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意見と修正箇所 対照表2

ご意見 該当頁/箇所 修正

小川
三原
馬場

今後の消費地での加工力の低下も含め産地加工の強化が
重要。また、流通や販売との連携も大切。

P6 加工・流
通・販売

「産地加工の強化」の項目
の優先度を変更

山下
三原
篠原

マーケットに合わせて価格を下げるという方向性ではな
く、マーケット及び新しい価値を作るという考え方が必
要。

P5 生産・加
工・流通・販売

養殖クロマグロのマーケッ
トの確立の項目の文章を変
更「また、消費者の潜在的
なニーズを捉え、新たな
マーケットの創出を図
る。」

M氏
マーケット・インと言うのであればマーチャンダイジン
グの要素を入れないと、本来的な意味でのマーケティン
グにはならないのではないか。

A氏

研究開発したものの技術をどの段階で導入をするのか実
用化の部分が書かれていない。研究機関はただ研究する
だけになっている。全部に関わるだろうから研究機関が
研究開発したものを現場にスムーズに導入するという項
目を１行入れた方が良い。

P5 生産・加
工・流通・販売

「研究開発の実用化」の項
目を追加

A氏
ISO 22000にあまり限定するのではなくて、国際規格の
取得を推進でいいのではないか。

P6 加工・流
通・販売

「ISO22000」⇒「国際規格
の」へ変更

M氏

赤潮が発生しにくい、発生した場合にはすぐに知らせる
ような技術というものが徐々に開発されてきているが、
その辺をもう少し強化することがこれから地球温暖化と
海水温の上昇等とも含めて必要になってくるのではない
かと思うのでここも重点項目にしてもらいたい。

P6 研究機関 赤潮対策を重点項目に変更

◆ 前回部会で頂いたご意見（青色）を基に、行動計画への修正を行った。

◆ また、前回他の部会で頂いた意見（黄色）の中で、当部会の行動計画においても必要と思われる項目につい
て追加修正を行った。



Ⅰ クロマグロ養殖業の成長産業化に向けた基本的考え方3

国内消費量
6.8万t

国内生産量
輸出量
0.1万t

国内消費量は増加傾向

国内消費量
6.8万t？

消費量は増加する見込み増産には人工種苗での生産増が重要

資源管理により生産量は制限

輸入量
3.7万t

◆ 国内生産量は、2018年時点で養殖及び漁業生産で3.1万t。現状は漁獲量及び養殖に用いられる天然種苗は、
資源管理による漁獲制限を設けているため、生産量の増加には限界がある。

◆ 国内需要量の50％以上を輸入に頼っているところ、今後、世界的なマグロ需要から輸入マグロの価格の高
騰の可能性も考慮し、国内生産量の維持・安定は重要。

◆ 人工種苗での生産は、現在の技術では生産コストが高く、輸入品及び天然魚と同じマーケットでの販売は難
しい。そのため、持続可能な生産物としての価値を訴求し、生産コストに合ったマーケットの確立が重要。

◆ 以上から、クロマグロ養殖の成長産業化に向けては、次の考え方を基本として行動計画を策定する。
○ 天然種苗を用いた養殖生産による国内需要への対応と、人工種苗（＋人工飼料）を用いたサステナブル
な生産物による、高付加価値マーケットの獲得を目指す。

※ 長期的には人工種苗で国内でのクロマグロ養殖生産をまかなえる種苗生産技術の確立を目指し、輸出
（高付加価値マーケット）向けに増産する。

養殖1.8万t 漁業1.3万t

輸出量
0.1万t

輸入量
○○万t

国内生産量

養殖1.8万t 漁業1.3万t
増
産

輸
出
増

【クロマグロ養殖業の成長産業化に向けた基本的な考え方】

○ 高付加価値マーケットの創出等を図りながら、既存の生産の維持・安定を図る。

○ 人工種苗を活用した増産をはかり、輸出を拡大する。

長期的な成長産業化の考え方



◆ 市場の維持・安定と安定供給体制の構築に向け、目標及び、目標実現のために解決すべき課題を抽出し、関係する
取組主体毎に体系的に整理した。

◆ マーケットニーズを捉え、多様な市場ニーズに対応した生産体制・バリューチェーンを構築することが重要となる。

Ⅱ 市場の維持・安定と安定供給体制の構築4

２．課題の整理

取組主体 目標実現のための課題

生産・加工・流通
（販売含む）

• マーケティングの強化（養殖クロマグロの持つ付加価値が認められる市場、完全養殖クロマグロ市場の
創出、効率的な市場調査手法・技術の導入）

• 魚食普及の推進（養殖クロマグロの強みの訴求）
• 研究開発の実用化

生産

• 持続可能な養殖業（モニタリング、適正養殖可能数量に基づく生産、環境負荷の低減）
• マーケットイン型の生産への移行（高品質・高鮮度、安全性、生産コスト削減等の多様なマーケット

