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第８章  ケーススタディー 

 
  

◎ 本章のポイント 

 

現在、日本では、タイをはじめアジア各国に日本の農林水産物や食品の輸出を促進し

ようという動きが高まっている。これについて、農林水産省や各地方自治体では積極的

なバックアップ体制を組み、各地域の輸出促進と同時に地元の農林水産業の振興を図っ

ている。 
ここでは、多くの地方自治体が実際に進めている貿易推進のなかでの蓄積を踏まえ、

代表的で共通な取組や課題等の紹介、および輸出促進サービスについての具体的な情報

提供を目的としている。 
  
 本章は、以下の 4 つの項目で構成している。 
 Ⅰ．各地方自治体の取組 
 Ⅱ．アドバイス 
 Ⅲ．タイとの取引状況 
 Ⅳ．生産者や事業者の取組 
 
 Ⅰ．各地方自治体の取組 
  多くの自治体が取り組んでいる事例を紹介する。 
  各自治体では地元企業や生産者が販路を開拓できるように、ジェトロ、あるいは隣

接自治体との共催など、さまざまな形で見本市・商談会等を積極的に開催している。

   同時に、多くの自治体がアジアを中心に海外事務所を開設しているので、今まで

以上に具体的で確実な情報の入手が可能である。  
  
 Ⅱ．アドバイス 
  各地方自治体などから、共通するアドバイスをまとめた。大きくは、１）産地間競

争を避ける、２）コスト（物流費用）を下げる、３）輸出検疫手続きの強化をマイ

ナスにとらえない（「安全性」が認められたと積極的にとらえる）、などの指摘であ

る。 
 
 Ⅲ．タイとの取引状況 

   タイと実際に取引のある自治体や業者から、タイとの状況や課題等を直接収集し、

参考になる情報として取りまとめている。 
 
  Ⅳ．生産者や事業者の取組 
   民間事業者が、日本からの農林水産物の貿易促進にどのように取り組み、どのよ

うな課題や見通しを持っているかについて取りまとめている。 
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Ⅰ．各地方自治体の取組 

 
 農林水産物の輸出そのものは、明治期からあったが、戦後では、円高基調の進展ととも

に競争力を失い、農林水産物は輸出から輸入に中心が移ってきた経緯がある。しかし、最

近では、日本産農林水産品の輸出に力を入れる動きが急速に高まっており、地方自治体も

本格的な取組を開始している。 
 その主な活動は、以下のようなものである。 

１）地方からの船便、航空便の定期航路の開設と利用 
２）自治体によるアジアの主要国への駐在員事務所・連絡事務所の開設と活用 
３）アジア各国での見本市・商談会・産地フェアなどへの積極的な参加 
４）各国バイヤーの自治体への招聘による産地の視察・商談会の開催・参加 

  
１）地方からの船便、航空便の定期航路の開設と利用 

多くの地方自治体で空港・港湾が整備されるようになった。今まで貿易機能の集積して

いる東京港や神戸港が利用されていたが、国内陸送費が高いため、その分、生産価格部分

と利潤部分を抑えざるを得ず、手取り部分がどうしても少なくなるというジレンマがあっ

た。 
しかし、地方の港や空港が利用できれば、コスト的には大きな削減が可能である。 

 
２）自治体によるアジアの主要国への駐在員事務所・連絡事務所の開設と活用 
多くの地方自治体では、単独あるいは近隣自治体が共同で海外事務所を持ち、観光誘致

や商工 PR を行っている。これらの事務所を通して、情報収集やマーケティングを行うこと

も有効である。 
また、これらの事務所は取引相手企業の信用状況の把握や、取引後の状況などの情報提

供を行っている場合もあり、積極的に利用するべきである。特に、アジアの事業者の場合、

第２章で紹介したような国際物流のルールに準じたビジネスが無視されるリスクがあるの

で、このような機能が利用できればきわめて有益である。 
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３）アジア各国での見本市・商談会・産地フェアなどへの積極的な参加 
各地方自治体とも、②の事務所などと連携して積極的に見本市・商談会を開催している。

