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（飼料価格の高騰により畜産物の生産コストは上昇）

家畜の飼料となる配合飼料の価格は、穀物の国際価格や海上運賃の上昇により高騰してお

り、2007年には2006年前半に比べて約２割上昇している（図Ⅱ－73 。これを反映させると）

畜産物の生産コスト全体も５～15％上昇すると試算されている。配合飼料価格安定制度 で*1

、 、 、 、は 2006年度第３四半期以降 連続して通常補てんが発動され 2006年度第４四半期以降は

これに加えて異常補てんも発動されており、畜産経営に及ぼす影響が緩和されているが、畜

産経営の負担は増嵩している。

このようななか、我が国の飼料自給率の向上

に向けて、とうもろこし等の高収量作物や稲発

酵粗飼料等の飼料作物の生産拡大、放牧の利用

促進、国産稲わらの利用推進を図ることが求め

られる。さらに、食品残さの飼料化（エコフィ

ード）のほか、飼料用米の活用についても進め

ていくことが重要である。

（畜産経営の悪化に対し、緊急対策を実施）

畜産経営の多くがコスト削減の努力を行っているが、飼料価格の高騰はその限度を超える

状況となっている。このため、政府による2008年度畜産物価格等の決定にあわせ、飼料価格

の高騰に対応するための緊急対策を実施することが決められた（図Ⅱ－74 。）

*1 「用語の解説」参照

図Ⅱ－74 2008年度畜産・酪農緊急対策のポイント

◆ 酪農家支援のための緊急対策 ◆

○ 都府県の酪農家に「酪農経営強化計画（３か年計画 」に基づく自給飼料の生産拡大等の取組に対する交）

付金を交付（単年度限り 。）

○ 飲用牛乳向け需要低迷時のセーフティネットとして、生産者団体の行う「とも補償」等への支援対策の
創設。

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、加工原料乳生産者補給金単価を引き上げ。
○ 新たにバター・脱脂粉乳からの置き換えとなる生クリーム等向け生乳が供給拡大されることを踏まえ、
生乳需要構造改革事業の所要額を増額。

◆ 肉用牛農家支援のための緊急対策 ◆

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、肉用子牛の保証基準価格及び牛肉の安定価格を引き上げ。
○ 飼料価格の高騰等による肉用牛肥育経営の物財費割れの一部を緊急に補てん。
○ 繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆ 養豚農家支援のための緊急対策 ◆

○ 飼料価格の高騰等を踏まえ、豚肉の安定価格を引き上げ。
○ 地域肉豚事業に係る基金を活用した緊急経営支援対策の実施。
○ 繁殖性の向上や事故率の低減を通じた生産性の向上を推進する取組を支援。

◆ 畜産・酪農経営支援のための緊急融資対策 ◆

○ 家畜飼料特別支援資金の融資限度枠の拡充。

○ 畜産・酪農生産性向上のための個人向け補助付きリース事業の創設。

◆ 自給飼料基盤強化のための緊急対策 ◆

○ 飼料作物以外が作付けされている畑地等における新たな青刈とうもろこし等高収量作物の作付を支援。
○ 飼料用米やエコフィード等の飼料利用の拡大定着による自給可能な国産飼料の生産・利用拡大を支援。

図Ⅱ－73 配合飼料価格の推移

資料：農林水産省作成
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注：配合飼料価格は、工場渡しのバラ及び袋物の全畜
種の加重平均価格（税込み価格）である。



*1 農林水産省「食料需給表」の国内消費仕向量の数値である。
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イ 麦、大豆、野菜、果実の動向

