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資料２－３ 
 

ヒアリング説明資料（農産物輸出） 
 

 

（氏名・名称）片山寿伸・農業生産法人 片山りんご有限会社 

 

（所在する県・市町村名）青森県・弘前市 

（活動概況） 

日本のりんごの約５０％を産出する青森県内で、りんごを中心とする落葉果樹の栽

培を行う農業生産法人。栽培面積約１３ha。１９９７年産りんごの消費地市場価格

の低迷で生産原価割れを経験したことが直接の動機で海外市場開拓の必要性を感

じ、１９９９年産りんごから英国向けりんご輸出を開始。グループ生産者４６名と

「岩木山りんご生産出荷組合」を組織し、小ロットではあるが商社を介さない直接

貿易の形態で英国への輸出を継続中。２００３年産りんごに関しては東北大学稲村

教授の、国産りんご中国本土直接輸出プロジェクトに参加する機会を得、本年４月

に中国本土天津新港陸揚げに成功。国内では、生産履歴付りんごの販売を行い、東

京都生産情報提供食品事業者として登録。 

   

（今後の活動の展開方向） 

① 英国へのりんご輸出の条件であるEUREPGAP認証の本年度中の取得。 

② EUREPGAPを参考に、日本の果樹栽培の現場に適した緩やかな規範としての日

本版適正農業規範の自社版作成。 

③ 米国等に比べ、欧州向けのりんご輸出は容易である。また今後、欧州でも健康

志向が益々高まると思われる。そこで、欧米には定着しないといわれてきた贈

答用高級果実の販売可能性を探る為、２００５年２月にベルリンで開催される

果樹の国際見本市「FRUIT LOGISTICA ２００５」への出展を予定。ホーム

ページを利用した生産履歴の公開により、見た目、味ともに世界最高品質を誇

る国産りんごに、さらに「安全」というポイントを付加し、「日本では、大切

な人には果物を贈ります。」というコンセプトで欧州への売込みを図る。 

④ 東北大学稲村プロジェクトに全面的に協力し、中国本土の富裕層をターゲット

に国産りんごを売り込む方策を探る。 
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（政策への提言） 

昨年３月、外国人審査員によるEUREPGAP審査を実際に経験し、GAPは現在日本で

進められている「攻めの農業」にも不可欠の要素の一つであると感じた。 

EUREPGAPの特徴として、下記４点が挙げられる。１．消費者に安全な農産物を提

供するという目的で導入された、量販店主導の規範である。２．農場内で(Pre fa

rm gate：農場の門を出るまでに)守るべき規範であり、貯蔵及び出荷段階には関与

していない。３．審査は第三者認証機関による予告無しの訪問が基本となる。４．

量販店が農産物仕入の段階で要求する認証で、日本の「有機認証」マーク等とは異

なり、Eeurep Gap マークを小売段階で前面に出して使用することは想定されてい

ない。 

欧州の量販店がEUREPGAPを導入したそもそもの動機は「自社の看板に傷を付けな

い」為であると思われるが、これによって確かに欧州の消費者は、安全な農産物だ

けを手にすることができ、EUREPGAPはこの意味で、量販店と消費者の双方にとって

メリットのあるシステムである。また、生産者にとっても農業生産現場での意識的

な経営改善につながるので、増収増益のメリットが期待できるとされるが、その一

方で、国産農産物か外国産農産物かを問わず適用されるこのEUREPGAPというフィル

ターを通すことによって、生産コストの面で非常に競争力の強い一部の外国産農産

物の無制限の輸入に一定の抑制がかかり、結果的に欧州の農産物生産者の相対的競

争力アップにもつながっている。審査費用は生産者負担だが、国はこの審査費用の

助成をするという形でこのシステムに関与している。農産物の生産条件も流通条件

も欧州とは大きく異なる日本にこのシステムをそのまま適用する事はできないが、

EUREPGAPには上述のように盾（守り）と矛（攻め）の双方の性格が備わっており、

我々の「攻めの農業」においても参考になる点があるのではないだろうか。 

日本でも現在、大手量販店は独自の生産・流通基準を開発し、第三者認証を伴う

ものもある。そして、食の安全を確保する為のこの流れは次第に加速していくもの

と思われる。しかし、私は生産者の立場から、まずは「緩やかな規範」としての日

本独自の適正農業規範が早急に開発されることを望む。日本のまじめな農家なら誰

もが実際の農業生産現場で現に守っている農作業の基本的な決まりがそのまま文

書化された程度の、日本全国共通のいわば"Japan Gap"といったものをまず成立さ

せた上で、各量販店が独自の厳しい自店Gapを打ち出すべきであると思う。 

 

