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4  
 

本章では、ニュージーランドの農産物等の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 4.1 節でニュージーランドの農

産物・食品の輸出概況を示し、続いて 4.2 節においてニュージーランドの農産物・食品輸出促進政策とそれを支える官

民の機構について取り上げる。4.3 節では、輸出促進を支える政府組織の NZTE について述べる。次いで 4.4 節、4.5 節、 

4.6 節でそれぞれキウイフルーツとリンゴ、チェリーにおける輸出促進活動の実態を挙げ、4.6 節でフォンテラのプロ

グラムに関してとりまとめを行う。 

4.1  

ニュージーランドの 2010 年の農林水産物・食品輸出額は 189 億ドル（約 1 兆 7 千億円）で、これは同

国の総輸出額のうち 61.0%と実に過半を占める。ニュージーランドの農産物輸出は、1973 年に特恵的な輸

出相手国であった英国の EC 加盟により大きな打撃を受け、さらに 1980 年代の国際的な不況を受けて政

府は国庫負担による農業保護と産業育成政策を進めたが、その結果、国家予算の赤字は 30 億ニュージー

ランドドルに達した。そのため 1984 年以降は経済自由化に転じ、補助金や価格支持、輸出助成を廃止し

た。1990 年代は急激な民営化・自由化の混乱と農産物国際相場の影響で低迷したが、2000 年になってニ

ュージーランドドル安によって農産物輸出は好調に転じた。2000 年代中旬以降は好調なオーストラリア経

済につられる形でニュージーランドドル高傾向となったが、世界的な農産物価格上昇に支えられて輸出は

増加基調にある。 

ニュージーランドの農業は、羊毛と乳製品の英国向け輸出を基盤として発展した。土壌や気候条件に適

した酪農・畜産、果樹栽培がさかんで、穀物生産は比較的少ない。農林水産物輸出において、品目別には

酪農品が 39.2%と最も重要である。次いで食肉（主に羊肉・牛肉）が 19.2%であり、その他に木材等が 11.1%、

果実（キウイフルーツ、リンゴ等）が 5.5%、飲料・アルコール（主にワイン）が 4..9%、魚介類が 4.9%

と続いている。 

国別には米国、オーストラリア、日本、イギリス、中国が最も重要な貿易相手国となっている。近年は

近隣である豪州と、中国向けが特に増大している。 

 

 

図 33 ニュージーランドの農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 
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4.2  

 

ニュージーランドの農水物の輸出促進の最も重要な部分を担っているのは、かつて輸出を独占していた

旧農業公社（ボード）が民営化された組織となっている。ただし、これらの組織は完全に民営化されてお

り、著名な乳製品のフォンテラ、キウイフルーツのゼスプリ、リンゴとナシのエンザ等は、いずれも既に

一つの民間企業として運営されており、ジェネリックプロモーションというよりは、個別企業のブランド

ベースのマーケティングとなっている。 

ただし、食肉では食肉公社を前身とする食肉業界団体ビーフアンドラムニュージーランドが存続してお

り、他にも、リンゴとナシ、ワイン、カボチャ等の分野では、業界団体によるジェネリックマーケティン

グがみられる。農林水産物輸出の長い経験から、特にフォンテラやゼスプリのような独占的企業の無い場

合には、業界を挙げた包括的な調査研究や品質管理、輸出促進活動等の取り組みが重要であることがよく

認識されている。また、業界団体等に対する政府からの補助はほぼ無いのが米国やフランス、チリ、韓国

等と比べて異なる特徴であるが、業界団体の設立とその財政的基盤となる義務的な賦課金徴収の仕組みを

支える法制度については、農林省の管轄下でよく整備されている。 

政府機関では、外務貿易省傘下のニュージーランド貿易投資促進庁（NZTE）が農業分野を含めた輸出

と投資の促進活動を担っている。農林水産分野は先に見たように貿易額の過半を占めるため、重要分野の

一つであるが、乳製品や果実等には上述の民営化された巨大企業があるため、ワインや食肉、水産分野等

を中心に活動している。NZTE の現地事務所は在外公館内に設置されており、職員のうち本国から派遣さ

れるスタッフは外交官扱いとなっている。また、現地の産業事情に良く通じた現地スタッフを多く雇用し

ているほか、現地の有識者らをアドバイザリー組織として活用をしている。ニュージーランドでは 1980

年代以降の行政改革の結果、政府機関においても少ない予算を最も効率よく活用することが常に求められ

ており、輸出促進活動も、実際のビジネス上の利益、つまり「売り上げ拡大にどれだけ貢献したか」とい

う点が最も重要視される。この点も他国に比べて非常に特異的である。このため、NZTE の支援を受けら

れる企業は輸出ポテンシャルが高いところに厳選されている。 

 



 

93 

 

23  

 

1920～30 年代にかけての国際的な農業不況を背景に、欧米諸国では相次いで官制組織として農業公社

（ボード）が組織化されていったが、ニュージーランドでも同様に、1922 年には既にのちの乳製品公社や

食肉公社の前身が形作られ、乳製品では 1936 年に計画生産・販売一元化と売上のプール制度が開始する。

これらの農業公社組織は第二次大戦における政府の輸出統制にも寄与した。次いで 1944 年には羊毛公社

が、1948 年にはリンゴ・ナシ販売公社が設立された。 

1947 年に英国から独立したニュージーランドは、戦争におけるダメージをほとんど受けておらず、旧英

国連邦諸国に与えられた英国での優先的販売権の下、英国依存型の農産物輸出を柱として大きな経済成長

を遂げた。しかし、1973 年の英国 EC 加盟による特権の喪失、続く 2 度のオイルショックと国際的な農産

物価格低迷により、ニュージーランド農業は大きなダメージを受ける。当時の国民党政権は、経済停滞緩

和のために「シンク・ビック計画」と称して様々な政府投資を進める一方、農業には価格補償や補助金な

どで手厚い保護を与えた。マーケティングボードもまた、英国以外の国際市場への進出戦略が必要とされ、

市場開拓を重要な使命とする組織へと改革され、輸出の一元的な窓口として機能するとともに、国庫から

は多額の輸出補助や金融支援等を得る。ところがこれらの政策の結果、政府の財政は巨額の赤字を抱え、

しかもニュージーランドは経済停滞・高インフレ・高失業率からは脱することができなかった。 

危機的な財政状況を背景に 1984 年には労働党が政権交代し、小さな政府・自由主義志向へと大きく舵

を切った。蔵相ロジャー・ダグラスの名前をとり、ロジャーノミックスと称される。通常は福祉重視の労

働党政権が、経済自由化の旗振りをした点に、当時のニュージーランド経済の危機の深刻さが伺える。1984

年から 1987 年にかけて、農業分野でも最低価格補償の廃止、農業に対する減税の廃止、農業公社の在庫

に対する金融支援の廃止、牛乳等の国内販売組合の終結等の施策が実施され、OECD によれば同時期に、

生産者支持推定量（PSE）は 19 パーセントから 5 パーセントを切るまでに下がった。改革当初は、多く

の農家が離農を余儀なくされるとの予測もあったが、結局は離農した農家は約 2 パーセントに留まった。 

1996 年に政権は国民党に移るものの、基本的には自由化・民営化路線が継承された。ニュージーランド

は GATT などの交渉で欧米の農産物保護政策を批判していたが、逆に米国などから公社による独占に対し

て批判を受けたこともあって、農業公社による輸出独占は段階的に廃止され、農業公社は民営化される方

向となり、1997 年には食肉輸出が自由化された。1998 年には政府は乳製品やリンゴ・ナシ、キウイフル

ーツなどの輸出独占も廃止する方針を打ち出した。 

国民党政権下における自由化の行き過ぎによる経済格差拡大などの不満を背景に、1999 年には再度政権

が労働党へ移り、急速な民営化・自由化の路線を修正し、高所得者所得税の引き上げや、輸入関税引き下

げの凍結等が実施されたが、基本的には農業に対する補助は低いままで抑えられ、農業公社等民営化も引

き続き進められた。リンゴ・ナシとキウイフルーツについては、1999 年にそれぞれ業界再編法が制定され

て、公社はそれぞれエンザ、ゼスプリとして生産者らを株主とする民間企業となったが、暫定的な輸出独

占が認められた。リンゴ・ナシについては翌々年に業界再編法廃止法が制定されて、輸出は完全に自由化

されが、キウイフルーツについては生産者らの投票により輸出独占はそのまま存続することとなった。乳

製品については、乳業協同組合の巨大合併を経てフォンテラが設立され、2001 年に乳業界再編法が制定さ

れて、輸出独占は 2002 年から段階的に廃止となった。 

2008 年の総選挙では、9 年ぶりに国民党が政権を奪還し、自由主義路線が強まっている。農林水産物輸

出促進プログラムについても、よりビジネス上の実益と直結することを追求するように改革がなされた。 
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ニュージーランド行政機関のうち、農林水産物・食品の輸出促進を中心的に担うのは、ニュージーラン

