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本章では、韓国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 6.1 節で韓国の農産物・食品の輸出概況を示

し、続いて 6.2 節において韓国の農産物・食品輸出促進政策と農林水産食品部、これを支える官民の機構について述べ

る。次いで 6.3 節以降で政府機関や業界団体の活動事例を挙げる。 

6.1  

韓国の 2010 年の農林水産物・食品輸出額は 56 億ドル（約 4910 億円）で、これは同国の総輸出額の 1.2%

を占める。魚介類、調製食料品、タバコ、穀物調製品、飲料・アルコール、砂糖等が主要な品目である。

国別では日本が最大の輸出相手国であり、農林水産物・食品輸出の 32%を占める。次いで中国が 13%、米

国が 9%となっており、上位 3 か国で輸出額の半分以上を占める。 

下図に見るように、韓国の農林水産物輸出額は 2006 年の 34 億ドルから 2010 年の 56 億ドルに向けて

着実に増加している。しかし、この最大の理由は、ウォン安円高傾向である。下図の通り、日本の韓国産

農林水産物輸入について、2006 年から 2010 年にかけての変化をみると、円ベースでは 2005 年とくらべ

てわずか 6%増に留まっているのに比べて、ドルベースではほぼ 4 割の増加を示している。韓国の農林水

産物輸出は日本を最大の相手国とするため、円高の恩恵が大きく反映された格好である。 

 

 

図 56 韓国の農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC  注）HS01～24 の計 

 

図 57 日本の韓国産農林水産物輸入額推移のドル建て円建て比較（2006 年を 100%として） 

出所) 農林水産省 二国間貿易統計 
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日本への主要輸出品目は、マグロや養殖ヒラメを始めとする水産物と、マッコリ・発泡酒等のアルコー

ル飲料類、さらにキムチやラーメン、参鶏湯といった加工食品である。 

マグロについて、韓国は主にキハダやメバチ等の刺身用マグロを日本に輸出、缶詰用カツオをタイ等へ

輸出している。韓国では 1960 年代後半から日本向けマグロ輸出を増加させた。その後は新興国との競争

や労賃高騰に伴って日本向け輸出は減少したが、依然として韓国の遠洋マグロ漁業は台湾やインドネシア

よりも洗浄処理技術が優れ、品質が高いとされており、一定の市場を維持している。日本との間では近年、

クロマグロについて、韓国が自国経済水域での漁獲品の輸出を増加させたため、資源保護の懸念から輸入

量の自主規制等が課題となった。日本向けマグロ輸出では長年の歴史があり、政府機関や韓国水産物貿易

協会等は特に目立った活動は行っていない。ただし、日本への一極集中を避けるために、中国市場等の開

拓にも力を入れたいとの考えがあり、中国刺身マグロ市場の調査等を頻繁に行っているが、中国でのマグ

ロ刺身の消費量はまだ非常に少ないことから市場開拓はそれほど進んでいない。 

養殖ヒラメについても、やはり日本市場が重要な役割を果たしている。韓国国内の刺身市場の拡大に伴

って、陸上ヒラメ養殖が盛んになっており、化学薬品会社等の異業種からの参入や政府促進政策、生産技

術革新等がこれを支えている。ただし、日本市場での需要は停滞しており、輸出量は目立った増加傾向に

はない。 

近年数量・金額とも継続的に増加している品目が、発泡酒、第三のビール及びマッコリ等のアルコール

飲料である（日本の輸入額は 2005 年に 138 億円に対し、2010 年に 212 億円。数量ベースでは 10 万キロ

から 20 万キロリットルへ倍増）。ウォン安を利用して、大手小売店等が韓国メーカーへ自社 PB 商品の発

泡酒や第三のビールを委託製造しており、デフレ傾向が続く中で安価な PB 商品への需要が高まっている

ことから、韓国産の輸入が増加を続けている。マッコリは、韓流ブームの影響に加え、日本人女性を意識

した甘味の強い製品開発や積極的な販促活動が功を奏し、日本での飲用が拡大している。また加工食品で

は、キムチは日本での消費増に対応して、国産を日本へ輸出、国内市場向けに安価な中国産を輸入してい

るほか、ラーメンや参鶏湯、韓国海苔等の韓国食品の日本向け輸出は増加している。 

中国への輸出は、ショ糖、水産物、コーヒー調製品やベビーフード等の加工品、栗等が中心である。韓

国では、ショ糖を始めとする精製糖の国内価格は政府の価格支持政策によって国際価格よりも高い水準に

維持されているにもかかわらず、輸出は廉価な国際価格で行われており、ダンピング輸出に似た状況とな

っているが、中国は自国のショ糖需給状況に応じて韓国から一部を輸入しているものと考えられる。中国

向けの魚介類は、ナマズ、冷凍魚類、冷凍タラ、冷凍カニ、食用カタツムリ等で、中国で加工され再輸出

されるものが相当多く含まれるものとみられる。栗もやはり中国国内で殻むきや甘露煮加工されて最終的

に日本向けとなる。 

米国向けの輸出の上位品目は、タバコ、梨、飲料、海苔などである。 

なお、韓国の農林水産物輸出総額のなかで、生鮮果実は 1.4 億ドル（2.6%）と限られている。ただし、

台湾向けリンゴ・ナシ輸出や、シンガポール向けイチゴの輸出等、重要な局面で日本産と競合してきてお

り、また政府の生鮮果実輸出促進に対する手厚い補助もみられるため、日本にとっては十分な注意が必要

である。果実の輸出ではナシが 5,400 万ドル（果実輸出の 37%）、リンゴが 1,800 万ドル（同 12%）で、

ナシとリンゴで果実輸出の半分を占める。果実の重要な輸出相手国は台湾であり、ナシの輸出額の 45%、

リンゴの輸出額の 85%を占めている。 

また、野菜は農林水産物輸出のうち 1.3 億ドル（2.4%）を占め、うち最大品目がパプリカで、輸出額は

5,800 万ドル（野菜輸出の 44%）、輸出先は 99%以上が日本である。ただし近年は日本市場のデフレ傾向

が続く中でパプリカの単価が低迷している一方、韓国国内における野菜需要が拡大していることから、輸

出野菜を国内出荷へと切り替える生産者が増加する傾向にある。 
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6.2 40 

 

韓国の農林水産物輸出促進は、WTO 農業交渉や FTA 締結等によって市場自由化に対応した農林水産業

の新しい発展が必要であるとの認識から、中央政府が強く主導する形で進められている。 

韓国農林水産食品部の輸出促進施策の特徴は、後述するように輸出産品生産のための資材購入費、及び

海運や航空輸送等の物流費に対する補助金支給が中心となっている点で、さらに加えて、輸出拠点団地の

育成、公費負担による輸出インフラ設備建設等、非常に手厚い政策支援・融資を行っている。また、韓国

貿易投資振興公社（KOTRA）も農林水産食品部よりは規模は小さいが、物流費補助等を行っている。さ

らに、中央政府だけでなく、一部の輸出に熱心な地方政府も、資材購入費や物流費、生産基盤造成への補

助等の支援を行っている。地方政府の物流費支援では例えば忠南 34 億ウォン、済州 17 億ウォン、全北

16 億ウォンなどを拠出している。 

韓国政府の農林水産物・食品輸出促進政策に対して、韓国国内では、こういった政府の施策が逆に産業

としての競争力を失わせている、あるいは一部の輸出業者のみへの優遇で一般の農家に対して恩恵が少な

い等の議論もある。また、前述の通り韓国輸出の拡大にはウォン安・円高が大きく寄与しており、輸出促

進施策の効果が如実に表れているとはいえない。しかしながら、輸出促進はグローバル化する市場におい

て韓国の農業が生き残るための手段の一つとして重要であるという認識は現政権でも変わっておらず、ま

た近年急速に拡大する農産物貿易赤字に対する懸念が益々大きくなっていること41もあって、輸出促進に

係る政策支援は一層拡充されている。 

輸出促進施策では、品質管理に対する支援も充実するようになっており、ISO 認証取得に対する補助や

韓国の GAP と Global GAP との同等性確認が行われきた。また、輸出先市場の調査に加え、台湾やシン

ガポール市場等での果実輸出促進活動、刺身用高級水産物のパッキングから輸出までのワンストップ輸出

基地の整備等が着実に進められており、日本の重要な輸出地域の一部で韓国産と日本産が競合する状況と

なっており、日本にとっては注意が必要である。 

また、韓国政府は農林水産物輸出国に習って、品目別の輸出促進団体の育成に力を入れている。生産か

ら輸出まで一貫する形で輸出を主導できる輸出組織の育成を行うため、18 団体を対象として業界団体の設

立を支援している。また、産学連携のために大学や研究所、民間企業の専門研究者や技術者らを数百人単

位で動員した農産物輸出研究事業団が設立され、農林水産物・食品輸出を側面からサポートしている。 

 