（その他） 
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中国出張報告書                 農業生産法人 片山りんご有限会社 
                                   片山 寿伸 
 
目的：２００４年４月４日（日）天津港に陸揚された当社出荷りんごの着荷状態並びに中

国側通関業務、検疫業務の確認 
日程：２００４年４月８日（木）20：30 北京着 
   ２００４年４月９日（金）～４月１０日（土）現地調査 
   ２００４年４月１１日（土）08：15 北京発 
同行者：西宮公平氏（秋田海陸運送株式会社 常務取締役）ほか 
     
 
２００４年４月９日（金）午前 
訪問場所：天津天保緑博国際食品貿易有限公司 
調査内容：保税倉庫現況視察並びに保管商品品質調査 
応対者：包建雪 Bao Jianxue（天津天保緑博国際食品貿易有限公司 総経理） 

Wang Jing（北京市果品公司 副総経理） 
 
青森県のりんご冷蔵設備の庫内温度設定は 0℃±0.5℃、湿度は 90％以上である。りんごは

乾燥に弱く、普通の冷蔵設備では水分抜けに伴う品質劣化が懸念される。天津の保税倉庫

は冷蔵倉庫で、庫内温度は摂氏+2℃、湿度 76％と、青森県の産地冷蔵設備に準じた庫内環

境であり、りんごの短期冷蔵貯蔵庫としては十分である。 
庫内でサンプルをいくつか箱から出して品質を調べた。指による打音検査ではカンカンし

た高音が得られ、硬さはこの時期としては十分保たれている。目視による外観検査では、

２２玉・２４玉 1 箱に付、それぞれ数粒程度、薄い「ヤケ（SCALD）」障害が発生しかけ

ていた。専門家が見てやっとわかる程度なので、現場では誰もこれを問題にする人はいな

かった。SCALD は、りんごの尻の部分の果皮が薄く褐変する生理障害で、特に大玉に出現

しやすい。 
天津天保緑博国際食品貿易有限公司会議室で、24 玉 1 箱を開け、15 人程度で試食した。食

味に関しては全員が良好と判断した。日本人の中国駐在者は「日本のりんごはやはりうま

い。爽やかさがある。中国のりんごは甘いだけで後味がさっぱりしない。」と評価したが、

中国で主流の「ふじ」に対し、「陸奥」は甘みもあるがもともと酸味の強い品種であるため

と思われる。確かに食味は良かったが、陸奥の大玉（２６玉以上）に関しては、通常２月

までの販売が望ましく、４月の現在では旬のものより硬度が劣ることは否めない。 
ＣＲＩＳＰＩＮという英国での名に恥じない「ぱりっとした」陸奥本来の食感を持ち、な

おかつ２６玉以上の濃いピンクの大玉で注目を集めるには、春節までの販売が望ましいと

思われる。 
CCTV７（農業専門チャンネル）の取材在り。4/20 以降 21 時台の特集で、店に並ぶまでを

放映するとのこと。 
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２００４年４月９日（金）午後 
訪問場所：天津保税区海関 
調査内容：通関手続 
応対者：Zheng Cai Ming（副関長） 
 
質問：税関と植防の組織関係 
質問：税関と植防の通過順序 
海関回答：税関と植防は独立した組織であり通関は以下の手順で行われる。①陸揚、②税

関登録（海関）、③植物防疫検査（CIQ）、④関税支払（海関）、⑤通関（保税区からの搬出） 
 
質問：生鮮品通関のチェックポイント 
海関回答：チェックは、価格と量が現実の商品と一致しているかどうかのみ 
 
質問：関税率及び通関業務の時間帯 
海関回答：輸入りんごの関税率は昨年 13％、今年 10％。通関時間は、08：30～17：30（電

子申告の場合）。但し土日祝日は除く。臨時開庁も可能だが実績はほとんど無し。 
 
２００４年４月９日（金）午後 
訪問場所：天津新港コンテナヤード 
調査内容：コンテナ陸揚状況 
 
２００４年４月９日（金）午後 
訪問場所：天津出入境検験検疫局 
調査内容：検疫内容 
応対者：候雲生 Hou Yun Sheng（副主任） 
    Wang Yue（検験検疫二科 科長） 
 