ド貿易経済促進庁（New Zealand Trade & Enterprise – NZTE）である。NZTE は、農林水産物や食品だ

けでなくあらゆる製品や品目の輸出と投資の促進を担当しているが。NZTE は 2003 年にニュージーラン

ド貿易公社とニュージーランド地域産業振興公社を統合して設立され、貿易政策全般を管轄する外務貿易

省（Ministry of Foreign Affairs and Trade）の管轄下にある。農林水産物や食品はニュージーランドの全

輸出額の半分以上を占める最大の輸出産品であるため、NZTE の重要品目となっており、食品・飲料・バ

イオテクノロジーを専門とする担当部署を設置している。4.3 節で、NZTE の機構や組織、予算を示す。 

農林省（Ministry of Agriculture and Forestry）も農産物の国際貿易を担当しているが、こちらは外務

貿易省と連携して二国間や多国間の貿易交渉や、国際機関における代表部業務、主要国の農林水産業政策

の監視等を行っている。生産者賦課金を基礎とする協会設立の根拠となる法令についても、同省の管轄下

にある。また、農林省の中で検疫を担当する独立機関であるバイオセキュリティー・ニュージーランド

（Biosecurity New Zealand）、及び 2002 年 7 月に農林省と厚生省の中から食品安全に係る部局を切り離

して設立されたニュージーランド食品安全機構（New Zealand Food Safety Authority）も農林水産物・

食品貿易に大きな役割を果たしている。 

水産業は水産省（Ministry of Fisheries）、食品産業は経済開発省（Ministry of Economic Development）

が管轄している。いずれも NZTE とは緊密な協力関係にある。 

経済開発省では、高付加価値食品の輸出促進を重要課題の一つとして位置づけており、ワインを中心に

多少、直接的な輸出促進活動にも携わっている。 

 

 

図 34 ニュージーランド政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所)プロマーコンサルティング作成 
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前述のように、かつては主要な輸出品目について、それぞれ輸出の一元窓口として農業公社が設けられ

ていたが、1990 年代末より順次民営化され、例えば乳製品についてはフォンテラ、キウイフルーツのゼス

プリ、リンゴ・ナシのエンザ等が設立され、これらは全て私企業として運営されている。 

これにかわって生産者の協会組織を維持するために、農産物賦課金法（Commodity Levies Act 1990）

が制定されており、これに基づいて、農業生産者によって、生産物に課せられる義務的な賦課金（levy）

を基盤に、調査研究と普及、輸出促進と品質管理等を目的とする協会組織を設立することが認められてい

る。協会は、農業生産者の自主的な合意に基づくもので、一定の賛成票があれば、全ての生産物から義務

的に賦課金を徴収することができる。園芸作物生産者らのホーティカルチャーニュージーランド、肉牛・

牧羊農家らのビーフアンドラムニュージーランド、ブドウ生産者らのグレープグロワーズカウンシル、ア

ボカド生産者らのアボカド生産者協会等の様々な協会組織がある。これらの協会は 6 年毎に見直し・生産

者による再投票が行われ、組織の存続・あり方について常に意義を問われる形となっている。 

以下に主要な産品及び農林水産業・食品全般における、民間の業界内の機構についてとりまとめる。 

 

ニュージーランド最大の乳業企業がフォンテラ（Fonterra Co-operative Group Ltd.）で、旧乳業公社

（New Zealand Dairy Board – NZDB）と、大規模酪農協 2 ヶ所（Kiwi 及び NZDG）を前身として 2001

年に成立した。 

旧乳業公社（NZDB）は乳業公社法（Dairy Board Act）に基づく酪農家共同所有の特殊法人で、ニュー

ジーランド産乳製品輸出を一手に扱っていた。1998 年に政府は公社を廃止する方向を打ち出し、政府と酪

農業界は話し合いにより、個別酪農協の合併によって統合酪農協「メガ・コープ」を 2000 年 8 月末まで

に設立することとした。酪農協合併は急速に進められたが、最後に NZDG、キウイの 2 大酪農協といくつ

かの中小酪農協が残って期限内合意には至らなかったものの、交渉が続けられ、ようやく 2001年 10月に、

NZDB と NZDG、キウイが合併、巨大な酪農会社フォンテラが誕生した。一方、中型酪農協のタツアとウ

ェストランド、そして幾つかの小型乳業会社は、フォンテラに加わらず独自路線を採った。4.7 節でフォ

ンテラの現在の機構について説明する。 

フォンテラ誕生の際に、新しい酪農産業再編法（Dairy Industry Restructuring Act 2001）が制定され、

長年続いた乳業公社の乳製品輸出独占権は基本的に廃止されたが、一部米国、カナダ、EU、日本、及び

ドミニカ向け輸出は関税割当枠（クオータ）が存在することから、暫定的にフォンテラが一元的輸出を続

けることとなった。ただしこれも、2010 年 3 月から生産量に応じて売買可能な関税割当枠が各社に割り

当てられる形となっている。乳製品の輸出枠割り当ては農林業省が管轄している。 

フォンテラはニュージーランドで生産される生乳の 95 パーセントを集乳しており、1 万 1 千人の酪農

家を株主とする。フォンテラ以外で乳製品を生産しているのは、中規模の独立系酪農協ウェストランド

（Westland）及びタツア（Tatua）、新規参入した乳業会社のオープンカントリーチーズ（Open Country 

Cheese）、三井物産が資本参加するシンレイ（Synlait）、市販牛乳やヨーグルトを得意とするメドーフレ

ッシュ（Meadow Fresh）等が挙げられ、その他に小規模なチーズや市乳会社が数社ある。ウェストラン

ド、タツア、オープンカントリーチーズ、シンレイ等の各社は、高品質チーズや乳児用粉ミルクなど、ニ

ッチな高付加価値製品を輸出市場向けに供給する独自路線を築いている。また、フォンテラは生乳集乳量

の 5%を上限として、これらの企業に生乳を提供することを義務付けられており、これらの企業は直接農

家から集乳するだけでなく、フォンテラからも生乳を購入している。 
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図 35: ニュージーランド酪農・乳業界の構図 

出所：プロマー・ジャパン作成 

酪農分野では、農産物賦課金法に基づいて酪農家らによるデーリーニュージーランド（Dairy NZ）が設

立されている。同協会の目的は主に研究開発と教育普及活動であって、輸出促進活動にはタッチしていな

い。乳業企業側については、主要乳業企業 5 社からなるニュージーランド乳業企業協会 (The Dairy 

Companies Association of New Zealand) が 2003 年に設立された。同協会は直接的に輸出相手国での輸

出促進活動は特に実施していないが、貿易自由化に向けたロビー活動や、サステイナビリティ、バイオセ

キュリティ、動物福祉等の分野における業界協調を行っている。 

乳業・酪農界では輸出促進のためのジェネリックマーケティングは行われていない。巨大な企業である

フォンテラが存在し、またフォンテラは主に原料向けの乳製品供給を得意とし、またその他の会社は例え

ば乳児用粉ミルクなどニッチ市場を狙った独自の市場開拓を行っているため、ニュージーランド産乳製品

としてのジェネリックマーケティング活動をする必要があるとは考えられていない。 

ただし、NZTE は高付加価値乳製品対策を重視しており、ウェストランドやタツア等の高付加価値乳製

品を生産する優良中規模企業を中心に、個別企業・農協に対しての海外輸出促進の支援を重点的に行って

いる。 

 

 

  

ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾄﾘｰﾁｰｽﾞ

フォンテラが生乳を各社に販売
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畜産分野では、農産物賦課金法に基づいて牛肉・牧羊農家らによるビーフアンドラムニュージーランド

（Beef + Lamb NZ）が設立されている。前身は、ミートアンドウールニュージーランドで、これは食肉

公社と羊毛公社が 1998 年に民営化されてそれぞれミートニュージーランド、シープコとなったものが

2004 年に合併した団体である。同協会の目的は研究開発と教育普及活動、市場アクセス改善のためのロビ

ー活動、輸出促進活動で、海外では日本やイギリスを含む 6 ヵ所に現地代表を置いている。なお、2010

年に農家による見直しを経て、ウールについては同協会による輸出促進活動を停止することとし、名前を

ビーフアンドラムニュージーランドに変更した。 

なお、2004 年の食肉公社の民営化にともない、米国と EU 向けの食肉輸出枠の割当配分のため、新た

にニュージーランドミートボードが設立されている。 

ニュージーランドの食肉企業は大手 4 社とその他の小規模な企業で構成される。業界 1 位と 2 位、4 位

はいずれも畜産農協であるシルバーファーン（Silver Fern）、アフコ（AFFCO）、アライアンス（Alliance）

である。業界 3 位は旧食肉公社の日本販売会社を母体とするアンズコ（ANZCO）で、同社には伊藤ハム・

日本水産が出資している。 

食肉企業の側では、食肉加工、流通、輸出入業者の任意団体で、食肉産業協会（Meat Industry Association）

がある。同協会は衛生や市場アクセス等の業界共通の問題について対処することを目的としている。食肉

企業側も、ビーフアンドラムニュージーランドの海外での輸出促進活動と協力するため、ビーフアンドラ

ムニュージーランドと食肉産業協会等によりミートプロモーショングループが構成されており、特に英国

や欧州における羊肉のプロモーションを支えている。また、米国では旧食肉公社の現地販売会社がニュー

ジーランドラムカンパニー（NZ Lamb Company）として残り、シルバーファーンとアンズコ、アライア

ンスによる共同運営で北米市場でのラム販売を行っている。 

 