このような機会をとらえて、個別生産者（企業）が独自のルートを開拓し直接貿易を行う

事例も見られる。 
このような機会は、輸入相手を探すもっとも有効な手段である。反面、即商談成立に結

びつくケースはあまり多くなく、本格開始までは長年（数年）かかることも覚悟すべきで

ある。しかし、確かに長時間を要することになるが、地道な取組で信用を高めることがな

により必要であり、それが結果的に近道でもある。 

 
４）各国バイヤーの自治体への招聘による産地の視察・商談会の開催・参加 
③と逆に、日本へのバイヤー招聘も積極的に行なわれている。日本にビジネスチャンス

を求めて来日するバイヤーであるので、積極的に機会を生かすべきである。 
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Ⅱ．アドバイス 

 
各地方自治体の担当者からは、共通して次のようにアドバイスがあった。 

  
１）産地間競争の調整と活用 

 海外の見本市・商談会・産地フェアにおいても日本産品の産地間競争が激しくなってい

る。これにより価格が下がり、しかも売れ残り品が発生するということもある。日本から

の輸出は、季節的に集中して出荷されているが、品目によっては産地間の販売時期を調整

できるものもある。それを活用して継続的に同一品目を出荷したり、他の品目と組み合わ

せての出荷や仕組みを検討することが考えられる。 

 
２）高品質を維持する仕組み 
農林水産品の輸出では、検疫等の規制が大きな手間であり、輸出に躊躇することも多い。

しかし、これは、逆に輸入者に対しては、検疫等をパスしたしっかりした（政府が認めた）

出荷ととらえられるなど、高品質でブランド力が高まっていることを強調できる。 

 
３）コスト（物流費用）の削減 
多くの農林水産業者は、大きな利益を求めて貿易に挑戦しているが、その割には手取り

分があまり多くないとみている。その理由は、価格が「生産価格＋輸出諸費用＋利潤」で

決定されるが、現地での所得や食料品としての販売価格を考慮すると、生産価格部分と利

潤部分を抑えざるを得ず、手取り部分がどうしても少なくなるためである。 
 価格を上げることは難しいので、輸出諸費用のうち、国内輸送など物流に関わる部分の

費用を如何にしたら削減できるかということが課題である。そのためには、航空から船便

にする程度までの大きなロットにまとめる、地方の港・空港を利用するなど物流上の合理

化が必要である。 
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Ⅲ．タイとの取引状況 

 
 ここでは、タイ向けに輸出実績のある地方自治体から検疫等の手続、輸送、マーケティ

ングの各項目での、「生の声」を収集した。実際にタイ向けの輸出を行っている輸出者の直

面する問題が浮かびあがっている。 

 
１）手続について 
・タイでの日本からの果物の輸入については、検疫制度、荷役には特段問題はなく、品

質上にトラブルをきたすようなことはない。 

 
２）物流 
・東日本側からタイまでの輸出では、メロンのような商品の場合、賞味期限やロットの

関係から航空便を利用する、梨では 1 個ずつ圧縮エアで虫を除去した作業後に衝撃を

防ぐ“クッション”を敷いて出荷するため、非常にコスト高になっている。 
・タイでのメロンの市場調査では、「味については評価が高いものの、問題は価格と賞味

期間である」との指摘がある。具体的には、船便も可能な 3～4 週間程度持つ新しい品

種を検討する必要がある。 
・バンコク市内の交通混雑は、想像できないほどであり、販売先に届く前に温度管理が

できなくなって品質が劣化していたり、商品が間に合わなかったなど不測の事態がお

こりやすく、商機を逃す恐れがある。 

 
３）マーケティング 
・タイは、果実が非常に豊富であり、マンゴーやドリアンなど果実の輸出国でもある。

同国内での果実価格は非常に安く、また、現時点ではまだ所得が低いことから高品質・

高価格なだけでは、販売拡大には結びつきにくい。 
・タイでは野菜や果実の安全についての意識は低く、農薬事故が発生している。タイで

の販売時にそれらに対しての PR、さらに日本産のものがどうやって作られているか等

の紹介が必要である（トレーサビリティシステムの確立している「なし（豊水）」5 ト

ンを、コールドチェーン方式で船便によりタイへ輸出、検疫をクリアして現地スーパ

ーで販売した事例もある）。 
・タイは、果物王国でありながら、アジアのみならず、欧米からの低価格品の果物の輸

入もあり、激戦地である。 

 
・中国・韓国からは「なし」がすでに多く輸入されており、日本産とくらべると 1／2.5
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～1／3 程度の価格である。また、アメリカ産のメロン（ハネーデュー・メロン）も輸