質問：中国輸出青果物の生産者として特に注意すべき病害虫 
質問：検査に要する日数と 2 回目以降の日数短縮の可能性 
質問：具体的チェック項目と所要時間 
検験検疫局回答：輸入果実の検疫には 2 種類のパターンがある。①国対国の議定書がある

場合：議定書は、例えば中国対アメリカのりんごに関する議定書、といったふうに、国と

品目毎に交される。この場合、輸出国の植物等防疫証明があればほぼ問題なく、スムーズ

に行く。②議定書がない場合：中国と日本の間でりんごの議定書は交されていない。この

場合、以下の 2 段階の検疫手続が必要になる。第 1 段階は、現物検査（所要日数 1 日～2
日、現品の外観検査）、第 2 段階は、病害虫検査（所要日数 3 日～5 日）並びに残留農薬検

査（所要日数 3 日～5 日）で、申告日から数えて最短でも 4 日（土日祝日は除く）。この手

続と所要日数は 2 回目以降も省略や短縮されることは無い。ただし、りんごなどの生鮮品

に関しては商品の特殊性に鑑み、なるべく速やかな検疫を心がけている。 
議定書を結んでいる国は、アメリカ、カナダ等 15 カ国以上ある。議定書がある場合なぜス

ムーズに検疫が進むかといえば、産地がはっきりしておりトレーサビリティも確保されて

いるからである。 
議定書が無い場合、輸出者はまず CIQ 総局への輸入許可申請が必要になる。申請書には園

地所在地及び生産者名、運送業者等中国側の規定する内容が記載されていなければならず、

申請書提出後、合格すれば輸入許可が下りる。 
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主たる防疫対象病害虫は約 30 リストアップされている（丸紅にリストコピー有り）。病害

虫検査では、これらの病害虫の付着、虫の場合はその卵の付着、土の付着、葉の付着が検

査対象である。特に卵の付着の場合、一度孵化させてからその害虫を特定するので非常に

時間を要することになる。害虫の場合、特に果実内部を食害し芯の周囲を黒くさせるもの

（日本国内では、モモシンクイガ Carposina niponensis、ナシヒメシンクイ Grapholita 
molesta がこれに該当すると思われる）に注意が必要。 
日本から中国への輸出実績は、りんご、みかん、ポンカン？（かんきつ類）、梨の 4 種類の

みである。イチゴ生果、ぶどう生果の中国への輸入は禁止されている（冷凍は可）。メロン

は輸入禁止産地が指定されており、CIQ 総局への問い合わせが必要である。 
検疫に際する抜き取り量はロットにより異なるが、500 ケース以下の場合、1 検査項目ごと

に 0.5kg～5kg を目安とする（CIQ は、今回 200 ケースに対し 2 ケース抜き取りしている）。 
商品以外でも、たとえば針葉樹製のパレットを使用する場合は熱消毒の証明が必要。 
 
２００４年４月９日（金）夕方 
訪問場所：中国塩業総公司製塩工程技術研究院 
調査内容：塩 
応対者：Li Shusheng（院長） 
    Li Jing Bo（経貿部 副経理） 
 