 

図 36: ニュージーランド畜産・食肉業界の構図 

出所：プロマー・ジャパン作成 
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園芸作物全体では、2005 年に野菜ジャガイモ生産者連盟、果実生産者連盟、ベリーフルーツ生産者連盟

が合併して、農産物賦課金法に基づいた園芸作物生産者の団体であるホーティカルチャーニュージーラン

ド（Horticulture New Zealand） が設立された。この下に、品目グループとして、キウイフルーツ、ア

ボカド、トマト、ナシ、ベリー、オリーブ等の青果物について 22 の品目別の生産者組織がある。この他

に、ホーティカルチャーニュージーランドから独立している生産者団体もいくつかあるほか、輸出業者ら

の協会としては、全体では園芸作物輸出業者協議会（Horticulture Exporters Council）、玉ねぎ生産者及

び輸出業者らのオニオンニュージーランド、花き輸出業者協会等がある。いずれも研究開発・普及、植物

衛生・食品安全、業界戦略や季節労働者確保等を中心とするが、規模は小さいが一部に輸出促進活動も行

っている団体もある。 

また、園芸分野では政府組織として、1987 年に設立されたニュージーランド園芸作物輸出権限法（New 

Zealand Horticulture Export Authority Act 1987）の下、園芸作物輸出機関（NZ Horticulture Export 

Authority - HEA）があり、比較的小さいが重要な輸出品目であるアボカドやカボチャ、カキ、トリュフ

等の園芸作物 10 品種について、それぞれの品目の生産者及び輸出業者らの自主的な取組で設定された輸

出戦略に沿った輸出を保障するために、輸出を監督する機構がある。この取り組みの下では、輸出ライセ

ンスを持つ企業のみ輸出することができるようになる。HEA は、輸出ライセンスの発行や実際の輸出活

動のモニタリングを通じて実際の輸出状況を監督し、市場アクセス拡大のための活動等を担っている。輸

出業者は強制的にライセンスフィーを拠出するが、2011 年で約 40 万ニュージーランドドルとなっており、

この資金を活動の基盤としている。 

キウイフルーツ業界とリンゴ・ナシ業界については、独自の動きがあるためそれぞれ 4.5 節と 4.6 節に

とりまとめる。 

 

ワイン業界には、ワイナリーとワイン用ブドウ生産者らが加盟する組織として、ニュージーランドワイ

ングロワーズ（New Zealand Winegrowers）が 2002 年に設立されており、ニュージーランドワインの海

外市場での輸出促進を担っている。同協会は、ワイナリーが加盟するニュージーランドワイナリー協会（the 

Wine Institute of New Zealand）と、ワイン用ブドウ生産者らが加盟するニュージーランドグレープグロ

ワーズカウンシル（New Zealand Grape Growers Council）から成る。前者はワイン法（Wine Act 2003）

に基づいてワイナリーから賦課金を徴収し、後者は農産物賦課金法に基づいてブドウ生産者から賦課金を

徴収しており、これらがニュージーランドワイングロワーズの活動資金となっている。 

ニュージーランドワイングロワーズは、ニュージーランド産ワインやブドウ生産に関する調査研究のほ

か、輸出促進のためのプラットフォームとしての機能も重要視しており、プロモーションウェブサイトの

運営や、中国や韓国等のアジア各国でのニュージーランド産ワインイベントの開催、ワインコンテストの

開催等を手掛けている。 

また、経済発展省の経済発展政策局では、米国高級ワイン市場と、中国・欧州ワイン市場での市場での

現地でのプロモーションや関係者教育活動等のイニシアチブをリードしている。うち米国向けイニシアチ

ブには、政府から特別に別途予算措置があり 2010 年 6 月から 2 年間で 120 万ニュージーランドドル（約

7,700 万円）が拠出されており、また欧州向けイニシアチブには経済発展省から 30 万ニュージーランドド

ル（約 1,900 万円）が拠出されている。 
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業界団体としては、ニュージーランド水産業協議会（The New Seafood Industry Council Ltd – 

SEAFIC）及びニュージーランド養殖協会（New Zealand Aquaculture Ltd.）、その他品目別の団体があ

る。SEAFIC は科学部（科学的な調査やモニタリングを行う）、政策部（水産業に係る政策や規制等に対

してアドバイスを行う）、貿易情報部（水産物の市場アクセス改善や規格立案、情報提供等を行う）、教育

普及部（水産物業界の労働者及び雇用者に対し必要なトレーニングを受ける機会を提供する）の 4 つの部

局を有し、規模の大きな団体である。ただし、輸出促進活動に対してはそれほど積極的な活動は行ってい

ない。 

 

農業者団体として最大のものはニュージーランド農業者連盟(Federated Farmers of New Zealand)で、

加盟者は約 18,500 人、農家や農業企業のうち 8 割程度が加入している。地域事務所を持ち、主な分野別

の組合もある。各種政策についても積極的に提言を行っており、WTO などでも自由貿易推進に尽力して

いる。また、企業団体としては、NZ の経済界全体を代表するビジネス・ニュージーランド（Business NZ）、

輸出業者を代表するエクスポート・ニュージーランド（Export NZ）、食品飲料輸出業者協議会（New 

Zealand Food and Beverage Exporters Council）等が主なものとして挙げられる。いずれも経済界と政府

との架け橋となって、各種の政策実施をサポートしている。また、地域別の組織として商工会議所

（Chamber of Commerce）が設立されている。 

最近活発に活動しているのはニュージーランド国際ビジネスフォーラム（New Zealand International 

Business Forum – NZIBF）である。NZIBF は、2007 年 6 月に設立された NZ の国際貿易に関するフォ

ーラムで、主要な輸出企業（乳製品、食肉、水産、キウイフルーツ、IT 産業、サービス分野）及び経済団

体（貿易、工業、サービス分野）の 11 社/団体が加盟する。もともとは、食肉大手のアンズコ、乳業大手

のフォンテラ、ミートアンドウールニュージーランド、食品飲料輸出業者協議会の 4 社/団体が出資して作

られた、広く貿易政策について民間で討議するための団体であるニュージーランド貿易自由化ネットワー

ク（TLN）から出発したもので、現在は TLN が NZIBF の下部組織に位置づけられている。 

ただし、これらの団体はいずれもいわゆる輸出促進活動はあまり行っていないとみられる。 
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4.3 NZTE  

 

ニュージーランド貿易経済促進庁（NZTE）は、2003 年にニュージーランド貿易公社とニュージーラン

ド地域産業振興公社を統合して設立された。貿易政策全般を管轄する外務貿易省（Ministry of Foreign 

Affairs and Trade）の管轄下にある。 

 

NZTE は、農林水産物や食品だけでなくあらゆる製品や品目の輸出と投資の促進を担当しているが、農

林水産物・食品は最大の輸出カテゴリーであることに加えて、現在の政府の重点産業育成が①食品・飲料、

②IT 等の知識集約型産業、③観光、④化学・鉱業となっていることから、農林水産物・食品・飲料分野の

輸出促進には特に力をいれて進めている。 

農林水産物・食品・飲料分野に関しては、輸出額の大きい乳製品に関してはフォンテラがあるのであま

り NZTE の役割は大きくなく、NZTE のサポートの中心は食肉やワイン、水産物等となっている。 

地域的には、もともと大きな市場である北米、欧州、日本に加え、新興市場である①北アジア（中国・

香港・台湾・韓国）、②東南アジア・インド、③中東を中心にしており、特に新興市場向けの予算を拡大し

ている。 

 

NZTE は、活動による輸出増大効果を最大化するために、ジェネリックプロモーションから個別クライ

アント（民間企業・団体）のカスタマイズサポートへと軸足を移しており、活動のほとんどは個別クライ

アントに向けた事業となっている。ジェネリックプロモーション活動は、上海万博やラグビーワールドカ

ップ、オリンピック等に合わせて実施されるような一部の活動のみである。2008 年の政権交代に伴う

NZTE の CEO 交代により、この方針がさらに強化されている。 

クライアントのうち、NZTE が最も重視するのが約 500 社の優良顧客（Focus 500）で、これらは NZTE

によって選抜された企業で、中～大規模企業で輸出実績があって拡大意欲が高い、あるいは小企業だがバ

イオテクノロジー等の分野で特殊な技術があり輸出増大ポテンシャルが高い、そして NZTE と協力して輸

出促進活動をする意欲がありかつ事務的能力がある、といった諸条件を満たす企業群となっている。NZTE

の職員や各プログラムも直接的な輸出増大効果がどれくらいあったか（つまり、イベント開催によって企

業の売り上げがどれくらい上昇したか）、ということが最も重要な評価基準となるため、NZTE のサポー

トによって輸出増大の可能性がどれくらい見込めるかという点から企業を厳しく選定している。こういっ

た企業の選定は、ニュージーランド各地にある NZTE 地域事務所のクライアントマネージャーが行ってい

る。 

なお、フォンテラやゼスプリ等の大企業は、各国に支社/支店を持っていて欧州や日本、米国市場等では

NZTE へ協力はするが、サポートは受けていない。しかし、例えば中東等の新興市場への新規参入等の面

では、NZTE がサポートしている。これも、2008 年の改革に伴い強化された点で、輸出増大効果を高め

るために、大企業との関係も強化する方向にある。 
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選別された 500 社の優良顧客は、NZTE が企画するプログラムへの参加を招待される、あるいは個別の

