支援を行います。 

 
 

事業者自らがチャレンジする意欲があってこそ、行政の支援が生きることを認識しておく必
要があります。 
 
〈漁業関係〉 
地域の漁業者が主体となり、漁村地域が一体となって課題解決を考えて、合意形成を図っ
ていく取組を後押しする「浜の活力再生プラン」を推進することにより、漁業所得の向上を
目指すための高品質化、衛生管理の対応、商品開発、消費拡大等の取組を支援します。また、
沖合・遠洋漁業等の漁船漁業については、漁業構造改革総合対策事業によって収益性の高い
操業・生産体制への転換を進める中で、漁獲物の品質・単価の向上等の取組を推進します。 
  
〈養殖業関係〉 
「マーケットイン型養殖業1」への転換を推進するため、国内外の需要増加が見込まれるブ
リ類、マダイ等について、産地でのフィレ加工、消費者に好まれる出荷サイズ・時期のコン
トロール等の実証を支援します。 
また、市場で高い評価を受ける養殖魚の生産技術の高度化や優良系統の作出2等を行うほか、
輸出拡大に必要な養殖魚の品質保持技術の実用化に向けた取組を行っています。 
さらに、養殖生産から流通に至る生産・販売体制を見直し、地域の養殖業の収益性の向上
を図る改革計画の策定等を支援するほか、大規模沖合養殖システムの導入や新技術を用いた
協業化の促進等による収益性向上の実証の取組を支援します。 

 
〈加工・流通関係〉 
消費者や顧客のニーズに対応した水産物流通の取組を加速化するため、生産者と加工業
者・流通業者が連携した低コスト化や高付加価値化、取引の電子化、ICT・AIやロボット技
術等を活用した選別・加工技術の導入、新たな鮮度保持技術の導入、国内外の需要に対応し
た生産等の取組を支援します。 

 
〈輸出拡大関係〉 
海外で評価される日本の強みがあり、輸出拡大の余地が大きい品目として、重点品目（水
産物では、ブリ、タイ、ホタテ貝及び真珠）が選定されています。国では、重点品目ごとに、
その特性に応じて、生産・流通・輸出販売等に取り組む関係事業者を包括する品目団体等を
組織化し、当該品目団体を主として、国・地域に係る情報収集や商談・販路開拓支援等に取
り組みます。また、日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）において、品目団体
等のマーケティング戦略の策定・実施を支援するとともに、品目団体等と連携したオールジ
ャパンでのプロモーションを推進するなどの取組を推進します。 
また、輸出先国・地域の輸入食品に課せられる規制について、政府が撤廃に向けた協議を
行います。 
加工・流通施設に関しては、売り先のニーズに合わせた加工度の高い商品を製造するため

 
1 国内外の地域の需要に応じた養殖品目や利用形態の質・量の情報を能動的に入手し、その需要に対し定質・定量・定価格の養殖生産
物の供給を可能とする計画的な生産を行う経営体又はその経営体を含む事業グループが行う養殖業を言う。 

2 優良系統の作出：ブリとヒラマサ（ブリヒラ）、クエとタマカイ（クエタマ）といった異なる種を掛け合わせ、生産効率を高めるの
と同時に商品性を高める「交雑育種」と、養殖現場にとって成長、耐病及び耐環境（水温、赤潮等）といった優良形質を選択的に残
す「選抜育種」がある。遺伝情報を元に優良な形質を有する個体を選び出し掛け合わせる「ゲノム育種」も選抜育種に含まれ、高成
長を示すマダイやブリ、ある特定の疾病に対して耐病性を有するヒラメ、ブリ及びマハタといったような育種品種が養殖現場で実用
又は試行される状況となっている。なお、ゲノム編集及び遺伝子組換え技術の活用で新たな系統の作出等について、消費者心理や生
態系への影響や食品安全性に留意し常に関係者とのコミュニケーションをとりながら慎重に取り組むこととしている。 
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に必要な施設・機器の整備を支援するほか、HACCP に基づく衛生管理に関する講習会の支
援、水産加工・流通施設の改修等の支援によって水産食品事業者における HACCP導入を促
進します。 