入されており、茨城産メロンに比べて 1／10～1／20 の価格である。そのため、現在、

タイでの果実への関税は 40％であるが、これが近い将来撤廃されたにしても価格的に

太刀打ちはできず、販売時の工夫が必要である。 
・タイへのりんごの販売は、旧正月需要で一定量の取引があり、ギフト需要の可能性が

大きい。また、タイは、9 月から翌 3 月頃まで冬季間となり、夏季と比較して果物は少

なくなる。このような時期的な頃合いを見て輸出や品目を決定するなど柔軟に対応す

る。 
・「なし」で日本の他県産と競合したが、このように日本側が輸出先で「短期間に集中的

に産地間競争を展開する」ことの弊害が多く指摘されている。このままでは、輸入国

では“日本ブランド”としてはある程度は理解されるものの、○○産地というブラン

ドとして浸透せず、競争による低価格化の結果しか残らず、産地間の出荷調整などを

工夫する。 
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Ⅳ．生産者や事業者の取組 

 

１．【水産加工業】青森県 

項目 内容 

実績等 ・輸出向けほたての乾燥貝柱は全販売額の 2～3％程度で、うち 7 割が香

港向けである。 
・マレーシア、台湾向けの直接取引もあるが、あまり大きくはない。 

見本市・商談会

への参加 
・県やジェトロが開催する商談会にできるだけ参加している。（見本市は

参加せず）。 

輸出状況 ＜国内＞ 
・香港向けが、輸出の約 7 割を占め、L/C による取引である（20 日決済）。

・ボリューム的には、あまり大きくはないが、高額加工品であること、輸

出期日厳守などから、輸送・通関業者は、固定した物流業者を利用して

いる。 
・利用港は、直接取引では横浜港、商社経由では神戸港である。最近では

秋田港、八戸港の利用がある。サンプル輸出では、ロットが小さいこと

から青森空港の利用もある。 
＜アジア（現地）＞ 
・香港の業者が、輸入手続を行う。 
・香港バイヤーは、中国本土（上海・北京）、マレーシアに販売している。

・中国系のバイヤーは、個人業者のような形態が多いが、彼らから注文を

受けたときは、デパート、スーパーなどすでに販売先が決定している模

様で、非常に能力が高い（バイヤーは、デパートなどから受注し、その

手数料を収入としている）。 

輸出入手続等 ＜アジア中心に＞ 
・輸出に際しては、県当局が発行する『衛生検査証明書』の添付が必要で

ある。また、輸出を行う加工場・冷蔵庫・配送センターも届が必要であ

り、その施設から出荷されたという「施設届」の証明書の添付が必要で

ある。 
＜中国向け＞ 
・香港のバイヤーから、輸入税の日本側の負担を求められ、直接取引が難

しくなる傾向がある。 

品目 ・高規格で貝柱の“大きさ、水分含有量”などが決められており、それを
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上回る品質のものを輸出して昔からのブランドを維持している。 
・1 ケース 10kg 入りのダンボール箱に常温で小型コンテナや混載貨物と

