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我が国では、平成28年に「農林水産業の輸出強化戦略」を策定し、農水産物・食品の輸出拡
大の施策が進められている。我が国の水産物の生産・流通拠点として重要な役割を担っている
北海道においても輸出促進に向けた取組が各地で行われている。
本報告では、室蘭市における水産物の輸出の状況を紹介するとともに、現状における課題と
その解決に向けた検討を行うものである。
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1. 我が国の農水産物・食品の輸出拡大の施策
(1) 施策の概要
食の多様化などを背景に我が国の魚介類消費量は減少
を続けており、少子高齢化の進行もあいまって、今後更
なる縮小が見込まれる。一方、世界の魚介類消費量は過
去半世紀で２倍に増加しており、とりわけ、経済成長や
人口増加が進むアジア地域では顕著な伸びを示している。
「和食」がユネスコ無形文化財に登録されるなど、我が
国の“食”は世界において高い評価を受けており、食文
化と一体となった多様な農水産物の輸出を大きく伸ばせ
る好機にある。こうした中、我が国では、平成28年に
「農林水産業の輸出強化戦略」を策定し、農林漁業者を
はじめ、関係者や行政が力を合わせて、輸出の高みを目
指す取組が進められている。
北海道は全国の水揚量の 1/4 を占めるなど、我が国の
水産物の生産・流通拠点として重要な役割を担っており、
平成 28 年に策定された第８期北海道総合開発計画では
“食”と“観光”を戦略的産業と位置付づけ、食の海外
展開として、道産食品輸出額 1,500 億円を目指している。
また、平成 29 年度には、輸出に戦略的に取り組む港湾
において、輸出促進に資する施設整備を支援するための
制度が創設され、全国第１号として北海道の６港湾が認
定を受け、現在整備を進めている。

表-1 我が国の海面漁業の漁獲量推移
（漁業・養殖業生産統計年報）

(2) 国内消費量及び自給率の動向
我が国における魚介類の１人当たりの消費量は減少を
続けている。食用魚介類の１人１年当たりの消費量は、
平成13年度の40.2㎏をピークに減少しており、平成27年
度には、25.8㎏となっている。これに対し肉類は微増で
推移しており、平成23年から逆転している（表－２）。
また、我が国の食用魚介類の自給率は、平成12～14年の
53％を底として回復基調にあるが、これは漁獲量が減っ
た以上に食用魚介類の消費量が減少しているためである。
（表－３）。
表-2 食用魚介類及び肉類の1人1年間当たり消費量
（農林水産省「食糧需給表」）

2. 我が国の漁業情勢
(1) 漁獲量の推移
我が国における海面漁業の漁獲量は年々減少している。
これは主に海流の影響により我が国沿岸に好漁場が形成
されず資源量も減少しているサンマの漁獲量が減少した
こと等が要因である。（表－１）。
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表-3 食用魚介類の自給率の推移
（農林水産省「食糧需給表」）

3.アジアにおける水産物輸入の動向
(1)動向
アジア地域における水産物の輸入額は右肩上がりで増
加している（表－６）。国別に見ると中国31.5％、韓国
17.9％、香港15.0％、タイ11.2％と上位を占めている。
表-6 アジア地域別水産物輸入金額の推移
（UNCTAD「GLOBAL NOTE」）

(3) 水産物輸出の動向
我が国の水産物輸出額は、平成20年のリーマンショッ
ク等により落ち込んだ後、平成25年以降は増加傾向で推
移している。しかしながら、平成26、27年に２年連続で
オホーツク海沿岸に来襲した爆弾低気圧の影響等により、
輸出の主力品目であるホタテ貝の漁獲量が大幅に減少し
たことにより、平成28年より再び減少に転じている（表
－４）。
主な輸出相手国・地域は香港、中国、米国で、これら
３カ国・地域で輸出金額の約６割を占めている。品目別
には、中国、香港等向けに輸出される「ホタテ貝」、タ
イ、エジプト等向けに輸出される「サバ」が上位となっ
ている（表－５）。
表-4 我が国の水産物輸出量・輸出金額の推移
（財務省「貿易統計」）