（小麦は、需要者ニーズに応じた品質向上が必要）

2007年産の国内産麦（４麦）の作付面積は、前年より３％減少して26万４千haとなった。

生産量は、天候に恵まれたことから前年産より９％増加して110万５千ｔとなった（図Ⅱ

－75 。小麦の生産量は過去10年で最高となり、基本計画の生産努力目標（86万ｔ）を超え）

る90万9,700ｔであったが、大麦・裸麦は目標（35万ｔ）の６割弱にとどまっている。

我が国の麦需要量 （2006年度）は、小麦が623万ｔ、大麦は230万ｔであり、このうち小
*1

麦は８割以上が食料用で、国産小麦は主にうどん用に向けられている（図Ⅱ－76 。大麦は）

ほぼ半分が飼料用で、残りは加工用と主食用であり、国産大麦は主食用（押麦）が９割のほ

か、加工用（みそ、麦茶等）向けとなっている。

近年、外国産麦価格の上昇を受けて国内産麦の需要が高まっているものの、外国産麦と比

べて品質のばらつきが大きいなど依然として品質面では需要者ニーズを満たしておらず、そ

の改善が求められている。また、国内産麦の国際競争力強化のためには、生産性の向上が不

可欠となっている。

（ 適地適作」の徹底が必要）「

麦生産が安定的に行われるためには、生産コストの低減による安定的な所得確保が必要で

ある。このため、経営能力に優れた担い手の育成や新品種の導入等といった生産対策の推進

をはじめ 「適地適作」の考え方を徹底して、小麦の品質や収量の劣る地域においては小麦、

から大麦・裸麦への麦種転換を誘導することも必要である。

産地においては、農協、生産者代表、市町村、普及指導センター等で構成する産地協議会

が設置され、地域の実情に即した目標設定と、品質向上や生産の安定といった課題解決のた

めの具体策の明確化を図る産地強化計画の策定が行われている。

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査
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図Ⅱ－75 麦の生産動向
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97万ｔ

みそ・しょうゆ用 16万ｔ

資料：農林水産省「食料需給表」を基に推計
　注：（　）内は、それぞれの用途における国産
　　小麦の割合である。
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図Ⅱ－76 食料用・加工用小麦の用途別
需要量（2005年度、推計）
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（大豆の生産は収量が不安定）

2007年産大豆の作付面積は、東北において水稲からの転換により増加したが、北海道にお

いて小豆やいんげんへの転換等があり減少したため、前年より2.7％減少して13万8,300haと

なった 一方 単収は 九州において天候に恵まれたこと等から前年産を上回る10ａ当たり166。 、 、

㎏となり、生産量は前年産並の22万9,400ｔとなった（図Ⅱ－77 。）

大豆の需要量は、近年500万ｔ程度で推移していたが、2006年度には国際価格の高騰によ

り油糧用の需要が減少したため、435万ｔとなっている。このうち、油糧用以外の豆腐、み

そ・しょうゆ、納豆等に仕向けられる食品用は100万ｔ程度である。国産大豆は実需者から

味の良さや安心感等が評価され、ほぼ全量が食品用に供給されている。2005年度に国内で生

産された大豆（21万８千ｔ）は、６割が豆腐用、１割が煮豆・そう菜用となっている（図Ⅱ

－78 。）

（安定生産、コスト削減、品質向上が必要）

国産大豆の流通は、生産者団体等をとおして問屋や加工メーカーとの間で入札、相対、契

約栽培取引により行われるほか、生産者が実需者に直接販売する場合もある。実需者は、用

途に応じた品質の向上、均質化、大ロット化とともに、生産量や価格の安定を求めている。

このため、新技術の開発や新品種の育成等の推進を通じて、安定生産、コスト削減、品質

向上を図るなど、実需者との安定的な取引関係の構築に向けた産地改革を着実に進めていく

ことが求められている（図Ⅱ－79 。）
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（ 、 ）図Ⅱ－78 大豆の需要構造 2005年度 推計図Ⅱ－77 大豆の生産動向
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図Ⅱ－79 大豆の用途別に求められる品質
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資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省作成
注：1) 食品用大豆の内訳と国産大豆使用量は、推計

値である。

2) （ ）内は、それぞれの用途における国産大豆

の割合である。

資料：農林水産省「作物統計 「農業経営統計調査（農産」、
物生産費統計）
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（野菜・果実の自給率は低下傾向）

