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□ 
日本の水産物輸出変動要因に関する分析
ー米国市場向けのクロマグロ，ホタテおよびブリを対象として 一

多 田稔＊ ・西永豊光 ＊＊ ．有路 昌彦＊＊＊

（＊近畿大学農学部 ＊＊株式会社食縁 ＊＊＊近畿大学世界経済研究所）

Analysis of Factors that Cause Fluctuation in Export of the Japanese Fish Products 

-For the Case of Bluefin Tuna, Scallop and Yellowtail -

(Minoru TADA, Toyomitsu NISHINAGA, Masahiko ARIJI) 

I背景と目的

水産物需要の世界的増加が見込まれる 中で， 日

本の水産物需要は人口の減少や高齢化，景気の低

迷，肉類との需要の代替等の理由によって減少し

ており ，水産業従事者の所得維持や漁村地域の経

済活性化 のために水産物輸出の拡大が望まれてい

る。例えば，政府は「農林水産物・食品の国別 ・

品目別輸出戦略 (2013年）」において，水産物輸

出 目標を 2012年の実績値 1,700億円から 2020

年の 3,500億 円 としている。

海外における日本食ブームは この戦略を実現す

るための重要なファクターとなっており ，下渡 [8]

は，「世界各地で急増している日本食レストランは，

日本文化， 日本食のショールームとして日本食 ・

日本食品の普及 ・拡大に重要な役割を果たしてい

る」と述べている。

ところが，日本の 1990年から 2015年までの水

産物輸出実績を見ると（第 1図） ，円建て金額ベー

スで 1,800億円から 2,760億円への 1.5倍 ，数量

ベー スでは最低の 20万トン (1999年）から最大

の 70万 トン (1990年）の範囲で変動しており，

増加傾向を示しているとは言い難い。 同じ期間の

農産物輸出実績をみると，農産物計の円建て金額

ベー スで 2.7倍，輸出の増加が際立つ味噌，醤油，

緑茶ではそれぞれ数量ベースで 4.7倍， 2.6倍，

15倍となっている 注1¥
このような事情を背景に多 田・ 中村 [10]は諸外

国における日本食レス トラン数と 日本からそれら

の国への農水産物輸出の相関を分析 し，味噌等に

おける裔い相関と水産物の低い相関から，海外 の

日本食ブームが水産物輸出の増加に直結していな

いことを指摘した。

そこで，水産物輸出が期待どおりに伸びず， し

かも年々大きく変動する要因を解明するため，主

要な輸出先の一つである米国による日本からの水

産物輸入動向を分析する。
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第 1図 日本の水産物輸出額の推移

資料 ：財務省『貿易統計』

（以下， 日本の輸出は当統計による。）

注 1)好調な農産物輸出に関しても ，神代 [5]は，

日本 食 材 が 活 用 さ れ る の は 知 名 度 の 高 い

一部の食品 ・食材に限られ， しかもそれらは海

外での現地生産化につながりやすいと指摘す
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る。醤油の輸出の伸びが相対的に低い理由とし