4. 北海道の漁業情勢
(1) 漁獲量・金額の推移
北海道における漁獲量・金額の推移として、漁獲量は
平成15年をピークに減少傾向にあり、平成28年には昭和
33年の統計開始以降、初めて100万トンを割り込んだ。
台風などが影響し、ホタテ貝やサケなどが不漁だったこ
とが主な要因である。漁獲高は前年比５％減の2,960億
円で、漁獲量減少で単価が上がり、過去５年間の平均
（2,853億円）を上回った（表－７）。漁獲量の内訳で
は、ホタテ貝が最も多く、次いでスケトウダラ、サケと
なっている。漁獲高の内訳では、ホタテ貝が最も多く、
次いで、サケ、コンブとなっている（表－８）。
表-7 北海道の漁獲量・金額の推移
（北海道水産林務部）

表-5 我が国の水産物輸出相手国・地域及び品目内訳
輸出相手国・地域

輸出品目

表-8 北海道の漁獲量・金額の内訳
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(2) 水産物輸出の動向
北海道から海外への水産物の輸出実績は、平成28年は
ホタテ資源量の減少により輸出量は前年から28％減少し、
８万トンとなっている。輸出金額は前年から15％減少し、
585億円となっている（表－９）。主な輸出相手国・地
域は中国、香港で、これら２カ国・地域で輸出金額の約
7割を占めている。品目別には、中国、米国等向けに輸
出される「ホタテ貝」、中国、ベトナム等向けに輸出さ
れる「サケ、マス」が上位となっている。（表－10）

表-11 ホタテ貝の漁獲量・金額の内訳
（北海道水産林務部）

表-9 北海道の水産物輸出量・輸出金額の推移
（財務省「貿易統計」）
表-12 北海道のホタテ貝輸出量・輸出金額の推移
（財務省「貿易統計」）

表-10 北海道の水産物輸出相手国・地域及び品目内訳

表-13 北海道のホタテ貝国別輸出量の推移
（財務省「貿易統計」）

(3) ホタテ貝の生産と輸出の動向
北海道におけるホタテ貝の漁獲量・金額の推移は、平
成26年の「爆弾低気圧」の高潮被害でオホーツク海側の
減産が続いていることに加え、平成27年の台風10号で噴
火湾の養殖施設が被害を受けたことが影響し、漁獲量は
30万トンと大きく減少している。漁獲高は前年比３％減
の948億円で、漁獲量減少で単価は増加傾向である（表
－11）。
北海道のホタテ貝輸出量は、平成25年以降は飛躍的に
増加したが、平成28年は不漁の影響により減少した。平
成28年の輸出額は前年比36％減の357億円、輸出量は前
年比16％減の４万トンとなっている（表－12）。国別輸
出量の推移は、中国向けが約3.4万トンと圧倒的に多く、
その他の国・地域は0.1～0.2万トン程度である。単価に
ついては近年増加傾向で推移している。（表－13）
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(4) 水産物の流通動向
北海道からの水産物輸出は約97％が海運であり、平成
24年以降、空輸は増加しているものの、その割合は全体
の３％に過ぎない（表－14）。「平成25年度全国輸出入
コンテナ貨物流動調査（国土交通省港湾局）」によると、
北海道からの海運による水産物の輸送方法には、北海道
でコンテナ詰めを行い、北海道から輸出するケースが
84％、北海道でコンテナ詰めを行い本州港湾から輸出さ
れるケースが９％、本州港湾でコンテナ詰めを行い、本
州港湾から輸出されるケースが７％であり、北海道港湾
からの輸出が圧倒的に多い。
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表-14 北海道の水産物輸送手段別輸出量
（財務省「貿易統計」）

(2) 地区別の漁業実態
室蘭市には追直漁港（第３種漁港）、イタンキ漁港
（第１種漁港）のほか、室蘭港の絵鞆地区、崎守地区が
あり、それぞれの漁港・港湾で連携しながら地域の水産
業を支えている（図－１）。追直漁港は沖合底曳き網漁
業の基地で、全道に51隻いる沖合底曳き網船のうち５隻
が基地港としているほか、イカ釣り漁業の陸揚げ基地で
もある。一方、ホタテ貝やクロソイの養殖、マツカワや
ホッキ貝の放流、ナマコやエゾバフンウニの中間育成放
流が行われている。イタンキ漁港は刺網漁業、タコ篭漁
業、採貝藻漁業が行われている。絵鞆地区はホタテ貝養
殖、採貝藻漁業、刺網漁業が行われている。崎守地区は
ホタテ貝養殖、カニ篭漁業、刺網漁業が行われている。