要望に応じてプロジェクトを実施してもらえる、利用料金が優遇される等、サポートを優先的に受けるこ

とができる。また、NZTE はその他の企業についても、毎年 2,000 社程度をサポートしている。 

 

 

図 37 NZTE の輸出産業に占める顧客分布 

出所）NZTE 

 

NZTE には、上級管理官チームの下に国際マーケット、ニュージーランド主要産業、企業サービスを担

当する部門が設置されており、主要産業部門内に食品・飲料・バイオテクノロジー部が設置されている。

NZTE は、オークランドを始め国内に 9 の事務所と海外に 37 の事務所を持ち、国内に 350 人、海外に 194

人、合計 544 名の常勤職員が在籍している。NZTE は本部組織においても、ニュージーランド人以外に外

国人を多く雇用している点が特徴として挙げられる。 

 

図 38 NZTE の機構 

出所）NZTE 

大規模 

260社 

中規模 

460社 

小規模 

12,000社 

優良顧客  
500 社 
（FOCUS 500） 

顧客  
2,000 社 
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食品・飲料関係のセクター担当としては、本部に 10 人、国内の地域事務所 5 人程度、また海外事務所

の個別食品セクター担当が数十人（例えば中国で 8 人、日本で 6 人程度）といった規模で運営されている。

海外での活動については、海外事務所の担当者が主体的に発案して、それに承認をとりつける形で運営さ

れている。世界統一のジェネリックプロモーションプログラムを組むことは非常に限られているため、海

外事務所で雇用された現地スタッフが非常に重要な役割を果たしている。 

 

海外事業所は、多くが大使館やその他の在外公館の中に設置されている。トップは本国から外交官（参

事や公使）扱いで 1～3 名程度が派遣されているが、彼らを除くと全て、現地で雇用された現地職員であ

る。海外事務所の職員は専門性が高く、総務担当等を除き、加工食品、水産・農産、投資、バイオテクノ

ロジー等の各分野をそれぞれが任されている。もちろん主要市場では大使館に農林省から農務担当官も派

遣されているが、農務担当官は貿易交渉や検疫衛生、食品安全等の分野を担当しており、輸出促進には直

接的にはタッチしない。 

NZTE 日本事務所によれば、以前は広告代理店を使っていたが、最近はメディア対応、セミナーやイベ

ントの会場探しなど含め、直接 NZTE が行うことが多くなり、様々な活動が効率的に実施できるようにな

った。ただし、金額が大きいプロジェクトの場合はコンペを行い、広告代理店と仕事をすることもある。 

 

NZTE の予算額は 2010 年度約 2 億 6 千万ニュージーランドドル（約 164 億円）、2011 年度約 2 億ニュ

ージーランドドルとなっており、このうち 8 千万ドル程度人件費となっている。農林水産物や食品に使用

される予算額については明示されていないが、クライアントの分布から判断して、おそらく半分以上が関

連分野と推測される。 

ニュージーランド政府の会計年度は 7 月 1 日~6 月 30 日となっている。予算の分配は、一部は当初に各

部局と現地事務所に配分されるが、大部分はプロポーザル形式で各現地事務所からアイディアを募って評

価し割り当てる仕組み（「オンデマンド」）となっている。上海万博への参加や、ラグビーワールドカップ

開催に合わせた輸出促進活動等の特殊なプログラムにおいては、本部が主導権を持つが、多くのプログラ

ムは各事務所が能動的に動く形となっている。予算の配分の際には、「経済効果」が最も評価される。 
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表 26 NZTE 予算 

単位：千ニュージーランドドル 

 2010 年度 2011 年度 

NZTE 予算   

収入計 260,808 199,339 

 国庫（オペレーション費） 194,928 158,852 

 国庫（補助金） 62,880 37,487 

 クライアントの支払い 500 500 

 その他経常収入 2,200 2,500 

 金融収益 300 - 

支出計 260,808 199,339 

 人件費 79,273 75,327 

 減価償却 5,199 4,999 

 金融支出 30 - 

 補助金支出 62,880 37,487 

 その他経常支出 113,426 82,226 

プログラム別内訳   

主要 6 セクター   

1 トレーニング・アドバイザリーサービス 15,765 11,409 

2 地域・セクター開発サービス 48,084 30,848 

3 企業の分析サービス 18,222 20,446 

4 国際市場機会の特定とコーディネート 74,674 80,323 

5 国際投資促進サービス 15,206 13,610 

6 上海万博 2010 年への参加 26,448 10,577 

その他   

 国際成長ファンド 9,842 20,027 

 国際バイオテクノロジーパートナーシップ 726 1,700 

 市場開発アシストファンド 40,773 - 

 企業開発ファンド 600 - 

 地域パートナーシップ促進 10,129 4,556 

 セクター戦略促進 1,500 1,204 

出所）NZTE 

 

NZTE の実施するプログラムには、本部や国内の地域事務所が担当して、「スタートアップ」の段階と

して企業/団体に向けた情報提供、トレーニングやメンター、インキュベーションサポートを行う事業と、

海外事務所が担当して、実際に調査活動や商談会の開催等のイベント実施を行う活動等がある。 
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図 39 NZTE のプログラム 

出所）NZTE 

表 27 NZTE の主な活動プログラム 

分野 内容 

1 トレーニング・アド

バイザリーサービス 

• ビジネスマネジメントトレーニング (企業トレーニングプログラム) 

• 輸出トレーニング 

• 一般的なビジネス情報レファレンスサービス (BIZ サービス) 

• メンターサービス 

• ビジネスインキュベーターサポート 

• 投資資本増強のアシスト（エスカレーターサービス） 

2 地域・セクター開発

サービス 

• 戦略的イニシアチブ 

• セクタープロジェクト（食品・飲料ﾀｽｸﾌｫｰｽ、ラグビーワールドカップ 2011 関連活動等） 

• 地域戦略やプロジェクト開発のサポート 

• 地域戦略ファンド 

• 海外の優良企業等への訪問ミッション（デザインプログラム） 

3 企業の分析サービ

ス 

• 輸出展開を考える企業への情報提供とサポート 

• 機会や問題の特定や解決へのアシスト 

• 企業への戦略レベルでのサポート 

• 業界内での能力ネットワークの構築 

• ビジネスアシストのための補助提供  

4 国際市場機会の特

定とコーディネート 

• 海外事務所とのネットワーク 

• ビーチヘッドプログラム 

• 国際マーケティング活動（上海万博参加等） 

• ブランドパートナープログラム 

• メディアプログラム 

• ニュージーランド国際ビジネス賞 

5 国際投資促進サー

ビス 

• 投資プロモーション活動 

• 投資家訪問プログラム 

6 上海万博 2010 年へ

の参加 

• ニュージーランドパビリオン設営等 

出所）NZTE 
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主にスタートアップ段階の企業に対して、ニュージーランド国内の地域事務所が窓口となって、個別企業

に対して情報提供や相談の受付け、輸出のための企業の担当職員に対するトレーニング、メンターサービ

ス等を提供している。 

 

食品・飲料に特化して、2004 年に食品・飲料タスクフォースが設置され、2006 年に報告書「スマートフ

ード・クールビバレッジ：ニュージーランドの食品・飲料セクターの将来」が出された。これを基に、以

下の個別プログラムが動いている。 

 特定の重要な国際的食品・飲料展示会/フェアにおけるニュージーランドの出展の強化 

 国家養殖戦略の一環として、養殖産業の海外市場発展をサポートするファンド 

 園芸作物がビジョン 2020 において 100 億ニュージーランドドルの市場開発をサポートするための

ファンド 

 食肉産業が新興国市場を開拓するためのファンド 

 ワイン産業がスーパープレミアム市場戦略を策定するためのサポート 

 