野菜の生産量（2006年度）は、前年度より1.0％減少して1,236万ｔ、輸入量（2007年、速

報値、加工品を含む）は過去最高であった2005年より16.3％減少して211万ｔとなった。特

に、中国産への敬遠の動きが広がったこともあり、中国からの生鮮野菜の輸入は前年より○

％減少した。一方、野菜の需要量は1,560万ｔ（2006年度）と、近年減少傾向で推移してい

るが、食の外部化の進展等により家庭消費用が減少し、加工・業務用需要がふえている状況

にある。近年、野菜の国内生産が減少傾向にある一方、年間を通じた安定生産、均質性、低

、 （ ）。価格等の理由から輸入は増加傾向にあるため 野菜の自給率は低下傾向にある 図Ⅱ－80

他方、果実の生産量（2006年度）は前年度より12.7％減少して323万ｔ、輸入量は同5.6％

減少して513万ｔとなった。果実の需要量は近年800～900万ｔで推移しているが、国内生産

の減少や果実加工品の輸入増加等により自給率は低下傾向にある（図Ⅱ－81 。）

（施設園芸の省エネルギー対策を支援）

近年の原油価格の高騰は、施設園芸農家の経営に影響を与えている。野菜や果実の温室栽

培で使われるＡ重油価格は2005年から高騰しており、2007年10月時点では2004年に比べ約29

円/ℓ（60％）上昇している。施設園芸農家の農業経営費全体に占める動力光熱費の割合は２

、 。 、～３割程度であり Ａ重油価格の上昇は生産コストの増加に直結している このようななか

原油価格高騰対策として、省エネルギー対策の徹底を図ることを基本として、温室の暖房効

率や保温性を確保する施設整備に対して国の緊急支援が行われている。また、こうした支援

を通じて原油価格高騰に耐え得る産地体制を確立することとされている。

（野菜は加工・業務用需要への対応、果実は労働力確保等が課題）

野菜や果実の生産は、気候や土地条件に制約されることから、歴史的に産地が形成されて

いる。産地の多くでは、行政や農協等の協力のもと、栽培技術の普及や生産物の集出荷が効

、 、 。率的に行われ 大ロットでの販売や供給数量の調整のほか ブランド形成等も行われている

このように、野菜や果実の産地は、単に生産者が集まるだけでなく、売り手としての立場の

強化を図ってきたが、近年、高齢化や後継者不足により作付面積や生産量が減少し、生産基

盤のぜい弱化が進行している。また、野菜の国内生産は、特に加工・業務用需要への対応が

必要となっており、果実は労働力確保や需要に見合った生産が課題となっている。
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図Ⅱ－80 野菜の輸入量及び自給率の推移
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図Ⅱ－81 果実の国内生産量、輸入量
及び自給率の推移



*1 健康寿命の延伸等を実現するため、2010年度を目途に具体的な目標等を提示した「21世紀における国民健
康づくり運動」のこと

*2 生産、流通、消費の関係団体並びに農学、医学、栄養学、料理等の関係者から構成された「果物のある食
生活推進全国協議会」が策定した指針であり、新しい科学的知見等に応じて随時見直すこととされている。
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（新たな野菜・果実対策へ移行）

