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日本の農林水産物の輸出促進にあたっての根本的な課題の一つに、多くの小規模な産地が携わる農林水産

業の産業構造が挙げられる。単独で海外市場で新しい取引先を開拓して、マーケティング活動を行い、スペ

ックや規制に合わせていくということは、個別の小規模な産地にとっては大変難しい。仮に、相当なコスト

と労力を払って輸出を達成したとしても、それによって報われる利益と、単純に国内市場に出荷して得られ

る利益を比べた場合、それぞれの産地にとっては、国内市場に出荷した方が明らかに得という計算になるこ

とは普通である。 

一方で、人口減による需要の縮小が避けられず、加えて不安定な経済状況でデフレ傾向から脱却できない

等の国内市場の状況を考えると、農林水産業の業界全体の利益としては、農林水産物の市場を海外に拡大す

ることは、今後の業界発展と活性化、そして生き残りのためには必要不可欠の条件になりつつある。 

個別の産地が直面する損得勘定を乗り越えて、農林水産物の輸出促進を、業界全体の利益、業界全体の必

須要件としてとらえ、将来を見据えた活動としてより積極的に進めていくためにはどうすればよいのか？ 

実は、もちろん生産者の規模の違いは大いにあるとはいえ、工業製品と比べる視点から見れば、農林水産

業の生産者が小さく、多数の生産者から構成される、というのは世界共通の課題である。だからこそ、農林

水産物のマーケティング、特に輸出促進には多くの国が非常に苦労し、それを克服するために、それぞれ別

の経過をたどりながらも、現在では多くの場合、輸出促進に特化した品目別の業界団体を構成し、それを政

府が法制度と補助金等の両面から積極的にサポートするという体制をとるようになってきている。パイオニ

アとなったのは、米国や豪州、ニュージーランドなどであるが、今ではこれらのスタイルを真似て先進国・

発展途上国を問わず、類似した仕組みを取り入れてきた。 

特に、これらの品目別輸出促進団体に共通するのは、国内では生産者や業者らの間で輸出向け産品の品質

管理や基準順守等を徹底するとともに、一方で輸出相手国では現地の専門家に委託し、或いは現地の専門家

を雇用して、徹底して現地の個別事情に合わせたユニークな特色あるプロモーション活動を展開している点

である。 

農林水産省の「農林水産物・食品輸出戦略検討会」が平成 23 年 11 月にとりまとめた提言では、基本的

な方針として①福島第一原子力発電所事故等の影響への対応、②国家戦略的なマーケティング、③ビジネス

としての輸出を支える仕組み作り、④確かな安全性・品質の確保と貿易実務上のリスクへの的確な対応、⑤

海外での日本の食文化の発信の五つの戦略を柱として掲げている。こういった活動を支えるためには、個別

産地の利害を超えて業界全体の利益を追求するという理念を共有し、そして品目別に包括的な活動のできる

体制を整えること、そしてそのためにこれを政府が積極的に後押ししていくことがぜひとも重要である。こ

れまで弊社は日本産農林水産物・食品の輸出促進活動の様々な調査に携わらせていただいたが、その中でも、

輸出にすでに携わられている関係者それぞれも、他国産品と戦う意味で、あるいは情報を効率的に集める面

から等の様々な理由で、業界全体がまとまらなければいけないということを薄々、そして一部の人は切実に、

感じている。 

弊社プロマーコンサルティングは、農林水産省の補助事業「平成 21 年度農林水産物等輸出課題解決」に

おいて、米国とイタリアの農林水産物・食品輸出促進政策について調査を実施した。また、弊社はこれまで

の業務上、海外の品目別輸出促進団体と関わることが多く、それらがどういった予算を基礎に、どういった

人材を持ち、どういった戦略で行動しているかについて、比較的良く把握できる立場にあると思う。主要輸



 

出国と日本の現在の輸出促進事業の最も大きな違いは、輸出促進予算の多寡ではなく、輸出促進団体を支え

る国の制度や業界団体の構造、活動実態とその役割、戦略の立て方などの仕組みの面にあると考えている。 

このたび弊社では、農林水産省の委託事業「平成 23 年度輸出倍増リード事業」において、「主要輸出国

の輸出促進体制調査」として、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの農林水産物・

食品の輸出促進体制を深く調査し、それらを日本の農林水産物・食品の輸出促進政策推進にあたってどのよ

うに活かすことができるか、という調査・分析を実施する機会を得た。本報告書は、本事業における現地調

査や分析等の結果をとりまとめたものである。農林水産省及び日本の農林水産物等輸出促進に携わる方々が、

海外の農林水産物・食品の輸出促進体制について深く理解することによって、日本の輸出促進活動が一層の

進展を得る一助となれば幸いである。 

この興味深く価値ある事業を実施する機会を与えていただいたことに御礼申し上げる。また、本事業の成

果は国内外関係者に対するインタビューに基づいており、ご協力いただいた方々に深く感謝している。 

 

プロマーコンサルティング 

常務取締役 吉田 里絵 

 

 

【注意事項】 

本事業は、農林水産省食料産業局の委託により、「平成 23 年度輸出倍増リード事業のうち主要国輸出国の

輸出促進体制調査」を、プロマーコンサルティングが実施したものです。本報告書は、本事業の調査・分

析内容をとりまとめたものであり、農林水産省の見解を示すものではありません。 

【免責事項】 

農林水産省および委託事業者であるプロマーコンサルティングとその関連会社は、本報告書の記載内容

に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失につい

ては、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、

一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、農林水産省および委託事業者であるプロマーコ

ンサルティングとその関連会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証

するものではありません。農林水産省および委託事業者であるプロマーコンサルティングは、本報告書の

論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性があります。 
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プロマーコンサルティング 

  吉田 里絵 常務取締役  責任者 

小倉 千沙 シニアコンサルタント マネジャー（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・台湾現地調査及び全体執筆担当） 

川江 心一 コンサルタント   調査員（韓国現地調査及び執筆担当） 

黒木 彩子 コンサルタント   調査員（ﾌﾗﾝｽ・ﾉﾙｳｪｰ現地調査及び執筆担当） 

ルーシャ・ヴァンチュラ シニアコンサルタント 調査員（米国現地調査担当） 

林田 淳子 プロモーションコーディネーター 調査員（チリ現地調査担当） 

ポール・ツァイ マーケティングマネジャー  調査員（台湾現地調査・中国情報収集担当） 

アンドリュー・ランバート アナリスト  調査員（米国情報収集担当） 

渡辺 直子 アシスタント   調査補助（アシスタント・経理・校正担当） 

 

農林水産省食料産業局輸出促進グループ 

  野木 宏祐  海外展開専門官 

  杉山 友輝  海外展開企画第 1 係長 

  新見 友啓  海外戦略販売第 3 係長 

 

[ ] 

換算レートは特に注記の無い限り以下を使用した。 

 円/ドル 円/ユーロ 

2011 年 79.97 111.38 

2010 年 88.09 117.25 

2009 年 93.52 130.14 

2008 年 104.23 153.86 

2007 年 117.93 160.89 

2006 年 116.25 145.46 

2005 年 109.64 136.97 

2004 年 108.28 134.14 

2003 年 116.41 130.66 

2002 年 125.60 117.84 

出所）財務省貿易統計 