秋田県で使用する除雪用塩（年間約 6,000ｔ）を西宮氏が輸入している。李院長の研究用塩

田だけで 11 平方㎞、120,000ｔの塩を産出。中国全土の塩の産出量 37,000,000ｔのうち、

天津では 2,450,000ｔ（6.6％）の産出量。 
 
２００４年４月９日（金）夕方 
訪問場所：超市大栄（ダイエー天津店） 
調査内容：りんご小売状況 
別紙調査データ参照 
 
２００４年４月 10 日（土）午前 
訪問場所：金五星市場 
調査内容：りんご卸売及び小売状況 
応対者：王春（金隆果業） 
 
卸売市場とのことだが、小売もしている。入り口付近の露天の小スペース販売店、屋根付

だが冷蔵設備の無い店、市場内の大屋根の下に店舗を構え簡易冷蔵設備を備えた店がある。

りんご小売価格については別紙調査データ参照。冷蔵設備を備えた金隆果業の王春氏の冷

蔵設備内は+5 度～+10 度程度の体感温度で、湿度保持は無理と思われる冷蔵設備。このよ

うな場所で売られることを想定した場合、ポリ包装が必要と思われる。王氏は、日本産り

んごを是非売りたいと言った。非常に高いがそれでも売るか？と尋ねたところ、売る。と

答えた。 
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２００４年４月 10 日（土）午後 
訪問場所：太平洋百貨 
調査内容：りんご小売状況 
応対者：郭正必（営業部副理）ほか売り場女性担当者 
 
高級品百貨店。日本人向けの日本食のコーナーが充実している。りんご小売単価は別紙調

査データ参照。洋ナシの RED BARTLETT が 500ｇ32.80 元。りんごの鮮度は非常に良く

保たれており、不良品は無し。フルーツの盛かごは 588 元、388 元とあった。売場の女性

担当者に聞くと、今までで最も高く売ったりんごは「大青森（日本産世界一のことだと思

われる）」で、1 個 80 元でバラ売りしたが、全部売り切れなかったのでフルーツ盛かごに入

れてさばいたとのこと。 
 
２００４年４月 10 日（土）午後 
訪問場所：長富久飯店自室 
調査内容：りんご品質調査 
 
金五星市場の露天で購入した大玉で赤系統のりんごの糖度と食味を調査した。写真の右端

がワシントン産 RED ROSE、中央が日本産陸奥（26 玉）、左端がワシントン産 Red 
Delicious。どちらも 500ｇ７元の品（どちらも 350ｇ以上あるが 1 個 3.5 元でゆずっても

らった）。Red Rose は 28 玉クラスで前面に濃い赤の着色があり、日本の陸奥と遜色の無

い見栄えである。ただし硬度が非常に低く、果肉はイモ状態で、糖度も 10 度と、食用に耐

えない。Red Delicious は、28 玉クラスの大玉であるにもかかわらず、硬度こそやや劣る

ものの糖度は 16 度と非常に高く、食味は良好。この大玉でこの時期にこの鮮度を保ってい

ることから、1-MCP 加工処理されたりんごの可能性がある。今回輸出した陸奥は 26 玉以

上の大玉だが、ワンサイズ落ちる陸奥の 28 玉クラスでは大きさでこの Red Delicious と

同じになり、鮮明な絵文字等を入れなければ極端な差別化はできないのではないかと危惧

された。 
 
２００４年４月 10 日（土）夕方 
訪問場所：華糖洋華堂商業有限公司十里堡店 
調査内容：りんご小売状況及び日本産りんごのイトーヨーカドーでの販売可能性 
応対者：麦倉弘氏（総経理）ほか中国人バイヤー2 名日本人社員 2 名 
    王紅清 博士 （中国農業大学） 
 
総経理は持参した日本産陸奥を見て、「いくらで売るつもりか？」「小売値で 1個最低 70元。」

「問題外！ためしに置いてみようか？1 個 2 個は売れるかもしれないが、そのうち店頭でし

なびてしまうよ。」「これよりピンクの度合の劣るものなら小売単価 28 元にあわせて納入で

きる可能性があります。」「28 元！それがどんな値段かわかる？あとで店を良く見てきなさ

い。山東産ふじが 1 個 2 元だよ。しかも味は抜群だ（ここであらかじめ切っておいてくれ

た山東省産ふじを試食させてもらう）。味いいでしょ？」「良い。」しかし持参した糖度計で

はかると 10 度未満であった。それでも食味的にはまずくはない。「28 元でも、国慶節や春

節のようなイベントがあるとき以外は無理だろう。」「でも太平洋百貨では 1 個 80 元の世界

一を売ったと言っていましたよ。」「あそこ人はいってたか？」「あまり入ってません。」「う

ちの売り場見たでしょ。」「人が溢れています。」「いくら品質が良くても競争力の無い価格

ではお客さんはそっぽをむくよ。」「いくらなら売れると思いますか？」「黄金梨という品種
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を生産者に委託生産してもらったものをヨーカドーだけの独自ブランドとして売ったのが