このようななか、野菜については、2007年度から契約取引の推進や需給調整の的確な実施

により担い手の所得を安定的に確保するとともに、価格安定制度を通じて担い手の育成・確

保に取り組む産地への重点支援を行うなど、新たな野菜対策が講じられた。また、食料自給

率の向上を図るため、野菜の生産拡大が重点項目の一つとされ、加工・業務用向けの新たな

野菜産地の形成や、生産拡大に取り組む産地の状況に応じた実需者とのマッチング、人材育

成等の支援・指導を実施するなど、加工・業務用需要に対応できる生産供給体制の整備を行

うこととされている。

一方、果実については、これまでの果樹経営安定対策を廃止し、産地自らが策定した「果

樹産地構造改革計画」に基づき、消費者ニーズに対応した産地の競争力の強化に向けて、優

良品目・品種への転換等に取り組む産地や担い手を支援する果樹経営支援対策が導入されて

いる。

（野菜廃棄の「もったいない」をなくすためには消費者の取組も重要）

野菜については、供給過剰により産地廃棄が行われたことに対して、消費者から「もった

いない」との批判が寄せられたが、2007年に有識者による委員会で検討が行われ、その提言

に基づき、消費拡大に向けた広報、産地と有効利用先との結びつけといった様々な取組が行

われている（図Ⅱ－82 。）

また 健康日本21 で示されている野菜の摂取目標量は 15歳以上で１人１日当たり350、「 」 、*1

ｇ（１日５皿分）であるが、実際の摂取量は、すべての年代でこの水準を下回っている状況

にある。供給過剰時に意識的に野菜を食べることは、産地廃棄の防止にも貢献できる。

（果実の消費拡大には販売面での工夫が必要）

果実についても、野菜と同様、摂取量が減少している。世界的にも我が国の果実摂取量は

、 、「 」少なく 主要国の中で最も多いオランダの３割程度と 毎日くだもの200グラム運動指針
*2

による摂取目標量を下回っている。

果実の流通経路は、卸売市場を経由する割合が年々減少しており、全農や生協等市場を通

さない独自の取引、宅配等が増加し、多様化が進行している。また、小売段階での業態別販

売割合をみると、量販店の販売シェアが拡大しているため、食べ方や栄養素等の情報提供が

行われる対面販売が減少している。このようななかで果実の需要を維持・拡大していくため

には、量販店でも消費者への的確な情報提供を行うことに加え、生産者・流通業者ともに、

消費者ニーズを踏まえた積極的な販売戦略を策定することが必要である。

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－82 野菜の過剰時に備えた対策の内容

消費拡大に向けた広報 産地と有効利用先の結びつけ 加工向け販売 出荷の後送り

農家、消費者、加工・
販売業者等が連携

漬け物等有効利用する取引先を探した
り、過剰時に直ちに有効利用
できるようにする

計画的に出荷を
加工用に利用 遅らせる
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（４）農林水産物・食品の輸出促進の取組

（農林水産物・食品の輸出額は大幅に増加）

世界的な日本食ブームやアジア諸国の所得水準の向上を背景として、我が国農林水産物・

食品の輸出は近年大幅に増加している。2007年の輸出額は前年より16％増加して4,338億円

となり、３年前の2004年と比べて1.5倍と大きく増加した（図Ⅱ－83 。）

「21世紀新農政2006」では、農林水産物・食品の輸出額を2004年からの５年間で倍増する

目標が掲げられ 「21世紀新農政2007」では、この取組をさらに加速させ、2013年までに輸、

出額を１兆円規模とする目標が新たに示され、その実現に向けた取組が行われている。

（2007年の輸出先の第１位は香港）

農林水産物・食品の輸出増加には、水産物輸出の増加が大きく寄与しており、 近では農

産物の寄与も大きい（図Ⅱ－84 。輸出先は、米国やアジアが中心であるが、2007年は香港）

が米国を抜いて１位になり（図Ⅱ－85 、また、経済発展に伴う高額所得者層の増加が著し）

い中国向けの輸出額の伸びも顕著で、輸出額は2007年には564億円と５年前の1.9倍に増加し

ている。

図Ⅱ－83 農林水産物・食品の輸出額の推移

←水産物

←林産物

←農産物

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－85 農林水産物・食品の輸出先国の分布

米国

19％

香港

17％

韓国

13％

台湾

11％
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11％EU
(15か国)
5％

シンガ
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3％ その他

16％

香港

18％

米国

16％

中国

13％
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11％

EU

(25か国)

5％

タイ
5％

シ ン ガ
ポ ー ル
2％

その他

15％

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて

農産物または水産物に分類している。
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

図Ⅱ－84 農林水産物・食品の輸出額の
増加率と寄与度
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（長いも、りんご、いちご、牛肉の輸出が拡大）