ニーズに対応した生産体制の強化、バリューチェーンの連携強化、環境認証制度等の導入）
• 生産拡大（人工種苗による生産拡大、沖合を含めた漁場利用の最大化）
• 資金調達の円滑化（事業性評価ガイドラインの活用）
• 魚病対策（衛生管理の徹底及びワクチン使用の推奨）
• 食品安全性の追求（リスク管理、情報収集）

加工・流通
• 多様なマーケットニーズへの対応（市場が求める製品形態の把握、産地加工の強化）
• 食の安全確保（ＨＡＣＣＰの導入、国際規格の導入）
• 人手不足への対応（機械化、外国人材の受入等）

研究機関

• 人工種苗及び育種（人工種苗供給体制の確立、優良系統の作出、遺伝資源の管理・保護）
• ワクチンの研究・開発
• AI・ICTの導入に向けた研究開発の推進
• 漁場環境の維持（漁場環境モニタリング手法の開発等）
• マグロ用配合飼料の改良・開発（消化吸収特性に基づく飼料組成や給餌方法の開発、魚粉代替タンパク

等の開発）
• 赤潮対策（赤潮発生時の迅速な把握、情報共有）

その他（行政への要請） • 薬品の開発支援及び承認審査

目標

■国内マーケット向けには、輸入マグロへの対策として価格競争力の強化及び付加価値（4定や生
鮮提供など）向上

■海外マーケット向けには、完全養殖マグロという付加価値による特定のマーケットの獲得と完
全養殖マグロの生産技術の向上



Ⅱ 市場の維持・安定と安定供給体制の構築5

取組主体 課題 行動 重要度 緊急度 継続性 施策番号

生産・
加工・
流通・
販売・
研究機関

等

マーケティングの
強化

養殖クロマグロのマー
ケットの確立

養殖魚の特徴である4定条件の徹底や生鮮提供など国内生産の優位性を生か
した付加価値の提供による市場の獲得を進める。また、消費者の潜在的なニー
ズを捉え、新たなマーケットの創出を図る。

◎ 〇 3,38

特定マーケットの創出
人工種苗での生産による持続的な養殖生産であるという付加価値により、国
内外の特定のマーケットの獲得及び創出を図る。

〇 16

効率的な市場調査手法・
技術の導入

生産から販売までの各事業者は、効率的なマーケット情報の収集・分析を行
うため、AI・ICTの積極的な活用を進める。

54

魚食普及の推進

養殖魚の魅力のＰＲ
・認知度の向上

生産から販売までの各事業者は、新たな神経締めや血抜き方法の導入を推進
し、それらの手法で提供される水産物の価値の普及を推進する。

◎ 10

魚類養殖への理解の促進
生産から販売までの各事業者は、給餌体験や観光体験等の取組を進め、養殖
生産物の生育環境や生産手法への消費者の理解の促進を図るとともに品質の
PRを推進する。

10,11

研究開発の実用化 研究成果の実用化を推進 生産から加工・流通等の研究成果の実用化に向けた現場への導入を推進する。 〇 ー

生産

持続可能な養殖業

漁場環境の効率的なモニ
タリング

生産者は、漁場環境の定期的なモニタリングを行う。モニタリングにあたっ
てはAI・ICTの活用も含め効率的に行うための技術導入を推進する。

〇 50

漁場環境に応じた適正養
殖可能数量に基づく生産

生産者は、漁場環境のモニタリング結果を踏まえ、漁場の特性に応じた適正
養殖可能数量に基づく生産を行う。

◎ 26

環境負荷の低減 大規模沖合養殖や給餌量の適正化等により環境負荷の低減を図る。 ○ 28

マーケットイン型
の生産への移行

マーケットニーズに合致
した生産体制の強化

生産者は、ターゲットとする市場の多様なニーズ（高品質、安全性、生産履
歴の明確化、差別化・ブランド化、コスト削減等）に対応すべく、協業化や
グループ化等（総合戦略に示された5類型を参考）を推進して生産体制の強
化を図る。

◎ ◎ 3,38

バリューチェーンの連携
強化

生産者は、加工・流通・販売等の主体との連携を強化し、市場を捉えた委託
生産システムの導入等、マーケットニーズに合致したバリューチェーンの構
築を推進する。

◎ 3

環境認証制度の導入 生産者は、水産エコラベル等の普及状況に合わせてこれらの取得を進める。 16,17

（長期）
生産拡大

人工種苗による生産拡大 人工種苗による増産を進める。 19
沖合を含めた漁場利用の
最大化

浮沈式生簀や大規模沖合養殖システムの活用等により、沖合を含めた漁場利
用の最大化を図る。

22,56

資金調達の円滑化
事業性評価ガイドライン
の活用

生産者は、養殖経営及び生産の効率化等の改善に要する資金調達の円滑化を
図るため、調達先の金融機関や外部評価機関とも連携して事業性評価ガイド
ラインの活用を推進する。