現地事務所が行う業務内容は、BtoB、中でも特に商談のためのマッチング、つまり「取引相手の紹介」が

メインの仕事となっている。消費者向けの活動は非常に少ない。 

現地事務所の各分野の担当者は、現地有力企業（メーカー、小売り、外食等）と深いネットワークを持ち、

優良顧客企業に対して取引相手候補となる現地企業を紹介する。現地内でのコネクションを非常に重要視

しており、コミュニケーションを密にしている。 

NZTE は食品フェアなどのマッチングイベントを行う際は、基本的には「1 分野１企業」となるように調

整をしている。（例えば、乳製品 1 社、チキン 1 社、養殖エビ 1 社、スープ 1 社、等々。）1 分野多企業に

なると、フェアに来場した顧客をニュージーランド企業同士で取り合うことになるため、これを防いでい

る。 

こういったイベントの成果は、ディール（Deals：実際の輸出契約、もしくは合意書の発行）の数と金額

によって評価されるため、事業実施のあとに、ニュージーランドの輸出業者と日本の輸入業者双方に対し

てヒアリングを行い、ディール数と売上額（数量・価格）を聞き取る。さらにそれを 3 ヶ月、6 カ月、1

年後と繰り返して、これを投資効果測定とする。 

消費者向け活動で実施しているのは、唯一外食でのフェアや小売店売り場でのフェアで、「売上」が立っ

て、「効果」を測定できるものに限られている。 

個々の企業からはこういったイベントに参加する場合は、「Nominal Contribution」という形で費用を徴収

する。実際に必要な経費の数パーセント程度であり、実際に金額としては小さいが、監査等の対応のため、

また企業のやる気を見せてもらうという意味合いもあって徴収している。 

日本事務所によれば、日本では効果がはっきりしないため、国際食品展示会である Foodex への出品はと

りやめている。今は独自でフェアをやっており、「ポテンシャルの高い顧客」であるバイヤーなど限定で

招き、ビュッフェ形式でイベント感を出しながら、出展企業には負担が少なくかつ効果を上げられるよう

に工夫している。 
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ビーチヘッドプログラムは、NZTE のイニシアチブで各国で同じシステムで動いているプログラムで、業

界をリタイアした現地人など、業界の知識が詳しい人にアドバイザーになってもらい、アドバイザリーボ

ードを運営し、適宜様々な個別企業に対しアドバイスを受けることのできる制度である。 

 

優良顧客企業の場合は「ジョブ」として、期間、成果などを含めてプロジェクトの実施を契約することも

ある。簡単なピンポイントの依頼についてはお金をとらないが、ジョブの場合は費用を多少とることもあ

る。 

 

国際成長ファンドは、クライアント（企業や団体）が NZTE に対してプロポーザルを出し、支援を受けら

れる仕組み。例えば商談会のためのミッション派遣、インポーターとレストランあるいは小売店等が組ん

で、試食やフェア等をしたり、POP 資料を作ったりなどの活動をすることができる。各企業のこういった

活動を NZTE が間接的にサポートすることもあるが、基本は個別企業が活動する。ただし、NZTE の海外事

務所が実際に企業が拠出された補助金を適切に活用しているか監督する。 

 

「直接経済インパクト（Direct Economic Impact – DEI）」をプログラム及び NZTE 全体の活動の評価

の基準としており、これはディール（Deals：実際の輸出契約、もしくは合意書の発行）の数と金額によ

って図られる。常に投資効果を最大化することが求められている。2010/11 年の目標は優良顧客の DEI が

7,500 万～1 億 5,000 万ニュージーランドドルで、実質は 2 億ニュージーランドドルに達した。 
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4.4  

キウイウフルーツ業界については、1999年に制定されたキウイフルーツ業界再編法（Kiwifruit Industry 

Restructuring Act 1999）に基づき、1988 年に設立されたニュージーランドキウイフルーツ販売公社（New 

Zealand Kiwifruit Marketing Board）が解体され、販売・マーケティング部門は、生産者らが株主とな

るゼスプリ（ZESPRI）として民営化された。生産者らの合意の下で、既に自由化されていた豪州向け輸

出を除いて、ゼスプリはほぼ独占的な取扱い（豪州向けを除く輸出のうち 97%）を認められている22。ゼ

スプリの概要について次節でとりまとめる。 

ゼスプリの民営化に伴い、ゼスプリの監視機構として生産者らの代表がメンバーとなる理事組織として

キウイフルーツニュージーランド（Kiwifruit New Zealand―KNZ）が設置されたが、これを、キウイフ

ルーツ生産者団体であるキウイフルーツグロワーズ（New Zealand Kiwifruit Growers Inc.―NZKGI）が

運営している。同団体は、ホーティカルチャーニュージーランドの品目グループであり、生産者への賦課

金に基づいて運営されている。ゼスプリのマーケティング事業のパフォーマンスを監視するほかに、病害

虫対策の農薬散布プログラムと、政府へのロビー活動等を担当している。ゼスプリによる独占的取扱いが

生産者に利益を与えているとして、同団体はゼスプリによる輸出独占を強く支持している。 

ゼスプリが取り扱わない残りの 3%の部分は、ニッチ市場等に向けた輸出でパッカー等がゼスプリと協

力しながら独自に輸出できる部分として設定されており、これも KNZ/NZKGI が認可する。パッカーや輸

出業者の一部は、ゼスプリとは異なる独自の強みや現地ネットワークを持っていることがあるため、こう

いった措置がとられている。こういった輸出の形態は、「協力的マーケティング（collaborative marketing）」

と呼ばれている。現在 10 社程度が協力的マーケティングでキウイフルーツを欧州や北米、マレーシア、

香港等に輸出している。 

なお、豪州向け輸出はゼスプリが販売するアジアや欧州市場向けの基準に満たない二級品が主体となっ

ており、こちらの輸出にはゼスプリの独占ではなく、パッカーや輸出業者らが担うが、前述の園芸作物輸

出機関（HEA）の管轄の下、キウイフルーツ豪州向け輸出グループ（Kiwifruit Exporters To Australia – 

KETA）が構成されており、業界の自主的なルールに従って輸出が調整されている。 

 

図 40 ニュージーランドキウイフルーツ業界の構図 

出所）プロマーコンサルティング作成 

                                                      
22

 この独占に対し、後述の Turners & Growers 社が対決姿勢を示し、キウイフルーツ産業再編法廃止を求め争っている。 

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

97%

3%

協力的マーケティング
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ゼスプリはニュージーランド産キウイフルーツの輸出業者かつマーケティング組織であり、ニュージー

ランド産キウイフルーツの輸出を一手に担っている。ニュージーランド産キウイフルーツは日本やアジア

諸国を中心とする市場で独占的な地位を築いて比較的高価格で販売することに成功し、販売額の面からは

チリやイタリアの追随を許さない。日本市場においても、ニュージーランド産キウイフルーツの方が国内

産キウイフルーツよりも平均的に高い価格を維持ししてる。 

ゼスプリの特徴は、品質管理と現地でのプロモーション活動の双方に高いコストをかけていることに加

えて、輸出独占の強みを活かした価格戦略で国や地域によって販売価格を変えることによって販売量と収

益を最適化していることが挙げられる。また、ゼスプリが品種育成者権を有するゴールド種のキウイフル

ーツについては、イタリアや米国、日本等での生産委託も実施して、果実の周年供給を可能にしている23。 

 

 

生産量シェア（全世界）  生産額シェア（上位） 

図 41 世界のキウイフルーツ生産におけるニュージーランドのパフォーマンス 

出所）ゼスプリ提供資料 

 

1988 年に設立されたニュージーランドキウイフルーツ販売公社は、キウイフルーツ輸出を独占的に手掛

ける官製団体であったが、1997 年に「ゼスプリ」ブランドを立ち上げ、マーケティングを担当する子会社

としてゼスプリインターナショナル社（ZEPRI International Limited）を設立した。1999 年にキウイフ

ルーツ産業再編法が成立し、翌 2000 年にはゼスプリとして、生産者が所有する法人組織形態に改変され、

引き続き輸出をほぼ独占的に扱う団体として成立した。2009/10 年シーズンには約 60 ヶ国で 38 万トンの

キウイフルーツを販売した。 

ゼスプリは現在、ゼスプリグループ（ZESPRI Group Limited）を持ち株会社として、ニュージーラン

ド産キウイフルーツのゼスプリインターナショナル（ZESPRI International Limited）と各国のマーケテ

ィング子会社、ニュージーランド産以外の生産管理を行うゼスプリグローバルサプライ部門としてゼスプ

リフレッシュプロデュース（ZESPRI Fresh Produce France S.A.R.L.等各国に）、その他、調査や投資を

扱う子会社等の 25 社体制となっており、全体で約 250 人を雇用している。 

ニュージーランド以外に、13 ヶ国（日本、台湾、中国、韓国、豪州、ベルギー、フランス、ドイツ、イ

タリア、スペイン、スウェーデン、英国、米国）にマーケティングと品質管理、および現地での生産管理

のために 17 ヶ所の子会社を設立している。例えば、日本市場を担当するゼスプリインターナショナル（ジ

ャパン）は、約 16 人体制で、営業/販売、マーケティング、財務・経理、生産管理、オペレーションチー

ムを置いている。台湾を担当するゼスプリインターナショナル（アジア）は、4 人体制で、営業/販売、マ

                                                      
23

 ゼスプリゴールドの海外での生産体制については、プロマーコンサルティング「ピンクレディー輸出戦略に学ぶ」

2010 年 参照のこと。リンク先：http://www.promarconsulting.com/ja/publications-and-data/ 
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ーケティング等をそれぞれ担当している。 