韓国では、ウルグアイラウンド交渉後の農産物貿易自由化を見据え、1980 年代の末から本格的な農業構

造改革が進められ、施設園芸や畜産の発展と輸出振興が図られた。韓国政府は 1993 年に「新農政五ヵ年

計画」を策定したが、その中には国際化及び市場開放に対する対応策として輸出農業に力を入れていくこ

とが明記されている。この時期、国際化に対応する第一次農業対策として 1992～1998 年の間に 42 兆ウ

ォンが投入されて、温室や機械等の設備に対する補助や、輸出基地としての生産団地の育成、大規模化へ

                                                      
40

 (青山 2002)(青山 2005)(李 2007)(甲斐 & 田村 2010) (會田 & 樋口 2010)を参考とした。 
41

 韓国では経済危機後のV字回復を経て、2000年代に農畜産物輸入が急速に拡大し、農畜産物分野での貿易赤字が年々

大きくなってきたため、韓国政府にとって非常に大きな懸念となっている。 
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向けた農地売買制限緩和等を通じ、高付加価値農業の発展が推進された。UR 対策事業では、付加価値の

高い農業として、園芸と畜産に対して特に手厚い支援が行われ、例えば園芸施設整備（ガラスハウスの建

設等）では 1991~96 年までの補助率は 80%に達した（この内 50~55%が補助金であり、残りは低金利融

資であった）。これが、現在の日本向けパプリカ輸出の基礎となっている。 

しかし、これら政策的融資が増加する一方で、1997 年の IMF 危機の影響により燃料・飼料等の投入物

価格が上昇し、温室での施設園芸や畜産の採算が大きく悪化、一方で国内市場は縮小し、さらには口蹄疫

発生による日本向け豚肉輸出の停止などの要因を背景に輸出が停滞する状況の中で、融資を受けた専業農

家において、負債状況が急激に悪化した。また、高付加価値農業育成施策はごく一部の大規模農家のみを

助けるもので、韓国農業の大部分を支える小規模農家の切り捨てであるとの批判が噴出した。このため金

大中政権下で実施された 1999～2003 年を対象とした第二次農業政策では 45 兆ウォンが投入され、依然

として輸出推進の姿勢は維持しながらも、「親環境」型農業における直接支払いと流通改善、農家負債の軽

減へと比重が移された。 

次いでドーハラウンドの進展に伴い、農業政策において直接支払いが拡充され、稲作への直接支払いや、

経営移譲への直接支払い等が設けられた。また盧武鉉政権下においては積極的な FTA 推進が図られるよう

になり、それによって従来の関税による保護が実効を失うため、FTA 締結により大きな被害を受ける特定

の農業部門への保障対策と農村地域の生活・福祉向上対策が重要になった。2002 年の韓チリ FTA 交渉妥

結後に、2004～2013 年を対象にした第三次農業政策が制定され、合計 119.3 兆ウォンが投融資財源とし

て確保され、さらに 2007 年の韓米 FTA 妥結後に 3.9 兆ウォンが増額され計 123.2 兆ウォンとなった。 

2008 年に成立した李明博は食品産業のグローバル化を重要課題の一つとしており、輸出促進がさらに重

視される傾向にある。同政権の方針に従って MIFAFF は 2010 年 2 月に「ビジョン 2020」 を発表、①農

漁業の体質転換、②新成長動力の育成、③食品産業のグローバル化、④韓国のフードシステムの先進化、

⑤地方の活力や多元的機能を最大限に引き出す、という 5 点を重点分野としており、加工食品や農林水産

物輸出促進もその中で力を入れる分野の一つとなっている。 

 

韓国の政府機構のうち、農林水産物・食品の輸出促進を主に担うのは農林水産食品部（日本の農林水産

省に相当する機関。MIFAFF）である。また、MIFAFF 傘下に山林庁があり、林産物の輸出促進を図って

いる。MIFAFF は外郭団体に韓国農水産物流通公社（aT）を持ち、MIFAFF は輸出促進に係る政策立案

や予算編成、事業統括・管理を担うが、実質的な施策実施や海外での活動等は全て aT が担っている。6.3

節に MIFAFF、6.4 節に aT についてとりまとめる。 

また、知識経済部（日本の経済産業省に相当する機関。）には貿易投資室があり、貿易振興を担っている。

外郭団体に、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）がある。農林水産物・食品輸出促進は MIFAFF と aT が

中心となっており、KOTRA の役割は限られているが、韓国で行われる大規模な食品展示会「ソウル・フ

ード」への海外バイヤーの招へいや海外共同物流センターの提供等の活動が多少みられる。6.5 節に

KOTRA についてとりまとめる。また、韓国の食品産業に関する研究機関である韓国食品研究院（KFRI）

も知識経済部の傘下にあり、食品規格・品質分析、農林水産物・食品の輸出市場に関する調査や、キムチ

の健康有用性の研究等輸出促進に寄与する調査・研究活動を行っている。 

韓国では、地方政府も物流費支援や生産基盤造成等の支援を行っており、一部では補助を重複して受け

られるような団体もある。 
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図 58 韓国政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所)プロマーコンサルティング作成 

 

MIFAFF の傘下に設立された社団法人に、韓国の食品輸出業者らの加盟する韓国農林食品輸出入組合

（1964 年）、水産物輸出業者らの加盟する韓国水産物貿易協会（1986 年）、食肉加工・貿易業者らの加盟

する韓国肉類流通輸出入協会（1993 年）、韓国パプリカ生産者協会（2000 年）、韓国ナシ輸出組合（2008

年）、高麗人参連合会（2009 年）、韓国キムチ協会（2012 年に韓国キムチ協会、キムチ漬物工業協同組合

等を統合）、韓国りんご連合会（2010 年）等があり、品目別の輸出促進に携わっている。また林業関係で

は山林組合中央会、韓国栗栽培協会、韓国盆栽協会等がある。 

この他に MIFAFF は、過当競争防止等の輸出自主秩序の確立と共同でのジェネリックマーケティングを

目的として、「品目別輸出協議会」の立ち上げを促進しており、2011 年までに 17 品目（パプリカ、イチ

ゴ、甘柿、キノコ、柚子茶、高麗人参、洋ラン、ナシ、リンゴ、キムチ、ブドウ、韓国海苔、伝統酒（焼

酎）、マッコリ、コメ、野菜種子等）の協議会が設立された。協議会には生産者、加工業者、輸出企業が参

加し、ダンピング輸出の排除や、輸出相手国での品目別のプロモーションプログラムの展開等の活動を行

っている。また、これら品目別輸出協議会が立ち上げられている品目については、個別企業への物流費補

助も協議会参加企業にのみ行うなどの形で、参加へのインセンティブを与えている。 

ただし、品目によっては、そもそも協議会への参加数が少なかったり、実質的な議論や活動が行えてい

ない等の問題も指摘されている。韓国食材料輸出協会は失敗例の一つである。同協会は、政府の輸出目標

の達成を推進するために、aT の支援を受けて「品目別輸出協議会」の一つとして 2009 年に発足したが、

既に存在していた韓国農林食品輸出入組合と参加企業の多くが重なっており、その事業内容も業界内の連

携強化や海外販促活動の支援など同組合の活動と重複していたために、明確な役割が定義されず閉鎖され

た。 

また、MIFAFF は、輸出促進のための産学連携を促進するため、2008 年には品目別の「輸出促進研究

事業団」を、リンゴ、ナシ、柑橘、柿、ユリ、トマト、鶏、キノコ、パプリカ、イチゴについて設立した。

大学や研究機関の研究者、流通企業に IT 企業やコンサルティング企業等を含む民間企業の技術者らが、

それぞれの品目別に数十名～百名程度の規模で組織されている。品目別の輸出促進研究事業団はそれぞれ

の品目の輸出拡大目標に向かって業界が活動を行えるよう、推進戦略の立案と実施をサポートすることに

なっており、MIFAFF が実施状況を監督している。 

さらに、MIFAFF は生産から輸出まで一貫する形で輸出を主導できるような品目別の個別「主要輸出組

織（輸出企業や協同組合、その他法人等）」の育成に力を注いでいる。長期的には、農産物の輸出を一品目

知識経済部農林水産食品部

韓国農水産物流通公社
（aT）

韓国
政府

大韓貿易投資振興公社
（kotra）

韓国食品研究院
（KFRI）
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一輸出業者（企業又は組合等）へ統合し、ゼスプリやサンキストのような先進国型の力のある組織を育成