〇 40

魚病対策
衛生管理の徹底及びワク
チン使用の推奨

生産者は、衛生管理を徹底するとともにワクチン使用を推進し、魚病の予防
及び蔓延防止に努める。

〇 35

食品安全性の追求 リスク管理、情報収集
生産者は、食品安全に関する問題を未然に防止するため、リスク管理や情報
収集を実施する。

ー

３．行動計画（案）

◆ 総合戦略を基に、クロマグロ養殖業の課題解決のために必要な具体的な行動を取りまとめた。

※黄色マーカーは特に優先度の高い取組内容

※ 重要度：◎高、〇中 緊急度：◎高、〇中、●時間が必要 優先度：重要度×緊急度＝優先度



Ⅱ 市場の維持・安定と安定供給体制の構築6

取組主体 課題 行動 重要度 緊急度 継続性 施策番号

加工・
流通・
販売

多様なマーケッ
トニーズへの対
応

市場が求める製品形態の把
握

加工・流通・販売事業者は、消費者ニーズの把握に努め、得られたニー
ズ情報を共有し、市場が求める製品形態に応じた加工度の向上や生産か
ら加工流通に至るネットワークの構築を進める。

◎ 3,38

産地加工の強化

加工事業者は、効率的な加工生産を推進するために、高度加工機器の導
入を推進する。

◎ ◎ 5

加工業者は、AI・ICTを活用した加工作業及び流通の最適化を進め、省
力化、コストの削減を図る。

◎ ◎ 54

食の安全確保

HACCPの導入
加工事業者は、衛生管理水準の高度化を図るため、HACCPに基づく衛
生管理の導入を推進する。

7

国際規格の導入
加工・流通販売事業者は、国際規格の取得を推進し、養殖から加工流通
まで食の安全確保を行う。

7

人手不足への対
応

機械化、外国人材の受入
加工・流通・販売事業者は、機械化等に加え、「特定技能」在留資格を
有する外国人材の活用等により人手不足の解消を図る。

〇 36

研究機関
（官・
民）等

人工種苗
及び育種

人工種苗供給体制の確立 研究機関等は、生残率の高い人工種苗の安定的な生産を行う。 ◎ 〇 ● 19

優良系統の作出、保存管理
研究機関等は、高成長、耐病系統等の優良系統の選抜育種を進め、その
遺伝資源の管理・保護を図る。

◎ 〇 ● 19,57

ワクチンの研
究・開発

ワクチンの研究・開発の継
続

研究機関等は、魚病の予防及び蔓延防止並びに薬剤耐性対策のため、ワ
クチンの研究・開発を引き続き行う。

◎ 〇 ● 68

AI・ICTの導入
に向けた研究開
発の推進

AI・ICTの導入に向けた研
究開発の推進

研究機関等は、下記の領域・分野におけるAI・ICT技術の活用に向けた
研究・開発を進める。
・マーケット情報の共有管理や市場分析等
・養殖生産管理における省人化、省力化（給餌の効率化や自動化、
尾数自動カウント等）

・加工工程での省力化

35,54

漁場環境の維持
漁場環境に応じた漁場環境
モニタリング手法の開発

研究機関等は、養殖漁場の環境特性に応じた漁場環境モニタリング手法
の開発を進める。

〇 26

マグロ用配合飼
料の改良・開発

給餌効率の良い飼料の開発
研究機関等は、マグロの消化吸収特性に基づく、飼料組成や給餌方法の
改良・改善によって、生餌の利用を削減する。

◎ 〇 ● ー

魚粉代替タンパク等の開発
の継続

研究機関等は、生産コストの低減に資するため、魚粉の代替タンパク等
の開発を継続して実施する。

○ 64

赤潮対策
赤潮発生時の迅速な把握、
情報共有

研究機関等は、人工衛星のデータを利用して、赤潮の原因となるプラン
クトンの種判別する技術の開発や人工衛星のデータとスマートブイ等の
実測データの活用等により赤潮発生情報予察の精度向上を図るとともに、
赤潮発生情報を養殖業者のスマートフォンに迅速に提供するシステムの
開発を進める。

◎ 〇 ● 39

（参考）
行政

医薬品の開発支援及び承認審査 マグロに使用可能な医薬品の開発支援及び承認審査を進める。 ◎ ー

※ 重要度：◎高、〇中 緊急度：◎高、〇中 継続性：●一定の成果を得るまで継続した取組が必要



Ⅱ 国内市場の維持・安定と安定供給体制の構築7

4．行動計画の取組シナリオ

行動計画
優先度１

行動計画
優先度２

生産

・マーケットニーズ
に合致した生産体制

の強化

加工・流通・販売

・産地加工の強化

生産・加工・
流通・販売

・養殖クロマ
グロのマー
ケットの確立

行動計画
優先度３

研究機関
・人工種苗供給体制の確立
・優良系統の作出、保存管理
・ワクチンの研究・開発の継続
・給餌効率の良い飼料の開発
・赤潮発生時の迅速な把握、情
報共有

目標2
海外マーケット向け
には、完全養殖マグ
ロという付加価値に
よる特定のマーケッ
トの獲得と完全養殖
マグロの生産技術の
向上

目標1
国内マーケット向け
には、輸入マグロへ
の対策として価格競
争力の強化及び付加
価値（4定や生鮮提
供など）向上