して輸出する。 

価格要因等 ・価格に占める輸出諸費用が大きいため、それをどちらが負担するかを決

めることが先決である。 
・国内の商社渡しでは、国内運賃は商社負担である。 
・直接取引では、国内運賃、保険、通関諸費用、海上運賃を負担、相手国

岸壁渡しである。 

見通し ・中国は、これから内水面水産物消費型から海産物消費型へ転換し、さけ

などの海産物の消費は、大きな伸びが見込める。 
・香港は、返還により購買力が低下している気配があり、今までのような

数量的な伸びは難しい。 
・加工品の輸出以外に、現在、ほたての加工上で青森では加工手間賃が高

いため、中国でその加工が可能かなど、多面的な輸出戦略が考えられる。

・中国のほたて漁業の実態を調査し、現地から日本への輸入可能性、ある

いは東アジア、ヨーロッパなどへの中国からの（日本人による）輸出可

能性などの検討余地がある。 

その他 ・輸出に占める国内運賃の割合が高く、運賃勝負の側面がある。 
・水産物の加工品輸出は、アメリカ向けは HACCP が前提、EU 向けは指

定海域（野辺地・川内）産原料を元にその指定工場で加工した製品、中

国向けでも検査証明が必要などの動きに対して、日本国内での衛生面で

の規制が強化されている。 
これは、結果的に高品質の加工品の輸出につながり、日本産のブランド

力や信用を高める効果がある。 
・アジアからファクシミリやインターネットによる取引の申し込みがある

が、決済条件で折り合わないことの方が多い（どうしてもという場合は、

日本での入金を確認後に商品の輸出を行う）。 
・韓国は、所得水準が上昇し、近年、青森の塩蔵なまこ、北海道の延縄に

よるすけそうだら等の輸出があり、先方の食生活にあった輸出品目を考

える必要がある。 
・韓国は水産業も盛んであり、日本からの輸出は価格競争力が弱いが、逆

に日本向けの寿司だね等の高級魚介類や加工原料の輸入が多い。 
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２．【りんご輸出組合】青森県 

項目 内容 

実績等        15 年度    16 年度   17 年度  （単位：トン）

  台湾    291      88      
  香港                  23 

注）組合扱いの共同販売分のみ。 

見本市・商談会

への参加 
17 年度 青森県主催「青森ブランド商談会 in 上海」に役員が参加。 

 

輸出状況 ＜国内＞  
・組合扱い（共同販売）は直接取引、横浜港から定期船による冷凍コンテ

ナでの輸送である。 
・横浜港までは地元輸送業者であり、輸出手続は大手Ｎ社に一切を委託。

・生産者やりんご集荷業者が直接輸出する場合、東京港、神戸港、八戸港

なども利用されている。 
＜アジア（現地）＞ 
・現地輸入業者が、輸入手続を行う。 
・流通経路は、輸入業者の冷蔵庫に一時保管されてから販売、あるいは、

冷凍コンテナのまま地元青果業者に売り渡すなど多様である。 

輸出入手続等 ・台湾向けは、モモシンクイガに対する防疫規制があり、平成 18 年 2 月

以降は、県に“登録“された梱包施設から出荷されたもの以外は輸入禁

止となった。 
・香港向けは検疫不要である。ただし、香港から中国本土への移送する場

合は、検疫検査証明書が必要になる。 
・台湾や香港などの貯蔵施設は、りんご専用ではなく、他の野菜や果物と

の併用が多いが、大手スーパーなどには大型冷蔵庫が整備されている。

・陸揚げ後、遠距離輸送される場合は、冷凍コンテナをそのまま用いて輸

送する。 

品目 ・輸出規格は、買手の要望により電子メールで写真を送ったり、輸入業者

が直接日本の産地に出向いて視察し、現物を見て等級を確認する。 
・等級は、色具合により 2 段階または 3 段階に分ける。キズや変形果は取

り除くため、品質はほぼ均一で色の濃淡の違いで決める。  

価格要因等 ・価格決定までの流れは、輸入業者が品種と数量（コンテナ本数）、到着

日の希望を提案し、価格は売手側が提示し、数回の交渉を経て契約にい

たる。 
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・取引相手によっては、シーズンごとにまとまったロットで先に価格を決