て，主要メ ーカーであるキッコーマン株式会社

による生産拠点の米国やシンガポール等への海

外展開がある。

II仮説と分析手法

日米間の貿易において日本の輸出量と米国の輸

入量は統計誤差がなければ同値であり ，両国間の

水産物貿易は双方が産地事情とエン ドユーザーの

情報を持つ相対取引で行われる。そこで，そのデ

ータの変動が日米どちらの側の要因によるものか

という問題が存在する。

先述のように米国の日本食ブームと 日本産水産

物輸入の相関は低い。そこで，米国側に主要因が

あるとして， 日本食の食材として日本産水産物へ

のこだわりが少ない，すなわち，米国市場におい

て日本産の水産物が米国産あるいは他国産の水産

物と 価格を通 じた競合関係にあるとの仮説を置く 。

次に， 日本側に主要因があるとして， 日本の国

内生産量の調節機能として，輸出が行われている

という仮説を置く 。この場合， 日本の国内生産融

と対米輸出量は正の相関を持つと考えられる。

日本から米国向けに輸出 される水産物として金

額の大きいものはホタテと缶詰等の調製品である

が，現地での日本食プームを活用できる ことや，

日本で養殖可能であり輸出需要の増加に応じて水

産資源の制約を受けずに増産可能という意味で，

クロマグロ ，ホタテおよび輸出データが近年に限

定されるもののブリを加えた 3品目を分析対象と

する。この 3品目の 2015年における対世界輸出

額は 日本の財務省貿易統計によるとそれぞれ 6億

円， 591億円， 138億円であり，その中で米国の

シェアはそれぞれ 20%, 22%, 84%である。サ

ケは日本食を代表する魚種の一つであるが対米輸

出が少なく，多くが中国タイ，ベトナム等に輸出

され，そこで加工されて再輸出されるため，当論文

の対象品目から除外している。

そこで，米国による日本からの水産物輸入関数

をクロマグロとホタテを対象として計測する。ブ

リは入手可能な輸出データが 2008年以降に限定

されるため，輸入関数の計測対象とはしない。

さらに，これらの分析結果を 2015年 11月に実

施 したニューヨーク (NY)とワシン トンDCの日

本料理店 4軒における経営者や利用客へのインタ

ビュー調査によって補完する。また，国内生産籠

の変動と輸出量の変動の相関を分析する。

III米国の日本食ブームと水産物輸入

JETRO [2〕による調査報告によると，米国にお

ける 日本食ブームは 1970年代に日本企業駐在員

向けの日本食レス トランが増加したと ころから始

まる。1980年代になるとアメリカ人の食生活に警

鐘を鳴らす「マクガバン ・レポー ト (1977年）」

もあって，米国人の間に健康食プームが生じ 日本

食が広まった。1990年代にはテイクアウトフー ド

店という業態の登場やアジア系経営者による日本

食レストランの開店が相次ぐとともに， 2000年代

に入ると NYに大型高級店が次々 と開店した。

日本食の健康性に関しては米国のみならずタ イ

国を対象とする JETRQ[4lでも指摘されており ，

園 [9]はタイ国における日本食はプーム期を過ぎ

て定着期に移行していると 指摘 している。また，

オース トラリアを対象とした藤岡 [!]は，ワーキ
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第2図 米国における水産物の生産と貿易

資料 ：NOAA National Marine Fisheries Service 

"Commercial Fisheries Statistics" 

国内供給＝国内生産＋輸入一輸出で推定。

（以下，米国の輸入は当統計による。）
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ング ・ホリデー渡航者の増加による日本食レスト

ランにおけるスタッフの供給という供給側の条件

も重視している。

JETRO [2lに次いで公表された JETRO[3lで

は，米国における日本人在住者の少ない）小Iにおけ

る日本食レストラン数が 2005年にかけて大きく

増加したが，その後，落ち着いていると報告され

ている。筆者による NYとワシントン DCの和食

レストランにおける経営者と利用客へのインタビ

ュー調査でも， 日本食レストランは中西部に若干

の空白域があるが，ほぼ全米に普及するとともに，

日本食は特別な料理ではなく日常的な料理になっ

たとの回答を得た。

このような日本食レストラン数の伸びに応じて

米国における水産物の国内供給が伸びたのかどう

かを見てみたい。第 2因によると， 1990年前後に

国内商業漁獲が急増し，その後も輸入の伸びが輸

出を上回るため，国内供給は増加傾向をたどった

推定される。

それを品目別に見ると，まずクロマグロ， ミナ

ミマグロ ，メバチで構成されるサシミマグロ全体

ではデータの入手できる 1995年以降 2000年にか

けて国内供給が約 3倍に増加したが，その後， 1

万トンから 1.4万トンの範囲で推移している。

クロマグロに限定すると，輸出が減少傾向にあ
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第3図 日本のクロマグロ漁獲羮と対米輸出

賓料：農林水産省『漁業 ・養殖業生産統計』

（以下， 日本の漁獲祉は当統計による。）

り，漁獲量と輸入量が逆相関するため，国内供給

量に トレンド的な傾向は見られない。主要な輸入

元はスペイン，メキシコ ，カナダ，次いで日本，

クロアチア，マルタ等である。

クロマグロの日本からの輸入量は変動が大きく，

（第 3図），味噌や緑茶等の輸入が安定的に増加傾

向を示すのと対照的である。 日本側からみると，

この傾向は対米輸出のみならず香港やタイヘの輸

出においても同様である。

次に，ホタテに関しては 2000年前後に米国に

おける国内供給が 3万トン弱から 4万トン台へと

急増した後， リーマン・ショックの起きた 2008

年から 3万トン台に向けて減少している。この変

化の多くは国内生産量の変化である。主要な輸入

元は中国， 日本，カナダ，アルゼンチン，ペルー

であり ，輸出先はカナダと欧州諸国である。また，

ホタテは中華料理の食材等に利用されることが多

いため，米国における国内消費の変化は必ずしも

日本料理への食材需要を反映したものではない。

日本のホタテ対米輸出量はクロマグロと同様に

年次変動が大きい（第 4図）。ホタテの貿易は冷凍

品と加工品に大別され， 日本から米国に輸出され

るホタテは大部分が冷凍品であり，寿司用のサイ

ズの大きい天然ものの貝柱や，ソテー用のサイズ

の小さい狸殖ものをボイルしたものが多い。
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日本のブリ輸出の大部分は米国向けで増加傾向