することを目標に、統合法人の設立や運営を強力に支援している。前述の品目別輸出業議会を経て、加盟

輸出企業らが新たに輸出法人を設立して登録しているケースもある。ただし、2010 年度には農産物・食品

の輸出組織 21 団体が対象となっていたが、2011 年度には 18 団体へと絞り込んでおり、うまく育成が進

んでいないケースもみられる。（6.4.4 節 aT の主なプログラム参照） 

6.6 節では韓国水産物貿易協会（KFTA）、6.7 節では韓国農林食品輸出入組合を取り上げて、それぞれ

の組織や活動を紹介する。6.8 節では、台湾や東南アジア市場で日本の生鮮果実輸出と競合している韓国

の果実輸出促進についての活動事例を報告する。 

  



 

143 

 

23  

6.3 MIFAFF  

 

農林水産食品部は 1948 年に農林部として発足し、その後部局の名称変更等を経て、2008 年に海洋水産

部の水産漁業政策部門と保健福祉部の食品産業振興政策部門が統合され、現在の農林水産食品部となった。

食品産業が保健福祉部の管轄であった 2008 年までは、食品産業振興行政の主な業務は食品衛生管理であ

ったが、管轄が農林水産食品部に移行した 2009 年以降は、産業育成に力を入れている。 

現在、農林水産食品部は、2012 年までに農林水産物及び食品（以下、農食品と呼ぶ）の輸出額を 100

億ドルにするという目標を掲げている。これは当初 2014 年までに達成すべき目標とされていたが、達成

年が 2 年前倒しされている。さらに、韓国政府は「農政ビジョン 2020」を発表しており、その中で 2020

年までに農林水産物の輸出を 300 億ドルに増やし、世界 10 位圏内の農産物輸出国になるとの計画が示さ

れている。農林水産食品部は目標達成のための政策として、農家や漁師の加工分野への参入拡大や、キム

チを始めとする伝統的発酵食品を世界的食品とするためのプロモーション活動を推し進めている。特に

2011 年度は主要業務計画の中で、「農食品輸出 76 億ドルの達成（2011 年度中）に向けた全力対応」が掲

げられており、①中国青島への輸出のための物流及び市場分析拠点の建設、②伝統的発酵食品産業、機能

性食品産業、食品機械産業の育成および食品産業団地造成の推進、③官民協力による外食産業の海外進出

促進が推し進められている。 

水産業界については、「農政ビジョン 2020」に沿って 2010～2014 年を対象とする「第三次水産振興総

合対策」が策定され、具体的には 2014 年までに漁獲量 370 万トン（2009 年は 318 万トン）、輸出額 25

億ドル（2009 年は 15 億ドル）を目指すとしている。水産物の輸出基盤強化についての具体的な施策とし

て、国内外でのインフラ設備の拡充（拠点空港におけるパッキング及び物流センターや、主要品目の産地

物流センター、HACCP 導入等の資金援助等）や、品目別の輸出団体の育成、「優秀」な輸出業者・生産者

らへの融資支援や費用支援等が含まれた。 

また、山林庁も MIFAFF の傘下にあり、2011 年には山林庁が官民各業界団体と協力しながら、林産物

輸出（栗・キノコ類・盆栽等を中心に）もまた、2017 年までに 7 億ドルを達成するとの輸出ビジョンを

発表している。 

 

農林水産食品部には、国内農業政策、国際協力、食品産業政策、漁業政策を担当する部局が設置されて

おり、輸出促進班は食品産業政策部門の食品産業政策局の中に配置されている。これは、韓国の農業政策

において、農食品の輸出拡大が食品産業の育成と密接に結びつけられているためである。ただし、輸出促

進に関わる主な事業運営は、農林水産食品部の外郭団体である韓国農水産物流通公社（Agro-Fisheries 

Trade Corporation – aT）が行っており、輸出促進班の実質的な業務は予算編成や事業統括・管理のみで

あるため、食品産業政策局内の他部署が課として位置づけられるのに対して、輸出促進は班として位置づ

けられており、担当職員は 7 名となっている。 
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図 59 農林水産食品部における輸出促進班の位置付け 

出所）農林水産食品部ウェブサイト 

 

農林水産食品部の 2011年度予算及び基金運用の総支出額は 14兆 8,644億ウォンであり、そのうち 6,109

億ウォンが農食品の輸出拡大事業に充てられている。輸出拡大予算の約 9 割にあたる 5,387 億ウォンは低

利融資基金で、国産原料や資材の購入資金等に用いられている。こうした費用補助以外の 722 億ウォンの

内 338 億ウォンが、マーケティングや物流費支援などの海外市場開拓支援に使われている。 

また、農食品の輸出拡大は、食品産業の育成及び韓国料理（韓食）のグローバル化とセットで予算組み

が行われており、食品産業団地の造成や外食産業の海外進出支援等に別途 2,739 億ウォンの予算が充てら

れている。 

韓国の輸出促進政策では物流費補助や資材購入、輸出拠点団地の育成、公費負担による輸出インフラ設

備建設等、非常に手厚い政策支援・融資を行っているのが特徴である。韓国国内ではそれに対して、こう

いった施策が逆に産業としての競争力を失わせている、あるいは一部の輸出業者のみへの優遇で一般の農

家に対して恩恵が少ない等の議論もあるが、依然として輸出促進はグローバル化する市場において韓国の

農業が生き残るための手段の一つとして重要であるという位置づけは現政権でも変わっておらず、また近

年急速に拡大する農産物貿易赤字に対する懸念もあって、これに係る政策支援は一層拡充されている。 
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これらの中央政府予算の他に地方政府も独自で物流費支援（例えば忠南 34億ウォン、済州 17億ウォン、

全北 16 億ウォンなど）や、その他に輸出関係の教育普及事業、コンサルティング事業、基盤造成事業等

を手掛けている。42 

 

表 32 2011 年度の農食品輸出拡大及び食品産業育成・韓国料理グローバル化予算の内訳 

単位：億ウォン 

農食品輸出拡大および食品産業育成・韓国料理グローバル化予算計 
 

農食品輸出拡大計 6,109 

海外輸出市場の多角化及び戦略的な輸出市場開拓の推進 538 

 
輸出やマーケティングなどの海外市場開拓支援 338 

  
農産物海外市場の開拓 298 

  
水産物海外市場の開拓 40 

 
中国などの主要な農食品の輸出国への海外輸出の拠点構築 200 

農食品輸出の流通拡大のための基盤づくりをサポート 5,571 

 
原料等の購入資金や物流費などの農食品輸出業者のための支援継続 5,387 

  
農食品運営活性化支援（低利融資基金：原材料・資材・保存加工等の運営資金） 3,652 

  
農畜産物の販売促進 395 

  
優秀な水産物をサポート（低利融資基金：原料購入等の運営資金） 1,340 

 
輸出競争力強化のための規模化及び特化された水産品の輸出団地の造成 184 

食品産業育成・韓食グローバル化予算計 2,739 

 
韓食世界化戦略 555 

  
韓食の卓越性研究、世界化基盤構築、海外旗艦韓食堂育成等 312 

  
伝統的な食品の産業化と高付加価値化支援継続 243 

 
その他 2,184 

出所）農林水産食品部「2011年度予算及び基金運用計画の概要」 

 

                                                      
42

 (青山 2005)(會田 & 樋口 2010) 
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「第三次水産振興総合対策（2010～2014 年）」において、水産物の輸出基盤強化に関して具体的な施策