めて、発送時期についてその都度相手側から発注する方法をとるケース

もある。 
・販売価格は、直接取引の場合は C&F での契約が多く、商社経由の場合

は FOB 価格を目安に、指定地到着値段を決める。 
・代金決済は、「組合」という性格上、代金決済は、全額を前金での口座 

振込みである。 
・個々の業者によっては、契約時に一部前金、現地到着後 2 週間以内に残

金を送金させる、あるいは、すべてを到着後の支払いとするケースもあ

る。 
・物流経費は、産地から輸出港までのトラック運賃と輸出諸経費（船運賃、

荷役料、海上保険料、諸手続費用など）に大別される。 
・C&F では、全部が経費となるため、1 箱（10kg）400～500 円程度、商

社経由では、青森から輸出港までのトラック運賃だけで、1 箱（10kg）
120～150 円程度（輸出諸経費は商社の負担）。 

見通し 

 
 
 
 
 
 
  

 

＜台湾＞ 
・台湾市場は、富裕層のみならず一般国民を対象に、旧正月需要に焦点を

合わせるなど、拡販を図れば 2 万トン台も可能である。 
・台湾は、モモシンクイガの検疫条件により、今後は、管理体制の整って

いる登録された優良事業所に限定されるため、品質も統一されブランド

力は高まると思われる。     
・ただし、モモシンクイガが発見されれば、直ちに輸入禁止となるためリ

スクは大きいが、出荷者サイドで作業管理を厳格に行えば十分防止でき

るものであり、決してマイナス要因とは考えない方がよい。 
・台湾は、りんご消費量の 80％以上を輸入でまかなう。総量は 12 万トン

前後である。 
そのうち、WTO 加盟前までは、アメリカ産が 70％を占めていたが、現

在は 40％まで減少し、代わってチリ、ニュージーランドなど南半球から

40％、日本から 10％程度を輸入している。日本は、これを 20％まで拡

大できる可能性は十分ある。 
＜中国市場＞ 
・中国市場は、富裕層をターゲットに、旧正月需要に焦点を合わせ、大玉、

高級品を主体に需要拡大を図れば 1,000 トン程度までは期待できる。 
・中国のりんご生産量は、世界の 36％（約 2,200 万トン）とトップの国で
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あるから、台湾のように大衆品の需要による大口の需要ロットは期待で

きず、経済が発展している間の高所得者向けの高級品であり、ロットは

あまり大きくはないものと思う。 
＜その他のアジア諸国＞ 
・タイは、ほぼ 3 桁台の実績があり、台湾や中国と同様、旧正月需要で一

定量の取引がある。 
・フィリピンは、マルコス政権時代は、実績が伸びたこともあるが、国内

景気不振等で今のところ需要は期待できない。 
・インドやベトナムなど、経済が上向いている国々は、現地邦人や富裕層

をターゲットにマーケティングを行えば、伸びる可能性を秘めていると

考える。 

その他 ・台湾市場は、モモシンクイガ対策が当面の重要課題である。引き続き、

台湾当局と連絡をとり、検疫条件の緩和や双方の解釈の相違によるトラ

ブルのない安定した交易を図りたい。 
・中国市場は、輸入手続の簡素化や代金決済、現地業者の受入れ態勢の整

備など、安心かつ迅速な取引ができるよう、中国政府に改善を働きかけ

てほしい。 
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３．【水産加工業】宮城県 

≪ヒアリング先の特性≫ 
 １．ふかひれを原料とする加工食品の製造を行い、その商品全般を販売している。しか

し、さめから取る“ひれ”は、さめ本体の 1％未満であると言われている。そのふかひ

れへの加工には、ひれ部分からの皮・肉・骨を取り除き繊維部分の取り出しなどの工

程があり、日本で行うと採算がとれないほどに手間ひまがかかる。そのため、さめの

生のひれ部分を原料としてスリランカへ冷凍で輸出し、現地の工場（当該企業の 100％
出資の現地法人）で乾燥ふかひれに加工し、それを日本へ空輸している（製品の重量

ベースで、原料重量の数％までに乾燥・加工し、航空便により輸入）。 
２．気仙沼の工場では、スリランカで加工したさめの乾燥ひれを原料として多様なふか

ひれ加工品を製造・販売している。 

項目 内容 

実績等 ・生のさめのひれ 約 100 トン、さめ肉を若干量 →いずれもスリランカ

へ輸出 
・金額ベースでは、同社の 1 割程度である。 

見本市・商談会

への参加 

・国内中心である。 

 
 