にあり ，最近は冷凍品の割合が増えている（第 5

図）。冷凍品（フィレ）の主な仕向け先は中国 ・韓

国系の低価格業態である（養殖ビジネス編集部[ul)。

ブリは同種の競合品目が存在しないという特徴

があり，ハワイ産カンパチ，豪川産ヒラマサやサ

ケとの競合が指摘されるものの（プロマージャパ

ン [7 l, 西永 [6]) , 現時点ではクロマグロやホタ

テに見られるような輸出最の年次変動は観察され

ていない。輸出には計画生産に適した養殖ものが

仕向けられることが多いが，獲殖生産量は国内価

格下落を反映して減少傾向にある。

2010年から 2013年にかけて輸出の増加 ととも

に価格が下落したためブリ市場の飽和が懸念され

たが，その後 2015年にかけてドル建て価格の下

落を招くことなく （円安により円建てでは上昇）

輸出増加と両立させている。さらに，「よりおいし

い食材」として冷凍品へのニーズが高まっている

という指摘もある（簑殖ビジネス編集部 [12り。
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第5回 日本のブリ 対米輸出

w輸入関数の計測と 考察

日本の水産物が米国市場において米国産あるい

は他国産の水産物と価格を通じた競合関係にある

という仮説を検証するため，米国による日本から

のクロマグロとホタテの輸入関数を計測し，価格

弾力性の値を推定する。

米国の輸入量は在庫変動を無視すると ，

米国の輸入量(M)

＝国内需要紐(D)ー国内生産量(S)+輸出量(X)

=D(Y, P)-S+X 

であり，

米国の 日本からの輸入量 Mj=Mj (M, P) 

=Mj (Y, P, S, X) 

となる。ここで， Pは代替材を含めた価格体系ベ

クトル， Yは米国の所得である。

そこで，米国の日本からの輸入関数を二つの関

数型によって計測する。一つは，まず米国の輸入

最 M を米国の所得や嗜好の変化を示すタイムト

レンド T,価格体系 Pおよび米国の国内生産品 S

によって説明した後，米国の日本からの輸入醤

MjをM とPによって説明する関数型 Aである。

他方は，米国の日本からの輸入量 Mjを T,pお

よび Sによって説明する関数型 Bである。この計

測において，輸出最 Xは同時に他国の輸入量でも

あり 他国の生産罷や所得の影蓉を受けること，お

よび米国の輸出量が輸入量に比べて相対的に少な

いことから， Xを説明変数として採用していない。

以上のデータは，米国海洋大気庁 (NOAA)の

ホームページで公開されている崩業漁獲量と貿易

のデータによる。なお，米国の輸入価格データは

当該財の輸入額を輸入数量で除して算出した。

続いて，輸入関数の計測結果を第 1表に示す。

当計測において全ての被説明変数，ホタテの米国

国内生産量および多くの価格変数において単位根

が存在するという帰無仮説が棄却されなかったた

め，変数の階差をとった回帰を行った。

タイムトレンドと国内生産量の係数である aと

dに関しては，それぞれ符号条件は正と負である

が，これに反する有意な符号を持つ計測式は得ら

れなかった。また，クロマグロの代替財（ミナミ

マグロとメバチ）価格を説明変数として用いる⑤

式は計測期間が 11年間と短くなり ，代替財価格

に有意な係数が得られなかった。
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第 1表 米国輸入関数の計測結果

A型 ：In (M) = a T + c In (P) + d In (S) + e B型 ：In (Mj) = a T + c In (P) + d In (S) + e 

In (Mj) = b In (M) + c In (P) + e 

b 
C 

d a 
讐I 被説明変数 p、v/CPI P j/CPI Ps/CPI Pb/CPI P j/Pw 決定係数 DW 計測期問 ；贔

クロマグロ（輸入計） 0 I 11 -1 083" 0 055 0 69 I 78 1996-2014 ①g 

A型 Iクロマグロ（輸入計） -0 077 -2 013 ．． 0.430' I 711 -0 081 0 77 2 00 2003-2014 ② 

クロマグロ（日本から） I 377 ．． -I 104 ．． 0 94 2 39 2000-2014 ③g 

・-クロマグロ（日本から） 0.092 -1.034 ．． 0.058 0.79 2.56 2000-2014 ④g 
B型 I

0.001 -0.922 ．． 0.257 3.849 -0.352 0.78 1 .40 2003-2014 ⑤ 

A型 I
ホタテ冷凍（輸入計） 0 023 -0.738' -0 536. 0 30 2.78 1991-2014 ⑥ 

ホタテ冷凍（日本から） I 188 .. -2 115 
.. 

