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1．はじめに 1 

魚類養殖をめぐっては，長引く価格低迷とそれに

伴う経営不振が常態化し，資金繰りの悪化や後継者

の不在等による養殖業者の廃業が相次いでいる。魚

離れにみられる食の嗜好の変化や人口減少，長期化

するデフレ経済など，養殖魚類をめぐる状況が悪化

するような条件が並び，水産庁では需要に見合った

生産を促す養殖生産数量ガイドライン 1)を定めたり，

輸出の拡大を図るなど，安定的な養殖経営を目指し

て，さまざまな対策を講じている。 

このような状況は魚類養殖が盛んな愛媛県宇和海

でも同様で，生産～加工～流通～販売～消費のさま

ざまな段階でミスマッチが発生し，最終的に養殖経

営の悪化につながっている。こうした魚類養殖の課

題を解決するにあたっては，市場・流通分析，経営分

析など多岐にわたるアプローチが試みられ，既に一
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定の研究蓄積がある。愛媛の魚類養殖に関しても，産

地競争力を論ずるものや 6 次産業化の取り組み，産

業としての今後の方向性等の議論が確認できる 2)。

さらに，2010 年の地域漁業学会では，「養殖マダイの

価値再生－商品として，消費から生産～加工・流通を

見直す－」というシンポジウムが組まれ，経済的な価

値のみならず非経済的な領域においても養殖マダイ

の価値が再検討された 3)。養殖業をめぐっては，あら

ゆる角度から疲弊する産地を救済するための議論が

交わされている。 

ところで，宇和海の養殖業は「産地流通業者」と呼

ばれる養殖の総合商社的企業の存在に大きな特徴が

ある。産地流通業者は，宇和海の養殖業の発展に多大

な貢献をしてきたが，近年の魚価低迷や養殖業者の

減少のなかでは，そのビジネスモデルがうまく機能

しない場面も見られるようになってきた。一方で，こ
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れまでの産地流通業者のビジネスモデルを踏襲せず

に養殖業者とかかわりを持ち，宇和海の養殖水産物

を販売する企業も出現している。 

本稿では，愛媛県南予地域の特徴であり，魚類養殖

業を支えてきた産地流通業者の役割を整理しつつ，

宇和海において地域発の新たな加工・流通システム

を築こうとしている A 企業に焦点を当て，養殖魚の

付加価値を創出しながら産地加工を展開する同社の

市場適合システムについて分析する。それと同時に，

A 企業が構築する流通チャネルが如何なる機能を有

し，如何なる意義を持つのかを明らかにし，A 企業の

取り組みから宇和海の養殖業の今後の方向性につい

て考察してみたい。 

 

2．宇和海における魚類養殖業の特徴 

1）宇和海の魚類養殖業の概要 

愛媛県の沿岸部は，おおまかに東予・中予地域に面

する瀬戸内海と南予地域に面する宇和海に分けられ，

海面養殖業は自然条件に恵まれた宇和海に集中して

いる。宇和海では 1960 年代初頭にハマチの養殖が開

始されたのを皮切りに，70 年代からはマダイ養殖が

本格化し，現在はトラフグ，ヒラメ，シマアジ，カン

パチなど，多様な魚種が養殖されるようになった 4)。

毎年のように発生する赤潮や魚病等に悩まされなが

らも，宇和海の魚類養殖は急激に生産力を高め，1978

年以降，愛媛県は全国一位の生産量を保持している。 

魚類養殖生産量は，ほとんどがブリ類とマダイで

あり，ブリ類は 1970 年代後半の驚異的な増加後，全

国的な生産過剰により養殖ブリ類の価格が低迷した

ことや，魚病が多発したこと等から，比較的病気に強

いマダイへの転換が進み，1998 年には，養殖マダイ

の生産量がブリ類を上回った 5)（図 1）。愛媛の魚類

養殖業は全国トップクラスの生産量を誇るものの，

ここ数年は生産量，経営体ともに減少傾向で推移し

ており，養殖業の衰退が危惧される。 

 