輸出状況 ＜国内＞ 
・仙台港を利用し、冷凍コンテナでスリランカへ直接輸出する。 
・輸出は、仙台港から冷凍コンテナで約 100 トン（25 トン×4 回／年）を

輸出している。 
＜アジア（現地）＞ 
・輸入手続は、現地工場が行うが、特段、問題はない。 

 

輸出入手続等 ・日本からは、『船荷証券』および『原産地証明書』を用意するが、検疫

はスムーズである。 

品目 ・輸出は、さめの生ひれ部分を“はだか”の状態で冷凍コンテナを用いて、

1 回当たり約 25 トンほどを輸出する。 

価格要因等 ------ 

見通し ・原料の安定確保のため、国内での原料調達のほか、ヨーロッパや南米で

原料の確保を行っている（この際の決済は、日本で行っている）。 
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・これから、原料を安定して確保するために、三国間貿易の形態が今後必

要と思われる。 

その他 ・同社では、国内の商社や問屋への直接販売が主体であるが、一部、問屋

経由で海外に輸出されているものもある。 

・宮城県にきた中国系観光客が、お土産品としてふかひれ加工品を購入し

ており、日本での観光は商品紹介の役割もある。 
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４．【Ｉ経済連】茨城県 

項目 内容 

実績等 ・平成元年頃 JA 関城町 
 ハワイ向け 幸水 600 ケース（40 フィートコンテナ）（4～5 年継続） 
 シンガポール、マレーシア向け アンデス系メロン（20 フィートコンテ

ナ）（3 年継続） 
・平成 16 年 9 月 
 上海（久光百貨店）  なし 100 ケース（10kg 入り） 
・平成 17 年 5 月 
 タイ（バンコク）アンデス系メロン 30 ケース（1 ケース 5 玉で 5kg 入

り）  
・平成 17 年 5 月 
 香港（HOFEX／見本市）アンデス系メロン 30 ケース（1 ケース 5 玉で

5kg 入り）  
・平成 17 年 6 月 17 日～19 日（第 1 回目の出荷、空輸）  
タイ（バンコク）‐アンデス系メロン 300 ケース（5 玉・5kg 入り） 
販売‐‐200 ケース（価格 1,000 バーツ／個）--価格が高く、苦戦 

 試食‐‐60 ケース 来店のお客さまに提供 
 サンプル‐‐40 ケース粧箱入り 日本食のレストランなどに提供 
・平成 17 年 9 月（第 2 回目の出荷、船便） 
タイ（バンコク）‐‐なし約 2 トン 

見本市・商談会

への参加 
・ドイツ国際食品見本市‐‐3～4 年継続し、茨城県産品を出荷 

 

輸出状況 ・ハワイ向け‐‐Ｔ青果貿易、マレーシア・シンガポール向け‐‐Ｋ貿易

輸出入手続等 ・タイへの輸出の事例（なしを約 2 トン） 

 9／17  東京港へ搬入 
 9／25  バンコク到着 
 9／29  通関後、配送センターへ搬入（冷蔵コンテナのまま） 
 9／30  販売開始 

品目 ・なし・幸水、メロン・アンデス系メロン 

・試験輸出品として、甘蔗、くり、干しいも、こんにゃく、納豆などを出

荷。 

価格要因等 ・価格は、生産者の希望価格では、商社側が輸出費用などを加算すると高

い価格となると判断している。そのため、実際は割り引いて商社に販売
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せざるを得ない状況にある。  