品目別にみると近年、長いも、りんご、いちご、牛肉、鶏肉、緑茶のほか、チョコレート

菓子等の菓子の輸出の伸びが著しくなっている（表Ⅱ－５ 。米については、台湾、米国、）

香港等で人気となっているが、2007年６月、中国への輸出が４年ぶりに再開され、2008年３

月までに174ｔが輸出されている(P)。

表Ⅱ－５ 輸出額が増加している農産物の例

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

＜事例：各地で様々に取り組まれる米の輸出＞

米の輸出に関しては、各地で様々な取組が行われている。例えば福井県では、経済連と県が連携して

始まり2006積極的に東アジア市場へ福井産米の販路開拓を行った結果、2005年からコシヒカリの輸出が

年には香港へ5.5ｔ、台湾へ2.1ｔを輸出している。また、新潟県上越市では、市の農業者グループがコ
じょうえつし

シヒカリを台湾へ毎月１ｔずつ安定して輸出しており、2007年からは香港や豪州への販路拡大にも取り

組んでいる。

さらに、島根県のJA西いわみでは、減農薬・減化学肥料で生産した米を「ヘルシー元氣米」として、

2003年から台湾へ輸出している。品質管理を徹底し差別化を図ることで、小口でも単価が高く売れる市

場を開拓しており、2006年の輸出量は７ｔとなっている。当初、台湾の輸入業者から、高い日本米は売

れないと指摘を受けたため、残りは買い戻すという条件で販売したところ、２日で完売したことから、

全量買取販売方式の安定した輸出へ変更を行った。これにより、生産者の意欲が増して米の作付面積が

拡大したほか、メロン等他の農産物の輸出ルートの確立にもつながっている。

中国では、近年、経済成長に伴う所得向上等からジャポニカ米に対する需要が高まり、米生産量に占

めるジャポニカ米の比率も30％（2004年）に及んでいる。一方、中国には総人口の1.5％（２千万人）

といわれる月収10万元（約150万円）以上の「富裕層」につぎ、月収５

万元（約75万円、上海の一般的サラリーマンの月収は４万５千円）から

10万元を稼ぐ「有産階級層（ネクストリッチ） 」も急速に増加してい＊１

る。この階層は、主要16都市の人口の１割近く、全国で５千万人を超え

ると推定され、北京オリンピックを控え、今後さらな

る増加が見込まれている。特に、若年の有産階級層の

特徴として、自分の気に入った物に対しては、高価で

も対価を払う意欲があることが指摘されており、それ

らの層に対して米をはじめとする農産物の輸出に戦略

的に取り組むことが重要となっている。
上越市による香港での販売促進

地図

品目
輸出額

(2007年)

対前

年比

対2002
年比

備考 品目
輸出額

(2007年)

対前

年比

対2002
年比

備考

長いも 19億円 104％ 92％
薬膳料理の食材とし
て台湾、米国へ 米

（援助米
を除く）

５億円 124％ 244％

寿司等の日本食
ブームを受けて、
台湾、香港、米国
等で人気。2007年
６月には中国への
輸出を再開

りんご 80億円 140％ 301％
台湾で、大玉のりん
ごが贈答品として人
気

いちご １億円 123％ 1838％
香港、台湾へ贈答用
として好評

緑茶 32億円 105％ 234％
欧米等で緑茶ブー
ム

牛肉 20億円 314％ 1559％
米国、香港向け輸出
が本格化

菓子 115億円 115％ 175％
チョコレートは、
中国や台湾で、動
脈硬化の予防に効
果があるとされる
カカオを多く含む
製品を中心に人気

鶏肉 ９億円 302％ 268％
もみじ(鶏足)等の需
要増加により、ベト
ナム向け輸出が増加

チョコ
レート
菓子

55億円 118％ 232％

*1 (株)野村総合研究所「ネクストリッチ（有産階級層）の構造とマーケット 。有産階級層は、都市部に」
出現し、自動車や不動産等の高級品に購買意欲がある層とされている。



*1 米・米加工品、野菜・野菜加工品、果実・果実加工品、花き、牛乳・乳製品、食肉・食肉加工品その他畜
産品、茶、水産物・水産加工品、特用林産物、加工食品、木材の11品目
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（総合的な輸出戦略の具体化を推進）

2013年までに輸出額を１兆円規模とする目標の実現に向けて、2007年５月に農林水産物等

「 」 。輸出促進全国協議会において 我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略 が了承された

同戦略では、関係府省、地方公共団体等が連携を図り、輸出環境の整備、品目別の戦略的な

輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等の海外への情報発信を

行うこととされている。

（整備が進む輸出環境）

民間だけでは対処できない相手国の制度等の輸出阻害要因を解消するため、検疫協議の加

速化による検疫問題の解決とともに、加工施設等におけるHACCP手法の導入、生産段階にお
ハ シ ッ プ

けるGAP手法の導入等が推進されている。また、検疫協議については、国内の要望や相手国
ｷﾞｬｯﾌﾟ

内の需要を踏まえ、比較的早めに課題が解決する見込みのある技術的協議を優先的に進める

など戦略的対応を図っている。GAP手法の導入においては、EU内の小売業への農産物出荷の

条件であるGLOBALGAPの在日日本人審査員による審査体制が整備されるとともに、我が国の
ｸﾞﾛ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ ｷ ﾞ ｬ ｯ ﾌ ﾟ