5. 室蘭市の漁業情勢
(1) 現状
室蘭市の水産業の歴史は古く、松前藩の室蘭場所とし
て、岩礁地帯のコンブ、砂浜地帯のホタテ貝、ニシンや
サケなどを対象として沿岸漁業が営まれ、過去には捕鯨
も行われていた。その後、沖合底曳き網漁業やホタテ貝
養殖漁業、刺網漁業、ウニ・コンブ採取漁業などが営ま
れるようになり、現在はスケトウダラを中心とする沖合
底曳き網漁業とホタテ貝養殖漁業が主力となっているほ
かクロソイの養殖、マツカワやホッキ貝の放流、ナマコ
やウニの中間育成・放流を行っており、平成28年の漁獲
量は約１万３千トン、漁獲高は約33億円であり、水産物
の供給基地となっている（表-15）。なお、平成28年度
の漁獲量の落ち込みはスケトウダラの不漁が原因である。
表-15 室蘭市の漁獲量・漁獲高の推移
（マリンネット北海道）

崎守地区

絵鞆地区

図-１ 室蘭市の漁業拠点位置図

6. 室蘭市の水産物輸出に関する取組
(1)ホタテ貝輸出の取組
室蘭ではホタテ貝の生育年数にて２年貝と３年貝を生
産しており、室蘭港の絵鞆地区、崎守地区、追直漁港で
養殖されたホタテ貝のうち、２年貝を活ホタテとして平
成24年から韓国へ継続的に輸出している（表-16）。輸
送には活魚専用トラックを使用し、小樽港から舞鶴港、
下関から韓国はフェリーを活用している（写真-１）。
３年貝についても、貝殻の直径が13㎝以上で形状のよい
ものを厳選し、高級ブランド「蘭扇（らんせん）」とし
て、平成27年から香港、シンガポールに輸出している。
蘭扇は、室蘭漁協とぎょれんの共同販売事業で、ぎょれ
んが道内の鮮魚等と混載してロットを確保し輸送コスト
の低減を図るとともに販売先の確保も行っている。また、
室蘭市も輸出拡大を目指し、平成28年にマカオで商談会
等を行っている。
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7. 室蘭市の水産物輸出に関する課題と解決策

表-16 室蘭市の２年貝輸出量・輸出金額の推移
22,051

輸出量（ｔ）

輸出金額（千円）
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(1)ホタテ貝輸出の課題と解決策
課題
①輸出量の伸び悩み
②単価の向上
③衛生管理
①ホタテ貝の輸出は取引先が限定的で取扱量が限られて
いるため、新規に販路を開拓する必要があるが、現状で
は新たな取引先は見つかっていない。
新たな販路を開拓するためには、日本貿易振興機構
（ジェトロ）や、北海道、北海道漁連が実施主体である
北海道農畜産物・水産物海外市場開拓推進協議会の行っ
ている海外見本市や国内外商談会に積極的に参加し新た
な取引先を見つけていくことが必要である。日本貿易振
興機構や北海道漁連では、水産物輸出に関する支援も行
っており、セミナー形式での情報提供の他にも個別の相
談も受けているため、積極的に活用することも必要であ
る。

②ホタテ貝養殖漁業は、成長に伴い海中に設置したカゴ
の中のホタテ貝の量を調整する必要があり、生産過程に
おける手間がかかる割には単価が安いため、生産者の生
産意欲を高めるためにも単価の向上が必要である。
単価の向上については、様々な取組を商談会等でアピ
ールし付加価値を高めていくことが必要である。北海道
写真-１ 活魚専用トラック
のホタテ養殖漁業は、平成26年より公益財団法人世界自
然保護基金（ＷＷＦ）の海洋管理協議会（ＭＳＣ）の認
(2)スケトウダラ輸出の取組
証を取得しているが、「ＭＳＣ認証」は、厳しい基準に
室蘭のスケトウダラは、主に追直漁港の沖合底曳き網
基づいて行われる国際的な認証で、環境への配慮と水産
漁船で漁獲されるスケトウダラの一部を抱卵していない
資源の持続可能な利用を実現した漁業に与えられるもの
ため国内では値が下がる９、10、２、３月に鮮魚として
であることから、世界的に環境保全が重要視されている
韓国へ継続的に輸出している（表-17）。輸出は法規制
なか、「ＭＳＣ認証」を取得していることはブランド力
により外国船籍による漁が無くなったことにより漁獲量
の向上につながる。また、室蘭で行っている垂下式の養
が増え、国内での値が下がったため、取組ようになった。 殖手法は海中に設置したカゴの中でホタテ貝を養殖する
ため、貝の中に砂が入らないうえに実入りがよく活力も
表-17 室蘭市のスケトウダラ輸出量・輸出金額の推移
あるとの評価を受けている。これらを積極的にアピール
し単価の向上につなげることが必要である。
輸出金額（百万円）