2）産地流通業者の登場と魚類養殖業の発展 

（1）産地流通業者の登場 

宇和海では，ハマチ養殖が開始された当初，養殖業

者は魚を自ら消費地に出荷していたが，1960 年代後

 
図 1 愛媛県における魚類養殖業の生産量および経営体の推移 

資料：愛媛県農林水産統計年報 
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半以降，県漁連が養殖魚販売をスタートさせると，そ

れと同様の流通業務を手掛ける民間企業が出現した

6)。そういった流通業務に進出した民間企業を宇和海

では「産地流通業者」7)と呼んでいる。現在，約 10 企

業ほどある産地流通業者は，宇和島市周辺に点在し，

大規模な生産者が多い愛南町 8)では，事業展開はあ

まりされていない。 

（2）産地流通業者の機能とビジネスモデル 

産地流通業者の機能・役割については，いよぎん地

域経済研究センターの業界調査報告書（1998 年）に

おいて，産地流通業者の具体的な事業展開について

は，竹ノ内（2011 年）によって既に詳しくまとめら

れているが 9)，本稿でも産地流通業者のビジネスモ

デルを概観しておく。 

県内の産地流通業者の多くは，70～75 年に頃に創

業，もしくはもともと餌料販売などを行っていた企

業が養殖魚販売事業を開始しており 10)，ある企業は，

養殖業者から成魚販売を要望されたことをきっかけ

として成魚販売に進出している 11)。 

図 2 は，産地流通業者を介した養殖魚類の流通ル

ートである。まず，生産段階では，特定の複数の養殖

業者を対象（養殖業者側も複数の産地流通業者と取

引している）として餌や種苗を販売し，その養殖業者

が生産した養殖魚を買い取っている（餌等の取引関

係がない生産者からも購入する）。この際，産地流通

業者は，餌等を「掛け」として供給し，養殖業者から

買い取った成魚を売ることで売掛金を回収している

12)。産地流通業者の収益構造として最も重要なのは

餌料販売であり，成魚の買い取り・販売は餌を購入し

てくれる養殖業者へのサービスに近い位置づけとな

っている。なお，成魚の販売は B to B を基本とし，

消費地サイドの求める品ぞろえや商品補充に応える

ために周年出荷や活魚・鮮魚以外の加工品対応も行

っている 13)。 

さらに生産サイドに対しては，上記の種苗・餌供給，

成魚買い取りのほかに，各種機材・設備，医薬品の供

給や，資金供給という金融機能も有しており，養殖業

者の一連の活動を総合的・包括的にサポートしてい

る 14)。宇和海の養殖業においては，産地流通業者が

餌料・種苗等の販売の見返りに成魚を買い取るとい

う，取引慣行が長年行われているのである。現在，宇

和海の養殖魚類のうち約 7 割が産地流通業者を通じ

て取引されるといわれ 15)，産地流通業者の動向が宇

和海の養殖業を左右すると言っても過言ではない。 

 

3）魚類養殖業の今日的課題 

冒頭でも述べたように，宇和海の魚類養殖を取り

巻く環境は全国のそれと同様に厳しい。図 2～3 はブ

リ養殖業およびマダイ養殖業の漁業所得の動きを

 

 

見たものであるが，漁家経営は黒字と赤字を繰り

返し，非常に不安定な経営状況にある。養殖資材費や

餌料の高騰等によるコスト高，過剰生産による価格

安など赤字経営の要因を挙げれば枚挙にいとまがな

図 2 ブリ類養殖業の漁業所得，販売単価，生産原価の推移 
資料：愛媛県ホームページ公表データ（原資料：愛媛県農林

水産統計年報） 
注：2007 年以降は香川県，愛媛県及び高知県の平均値。 
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い。ブリ類とマダイではコスト構造や価格形成要因