GAPの一つであるJG A PがGLOBALGAP同等性認証を取得するなど、輸出環境の整備が進められ
ｼﾞｪｲｷﾞｬｯﾌﾟ

ている（図Ⅱ－86 。）

（品目別の戦略的な輸出促進の取組が重要）

また、品目ごとに輸出促進を重点的に図るべき国は異なるため、品目別の戦略的な輸出促

進に取り組むことが重要である。このため、米・米加工品をはじめとする11の主要品目 に
*1

ついて、例えば、米・米加工品の場合、米は台湾、米国、香港、シンガポール、中国、加工

米飯は米国、カナダを重点国とするなど、重点個別品目と重点国が明確化され、輸出拡大に

向けた工程表が策定されている。また、果実（P）と和牛における統一マークの作成等、知

的財産戦略・ブランド戦略の推進、品目別の広報戦略の策定と広報媒体の整備、供給基盤の

強化も一体的に進められている。

図Ⅱ－86 輸出環境の整備の例

○水産物 EU向け：21施設、米国向け：226施設

○牛肉 米国向け：４施設、香港向け：４施設

・複雑なEU-HACCP規則が関係者に十分周知されていない

EU内の小売業への出荷にはGLOBALGAP取得

が求められることがあり、海外からの審査

員招請コストが大きかったが

○GLOBALGAPの在日日本人審査員が誕生

（2007年４月）

○認定基準の明確化

・既認定施設事例集の作成

○認定基準の周知

・民間機関の活用（技術的助言）

・講習会開催

○基準に合致した施設整備の支援、品質管理の実践

○先進的な農業者にも対応しうるGAP手法
の導入について、普及指導員等による生産
現場での指導・助言を含めた支援を実施

HACCP手法の導入 GAP手法の導入

現

状

今

後

の

対

応

資料：農林水産省作成

現

状

今
後
の
対
応
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（意欲ある農林漁業者等に対して支援）

他方、輸出の取組に意欲がある農林漁業者等に対しては、国内外バイヤーとの商談の場の

提供、海外高級百貨店等に開設する常設店舗への出店募集、海外における販売促進活動に対

する支援等が行われている。これらは、我が国の多様な農林水産物・食品を広く紹介すると

、 。ともに 我が国の生産者と海外の輸入業者・消費者等との関係を深めることに貢献している

このほか、地方農政局が中心となって、地域の輸出促進に係る協議会を設置し、農林漁業者

等に対するきめ細かなニーズへの丁寧な対応を図っている。

（日本食・日本食材等の海外への情報発信が重要）

農林水産業・食品の輸出を一層促進するためには、日本食・日本食材等の海外発信が効果

的に行われることが重要である。このため、輸出促進ロゴマークの作成 （2006年）を行っ
＊１

たほか、中国への米輸出再開時等に当たって重点的・戦略的にイベントが開催されている。

また、関係府省・団体等と連携し、外国人オピニオンリーダー等に対して、旬の高品質な日

」 。本食材を用いた日本食等を提供する｢WASHOKU-Try Japan's Good Food 事業が行われている

一方、日本食のショールームである海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及

を通じて、日本食材の輸出促進を図るため、2007年７月に民間有志により、特定非営利活動

法人（NPO法人 「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO 」が設立された。JROは、台
＊2