輸出量（ｔ）

Tuyoshi Oota,

Akaishi Takefumi,

③ホタテ貝養殖作業は、衛生管理体制下にある沖合人
工島にて作業を行っている追直漁港（写真-２）と、屋
根施設にて作業を行っている崎守地区に対して、絵鞆地
区は、現在、野天で作業が行われているため、鳥糞等の
異物混入や降雨、直射日光等の影響を受けている。
絵鞆地区の衛生管理面での遅れを解消し、室蘭ブラン
ドとして同一の評価を得るためには、屋根施設等の衛生
管理施設の整備を行う必要がある。
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種のポートセールスに取り組んでいる。
②輸出先である韓国では食の安全や品質に対する意識が
高まっており、ニーズに応えるためには徹底して衛生管
理に取り組み、評価と信頼を得ることが必要である。衛
生管理の取組は、既に沖合底引き網船では行われており、
滅菌海水設備を船に導入し、船内や漁具等は滅菌海水に
て洗浄されている。さらに水揚げしたスケソウダラは船
倉に入れず船上にて箱詰め作業を行っている（写真３）。今後は陸揚げ施設の衛生管理整備を図り、水揚げ
から出荷まで一貫した衛生管理を行いニーズに応える必
要がある。

写真-２ 追直漁港沖合人工島での蘭扇箱詰め状況
(2) スケトウダラ輸出の課題と解決策
課題
①輸送コストの増加
②食の安全品質への意識の高まり
①スケトウダラの輸出は、現在、トラックによる陸上輸
送が９割を占め、コンテナ船による海上輸送が１割とな
っている。陸上輸送は、トラックにより３～４日かけて
下関まで輸送した後、韓国へ輸出しているが、長距離ト
ラック輸送の規制の影響から運転手を２名確保する必要
があるため、運賃が以前に比べて２倍になっている。一
方、海上輸送は、輸送コストは安価であるが、輸送時間
が陸上輸送に比べ多くかかるうえに、天候や港の混雑に
より船待ちが生じ品質の低下を招くリスクがある。
輸送コストを抑えるには海上輸送の割合を増やしてい
くことが必要であるが、品質の確保が問題である。
室蘭漁業協同組合ではこれまで使用していた海水氷に
替わり海水チッ素氷を採用することを予定している。海
水チッ素氷は鮮度低下といわれる現象の一つである酸化
による魚体の劣化を防ぐ効果があるとともに、魚体を傷
つけない形状に製氷することができる。この海水チッ素
氷を活用することで鮮度保持期間を延ばし輸送コストの
安価な海上輸送の比率を増やすことが期待できる。さら
に海水氷と比較して溶けにくいことから氷の量を減らす
効果もあるため、１箱に入れるスケトウダラの尾数を増
やすことができ、輸送コストの低減も期待できる。なお、
室蘭漁業協同組合では補助事業を活用し、製氷施設を建
設する予定で、これまで民間企業から仕入れていた海水
氷より安価に漁業者に提供する予定である。
また、海上輸送は、室蘭港の現状として隔週でのコン
テナ船サービスとなっていることから、やむなく他港か
ら積み出しを行っているケースもあるため、JR貨物仕様
の12ftコンテナによる小口での輸出の検討を行う等、各

Tuyoshi Oota,

Akaishi Takefumi,

写真-３ 沖合底曳き網漁船箱詰め作業状況
（3）新たな魚種の可能性
室蘭市の漁業情勢で述べたとおり、室蘭市の水産物は
多岐にわたっており、ホタテ貝やスケトウダラとともに
新たな魚種の輸出に取組でいくことが必要である。
これまで輸送コストの問題から一定の量を確保できる
魚種に限られてきたが、今後は、少量での輸出を伸ばし
ていくため、北海道国際流通機構（ＨＩＤＯ）の小口輸
出を活用するなど新たな輸出の方法を検討していくこと
も必要である。
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