が列挙されているので、ここに紹介する。 

政策的な重点は以下の三点となっている。 

 水産物の輸出拡大のための地域拠点のインフラ拡充 

 海外市場輸出需要の継続的な把握、及び海外マーケティングの多様化（アワビ、ナマコ、マグロな

ど、中国市場を狙った商品開発や広報活動の強化） 

 EU の IUU 漁業規則に対応するため、国産水産物の漁獲証明書発行システムの構築 

具体的な施策には、国内外でのインフラ設備の拡充（拠点空港におけるパッキング及び物流センターや、

主要品目の産地物流センター、HACCP 導入等の資金援助等）や、品目別の輸出団体の育成、「優秀」な輸

出業者・生産者らへの融資支援や費用援助等が含まれる。計画には、以下のように記載されている。 

 輸出物流インフラの拡充 

- 品目別の重点輸出対象国を選定し、拠点地域における物流設備構築への支援を行い、物流拠点

を確保する。 

- 韓国国内の空港近隣に活魚と冷蔵魚の集荷・包装・輸出のための水産物航空物流センターを建

設する。（パッキングから輸入国に至る時間を短縮し、また混載を容易にすることによって物

流コストを削減する。） 

 輸出加工の先進基地の建設 

- 原料の供給から加工、輸出に至る一連のプロセスにおいて、先進的な物流システムの構築をサ

ポート 

- HACCP 基準に適合する食品加工施設の拡充と近代化 

 輸出代表団体の設立 

- 小規模零細業らが参加・活用できる、品目別の輸出代表団体の育成を図る（2014 年までに、ア

ワビとヒラメについて輸出向けの物流センターをそれぞれ建設する。） 

- 主要な地域については、地域別の輸出代表団体も育成する。 

 輸出水産物の衛生安全性の強化 

- 輸出水産物の加工業者や、衛生安全施設の現代化とシステムの導入拡大 

- HACCP 導入、ノリの異物選別機、金属探知機の購入費などを支援する。 

 「優秀」水産物のサポート拡大 

- 民間業者や生産者団体などに対し、輸出向けの水産物の購入やその他運営資金調達における融

資による支援を拡大 

- 「優秀」水産物の保存、加工、輸出関連の費用を支援（輸出目標の増大に従って、従来の支援

措置を拡充し、また新規有望企業も継続的に発掘する。また、評価制度を活用し、「優秀者」

へインセンティブを与えることにより、支援体制を持続的に改善させる。） 

 輸出支援体制の整備 

- MIFAFF、農水産物流通公社(aT)、水産物輸出入組合との間の役割分析と評価を行い、総合的な

支援体制を整備する。 

- 品目別の輸出協議会を設け、専門的なマーケティング支援ができるよう組織的な育成を図る。

（中小企業、零細輸出業者、生産者団体へのトレーニング。また技術的な輸出障害については、

技術支援団を構築して、その解消をサポート。） 
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6.4 aT  

 

aT は 1967 年に農水産業開発公社（AFDC – Agriculture & Fishery Development Corporation）とし

て発足し、農水産業の近代化を先導する役割を担っていた。1978 年には価格安定プログラムを担う国家貿

易機関となり、1984 年以降は韓国産の農水産物のマーケティングの役割も担うようになった。1987 年に

は農水産業マーケティング公社（AFMC - Agricultural and Fishery Marketing Corporation）と改称され、

その後輸出促進プログラムの充実や農産品流通エキシビジョンセンターの設立等を行い、2005 年に現在の

名称である農水産物流通公社（aT）に改められた。 

aT の 2015 年に向けた展望「ビジョン 2015」によれば、aT の使命は、需給管理により食料を安定的に

供給すること、農林水産食品の輸出を世界的にリードすること、食品産業の育成を支援することであり、

aT の長期的なビジョンは、輸出と流通分野において世界レベルの公社になることである。 

aT の主な役割は、①輸出促進、②農食品産業育成、③農食品流通革新、④価格安定の４つである。前者

の 2 つと後者の 2 つは互いに密接に関連して事業計画が作成されており、それぞれ国内農業の競争力強化

と食料需給の安定という大きな命題を有している。aT 職員への聞き取り調査によれば、韓国は食料自給率

が 30%程度しかないため、食料需給の安定化を図ることが aT の最も重要な使命となっている。農食品流

通革新事業は、農水産物の価格情報をオンラインで提供し、生産者と消費者が直接取引できるサイバー取

引所や卸売市場の運営を支援することにより、国内の農産物流通システムの発展に貢献している。また価

格安定事業では、主要穀物の国際需給動向及び価格を調査すると共に農産物の政府備蓄を管理することに

よって直接的に食料需給の安定を図っている。 

一方、輸出促進事業では、国内農業の競争力向上を目的として輸出農業への直接的な支援が行われてお

り、輸出のための輸送費補助や海外展示会の参加補助、海外バイヤーの招へいなどが実施されている。ま

た、食品産業育成事業では輸出のための基盤作りが行われており、食品専門人材の育成や食品・外食企業

へのコンサルティング、韓国料理のグローバル化などが実施されている。前述のように、農林水産食品部

は農食品輸出を 2012 年までに 100 億ドル、2020 年までに 300 億ドルに増加させる目標を掲げており、

そのための中核事業を担う aT の重要性は増してきている。計画の実現可能性や aT 運営の効率性等に国会

等で疑問が挙げられているものの、韓国政府としてはより一層輸出に力を入れる方針に変わりはないもの

とみられる。 

表 33 aT の主な役割 

輸出促進 農食品産業育成 農食品流通革新 価格安定 

輸出農産物の安全性の管理 食品企業の育成と支援 生産者支援 MMA 米及び関税割当などの

輸入管理 

輸出組織の育成 消費者マーケティング 産地の流通組織の育成 政府備蓄と食料の管理 

輸出支援 健康的な食生活の普及 卸売市場のサポート/ 

受託運営 

 

海外の消費者マーケティン

グ 

韓国料理のグローバル化の

推進 

農水産物オンライン取引所

の運営 

 

出所）aT ウェブサイト 
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aTは、2012年度から 2014 年度までの 3年間に達成すべき輸出促進関連の目標を項目別に示している。

項目は、輸出ブランドの育成、輸出専門組織の育成、海外市場開拓事業の革新の 3 つに分かれており、各

項目別に詳細な数値目標が定められている。輸出ブランドの育成では、輸出戦略品目と輸出商品を毎年そ

れぞれ 20 個と 30 個ずつ育成することが目標とされている。輸出専門組織の育成では、主要な輸出組織の

育成によって生み出される輸出額を 2012 年度に 1 億 6,100 万ドルとすることなどが目標とされている。

最後に、海外市場開拓事業の革新では、国際博覧会の参加数を 36 回とすることや大型流通企業との連携

プロモーションによる売上高を 1,940 万ドルとすることなどが目標として掲げられている。 

表 34 aT の 2012~14 年度における輸出促進関連目標 

  
2012 2013 2014 

輸出ブランドの育成   
輸出戦略品目の育成      （個） 20 20 20 

輸出商品化のサポート     （個） 30 30 30 

輸出専門組織の育成 
主要な輸出組織の育成    （輸出額：百万ドル） 161 177 194 

輸出協議会の育成       （累計団体数） 18 19 21 

海外市場開拓事業の

革新 

国際博覧会参加         （回） 36 37 38 

大型流通企業との MOU締結（累計） 35 38 40 

大型流通企業との連携プロモーション（売上高：百万ドル） 19.4 21.3 23.4 

出所）aT ウェブサイト 

 

aT の本部組織は 3 部門から成り、輸出部門が輸出促進と農食品産業育成を担い、流通部門が農食品流

通革新と価格安定を担う。また、地方事務所が国内に 11 か所あり、海外事務所が日本（東京・大阪）、中

国、米国等の 6 か国 10 都市にある。海外事務所は、2015 年までに 16 か国、30 事務所に拡充することが

計画されている。海外事務所の事業内容は、農水産貿易に関連する情報の収集、PR 活動、販売プロモー

ションなどであり、具体的には主要国際展示会への出展、パッケージデザインの向上支援、韓国の伝統的

食品の展示会の開催、食関係雑誌等での広告などを担当している。 

aT には委託契約者を含めて 571 人の職員が勤務しており、その内の 2 割にあたる 100 名強のスタッフ

が輸出促進関連に充てられ、輸出促進活動の充実が図られている。以下に aT の組織図と輸出部門のそれ

ぞれの役割分担を挙げる。 
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図 60 aT の組織図 

出所）aT 事業案内資料 

表 35 aT の輸出部門の詳細 

部 課 業務内容 スタッフ 

輸出戦略部 輸出企画チーム 企画・予算総括・展望 31 名 

輸出管理チーム GAP、輸出ブランド「フィモリ」運営 

物流管理・輸出保険 

マーケティング戦略チ

ーム 

マーケティング戦略総括 

海外 aT 支社運営、販促活動 

中国の代理店サポート等 

市場開拓チーム 輸出広報・展示会企画の総括 

バイヤー招へい 

在外公館との協力 

農水産マーケ

ティング部 

果樹花卉輸出チーム 果樹花きの国内外でのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 21 名 

野菜得作輸出チーム 野菜の輸出支援・キノコの輸出支援 

新商品開発支援 

水畜林産輸出チーム 水産物の国内・海外でのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援 

畜産物と林産物の海外支援 

食品マーケテ

ィング部 

伝統食品輸出チーム 高麗人参、キムチ、伝統酒、ゆず茶、醤類の輸

出支援、商品化支援 

30 名 

加工食品輸出チーム 食品企業の輸出協議会の運営とサポート、加工

食品のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ベンダーの相談 

コメ及び韓国料理食材の輸出 

輸出情報チーム Agro Trade 運営、KATI 運営、調査企画、顧客管理、

水産物についてのモニタリング、FTA についての

情報収集、貿易月報 

食品産業部 食品育成チーム 有機認証、外食企業コンサルティング 

食品加工企業へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｺｰﾁﾝｸﾞ 

資金調達支援 

29 名 

韓国料理世界化チーム 韓国料理協議会の構築 

韓国料理食材の促進 

韓国料理のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化、上海 EXPO 

専門人材育成 

食品消費促進チーム 優秀な伝統食品や伝統酒に対する表彰、育成、

広報、認証農産物の支援 

天日塩やキムチ産業等の育成 

出所）aT ウェブサイト 
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aTの 2011年度の予算は 2,173億ウォンであり、収入の 7割強を政府からの補助金及び委託費が占める。