1 箱 6 個入で 88 元。これが上限でしょう。黄金梨はヨーカドー以外では絶対に売っていな

い。味も最高。有袋果で見た目もすばらしい。玉も大玉。4 拍子そろってやっとこの価格（1
個 15 元以下）だよ。」 
十里堡店一店で祝祭日向けのイベントを組むと 1日 400ケース（15kg 入）のりんごが動く。

十里堡店のりんごの売上高は年間 300 万元。3,000,000÷365＝8,219 元／1 日。500ｇ3.5
元平均の小売単価として 1 日販売平均 78 ケース（15kg）。日本のスーパーでは考えられな

い量である。 
 
まとめ：国産青果物の中国国内での販売可能性 
イトーヨーカドーの生鮮売り場で 1 個 30 元以上のりんごを売るのは無理がある。しかし今

後イトーヨーカドーは北京市内に合計 8 店舗の出店計画を持つ。ヨーカドーの店内には小

奇麗な花屋や菓子屋（シュークリーム 1 個６元と中国では破格の値段）がテナントとして

入っている。新店舗に新宿高野のようなフルーツパーラーを持つ高級果実店として入店で

きれば、北京オリンピック開催に向けて、ここが日本産高級果実販売の出城となり、突破

口になる可能性がある。 
イトーヨーカドーの営業スタイルには高級りんごの販売は適さないかもしれないが、太平

洋百貨等一部の高級百貨店、中国人経営の店舗、卸売市場の簡易冷蔵設備を備えた果品公

司等では、祝祭にあわせて販売時期とロットを限定すれば 1 個 80 元の小売単価でも販売は

十分可能である。 
北京農業大学の王紅清博士の助言。このクラスの陸奥なら、6 個で 200 元なら、贈り物に使

う人はたくさんいる。ただし 4 月は何のイベントも無いので販売に適さない。中国の祝祭

やイベントに合わせて輸出時期を決めたほうが良い。 
 
資料①；台湾への日本産りんご輸出実績 
平成 15 年産りんごの 2 月末までの輸出数量（林檎商組日報 2004 年 4 月 13 日） 
（林檎商組日報社：弘前市駅前 2 丁目 1 の 10：電話 0172-33-6644～6） 
台湾：12,400,776kg（前年比 150） 
香港：186,351kg（前年比 93） 
タイ：173,120kg（前年比 96） 
中国：4,400kg 
シンガポール：27,199kg（前年比 104） 
インドネシア：50,020kg（前年比 143） 
オマーン：327kg 
フランス：222kg 
ロシア：6,870kg 
アメリカ：61,300kg（前年比 105） 
ポリネシア：19,500kg（前年比 98） 
マレーシア：500kg（前年比 42） 
フィリピン：4,880kg（前年比 44） 
グアム：13,450kg（前年比 141） 
北朝鮮：0 
マリアナ諸島：0 
合計 12,948,915ｋｇ（前年比 147） 
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（別紙） 

 
（資料）リンゴの販売状況について 

 
 
（参考１）ダイエー（天津市）各種生鮮品の販売価格 
キャベツ：4 元/500g、白菜：2 元/500g、トマト（無農薬）：3.5 元/500g、オレンジ（無農

薬）：6 元/500g、パイナップル：1.38 元/500g、米：29.9 元/10kg 
 
（参考２）金五星市場での出店費用（王氏談） 
・ 店舗スペース賃料：７万元/年 
・ 冷蔵庫購入費：３万元（大きさは 20ft コンテナ程度） 
 
 
 
 

 
○リンゴの販売価格について 
 

 
リンゴの販売価格（単位：元/500g） 

 ダイエー 
(天津市) 

金五星市場 
（北京市） 

太平洋百貨 
（北京市） 

ｲﾄｰﾖｰｶ堂 
（北京市） 

ふじ（山東省産） 1.78 1.5 12.80 － 
ﾚｯﾄﾞﾃﾞﾘｼｬｽ（米国産） 7.80 － 25.80 － 
ｸﾞﾗﾆｰｽﾐｽ（米国産） 9.80 8 25.80 － 
ガラ（米国産） 8.50 7 23.80 － 
無農薬ふじ（中国産） 2.60 － － 3.8 
ｷﾞﾌﾄｾｯﾄ（果物各種） － － ～588 100～200 



北京「賽特」デパートで小売りされた「陸奥」（１粒 60 元） 

 