） ）

北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者のネット

ワークを築いている。

場所等 内容

野菜等を香港、シンガ

ポールへ輸出
　　　　 なりたし

【千葉県成田市】

　成田市にある生産者連合は、有機や特別栽培による農作物の生産・加工・販売を

行っているが、香港で農薬に対する不安が出ていたことを知り、その立地を活かし

て、1994年から在留邦人向けに生鮮野菜の輸出を開始した。しかし、現地には日本

のような宅配システムがなく、配送途中の品質低下が問題となったため、配送を指

導するとともに、保冷パックを入れるなどの対応を行った。1998年にはシンガポー

ルへの輸出を開始し、2003年には１千人の顧客をかかえるまでになった。現地のテ

レビの料理番組で日本の野菜を紹介するなどの広告・宣伝活動も行っている。

富有柿を香港へ輸出

【岐阜県】

　岐阜県では、香港で日本の富有柿が高級果実として販売できることに注目し、

2004年度に全農岐阜県本部や県、関係10数社等で構成される「岐阜県農林水産物輸

出促進協議会」を設立し、現地の輸入商社との商談会や小売店での岐阜県産農産物

・食品フェアを開催している。フェア開催店では、富有柿の継続販売が実現してお

り、現在は富有柿が岐阜県発祥ということや、産地としての岐阜県のイメージ付け

を行い、ブランド確立に取り組み、2006年度の輸出量は22ｔに増加している。

統一マークによる和牛

肉のブランド化の取組

　海外のレストランやスーパーマーケットで、外国産牛肉が

｢WAGYU｣の表示で販売されている例がみられるため、2007年

12月から日本産の和牛であることを証明する和牛統一マーク

を策定し、外国産牛肉との差別化を図っている。

　マークは（社）中央畜産会が国内外で商標登録を申請して

おり、今後は日本産和牛肉の取扱業者等が輸出用パッケージ

に印刷し、また、販売時にシールを商品に貼るなどにより使

用し、和牛肉のブランド化を一層推進することとしている。

表Ⅱ－６ 農産物の輸出取組事例

資料：農林水産省作成

和牛統一マーク

*1 トピックスP10参照
*2 ［用語の解説］を参照
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（５）農業の体質強化と高付加価値化に向けた多様な取組

ア 知的財産の創造・保護・活用の取組

（知的財産の創造・保護・活用により、農林水産業が持続的に発展）

我が国の農林水産物・食品は、関係者の努力をはじめ、技術、伝統、文化といった貴重な

知的財産によって成り立っており、他国に類をみない特質・強さを有している。我が国の農

林水産業が国際競争力の強化や収益性の向上により持続的に発展し、ひいては地域の活性化

につながっていくためには、知的財産を適切に保護しながら、積極的・戦略的に活用してい

くことが重要である（図Ⅱ－87 。）

（知的財産戦略に沿って各種施策を推進）

このため、2007年３月に「農林水産省知的財産戦略」 が策定された。同戦略に基づき、
＊１

研究開発を活用した新需要・新産業創出、生産者や現場の指導者のための「知的財産取扱指

針」の作成、権利侵害への対応強化、農林水産業者等への意識啓発・知識の普及をはじめと

する具体的施策が推進されている（図Ⅱ－88 。）

図Ⅱ－87 農林水産分野の知的財産

資料：農林水産省作成

図Ⅱ－88 農林水産省知的財産戦略における主な施策

資料：農林水産省作成

１．創造・活用

２．保護

３．普及啓発・人材育成

研究・技術開発分野 生産現場・農山漁村

●生産者や現場の指導者のための知財取扱指針作成

●地域資源の発掘、再認識によるブランド化・事業化の促進

●研究開発を活用した新需要・新産業創出

●遺伝子特許の取得と新品種創出や育種改良の促進

●研究ニーズの発掘と研究成果の実用化促進

（１）農林水産知財ネットワークの構築

（２）新分野開拓に向けた連携強化

（１）身近な景観や食文化等地域資源の再発見・活用

（２）地域ブランド化への支援

●農林水産業者・研究者・普及指導員等における意識啓発、知識の普及

海外

●日本ブランド対策

●権利侵害への対応強化 ●海外での育成者権保護強化 ●海外での侵害に関する相談窓口の設置

知的財産権の例

●古くからある農業技術

●古くからある植物品種（コシヒカリ、ふじ等）

●和牛等の動物の遺伝資源

●ブランド（地域ブランド、企業ブランド等）

●食文化・伝統文化

●人々の手によってつくられた農山漁村景観

知的財産権以外の重要な知的財産

●育成者権
（植物の新品種の保護）

●特許権
（カボチャの空中栽培の方法、有用機
能が解明された遺伝子等）

●実用新案権
（長いもを形良く育てるパイプ等）

●商標権

●意匠権
（使いやすいせん定ハサミ等）

*1 農林水産省知的財産戦略本部において策定