残りの 3 割弱は、食料輸入・備蓄事業や融資事業による独自の収益から来るものである。支出内訳では、

全体の 7 割にあたる 1,542 億ウォンが輸出促進や農食品産業育成を始めとする各種事業費として使われて

おり、残りの 3 割が人件費及び事務所等の運営費となっている。 

2011 年度の事業費の内訳を見ると、輸出促進事業に事業費全体の 55%にあたる 931 億ウォンが割り当

てられており、さらに輸出促進と関連がある農食品産業育成事業に 267 億ウォンが充てられている。これ

ら 2 つの事業で、事業費全体の 7 割を占めている。農食品流通革新事業と価格安定事業の費用は、合わせ

て 200 億円程度である。 

aT は、こうした予算とは別に、農産物価格安定基金と FTA 履行支援基金という 2 つの基金を用いて、

融資事業を行っている。農産物価格安定基金からは、輸出のための融資事業に 3,652 億ウォンが充てられ

ており、これは農林水産食品部の予算内訳で述べた農食品運営活性化支援を aT が受託実施しているもの

である。FTA 履行支援基金は、輸出促進のための融資事業が明確に区分されている訳ではないが、輸出園

芸施設の改善と増改築、近代化のための融資事業に 326 億ウォンが充てらている。 

 

表 36 aT の収支内訳（単位：百万ウォン） 

 
2009 年度 2010 年年度 2011 年年度* 

収入 

政府支援 
補助金 65,378 71,014 72,128 

委託収入 82,506 101,347 89,670 

小計 147,884 172,361 161,798 

独自収入 46,480 51,003 55,519 

小計 46,480 51,003 55,519 

合計 194,364 223,364 217,317 

支出 

事業費** 137,680 160,842 154,163 

輸出促進事業  (83,730) (91,689) (93,112) 

農食品産業育成事業  (24,569) (26,115) (26,653) 

価格安定事業 (13,057) (11,736) (12,730) 

農食品流通革新事業 (9,316) (9,625) (9,419) 

その他 (20,024) (21,588) (26,148) 

人件費 29,042 31,566 26,349 

運営費 19,243 20,697 33,237 

繰越金 8,399 10,259 3,568 

合計 194,364 223,364 217,317 

*2011年度は推定値 

**収支内訳と事業費内訳のデータ出所が異なるため、事業費額と事業費内訳の合計額が必ずしも一致しない。 

出所）aT ウェブサイト及び損益計算書 
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本節では、aT のプログラムの内輸出促進に関連があるもの取り上げて詳述する。輸出促進事業は、①輸

出インフラの整備、②輸出能力の拡充、③海外市場マーケティングの 3 本柱から成り、食品産業育成事業

は、④韓国料理のグローバル化、⑤食品企業及び外食企業の育成の 2 本柱から成る。その他に、上述の輸

出に関わる融資事業（⑥）がある。韓国では輸出促進事業の設計において日本をモデルとしているため、

事業内容が日本と類似しているものがいくつかある。 

 

輸出に関わる物流費に対して一定割合の補助を行う。また、海外共同物流センター（詳細は後述）を始め

とする輸出インフラの整備を進める。2010 年度は、輸出物流費支援に 331 億ウォンを充て物流費の 45%

を補助していたが、2011 年度は補助の割合を 35%とし予算額を 294 億ウォンへと縮小している。しかし

その代わりに、輸出インフラの強化予算を 85 億ウォンから 101 億ウォンへと増加させている。物流費支

援及びインフラ強化には合計で 395 億ウォンが充てられており、輸出促進事業費全体の 4 割以上を占める

ことから、この事業が aT の輸出促進の中核事業であると言える。 

農水産物の輸出市場に関連する情報をインターネット上

のサイトの農水産物貿易情報（KATI.net）で提供する。ま

た、農水産物のインターネットの貿易取引斡旋システム

（Agro Trade）を使って、輸出商品の海外広報及び海外取

引先の発掘をサポートする。KATI.net では、aT の海外事務

所だけでなく 100 人の海外情報調査委員を通じて輸出相

手国の経済動向や通関制度、市場動向などを収集し、無

料で情報を提供している。また Agro Trade では、品目別

に数多くの農林水産物や加工食品が掲載されており、海

外バイヤーが商品を理解できるよう英語で説明されている。    Agro Trade のホームページ 

2010 年度実績で、Agro Trade を通じた輸出額は 470 万ドルで、2011 年度は 550 万ドルへの増加が目標。 

 

輸出に積極的な先進農家を対象に、先進農業機関による現場教育や海外専門家によるコンサルティング、

専門教育を実施する。 

 

安全な農産物の供給を確保するために、生産から輸出に至るまでの安全性管理を行う。生産現場において

は、登録制度の運営による農薬の安全使用の管理や、GAP 認証システムの運営と認証機関の指定、農家へ

の普及を実施している。また輸出面では、日本や米国など主要輸出相手国の検疫検査官を招へいし、検疫

条件をクリアするための指導を受けている。 

 

園芸生産団地の運営を評価し、優秀な生産団地に対しては輸出物流費を支援するほか、海外の先進的な物

流システムを見学できる機会を与える。 
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フィモリは、高品質農産物の輸出支援のために aT が 2004 年に立ち上げた国家ブ

ランドである。品目を限定し、戦略市場で集中的な販促、広報を行うことによっ

て、安全で高品質な高級ブランドイメージを確立することを目指す。対象品目は、

パプリカ、梨、菊、バラ、エリンギ、キムチの 6 品目であり、主な  フィモリのブランドロゴ 

対象市場は米国、日本、中国である。フィモリは認証された生産者及び企業のみが取り扱うことができ、

規定にしたがって栽培、収穫、品位、選別、包装、安定性など、厳格な品質管理を行わなければならない。

また、フィモリの生産者と輸出業者には ID が付与され、トレーサビリティー・システムに対応しなけれ

ばならない。新しく認定されたバラでは、光や温度によって色が変わる新品種「マジックローズ」が対象

となっており、日本への輸出が好調であるとみられる。 

2009 年実績では、フィモリ事業に輸出業者 11 社が参加し、計 2,400 万ドルの輸出実績があった。事業者

に与えられる補助額は 2009 年で 1,519 百万ウォン、2010 年で 1,728 百万ウォンであった
43
。報道によれば、

参加している輸出業者には、上記の主要組織育成事業にさらにプラスして物流費の 10%が補助されるほ

か、フィモリ事業参加のインセンティブとして品質管理指導料、育苗支援、栽培技術開発、生物農薬の購

入費補助等の個別の支援金が支給される
44
。例えば、きのこの生産者団体によれば、エリンギのフィモリ

ブランド輸出認定業者のモスィエムでは、主要組織育成事業やフィモリ事業等の関連補助金を合わせる

と、補助金総額は輸出単価の 40%のレベルに達する
45
。 

しかし、弊社が実施した現地調査では、貿易会社や業界団体からフィモリに対して否定的な意見が複数聞

かれた。フィモリ対象品目の中でトップに位置する製造企業は自社ブランドが強いため、他社との共同ブ

ランドとなるフィモリの使用を避ける。また下位ブランドの企業は、認証基準を満たさないためフィモリ

を使用することはできない。結果として、フィモリは平均的な品質の商品となり、ブランド力も弱くなっ

てしまう。こうしたことが、フィモリへの参加企業が少ない要因の 1 つであり、パプリカやエリンギ、キ

ムチでは輸出業者が 1 社ずつしか参加していない。また、梨のフィモリ事業に参加しているある貿易会社

の担当者は、実際にはフィモリを使わず 100%自社のブランド名で出荷していると回答している。その他

に、フィモリは品目横断的なブランドであるため、ある品目で問題が起きたときに他の品目へも影響を与

えるのではないかという懸念や、国家ブランドであるために政権が変わると方針が変わるのではないかと

いう不安も、企業がフィモリ事業への参加を躊躇する原因である。 

 

新規の輸出有望品目を育成するために、商品開発、マーケットテスト、輸出商談、輸出試験、海外プロモ

ーションなどの費用支援などを行う。農産物及び水産物で 25 品種が輸出有望品種の対象となっている。 

  