ゼスプリの株主は、ニュージーランドのキウイフルーツ生産者・生産企業の約 2,700 名/社である。その

他に、海外でゼスプリが組織しているゼスプリゴールドの生産者数はイタリア 150 名、日本 800 名、韓国

130 名、フランス・チリ・米国に 50 名となっている。 

 

ゼスプリは輸出業者でもあるため、収支状況を他の輸出促進団体と比べることは難しいが、2011 年は総

支出が 15.1 億ニュージーランドドルで、うち 9.7 億ドルが生産者に対する支払い（果実代金やプレミアム

等）、1.5 億ドルが輸送費で、プロモーション費は 0.9 億ドルと計上されている。 

国別には、例えば台湾では当社のヒアリングによると、ZESPRI はマーケティングに対しておよそ 5 千

万ニュージーランドドル（1.3 億円）を使っているとみられ、台湾のニュージーランド産キウイフルーツ

輸入額は 2010 年で計 27.5 百万米ドル（21.5 億円）なので、約 6%程度となる。 

ゼスプリが用いているプロモーション費は、一般的な農林水産物の輸出促進に比べて、非常に多額の費

用を計上している高コスト構造であるが、一方でプロモーションと品質管理によって消費を増加させ、他

国産を圧倒することによって、それに見合うだけの利益を達成しており、生産者の満足度は高い。 

 

表 28 ゼスプリの収入・支出内訳（2011） 

単位:千ニュージーランドドル 

  合計 
部門別： 

  

  
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産 NZ 以外の生産国 その他 

収入 
 

 
   

 
総売上高 1,511,586 1,391,368 119,866 352 

 
その他 14,852 472 137 14,243 

 
総収入 1,526,438 1,391,840 120,003 14,595 

支出 
 

 
   

 
輸送費 149,547 145,582 3,880 85 

 
保険 2,948 2,863 68 17 

 
関税・通関費用 78,516 78,463 53 

 

 
プロモーション 90,721 85,664 5,057 

 

 
その他直接経費(NZ) 71,272 66,217 5,055 

 

 
その他直接経費(海外) 26,040 26,021 

 
19 

 
利子支払い 71 71 

  

 
KNG/NZKGI 1,133 1,133 

  

 
生産者への支払い 974,147 858,870 90,862 24,415 

 
 果実・ｻｰﾋﾞｽ代金 949,732 858,870 90,862 

 

 
 ﾛｲﾔﾙﾃｨﾌﾟﾚﾐｱﾑ 24,415 

  
24,415 

 
調査・研究 13,221 

  
13,221 

 
その他経費(海外) 54,714 

 
4,278 50,436 

 
その他経費(NZ) 49,898 

 
4,579 45,319 

 
総支出 1,512,228 1,391,840 114,293 6,095 

出所）ゼスプリ Annual Report 2010/11 
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ゼスプリは、国内対策としては、パッカーに対して厳しい品質管理基準を課すとともに常に緊密な連絡・

発注体制をとるほか、高品質なキウイフルーツ（ドライマター量、糖度、硬度、色、果実保存性など）に

対して各種のインセンティブ24を支払って高品質産品の生産増加を促進しており、また品種や生産・選別

技術、健康機能性等に係る調査研究も並行して行っている。 

また、輸出相手国現地にも品質管理担当を置き、追熟が必要なキウイフルーツが最も良い状態で顧客ま

で届けられるように倉庫から店頭の各ポイントで品質のチェックを行っている。 

 

ゼスプリは独占的輸出業者である強みを活かして、輸入商社を国/地域あたり 1 社ないし数社に絞って

（例えば、日本では 1 社、台湾では 3 社25）不要な競争を防ぎ、価格と数量をコントロールする一方、営

業・販売担当を置いてスーパーマーケット等の小売店とも直接販売交渉を行うほか、相手国に合わせた充

実したプロモーション活動の実施によって需要を創出していることが特徴である。 

ゼスプリでは、輸出相手国/地域別に、現地の子会社のマーケティングマネジャーが中心となって、3 年

毎に同国/地域におけるマーケティング計画を策定し、毎年必要に応じて調整をしながら計画を実施に移し

ていく。販売数量及び販売価格の目標値や、新規市場開拓や知名度の向上等の全体目標が設定され、それ

をサポートするようなマーケティングやプロモーションプランが選択される。 

 

ゼスプリは、通年ほぼ一定した価格で卸売業者に対して提供している。価格は、毎年ゼスプリの各地域

のマーケティングマネジャーが目標価格を設定し、ほぼそれに準じた価格で販売されている。 

ゼスプリは、価格を輸出相手国のレベルに応じて地域ごとに変えることによって、価格と販売量を最適

化している。 

例えば、2010 年の日本のニュージーランド産キウイフルーツの輸入価格は 341 円/kg（6 万トン、208

億円、CIF）であったが、台湾の輸入価格は 123 円/kg（2 万トン、21.5 億円、CIF）であって、日本向け

は最も品質の良いものを出すようにしているとはいうものの、半額以下と明らかに安い価格で提供してい

ることが分かる。日本市場では、目標価格を比較的高く設定し、その他の国では目標価格を低く設定する

ことによって、価格と量の両方の面から、最も収益が高くなるよう、調整を行っている。これは輸出を独

占しているからこそ可能な方法である。 

 

実際のプロモーション活動や広告等の内容については、現地の広告代理店や PR 会社等を招いたコンペ

を開催して、最も良い企画を採用するようにしている。国や地域それぞれで、毎年異なり、新奇性があっ

て消費者の興味を集めるような多様なプロモーション活動が行われていることが特徴である。 

輸入業者とは常に意見交換のできる環境を作り、毎年マーケティングの方針と内容、販売目標等に彼ら

の意見を良く反映させるようにしており、輸入業者らからの信頼は厚い。また、輸入業者や有力な卸売業

者らから意見を聞くだけでなく、彼らを招いたパーティーの開催や、ニュージーランドへの招待、あるい

                                                      
24

 例えば、2010/11 年ではグリーンキウイの例で果実支払価格 4.27 ドル/箱、これにプラス各種インセンティブが平均

1.79 ドル/箱支払われており、インセンティブの有無で比較的大きな差が付くことが分かる。 
25

 日本のリンゴのケースでは台湾の輸入業者は安定的な主要輸入業者 4～5 社以外に、15～25 社が取り扱っている。 
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は中国等へ親睦旅行を企画したり、様々なグッズを提供するなどを行っている。 

スーパーマーケットでは、ポスターやポップ、通常の試食のほかに、「ロードショー」形式で郊外型の大

規模店舗のイベントスペースを利用して大規模な試食イベントを行ったり、着ぐるみのキャラクターを登

場させるなど、スーパーマーケットの売上向上に直結するような活動を行っている。 

スーパーマーケット等の他に、卸売市場と伝統的な卸売会社/商店に対しても働きかけを行う。例えば台

湾では、卸売市場で働く人々にゼスプリのロゴの入ったシャツやエプロン、電卓等を提供するなどの活動

を行っている。特にアジア市場ではこういった伝統的な市場にも力を入れている。 

消費者向けの広告等にも力を入れている。インターネットを使ったマーケティング手法の活用や、テレ

ビ CM、様々な媒体とのタイアップ広告、有名人をイメージモデルとして採用、屋外広告（大型屋外広告

や、バスやベンチ等のラッピング）、屋外スポーツや音楽イベント主催/協賛等のイベントが挙げられる。

他に、レストランやカフェ、スパ等と提携して、キウイフルーツを使ったメニューの紹介や健康への効果・

効能を広める等の活動もある。 
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4.5  

リンゴ・ナシ業界については、1999 年にキウイフルーツと同様にリンゴ・ナシ業界再編法が制定されて

リンゴ・ナシ販売公社が民営化され、生産者らが株主となるリンゴ・ナシ販売企業のエンザ（ENZA）が

設立された。さらに、翌々年にリンゴ・ナシ業界再編法廃止法が制定されて、リンゴとナシの輸出は完全

に自由化され、2003 年にはエンザは青果大手のターナーズアンドグロワラーズ（Turners & Growers）に

買収され、同社の一部門として統合された。 

また、1999 年の業界再編に伴って、品種開発や技術普及、生産管理、ロビー活動等に係る部分を担うた

め、生産者団体としてピップフルーツグロワーズニュージーランド（Pipfruit Growers New Zealand Inc. 