見通し ・日本からの商品は、品質はよいが価格が高くなり、購買層が限られ、量

的拡大のため戦略が必要である。 

・九州は、東アジアへの輸出に対しては、地の利があり、東日本地域から

の輸出は、物流コスト削減の工夫がないと、採算がとれず量的な拡大は

困難である。 

その他 ・価格が高いので、日常的な消費ではなく、贈り物や特別な日の食べ物と

して使われるので、現地のお祭り・正月などの祭日にあわせて輸出する

必要がある。 

・価格は、積み上げで決定するが、相手国の希望する販売価格との差が大

きい。 

そのため、生産者から輸出業者に渡す時に差額分を割り引いて提供して

いるのが実態である。 

・生産者が国内で輸出業者への販売業務までは行うことができるが、海外

に直接販売することは不可能である。 

・ひとつの産地で、40 フィートコンテナを満杯にすることは難しいので、

他産地と組むなど、オール・ジャパン体制での輸出を検討すべきである

（このままでは、国内の産地間競争を海外で展開しているようなもの

で、産地の潰しあいに過ぎなくなってしまう。） 

・全国的に統一した窓口で、輸出を一本化し、ブランド力を高めることを

検討すべきである。 

・平成 17 年 9 月タイへなしを輸出したが、これは中国と日本の関係悪化

により、タイへ輸出先を変えたため、価格は安くならざるを得なかった。
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５．【S 経済連】静岡県 

項目 内容 

実績等 ・アメリカ・カナダ向け数量（みかん） 
H17 年    H16 年    H15 年 

  輸出量（トン）  1,104     1,162     1,359 
注）平成 17 年の輸出割合は、アメリカ 23.2％、カナダ 76.8％である。

見本市・商談

会への参加 
・上海、台湾、香港、シンガポールなどの見本市に参加（商談会を重視し

ている）。 

輸出状況 ①国内 
ア．基本的に、代金決済も含めて日園連を経由して輸出する。 
イ．カナダ・アメリカ向け輸出 
・選果場で箱詰めし、清水港からカナダ・シアトル向けに輸出する。

・コンテナ温度を 5℃に設定して、船積し、所要日数は、カナダ・シ

アトルとも、約 2 週間である。 
②アメリカ・カナダ 

・輸入手続は、両国とも日園連を通して決定したバイヤーが行う。 

輸出入手続

等 
①アメリカ向けみかんの検疫の仕組み（行程順） 
ア．アメリカより、検疫官が来日し、無病地帯であること、バッファゾ

ーンを確認して、園地を指定する。 
イ．7 月→全園地を JA の専門家が調査（「かいよう病」調査） 
ウ．日本の防疫所職員が園地の 50％を抽出調査（ミバエ等害虫の調査）

エ．みかんの収穫前に、JA 職員および植物防疫所職員による検査を行う。

オ．みかんの収穫時に、全園地の 5％相当をアメリカと日本の検疫官が

共同で検査する。 
カ．出荷時に、みかんの玉の「かいよう病」「ミバエ」の抽出検査を行う。

注）アメリカ向けみかんに、「かいよう病」が発見された時は、すべて

輸出禁止。 
また、「ミバエ」が発見された時は、その園地産みかんのみ出荷停

止。 
キ．アメリカの揚げ港で再度検査を行う。 

②カナダへの輸出 
ア．日本で検疫証明を受け、到着後、検疫については通関時に自主検査

を行う。 
③EU、ニュージーランド、ハワイ、アラスカへの輸出 
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ア．継続的な輸出が行われていないものの、輸出時にはアメリカ並みの