                                                      
43

 2010 年 10 月 19 日付 Yahoo Korea 記事「農水産物流通公社、どんぶり勘定式インセンティブ支給」 

2010 年 10 月 18 日付財経日報記事「ファンヨンチョル"農水産物流通公社の輸出支援のインセンティブの重複支給"」 
44

 2009 年 6 月 26 日付農業新聞記事「'フィモリ'エリンギアメリカで'ダンピング販売』の悩み」 
45

 同上 
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生産から輸出まで一貫する形で輸出を主導できる輸出組織の育成を行う。民間企業、協同組合、その他法

人等の輸出施設を持つ組織が支援対象である。 

長期的には一品目一輸出業者へ統合して輸出を独占させ、ゼスプリやサンキストのような先進国型の力の

ある組織を育成することを目標としている。 

2010 年度には農産物・食品の輸出組織 21 団体が対象となっていたが、2011 年度には 18 団体へと絞り込

まれている。18 団体の内訳は以下の通りである。 

野菜・・パプリカ 2 団体、トマト、メロン、夏イチゴ、冬イチゴ、エノキ、エリンギ 

花・・ ユリ、バラ、菊、サボテン 

果実・・柿、リンゴ 

加工品・・キムチ、柚子茶 

林産物・・栗 2 団体 

これらの認定された組織に対して物流経費の一部補助（物流費の 20%が上限）や、輸出インフラの強化事

業費の支給等を行っている。 

 

輸出業業者及び生産者、加工業者等が加盟する自律的な品目別協力機構を立ち上げ、過当競争の防止や輸

出秩序の確立、輸出品の安全品質管理及び輸出相手国市場における共同でのジェネリックマーケティング

の実施を図る。 

2010 年度は農産物を中心とした 16 品目の輸出協議会が支援対象として選定されていたが、2011 年度の予

算によれば支援対象を冷凍食品、林産物などを加えた 20 品目に拡大した。ただし、2011 年度の実績では

支援した協議会は 17 品目に留まっており、2012 年は水産物を加えた 18 品目を目指すとしている。 

パプリカ、イチゴ、甘柿、キノコ、柚子茶、高麗人参、洋ラン、ナシ、リンゴ、キムチ、ブドウ、韓国海

苔、伝統酒（焼酎）、マッコリ、コメ、野菜種子等の品目が対象となっている。 

これら団体においては、出荷時期や単価、品質等に関する自主規制の導入、輸出先市場でのジェネリック

マーケティング活動の実施等の活動を行っている。自主規制の導入にあたってはガイドラインが作成され

ており、品目によって規制の範囲は異なるが、品質基準、残留農薬検査規定、成長促進剤処理規制、出荷

時期や熟度規制、輸出価格基準、生産者保護のための買い取り価格基準、違反企業に対する制裁措置等が

定められている。 

ただし、関係者らによれば、パプリカやキノコなどは古くから協議会が組織されていたためうまく機能し

ているが、多くの協議会は組織されたばかりであり、その成否はまだ不透明である。 
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主要な市場において現地の大手流通業者と業務提携を結び、グローバルな輸出ネットワークを構築するこ

とにより、韓国産品の常設コーナーの拡充や供給ルートの確立、広報プロモーション推進する。 

 

主要な国際展示会に参加して、輸出業者と現地バイヤーとの商談機会を提供する。2010 年度は、総合的

な食品博覧会に 30 回、品目別の博覧会に 102 回、合計で 132 回の博覧会への参加を支援している。 

しかし 2011 年度は、日本の FOODEX や中国の SIAL China のような、各国・地域の代表的な国際博覧会に

絞り込んで、より大規模に総合的なマーケティングを展開することが計画されている。 

 

『Buy Korean Food』などのイベントを開催し、海外の優秀なバイヤーを招待して輸出業者とバイヤーとの

商談機会を提供する。 

さらに、海外バイヤーに対する産地見学の実施や広報などを支援する。 

 

日本や中国などの主要輸出市場において、現地のトレンドを反映したメディア広報で韓国農食品のイメー

ジ向上を行う。 

広報には、現地有力メディアや SNS、韓流スターを活用し、口コミによるプロモーションを強化する。 

 

自社で海外拠点を開設することができない中小輸出企業に対して、aT の海外事務所が支社としての役割

代行から海外支社の設立に至るまでを総合的に支援する。 

支社としての役割代行では、輸出希望品目の市場調査やバイヤーの斡旋、輸出商談の実施を支援する。海

外支社の設立支援では、行政手続きのサポートや事務スペースなどの提供を行う。 
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ニューヨーク、ロンドン、東京、上海、香港など、韓国レストランが多い世界主要都市に韓食協議会を設

立し、韓国料理に関する情報を提供する。海外における韓国レストランの実態調査や外国人の韓国料理に

対する意見調査などを通じて、海外進出ガイドブックを制作すると共に、専用ウェブサイトの開発・運営

を行っている。日本では、民団韓食ネット協議会が韓国農産物と料理の普及や韓国料理店の紹介を行って

いる。さらに、会員企業に対しては韓国食材の共同購買事業を実施している。 

 

韓国料理の専門調理師の養成や海外韓国料理レストランの規格化を通して、韓国料理の普及とイメージ向

上を行う。2011 年度には、ニューヨーク、東京、上海など世界 10 都市で、レストラン経営者やシェフ、

ホールスタッフなど 2,000 名に対して研修を実施している。さらに、専門家によるコンサルティングを通

して、海外進出準備中のレストランや既に現地で営業している店舗への経営改善を支援している。また、

海外の秀でた韓国料理レストランを認証し、高級化支援を実施している。 

 

韓国国内及び国外で外国人向けの韓国料理の体験教室を実施するほか、韓国料理の広報物を制作、配布し

て、韓国料理の知名度を高める。 

 

 

韓国を代表する食品展示会である Korea Food Expo を開催し、海外バイヤーを招し商談会を実施する。 

 

 

以下の 4 つの輸出関連融資を行う。 

表 37 輸出に関連する資金融資 

融資事業名 サポート対象 用途 
金利 

（％） 

貸付 

期間 
事業義務 

予算額 

（億ウォン） 

運営活性化

資金 

農食品の輸

出業者 

輸出のための原料および

副資材の購入、貯蔵、加工

などの運営資金 

3〜4 
1 年 

以内 

融 資 額 の

50％以上の

輸出 

2010 年度 3,620 

2011 年度 3,650 

2012 年度 3,240 

優秀水産物

支援資金 

水産物の輸

出業者 

国内産水産品原料の購入

などの運営資金 
3〜4 

1 年 

以内 
同上 

Na 

海外進出の

韓国料理店

の開設資金 

外食店 

海外進出の韓国料理店店

舗新築、インテリア厨房機

器など 

4 2~3 年 ‐ 

Na 

 

施設園芸の

品質向上 

園芸専門生

産団地生産

者 

園芸施設の改善、増改築、

近代化 
3 

7 年 

以内 
‐ 

2011 年度 326 

（費用補助 20%、融資

60%、自己負担 20%） 

出所）aT, agrix ウェブサイト 



 

156 

 

23  

 

aT のプログラム評価は、内部における事業別審査と政府による経営実績評価の 2 つによって行われて

いる。内部の事業別審査では、プログラムごとの目標数値に対する達成度や前年度実績に対する伸びを算

出する。例えば、2010 年度の国際博覧会への参加支援実績は、総合的な食品博覧会が 30 回、品目別の博

覧会が 102 回であり、前者は目標を達成しているが後者は目標の 85%に留まっている。その他にも、農産

物輸出組織の育成数や輸出資金融資額といった事業ごとの目標値に対する達成度が測られる。 

政府による経営実績評価は aT の経営全体に対する評価であり、その中の一部として事業評価が組み込

まれている。この事業評価では、事業の活動内容と活動成果の両方が評価対象となる。活動内容評価では、

支援や取り組みが適切であったかなどについて A、B、C…といった 6 段階で評価が付けられ、活動成果評

価では、目標値に対する達成度が点数に換算される。政府による経営実績評価は、aT だけでなく KOTRA

などの他の政府関係機関に対しても同様に行われる。また、プログラムに対する直接的な評価ではないが、

政府関係機関は顧客満足度評価や電話対応評価などの評価も受けなければならない。 
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6.5 KOTRA  

 