– PGNZI）が新たに形成された。翌年、PGNZI から品種開発や技術普及に係る部分を切り離してニュー

ジーランドピップフルーツ（NZ Pipfruit Ltd）が設立され、PGNZI は政策や業界の利益代表としての業

務に集中することになった。2004 年になって、PGNZI とニュージーランドピップフルーツの 2 社が再び

合併して、ピップフルーツニュージーランド（Pipfruit NZ Inc.）が形成された。 

 

 

図 42 ニュージーランドリンゴ・ナシ業界の構図 

出所）プロマーコンサルティング作成 

2004 年、2005 年とリンゴ・ナシの輸出が低迷したことから、2006 年にピップフルーツニュージーラン

ドは経済発展省のセクターイニシアチブファンド（Sector Initiatives Fund）から 20 万ニュージーランド

ドルの支援を得、これに 2.5 万ドルの自己負担を加えて、長期的な国際市場動向や競合相手国分析と、ニ

ュージーランドのリンゴ・ナシ産業の今後の中長期的な輸出産業発展戦略の策定事業を実施した。この結

果を踏まえて、ピップフルーツニュージーランドは同年に組織改革を行い、生産者からの賦課金徴収シス

テムを再整備し、主要なパッカーと輸出業者らからなるマーケットパネルを設置し、輸出促進のための協

調機構を設けている。 
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ただし、ニュージーランド産リンゴ・ナシの主要市場である欧州市場での不振はその後も続いている。

特に、同じ南半球の生産国であるアルゼンチンやチリ、南アフリカ等の生産が大きく躍進しており、これ

らの国では労賃等の面からニュージーランドよりも低コストでの生産が可能であるため、厳しい価格競争

にさらされているためである。（下図参照）こういった動きに対処するため、ピップフルーツ・ニュージー

ランドはインド等の新規市場の開拓を急いでいる。また、これに加え、ピップフルーツ・ニュージーラン

ド、エンザともに、新しいクラブ制品種を開発・運営することによる高付加価値化を図っている。 

4.5.1 節にピップフルーツ・ニュージーランド、4.5.2 節にエンザを取り上げて活動を説明する。 

 

 

図 43 世界のリンゴ・ナシ輸出量の推移 

出所）ITC 

注：HS0808 の計 
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ピップフルーツニュージーランドは、生産物に対する賦課金を資金基盤とし、生産者（約 1000 農家/企

業）を代表する業界団体組織である。加えて、生産者以外にも、パッカー/輸出業者、アソシエイト（苗木・

農薬・コンサルティング等）、名誉会員等を会員としており、業界全体の利益を調整する役割も持つ。理事

会は、生産者とパッカー/輸出業者の代表ら 7 名で構成される。 

ピップフルーツニュージーランドは、生産者への情報提供や研究開発、ロビー活動を行っているほか、

リンゴ・ナシのパッカーと輸出業者ら 21 社を「マーケットパネル（Market Panel）」として組織し、リン

ゴ・ナシの輸出協調の促進と輸出相手国での販売促進活動等も実施している。マーケットパネルへの参加

は任意であるが、メンバーによる輸出は現在、ニュージーランド産リンゴ・ナシ輸出の約 9 割を占めてい

る。 

 

ピップフルーツニュージーランドの資金の基盤は、生産者に対する賦課金である。2006 年農産物賦課金

（ピップフルーツ）令（Commodity Levies (Pifruit) Order 2006）に基づいて徴収されており、同令にお

いて、ニュージーランド国内・国外に出荷された生鮮リンゴに対して、最大 1 キログラムあたり 1.5 セン

トの課金ができると定められている。実際の課金額は年次総会で定められ、2006 年から 2009 年までは 1

セント/kg、2010 年から 1.25 セント/kg を徴収している。 

全体の予算額や使途については公表されていないが、2010/11 年のリンゴ出荷量は国内消費向け 6 万ト

ン、輸出 29 万トンの計 35 万トンであることから、同年の予算額はおよそ 438 万ニュージーランドドル（約

2.8 億円）程度あったと推計される。 

 

マーケットパネルには、後述の ENZA/ターナーズアンドグロワーズを含むニュージーランドのリンゴ・

ナシの輸出業者 21 社が加盟しており、海外市場へのリンゴ輸出に関する業界協調を行っている。ただし、

こういった協調活動は 4.2.4 で述べた園芸作物輸出機関（HEA）の場合のような義務的な措置ではなく、

ボランタリーベースでの協力に留まっており、義務的な協力に対しては反発も大きく、強力な推進力には

なっていない。マーケットパネルのメンバーは、排他的に TrustMark を利用することができるとされて

いるが、実際の利用はあまり進んでいないとみられる。 

2009/10 年度のブレバーン（ニュージーランドで生産されているリンゴのうち約 4 割を占めるリンゴ品

種）の輸出価格が大幅に下落したことから、ピップフルーツニュージーランドでは、新たにブレバーン輸

出業者グループ（Brarburn Exporters Group）を結成、メンバーの輸出量はブレバーン輸出の 90%程度

を占めるが、メンバーは 1 級品のみを輸出（2 級以下のものの輸出禁止）、輸出量の状況についての情報共

有、欧州でのプロモーションキャンペーンに資金面についても協力する、等の契約を行った26。参加メン

バーは「100% Pure Apples from New Zealand」ロゴの活用ができる。また、2011 年には NZTE の協力

を得て、2011 年 3 月にインドのクリケット世界大会の機会を利用して、ムンバイでインドにおける「100% 

Pure Apples from New Zealand」ブランドの立ち上げイベントを開催している。ただ、100% Pure Apple 

from New Zealand のウェブサイトには、協力輸出業者が 8 社とされており、これら活動の状況や成果は

                                                      
26

 (USDA FAS 2011b) 
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まだ詳しく報告されていない。 

また、2011 年にピップフルーツニュージーランドでは、豪州向けの輸出が解禁になった（ニュージーラ

ンドは豪州の検疫措置による事実上のリンゴの輸入禁止に対して、長年 WTO で争ってきたが、2011 年に

なってニュージーランド等からの輸入を容認することとなった）ことを受けて、前述のニュージーランド

園芸作物輸出権限法に基づいた園芸作物輸出機関（HEA）を活用して、豪州向け輸出について品質条件の

統一や輸出時期調整等を行うことを提案した。しかし、マーケットパネルメンバーのうち 6 割強がこれに

反対したため、この案は採用されなかった。 

なお、台湾市場向けの輸出が残留農薬規制等により数量が大きく上下する状況があるため、会員企業の

1 社は、この点でピップフルーツニュージーランドが何らかのイニシアチブをとることを期待している。 

 

リンゴ・ナシの業界では、近年「クラブ制品種（IP 管理品種）」27の開発及びマーケティング展開が盛

んにおこなわれている。ピップフルーツニュージーランドでも、これに向けた品種開発に積極的に取り組

んでいる。ピップフルーツニュージーランドとアップルアンドペアーオーストラリア（Apple and Pear 

Australia – APAL）が 45%をずつを出資、残りの 10%を民営化された育種研究機関であるプラントアン

ドフードリサーチ（Plant&Food Research）が負担し、Prevar ブランドとして、新しいリンゴとナシ品

種の開発に約 1,080 万ドルを投資しており、「スイーティー（Sweetie）」等のいくつかの品種を開発して

いる。  

 

                                                      
27

 IP 管理品種（クラブ制品種）については、プロマーコンサルティング 2010「豪州のピンクレディー輸出戦略に学ぶ

（りんご産業へのクラブ制導入に関する調査研究）」http://www.promarconsulting.com/ja/category/publications-and-data/

及び、プロマーコンサルティング 2009「平成 20 年度農産物貿易円滑化推進事業輸出戦略調査報告書（ピンクレディ

ー）」http://166.119.78.61/j/shokusan/export/e_enkatu/pdf/pinklady.pdf 参照のこと。 
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ENZA28は、1948 年にリンゴ及びナシの流通を管理するために設立された公社であるニュージーランド