0 62 2.36 1991-2014 ⑦ 

B型 Iホタテ冷凍（日本から） 0.063 -l.281' -1.108° 0.36 2.35 1991-2014 ⑧ 

A型 I
ホタテ加工（輸入計） 0 012 -1 323 ．． -0 155 0 39 2 55 1991-2014 ⑨ 

ホタテ加工（日本から） 0 578 ．． -0 478 0 68 2 17 1992-2014 ⑩g 

B型 Iホタテ加工（日本から） -0.019 --0.982. -0 139 0.47 1.89 I 992-2014 ⑪g 

注 ：1)変数 M: 米国における当該財の輸入砿 Pw: 米国における当該財の輸入平均価格

Mj: 米国における当該財の日本からの輸入凪 Pi: 米国における当該財の日本からの輸入価格

T: タイムトレンド Pb: 米国におけるメバチマグロの輸入価格

s: 米国における当該財の生産祉 Ps: 米国におけるミナミマグロの輸入価格

CPI: 米国における消牲者物価指数

2)推定値 a, b, C, dの有意水準 ：** 1 %未満，*5%未憫

3) 式番号の gは一般化最小二乗法 (GLS)による回帰を示す。

以上の計測結果によると，クロマグロの日本か

らの輸入はマイナス 1.0に近い価格弾力性を示し，

冷凍ホタテの場合もマイナス l.28~マ イナス

2.12である。貿易量は少ないが，加工ホタテに関

してはマイナス 0.48~マイナス 0.98である。

これは，米国における輸入価格の低下が輸入数

蔽の同等かそれ以上の増加をもたらす こと， すな

わち， 日本産が米国市場において米国産または他

国産のもの，あるいは他 の品目との価格競争状態

にある証左であると考えられる。

我々の現地調査によっても，定食で 2,000 ~

3,000円水準の中級レストラ ンでは，店舗側のみ

ならず顧客側も日本産食材に対する要求がなく ，

クロマグロの トロ部位が必要な場合にはメキシ コ

産の蓄蓑クロマグロで対応しているという ，上記

の価格弾力的な輸入関数を支持する結果を得た。

ここで，もう一つの可能性として， 日本の国内

生産の変動が日本の輸出量の変化 となり輸出価格

を変動させていることも考えられるため，国内生

産変動と 輸出藷ある いは価格の連動性を観察する。

まず，クロマグロに関しては，第 3図が示すと

おり日本の漁獲量と対米輸出量の間には相関が見

られない。 ホタテに関 しては日本の天然漁獲量

（「地撒き」という栽培漁業の形態をとる）と米国

による日本からの冷凍品輸入搬の間にプラス

0.60の相関があり（養殖生産量の相関はプラス

0.05), 日本の漁獲変動が輸出増減に影態している

とも言える。なお，データの期間は， クロマグロ

が 1995~201 5 年の 20 年間，ホタテが 1990~

2015年の 25年間である。

ホタテに関して，この点を もう少し詳細に見て

みたい。米国の輸入価格を産地国別に見ると，価
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格が高い日本とカナダ産，価格の安い中国，ペル

ー，アルゼンチン産に大別される。このうち平均

価格と相関が高いのは日本 (0.82),カナダ(0.90),

ペルー (0.88) であり， 日本と相関が高いのはカ

ナダ (0.88) とペルー (0.88) である。このよう

に， 日本産のホタテは主要国との間で価格が連動

しながら， 日本国内の需給も反映して価格が決定

されているものと推測される。

V まとめ

日本の水産物輸出量の年次変動が大きい要因を

解明するため，水産物の有望市場の一つである米

国における日本からの輸入関数を計測した。その

結果，クロマグロとホタテに関しては輸入の価格

弾力性がマイナス 1.0前後であると推定された。

その結果に基づくと，クロマグロとホタテに関

する限り， 日本の輸出水産物は米国市場において

米国産あるいは他国産の水産物との価格競争に直

面しており，需要者が価格条件によって輸入元を

切り替えることが日本からの輸出量が大きく変動

する要因であると判断される。 NYとワシントン

DCにおける日本食レストランでのヒアリングで

もこれを裏付ける証言を得た。米国において日本

食が普及したとはいえ，その食材として必ずしも

日本産のものが必要とされていないということで

ある。ホタテに関しては，輸出する日本側の生産

増減も同時に輸出変動要因であると判断される。

ブリに関しては完全な同等品が存在しないため，

価格の下落を招くことなく輸出を伸ばしてきたが，

輸出先が米国市場に偏るという不安定性を内包し

ている。 2013年以降の輸出の増加は米国の需要増

加（需要曲線の上方シフト）のみならず，それに

対応して出荷先を日本国内から米国にシフトさせ

た円安という要因も見逃せないと考えられる。

以上の分析結果に基づくと， 日本の水産物輸出

戦略という視点からは， 日本側からオファーする

価格を引き下げると日本産への需要が大きく伸び

る，あるいは，価格を一定程度引き下げることに

よって生産量の増分を輸出することができるとい

うインプリケーションが得られる。ただし，価格

を引き下げると生産コストをカバーしうるのか，

さらなる吟味が必要である。
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