大韓貿易投資振興公社（KOTRA–Korean Trade-Investment Promotion Agency）は日本の JETRO を

モデルに創設されており、政府機関内での位置付けや役割は JETRO と非常に良く似ている。KOTRA は

韓国知識経済部（日本の経済産業省に相当）の外郭団体であり、その役割は貿易促進と投資誘致である。

貿易促進では特に中小企業の輸出促進、投資誘致では外国企業の韓国への投資誘致（工場設立等）が中心

的な業務であり、主な支援対象産業は製造業、IT 産業、文化コンテンツ産業、グリーン産業などである。

農業は aTが専門的に支援を行っているため、KOTRAでは一部の事業で支援対象としているのみである。 

KOTRA は 2020 年までに貿易額 2 兆ドル、投資額 1 千億ドルを達成するという目標を掲げており、そ

のために①中小企業支援のためのインフラ強化、②貿易投資事業の充実、③持続的成長のための将来の成

長分野の開拓、④創造的で強い組織の育成という 4 つの戦略を打ち出している。このうち輸出促進に直結

する②貿易投資事業の充実では、特に海外マーケティングに注力しており、オンライによるマーケティン

グや主力輸出品目別のマーケティングなど様々な方法による輸出促進を図っている。その他の①中小企業

支援のためのインフラ強化では、非価格競争力の向上支援や海外市場開拓支援を通して中小企業のグロー

バル化を後押ししており、③持続的成長のための将来の成長分野の開拓では、グリーン産業やバイオ産業

といった成長産業の発展と中国を始めとする新興国の開拓を同時並行的に支援している。④創造的で強い

組織の育成は、開かれた組織文化の構築や企業の社会的責任の履行、人材運営や財務管理の効率化など

KOTRA 内部の改革を主眼としている。 

表 38 KOTRA の主な役割 

中小企業支援のためのインフ

ラ強化 

貿易投資事業の充実 持続的成長のための将来の成

長分野の開拓 

創造的で強い組織の

育成 

中小企業の非価格競争力の向

上をサポート  

グローバル企業と国内企業の

直接輸出による市場開拓支援 

知識サービス産業の海外進出

支援を主導 

開かれた組織文化の

構築 

大企業と中小企業の協力事業

を通じた海外市場の開拓支援  

世界市場の変化に対応したマ

ーケティングの推進 

グリーン産業の海外進出のた

めのプラットフォームの役割 

社会貢献活動の活性

化と倫理経営の定着 

投資進出支援を通じた中小企

業のグローバル化 

オンラインによる海外マーケテ

ィング支援を通じた e ビジネス

の本格化 

世界的な医療用バイオ大国の

早期実現 

将来に向けた世界的

な専門知識教育の強

化 

中小企業の特性に応じて、カス

タマイズされた事業の強化 

海外マーケティングのための展

示会の育成と定例化  

中国市場への進出事業の多様

化 

人材運営の効率化 

海外市場などの調査情報の改

善 

主力輸出品目別に差別化され

たマーケティングの推進 

中国以外の新興国への輸出マ

ーケティングの集中 

財務管理の効率化 

ビジネスに直結する情報の集

中的生産 

産業別の戦略的投資誘致活動

の展開 

海外進出有望なプロジェクトの

発掘と受注強化 

 

 海外投資企業に対する経営課

題解決支援の拡大 

開発途上国の開発協力事業を

通じた韓国企業の海外進出の

拡大 

 

  海外の公共調達市場への進出

拡大 

 

出所）KOTRA ウェブサイト 
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KOTRA は aT 同様に、経営目標として 2011 年度から 2013 年度までの 3 年間に達成すべき数値を主要

項目別に示している。2011 年度に達成すべき主な輸出促進関連目標は、輸出企業の育成が 480 社、KOTRA

海外事務所の商社/代理店業務による輸出支援実績が 12.5億ドル、海外進出の成功事例が 10件などである。 

 

表 39 KOTRA の 2011~13 年度における輸出促進関連目標 

 
2011 2012 2013 

輸出企業の育成(社） 480 540 590 

KOTRA海外事務所の商社/代理店業務による輸出支援実績（億ドル） 12.5 14 15.5 

海外進出の成功事例（件） 10 30 60 

海外進出プロジェクトの発掘（件） 160 175 190 

有力バイヤーの管理（社） 3,750 4,750 6,000 

情報の照会件数（万件） 285 350 420 

コンサルティング調査収入（百万ウォン） 1,850 2,000 2,200 

出所）KOTRA ウェブサイト 

 

KOTRA はソウル本部と仁川空港事務所の他に、海外 76 か国 111 都市に貿易館と呼ばれる事務所と 17

か国 30 か所に海外共同物流センターを持つ。ソウル本部は 6 部門から成り、各部門は輸出のための海外

マーケティングや戦略サポート、投資促進などを担当している。輸出支援班はネットワークビジネス部に

配置されており、海外市場調査や海外出張支援、新規事業開拓などを行っている。前述のように、KOTRA

は主に工業品を支援対象としているため、農食品のみを専門的に取り扱っている部署はなく、展示及び大

会部の中に、ソウル・フードと呼ばれる国内食品展示会の運営を専門的に行っている職員がいるのみであ

る。 

海外貿易館は、ネットワークビジネス部の下に位置づけられており、主に当該国における展示会への参

加支援やビジネスマッチング、商社/代理店業務、人材紹介等を担当している。一方、海外共同物流センタ

ーは、マーケティングサポート部が運営を担っており、韓国輸出業者向けに安価な物流関連サービスや物

流委託契約の締結サポートなどを提供している。 

KOTRA の職員数は 659 人であるが、これとは別に海外貿易館に勤務する現地人スタッフが 364 人いる

ため、国内外の KOTRA で勤務する職員総数は 1,000 人以上に上る。このうち輸出支援班には 7 名が所属

している。また、展示及び大会部の職員は 17 名であり、その内ソウル・フードのみを担当している職員

が 10 名強いる。 
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図 61 KOTRA の組織図 

出所）KOTRA ウェブサイト 

 

KOTRA の 2010 年度予算は 2,943 億ウォンであり、aT に比べて 700 億ウォン程度多いが、その収支構

造は aT と非常に良く似ている。収入は、その 7 割が政府からの補助金であり、残りの 3 割が独自収入に

よるものである。支出は、全体の 65%にあたる 1,906 億ウォンが事業費に使われており、32%が人件費及

び運営費に充てられている。 

2010 年度の事業費の内訳を見ると、海外マーケティング事業と支援事業にそれぞれ 706 億ウォンと 589

億ウォンが充てられており、この 2 事業で事業費支出の約 7 割を占める。しかし、これらの事業の大部分

は工業品に対する支援であり、農食品に対する支援はごく僅かである。海外マーケティング事業費は 2008

年まで 300 億ウォン程度だったのが、2009 年度以降は 2 倍以上に拡大しており、KOTRA のオ・ヨンホ

社長は、既存市場確保のために差別化された海外マーケティング支援を展開する方針を打ち出している46。

2010 年には、中小企業輸出比率を 30%から 60%に引き上げるために、選定優良中小企業に対して海外市

場参入のロードマップ作成支援等を行う新たなプロジェクトを立ち上げている47。また、支援事業では、

aT 同様に輸出業者に対する物流費補助等に予算が使用されていると考えられる。その他の事業予算として、

前述のソウル・フード開催には約 40 億ウォンが充てられている。 

                                                      
46

 2011 年 12 月 18 日付アジア経済東亜エコノミー記事「オ・ヨンホ KOTRA 社長、"韓国型貿易成長モデル構築"」 
47

 2010 年 8 月 30 日付 KOTRA 韓国経済ニュース記事「KOTRA、韓国強小企業を世界一流企業へと育成」 

社長
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担当上級副社長

社長室

広報班
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監事
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投資監査室

マーケティング
担当上級副社長

戦略ビジネス
担当上級副社長

海外ビジネス情報
担当上級副社長

運営サポート
担当上級副社長

INVEST
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新戦略ビジネ
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中国ビジネス
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企画調整部
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表 40 KOTRA の収支内訳（単位：百万ウォン） 

  
2008 2009 2010 

収入 

政府補助金 173,847 240,241 216,180 

その他政府基金 6,818 0 0 

小計 180,665 240,241 216,180 

独自収入 66,479 76,096 78,098 

小計 66,479 76,096 78,098 

合計 247,144 316,337 294,278 

支出 

事業費 147,206 195,775 190,644 

  海外マーケティング事業費  (33,949) (91,388) (70,552) 

  支援事業費 (50,453) (61,460) (58,881) 

  特別事業費 (39,662) (18,548) (38,395) 

  情報調査事業費  (7,896) (8,175) (10,132) 

  外国人投資誘致事業費  (7,710) (6,506) (7,171) 

  研修事業費  (3,372) (4,791) (2,114) 

  展示場及びその他の賃貸事業費 (2,032) (3,072) (2,202) 

  戦略的事業費 (2,132) (1,835) (1,197) 