が異なるが，経営状況は両者ともに深刻な状況にあ

ることには変わりない。 

前節で述べたように，産地流通業者は宇和海の魚

類養殖において非常に重要な役割を果たし，生産者

にとっては安定した販売先が確保できるという利点

もあった。しかしながら，利益率が比較的高い餌や種

苗の販売を主な利益源とする産地流通業者の事業構

造においては，養殖魚の需要動向に関係なく生産が

過剰傾向になってしまい，魚価低迷の悪循環を助長

しているという指摘もある 16)。 

さらに，このような養殖業者は，自分たちが作った

ものを産地流通業者に渡すことで業務が完了してし

まい，生産した養殖魚がどこでどのように売られて

いるのか，どのような評価を受けているのかを知ら

ずにいる。宇和海の養殖経営について詳細な検証を

行ったわけではないが，生産者が経営に問題を抱え

ていることは明らかであり，採算性が高かった時代

の産地流通業者との関係と，養殖魚が飽和状態下に

ある現在の関係では，産地流通業者のビジネスモデ

ルも，生産者のマーケットへの向き合い方も変容が

迫られているのではないだろうか。 

上記の問題とも関連するが，阿部（2005 年）は，

愛媛県の水産物流通の問題点に，素材型販売から加

工型販売への対応の遅れを挙げている。すなわち，中

食・外食産業においてすぐに調理ができる 1 次・2 次

加工された状態での食材が望まれており，マーケッ

トインの発想を取り入れ，地域水産業全体として対

応することが重要であると指摘している 17)。一方，

竹ノ内（2011 年）も，産地流通業者が市場の荷受業

者や量販店等のバイヤーとの取引に重点を置いてき

たことにより，産地サイドの想いと消費サイドの顧

客満足あるいは顧客価値にギャップが生じているこ

とを指摘している 18)。 

漁業は自然条件に大きく左右される産業であるた

め限界はあるものの，マーケットインへの転換が水

産業の抱える問題を解消する解決策のひとつである

ことは，民間企業だけでなく行政においても既に認

識されている 19)。しかしながら，現在の産地流通業

者を中心とした流通システムでは，マーケットイン

への転換が必ずしも果たされているとは言えず，宇

和海の養殖業者が提供する生産物と消費者ニーズの

乖離を如何に解消していくかが，重要な課題となっ

ている。 

 

3．新たな産地加工・流通のビジネスモデル－A 企業

の取り組み－20) 

1）地域の要請－設立の背景－ 

 次に，宇和海において地域発の新たな水産物加

工・流通に取り組んでいる A 企業の事業を詳しく見

ていきたい。 

A 企業は，「自分たちで獲った魚を自分たちで売る」

というコンセプトのもとで，巻き網・すくい網青年部

のメンバーを中心として結成された地元漁協の下部

組織を前身としている。組織結成の背景には，養殖に

限らず宇和海水産業の抱える実情があった。すなわ

ち 1 つ目は，宇和海の漁船漁業で盛んなまき網等の

水揚高の減少である 21)。2 つ目は，前述したように

宇和海を支える産業である養殖業者の廃業増加と，

それに伴う生産量の減少である。3 つ目は，漁獲量減

少の影響を受けた加工業者，出荷業者等による仕事

の取り合いが，価格競争を激化させていることであ

る。そして最後は，不況等の煽りを受けて，働く場が

徐々になくなりつつあることであった。 
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表 1 投機的流通と延期的流通の比較 

 投機的流通 延期的流通 
取引関係 市場取引関係 垂直的提携関係 

需給調整時期 事後的調整 

同時進行的調整 

（事後的調整が補

完） 

需給調整手段 在庫 
情報（在庫が補

完） 

生産コスト 低い 高い 

販売リスク 低い 低い 

在庫リスク 高い 極めて低い 

消費者ニーズの柔

軟的対応 
不可 部分的可 

資料：西島（2009 年），p.29 の表 2 を引用。 
注：引用文献では，投機的マーケティング，延期的マーケティン

グという用語を用いている。 

 