リンゴ・ナシ販売公社（The New Zealand Apple & Pear Marketing Board）を前身とする。マーケティ

ングボードはシングルデスクとしてニュージーランドで生産されるリンゴ及びナシの輸出を一元的に取り

扱った。1992 年には、ニュージーランド産のリンゴ及びナシの輸出のために「エンザ（ENZA）」という

ブランドが立ち上げられている。 

1999 年にリンゴ・ナシ産業再編法（The Apple & Pear Industry Restructuring Act）が成立し、マー

ケティングボードは政府公社から、生産者自身が過去 5 年間の出荷実績に応じた割合で株式を所有する民

間の有限責任法人組織形態に改変され、エンザ（ENZA Limited）が新しく設立された。ただし 1999 年の

改変では輸出独占制度は残存したが、その後 2001 年にはりんご・なし産業再編法が廃止となり、ニュー

ジーランド産のりんごとなしの輸出独占に関する規定が無くなり、生産者は自由に輸出業者を選択できる

ようになった。これに従って、エンザも輸出業者の一つという位置づけとなった。 

2003 年にはニュージーランドの青果物業界で最大手の流通・輸出入・マーケティング業者であるターナ

ーズアンドグロワーズ（Turners & Growers）がエンザを買収、現在は同社の 100%子会社となっている。

現在は同社の傘下で、ENZA ブランドの下、現地の子会社や資本提携会社と協力して世界約 50 か国に対

しりんごとなし 16 品種を販売している。ターナーズアンドグロワーズは、現在ニュージーランド産リン

ゴのうち約 35～40%程度を取り扱っており、最大の輸出業者となっている。 

また、エンザは欧州に 100%子会社、英国に 50%資本提携、北米に 50%資本提携、アジアに豪州の提携

企業の果実輸入/流通企業を配しており、リンゴとナシの国際的な流通網も自前で有している。 

ただし、ニュージーランドのリンゴ・ナシ輸出は、主要市場である欧州市場での不振が続いており、タ

ーナーズアンドグロワーズの業績も足踏み状態である。 

JAZZ Envy  

ターナーズアンドグロワーズは、かつて国の果樹研究所とニュージーランドリンゴ・ナシ販売公社が中

心となって開発した品種スチフレッシュとそれをブランド化したジャズ（JAZZ）29及び品種スチレイトを

ブランド化したエンビー（Envy）について、クラブ制品種として高付加価値果実としてのブランドマーケ

ティングを行っている。 

同社は自家農場も有する他、ニュージーランドをはじめ、フランスや米国、チリ等の農家と契約を結び、

一方で小売に対して積極的なマーケティングを展開している。これらのブランドの全体戦略は本部で考え、

それを各地域のパートナーである上述の果実輸入/流通企業がそれぞれの地域に合わせて計画し、マーケテ

ィングプランを実施する形である。通常、中期計画として 5 年間計画があり、市場開拓の度合いに合わせ

てマーケティングの重点を移していく。消費者とのコミュニケーションを最も大切に考えており、インタ

ビューによれば、「コカコーラアプローチ」であると述べている。 

                                                      
28

 ENZA の成立に関しては主に以下の資料を参照した。 

ENZA ウェブサイト http://www.enza.co.nz 
GS1 Australia, ENZA implementation case study, Case Studies: GS1 Working with Industry 
http://www.gs1au.org/assets/documents/industry/fresh_produce/mis_cs_enza.pdf 
29

 プロマーコンサルティング 2009「平成 20 年度農産物貿易円滑化推進事業輸出戦略調査報告書（ピンクレディー）」

http://166.119.78.61/j/shokusan/export/e_enkatu/pdf/pinklady.pdf 5.1 節を参照のこと。 
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インタビューによれば、毎年約 200 万ニュージーランドドルをジャズやエンビーのマーケティングに投

じている。価格は固定ではなく、通常のリンゴ相場より 10%程度高い価格を目指している。 

 

ターナーズアンドグロワーズは、2009 年から 2010 年にかけて、キウイフルーツの国際市場向けの新品

種（Enza Red、Enza Gold、Italian Summer Kiwi）の商品化とマーケティングにも今後積極的に取り組

む姿勢を示し、後述のゼスプリ及びキウイフルーツ生産者協会との関係が緊張している。 

ターナーズアンドグロワーズは、Enza Red（中心部が赤い色をしたキウイフルーツ）、Enza Gold、Enza 

Green、Italian Summer Kiwi 等のキウイフルーツ品種について、品種育成者権を有しており、ニュージ

ーランドのほか、チリ、イタリアで生産している。同社は、ベルリンで開催されたフルーツロジスティカ

や、香港で開催されたアジアフルーツロジスティカ等に出品し、好感触を得ている。ニュージーランドか

らの輸出について、Enza Gold について豪州向けの輸出は既に開始しているが、その他の国には輸出する

ことができない状況にある。ターナーズアンドグロワーズはゼスプリの独占を提訴したが、法廷では敗訴

し、またその後「協力的マーケティング」の枠組みでの輸出を申し込んだが拒否されている。ENZA Red

は苗木の配布を開始し、2011 年にニュージーランドで 20 ヘクタール程度の農地で生産された。ENZA 

Green はチリで生産し、日本や韓国市場に向けた輸出を開始している。30ターナーズアンドグロワーズは、

ニュージーランドから 1959 年に初めてキウイフルーツの輸出を始めて、キウイフルーツとの名前の考案

にも関わったとの自負があり、キウイフルーツ輸出に対する意欲を強く示している。 

  

                                                      
30

 ターナーズアンドグロワーズ 2011 年年報 
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4.6  

近年、ニュージーランドのアジア向けチェリー輸出が増加している。台湾、香港、韓国、シンガポール、

タイ等での需要が伸びており、特に旧正月の贈答品需要が高く、日本産リンゴとも競合する状況が生まれ

ているとみられる。 

 

図 44 ニュージーランドのチェリー輸出量の推移 

出所）Summerfruit NZ 

ニュージーランドでチェリーは、核果類としてアプリコット、ネクタリン、桃、プラムと共に「サマー

フルーツ（Summerfruit）」として分類されており、生産者団体に 1994 年に設立されたサマーフルーツニ

ュージーランド（Summerfruit NZ）がある。これらサマーフルーツの生産者は約 280 農家/企業ある。団

体の目的は業界内の調製と調査研究、マーケットアクセスの改善と、日本・韓国・EU・米国市場向けの

衛生条件に関する活動、輸出市場の開拓、残留農薬問題への対処、特定の病害虫防止のための農薬散布プ

ログラム、国内需要促進、教育、持続可能性の促進等となっている。 

 

 

図 45 ニュージーランド核果業界の構図 

出所）プロマーコンサルティング 
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同団体は、2008 年賦課金令（サマーフルーツ）に基づいて生産者から徴収した賦課金を財政基盤として

いる。賦課金は加工用果実を除く生鮮出荷される果実の販売高から徴収され、現在はチェリーが 0.75%31、

チェリー以外が 1.5%となっている。サマーフルーツニュージーランドは、生産者以外に、輸出業者も会員

としており、その他に関連企業のアソシエイト会員と、名誉会員も擁する。 

輸出業者は、サマーフルーツニュージーランドの下で、サマーフルーツ輸出業者委員会（The 

Summerfruit Exporters Committee）を構成しており、前述の園芸作物輸出機関（HEA）を活用して、

輸出業者ライセンス制として、義務的な輸出協調体制を築いている。現在 21 社が加盟している。輸出業

者は前述の生産者賦課金の徴収に協力するほか、輸出業者ライセンス費等を支払っている。サマーフルー

ツニュージーランドの輸出戦略の中では、輸出量や価格統一に関する規定はないが、以下のような点が定

められている。 

 新規市場開拓における共同的アプローチへの協力義務 

 業界で定めた輸出品質基準・サイズの基準（チェリーの場合は 1 粒 24 ㎜以上）の順守 

 残留農薬プログラムの導入と残留農薬検査実施 

 各社の輸出量について、サマーフルーツニュージーランド本部に対し報告 

 各社のマーケティングプランについて、サマーフルーツニュージーランド本部に対し報告 

 サマーフルーツパッケージの利用 

 費用負担の内容 
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 チェリーの場合は約 6 割が輸出向けとなるが、輸出額は 2010/11 年で 2,380 万ニュージーランドドルであるため、

輸出向けチェリーに対する賦課金は計 18 万ニュージーランドドル（約 1,200 万円）である。また、輸出協調について

は、HEA に基づき別途輸出業者、パッカー、生産者への賦課金によって賄われている。 
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フォンテラは、旧乳業公社（New Zealand Dairy Board – NZDB）と、大規模酪農協 2 ヶ所（Kiwi 及

び NZDG）を前身として 2001 年に成立した、約 1 万 1 千人のニュージーランドの酪農家を株主とする株

式会社である。ニュージーランドで生産される生乳の 95 パーセントを集乳している。このほか、世界中

に子会社を持ち、世界の集乳量では 3.5%を占め、最大の業者となっており、乳製品売上高では Nestle、

Danone、Fresh and Foods、Lactalis、Dean Foods に次ぐ 6 番目となっている32。 

2011 年の売上高は 199 億ニュージーランドドル、利益は 7 億 7100 万ニュージーランドドル。従業員は

16,800 人で、うち 36%がニュージーランド以外の世界 50 ヶ国に配されている。 

フォンテラは、組合員/株主である酪農家/酪農企業から 9 名と、国際ビジネス専門家から 3 名の計 12 名

からなる理事会の決定に基づき運営されている。また、全国に広がる組合員との意思疎通を円滑にするた

め、地区別に選出された組合員の代表計 35 名から成る株主委員会を別途設置している。株主委員会は、

農家の立場からフォンテラの経営や理事会の運営を監視する役割を持つ。また、株主委員会は業界や法律

の専門家らをミルクコミッショナーとして選出し、フォンテラと株主委員会の間で問題が発生した際の調

整役を担わせている。33 

 

 

図 46 フォンテラの機構 

出所)フォンテラウェブサイト 

 

フォンテラの主要な製品は、原材料向けの全粉乳・脱脂粉乳、バター、チーズ、ホエイ等で、消費者向

けの製品の割合は少なく、日本でも、プロセスチーズや粉ミルク等の各種乳製品原料としてフォンテラの

製品が多く用いられている。このため、消費者にニュージーランド産とのアピールをすることが難しく、

ほとんどは業界向けの活動となっている。なお、業界向けには主要各国に営業拠点を置き、各乳業会社と

密接な関係を築いている。 

ただし、中国等のアジア新興市場では乳業会社の買収や設立等を積極的に行っており、消費者向け製品

も一層強化する方針で、今後はフォンテラブランドを浸透させるべく、こういったアジア諸国では消費者

向けの広告やプロモーション活動を充実させるとしている。 
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 CORIOLIS 調べ。DFA2.9%、Nestle 2.6%、Dean2.0%と続く。(Coriolis 2011) 
33

 (本田 2010) 
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