 
〈新型コロナウイルス感染症拡大への対策〉 
今般、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、水産物の需要減退や、生活様式の変
化に伴う内食需要が増大しており、積極的にマーケットインに取り組むことで、これらの変
化に対応していく必要があります。 
水産物の需要の減退に対しては、水産物を学校給食用の食材として提供する場合の食材費
や送料、梱包費用等の支援、全国各地における販売促進会・PR 活動を実施する際の魚食普
及のための資材や試供品費等、新商品開発のための試供品費等の支援を行います。 
また、生活様式の変化に対しては、水産物の販売を促進すべく、インターネット通販等を
活用して水産物を販売する際の送料・運送料や梱包費用等の無償化の支援を行います。 

 
 

事業者自らがチャレンジする意欲があってこそ、行政の支援が生きることを認識しておく必
要があります。 
 
〈漁業関係〉 
地域の漁業者が主体となり、漁村地域が一体となって課題解決を考えて、合意形成を図っ
ていく取組を後押しする「浜の活力再生プラン」を推進することにより、漁業所得の向上を
目指すための高品質化、衛生管理の対応、商品開発、消費拡大等の取組を支援します。また、
沖合・遠洋漁業等の漁船漁業については、漁業構造改革総合対策事業によって収益性の高い
操業・生産体制への転換を進める中で、漁獲物の品質・単価の向上等の取組を推進します。 
  
〈養殖業関係〉 
「マーケットイン型養殖業1」への転換を推進するため、国内外の需要増加が見込まれるブ
リ類、マダイ等について、産地でのフィレ加工、消費者に好まれる出荷サイズ・時期のコン
トロール等の実証を支援します。 
また、市場で高い評価を受ける養殖魚の生産技術の高度化や優良系統の作出2等を行うほか、
輸出拡大に必要な養殖魚の品質保持技術の実用化に向けた取組を行っています。 
さらに、養殖生産から流通に至る生産・販売体制を見直し、地域の養殖業の収益性の向上
を図る改革計画の策定等を支援するほか、大規模沖合養殖システムの導入や新技術を用いた
協業化の促進等による収益性向上の実証の取組を支援します。 

 
〈加工・流通関係〉 
消費者や顧客のニーズに対応した水産物流通の取組を加速化するため、生産者と加工業
者・流通業者が連携した低コスト化や高付加価値化、取引の電子化、ICT・AIやロボット技
術等を活用した選別・加工技術の導入、新たな鮮度保持技術の導入、国内外の需要に対応し
た生産等の取組を支援します。 

 
〈輸出拡大関係〉 
海外で評価される日本の強みがあり、輸出拡大の余地が大きい品目として、重点品目（水
産物では、ブリ、タイ、ホタテ貝及び真珠）が選定されています。国では、重点品目ごとに、
その特性に応じて、生産・流通・輸出販売等に取り組む関係事業者を包括する品目団体等を
組織化し、当該品目団体を主として、国・地域に係る情報収集や商談・販路開拓支援等に取
り組みます。また、日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）において、品目団体
等のマーケティング戦略の策定・実施を支援するとともに、品目団体等と連携したオールジ
ャパンでのプロモーションを推進するなどの取組を推進します。 
また、輸出先国・地域の輸入食品に課せられる規制について、政府が撤廃に向けた協議を
行います。 
加工・流通施設に関しては、売り先のニーズに合わせた加工度の高い商品を製造するため

 
1 国内外の地域の需要に応じた養殖品目や利用形態の質・量の情報を能動的に入手し、その需要に対し定質・定量・定価格の養殖生産
物の供給を可能とする計画的な生産を行う経営体又はその経営体を含む事業グループが行う養殖業を言う。 

2 優良系統の作出：ブリとヒラマサ（ブリヒラ）、クエとタマカイ（クエタマ）といった異なる種を掛け合わせ、生産効率を高めるの
と同時に商品性を高める「交雑育種」と、養殖現場にとって成長、耐病及び耐環境（水温、赤潮等）といった優良形質を選択的に残
す「選抜育種」がある。遺伝情報を元に優良な形質を有する個体を選び出し掛け合わせる「ゲノム育種」も選抜育種に含まれ、高成
長を示すマダイやブリ、ある特定の疾病に対して耐病性を有するヒラメ、ブリ及びマハタといったような育種品種が養殖現場で実用
又は試行される状況となっている。なお、ゲノム編集及び遺伝子組換え技術の活用で新たな系統の作出等について、消費者心理や生
態系への影響や食品安全性に留意し常に関係者とのコミュニケーションをとりながら慎重に取り組むこととしている。 
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