4．おわりに：新たな加工・流通業態にみる産地の方

向性 

本稿は，愛媛県宇和海において地域発の新たな加

工・流通システムを築こうとしている A 企業に焦点

を当て，養殖魚の付加価値を創出しながら産地加工

を展開する同社の市場適合システムについて分析し

てきた。 

宇和海では，産地流通業者が養殖魚類の強固な集

荷力と販売力を背景に，養殖業の発展に大きく寄与

してきたが，近年は魚価の低迷等の影響に加えて，成

熟化した市場のなかで「投機」的流通システムが機能

しづらくなっている。とはいえ，産地流通業者との取

引関係を長年維持してきた養殖業者にとっては，現

在のシステムを脱して，自律した経営を目指すこと

も難しく，結果，産地疲弊の一因となっている可能性

もある。 

こうしたなか，A 企業の事業は，これまでの宇和海

の養殖魚類取引を踏襲しない形で展開されている。A

企業のビジネスモデルは，産地と消費地をつなぎ，生

産サイドに対しては契約生産によりリスク軽減を負

担するとともに，生産物に対する情報を伝達，あるい

は新たな養殖魚の生産を依頼することで生産物の付

加価値を高めた。実需者に対しては，密接な連携を図

り協同で商品コンセプトを作り上げ，ニーズに合わ

せた納品物を供給することで信頼関係を築いてきた。

みかんフィッシュの開発では，大手回転寿司チェー

ンとの取引につながったが，この成約要因としては，

消費者に訴えかけやすい商品開発を行ったこと，寿

司ネタにとして利用しやすい厳格な仕様で納品した

ことであろう。このみかんフィッシュの取り組み，は

大手回転寿司チェーンにとっても次の事業展開へと

つながり，子供や女性にも受け入れやすいことから，

普段あまり魚を食べない層が，フルーツフィッシュ

をきっかけとして，水産物消費を拡大することも期

待できる。 

また，みかんフィッシュの流通からは，A 企業が

「延期的」流通を実現していることが確認できた。生

産者から実需者まで流通チャネル全体をつなぐこと

で，実需の把握を大幅に引き延ばして延期的流通を

可能にし，消費者ニーズに適合した流通を構築して

いることが明らかになった。こうした取り組みが，停

滞する産地においてひとつのモデルとして活用され

ることが期待される。 

 
注 
1)  養殖生産数量ガイドラインは，国内の需給バランスを

図るための生産目標数量を示しており，平成 27 年漁期の

生産目標数量は，ブリ及びカンパチあわせて 14 万トン，

マダイ 7 万 2 千トンである。ただ，養殖生産数量ガイド

ラインをめぐっては，生産目標量の設定自体や実効性に

対して疑問視する声もある。 
2)  宋政憲「マダイ養殖産地の展開過程と産地競争力－愛

媛県の下波地区を事例として－」，『地域漁業研究』第 38
巻第 2 号，1998 年，pp.97-112，前潟光弘「魚類養殖業の

新たな販売戦略－養殖魚種の多様化から 6 次産業化へ向

けた愛媛県の取り組み－」多田稔ら編『変わりゆく日本
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漁業 その可能性と持続性を求めて』（北斗書房，2014年，

pp.95-104），四宮陽一「宇和海魚類養殖のめざすべき方向」

村田武編『愛媛発・農林漁業と地域の再生』（筑波書房，

2014 年，pp.223-248）など。 
3)  本シンポは，若林良和「養殖マダイの価値再生－商品

として，消費から生産～加工・流通を見直す－」，『地域

漁業研究』51 巻第 3 号，pp.1-20，2011 年，久賀みず保「末

端流通における養殖マダイの使用価値－組織型小売業に

みるマダイ取扱実態の分析－」pp.21-42，柳珉錫・山尾政
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附記 

本研究は，文部科学省 地域イノベーション戦略支

援プログラム「えひめ水産イノベーション創出地域」

および宇和海水産構想推進協議会 受託研究「宇和海

における販売戦略の検討」における研究成果の一部

です。 
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