園地検査と隔離が条件となる（NZ は、ミバエの問題について農協と静

岡県病害虫防除所が対応することになっている）。 
④台湾への輸出 
ア．日本の植物防疫所で検査を受けた後、台湾の検疫所での持ち込み検

査でよい。 
⑤香港・シンガポール・韓国への輸出 
ア．相手国側の検疫が不要である（ただし、九州地区からは、ミバエ発

生のため、輸出は不可）。 

品目 ・輸出規格や品質は、日園連がバイヤーと検討して決定をする。 
・アメリカやカナダ向けでは、1 ケース 10kg か 8kg のダンボール箱に入れ

て、5℃の冷蔵コンテナで船便で輸出する。 

価格要因等 ・韓国や中国との競合もあって、価格的には低迷している。 
・ニュージーランドや一部 EU からは注文はあるが、価格的に引き合わな

い。 

見通し ・中国そのものが、りんご同様にみかんの大生産国でかつ過剰生産となっ

ており、日本からの輸入増は期待できない。 

その他 ・アメリカ向けは、検疫条件が厳しいため、和歌山県・愛媛県とも輸出を

止めており、現在、静岡県からのみかんのアメリカ向け輸出は藤枝市地

区のみが可能となっている。 
・中国から日本への輸出は、ミバエの問題で日本側が輸入禁止措置をとっ

ている。 
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６．【茶輸出組合】静岡県 

項目 内容 

実績等      日本茶の輸出状況（全国）  単位：トン 

 H15 H16 H17 

香港 65 74 83

台湾 50 60 83

タイ 23 44 ―

中国 ― ※33 ※80

アメリカ 268 275 352

ドイツ 61 59 95

その他 293 327 402

計 760 872 1,095

    注１）通関データをもとに、日本茶輸出組合が作成。 

     ２）トン未満は切捨て。 

     ３）中国については、返品と推定される量として 17 トン、50
トンを含む。 

出所：日本茶輸出組合資料による。 

見本市・商談

会への参加 

・ジェトロのタイなどでの商談会に 2 回参加。 

・欧米、特にドイツのハンブルクやブレーメンは、紅茶・緑茶などの流通

拠点であり、出向く。 

輸出状況 ・組合では、海外からの取引の申し入れについては、HP などを通じて情

報の開示をする。 

・開示情報により、問屋・商社などのルートで輸出する。 

輸出入手続等 ・通常、海上コンテナの混載で輸出するが、抹茶など高額品は、航空便を

用いる。 

・韓国は、お茶の需要増は見込めるが、関税率 513％が障壁となっている。

品目 ・日本茶は、高品質のため海外では窒素充填ができない。そのため国内で

充填し、小さなサイズの最終形態で段ボール箱に詰めて輸出する。 

価格要因等 ・中国の安価なお茶の普及が日本の競争力を弱めたが、近年、アメリカを

中心とする健康食や日本食ブームやアジアでの富裕層の支持で、日本茶

が高価格でも需要が高まっている。 
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見通し ・日本食ブームと世界的な緑茶ブームで日本の各産地とも引合いが多くな

っている。 

・ドイツは残留農薬の規制が厳しいが、日本側がこれをクリアできれば、

輸出は大幅に増加する。 

・中国では、大手飲料メーカーがペットボトル入りの日本茶を売り出して

おり、お茶そのものもキャンペーン次第で市場は拡大すると思われる。

・製茶機が中国へ輸出されており、将来的には日本へのお茶輸出の圧力と

なる可能性がある。 

その他 ・日本でのお茶の栽培には、農作業の軽減によるコスト減のために、農薬

を多用するが、これは、国際的にみるとかなり特異である。 
・ドイツでは、1997 年から残留農薬の規制が厳しくなり、このままでは、

日本茶のよい輸出国である同国にお茶の販売ができなくなる恐れがあ

る。 
・低開発国では、お茶の栽培には農薬はほとんど用いず、無農薬に近い状

態で生産される。 
・FAO が主催する「世界お茶学術会議」で農薬やその残留農薬の規制が取

り上げられており、今後、日本が国際的な農薬規制に対応しないと日本

茶の海外での販売ができなくなる恐れがある。 
・海外でのお茶の残留農薬の規制に関連して、日本国内での法律の整備や

お茶の残留農薬問題についてのアピールが必要である。  
・2005 年 10 月に緑茶の ISO が開催されカテキン含有量と価格の関連が取

り上げられ、このままでは、お茶の本来の品質による価格決定ではなく、

カテキン含有量で価格が決まることになる。 
・ジェトロの商談会では、日本茶の知識を広めるのが先決である。 
・台湾では、中国製の「日本茶のコピー品」が売られている。 
・フランス・中国・韓国などの市場調査では、国によって日本茶への関心、

知識、関税、検疫などが異なっていることから、国々に対応した輸出促

進策が必要なことが分った。 

 

 