人件費 77,423 75,886 83,454 

運営費 13,124 11,671 11,834 

繰越金 0 0 0 

その他 9,391 33,005 8,346 

合計 247,144 316,337 294,278 

出所）KOTRA ウェブサイト及び損益計算書 

 

KOTRA が実施している輸出促進関連プログラムには海外市場開拓支援や貿易投資情報サポートなどが

あるが、こうした輸出関連プログラムのうち農食品の輸出促進と特に関わりが深いものは、ソウル・フー

ドの運営と海外共同物流センターの運営である。以下ではこの 2 つの事業について詳述する。 

 

 

ソウル・フードは、韓国最大規模の食品・飲料専門展示会であり、1983 年から毎年開催されている。2011

年の開催では 45 か国からの参加があり、出展企業が 1,100 社、来場者数は 44,000 人以上であった。開催

時には新聞、テレビ、ラジオによる宣伝やバス及び電車内の広告掲示、KOTRA 海外貿易館でのパンフレッ

トの配布など様々な広報活動を行っている。 

ソウル・フードへの海外バイヤーの招へいでは、KOTRA の持つデータベースの中から年間売上高 1,000 万

ドル以上の企業 100 社を選定している。こうしたバイヤーとの商談会は、ソウル・フード開催中の 1 日に

1 ホールを貸し切って行われ、参加バイヤーにはプライベートラウンジにおける無料の食事などが提供さ

れる。こうした結果、2011 年には韓国企業 280 社との個別商談が 707 回実施され、取引額は 2 億 800 万

ドルとなった。 
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ソウル・フードは、aT が開催する Korea Food Expo と並んで、韓国を代表する食品展示会であるにもかか

わらず、その開催にあたって kotora と aT の協力は行われていない。ソウル・フードの出展企業募集やバ

イヤーの招へいにおいて、KOTRA は独自のノウハウやデータベースを使用しており、aT が持つ農食品企

業との豊富なネットワークは活用されていない。ただし、2012 年にはソウル・フードと Korea Food Expo

を合わせて開催することが検討されている。 

 

KOTRA は、海外 17 か国 30 か所で、「海外共同物流センター」と呼ばれる物流とマーケティング支援の事

業を運営している。 

目的は、①少量多品種による直接取引を支援すること、②世界的な価格競争激化の中、物流費削減により

競争力を向上させること、③独自の物流センターを構築することが困難な中小企業に物流支援サービスを

提供することの 3 点である。 

支援内容は、基礎的な物流支援と付加的な海外マーケティング支援の 2 つから成る。 

物流支援では、現地の専門物流サービス会社を 1～数社選定し、これを「物流支援センター」として任命

し、国内の輸出企業が、韓国輸出業者が海外で安価な物流関連サービスを利用できるよう支援している。

KOTRA は指定の物流業者との物流委託契約の締結をサポートし、保税倉庫業務、通関、輸送、在庫管理な

どのアウトソーシングをスムーズに行えるようサポートする。物流支援の事業参加費は、1 つの物流セン

ターにつき年間 150 万ウォンである。実際に物流センターを利用する際には倉庫保管料や通関手数料、輸

出国内の輸送料などの費用がかかるが、こうした費用に対しては年間 400 万ウォンまで補助金が支給され

る。従って、輸出業者は参加費を支払ってもそれを大きく上回る補助金が支給されるため、物流センター

を利用する経済的インセンティブは大きい。 

一方、海外マーケティング支援では、KOTRA 貿易館が商社/代理店業務を担い（「支社化」事業と呼ばれて

いる）、有望な取引先の発掘や輸出拡大戦略の策定及び実行に加え、会員企業職員の短期出張時には臨時

オフィスの提供などを行う。物流支援と海外マーケティング支援のパッケージ事業への参加費は 280~380

万ウォンであり、対象国によって異なる。ただし、パッケージ事業への参加にあたっては、地方公共団体

の補助金プログラムが利用可能であり、その場合は参加費が 150 万ウォン程度に抑えられる。 

 

KOTRA のプログラムに対する評価は、aT 同様、事業別評価と政府による経営実績評価の 2 つによって

行われている。事業別評価では、例えばソウル・フードの場合、費用対効果が測定される。費用算出は、

事業費に加えて、職員 1 人 1 日当たりの人件費に 1 社を誘致するのにかかった人・日をかけるなどして全

ての費用が計算される。効果測定は、展示会での取引額に加えて、バイヤーの来場者数に 1 社当たりの宣

伝効果をかけるなどして全ての効果額を算出する。こうして費用対効果を計算し、ソウル・フードの事業

評価が行われる。政府による経営実績評価は、aT における評価方法と同じである。 
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6.6 KFTA  

 

KFTA （Korea Fishery Trade Association）は、1986 年に水産貿易の振興という政府の施策に応じて、

水産物輸出組合として設立された。その後、1998 年に水産物輸出入組合に名称変更し、2010 年に現在の

名称となった。KFTA の役割は、政府の政策に応じ、水産業と水産物貿易の発展に寄与し、会員の共同利

益の増進を図ることである。KFTA の設立と運営には政府の意向が深く関与しているため、その主な活動

は政府からの委託事業を実施することである。 

 

KFTA には水産物の輸出入業者や関連団体、研究教育機関など約 200 社が加盟しており、協会の下には

のり、ひらめ、あわび等の品目別の分科会が設置されている。本部はソウルの aT センター内にあり、国

内に釜山支部があるが、その役割は会員の管理のみであり、実質的な業務は全て本部が行っている。海外

事務所は設置していない。本部には常勤の専務理事の他に 7 名の職員がおり、釜山支部は職員が 1 名勤務

しているのみである。協会の運営費（人件費や事務所経費等）は、政府委託事業による手数料と会員から

の会費によって支払われている。なお、専務理事は元農林水産食品部の官僚で、同部を退職後 KFTA に再

就職しており、ここからも KFTA と政府との結び付きの強さがわかる。 

 

協会の主な事業は、①政府からの委託事業、②独自予算による事業、③その他の斡旋業務等の 3 つに分

けられる。政府からの委託事業には、輸出に関わる事業と輸入に関わる事業があり、2010 年の輸出関連事

業予算は約 30 億ウォンであった。こうした政府からの委託事業では、当該年度の予算が決まると政府と

協会の担当者で話し合い、事業内容とその予算配分を決める。以下では、各事業の実施内容について説明

する。 
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韓国産水産物のイメージ向上と輸出機会拡大のために、優秀な水産物の広報活動を国内及び海外で実施す

る。また、他国産水産物との差別化を図り、海外消費者の潜在的な需要を喚起するために、韓国産水産物

の優位性を広報する。具体的なプロモーション活動としては、空港や港などの人が多く集まる場所に宣伝

用 POP を掲載する他、上海の大型スーパー内において POP 広告等を実施している。 

 

韓国産水産物の海外市場開拓と競争力強化のために、販売促進活動の支援を行う。2011 年は、157 業者の

商品が掲載されたカタログを 1 万部作成し、KOTRA 海外貿易館や国際博覧会に来場したバイヤーなどに配

布した。また、カタログの収録業者を紹介するウェブサイトを開設し、海外バイヤーへの斡旋等に活用し

ている。 

 

輸出関連業者やエージェントから推薦のあった優秀な海外バイヤーを招待して、輸出業者との商談を設定

する。また、商談を通じて韓国産水産物に対する信頼感を醸成し、直接契約を結べるよう支援する。商談

会は、毎年ソウルと釜山で 1 回ずつ開催し、各回約 50 名のバイヤーを招待している。その際には、貸切

バスによる送迎や専門通訳の雇用などバイヤーに対する便宜供与を行っている。さらに、バイヤー1 人に

対して輸出業者 7~8 社との商談をアレンジし、より多くの契約が成立するよう支援している。 

 

国際水産博覧会において、韓国館の運営や輸出相談会の実施、現地メディアの招待などを実施する。また、

輸出業者が出展するためのブース代、商品運送費、航空運賃代、通訳費、販促費等を支援する。2011 年

はボストン、ブリュッセル、東京等で開催された博覧会に 9 回参加しているほか、上海、香港、バンコク

等における水産物展にも出展している。また、釜山国際水産貿易 EXPO では、中国や日本など海外から多

くのバイヤーが参加するように MOU の締結や招待状の送付等を行っている。 

韓国アセアン FTA や韓国 EUFTA で定められた関税割当による輸入量の配分を管理する。例えば、韓国アセ

アン FTA におけるエビの関税割当については、協会が年 2 回入札を開催し、各業者の輸入量を決定してい

る。 

販売価格の虚偽申告による脱税を防止するため、中国やロシア等の海外市場における韓国産水産物の価格

調査を実施する。 
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水産物の輸出統計等の資料をまとめ、定期的に会員企業に提供する。この情報提供にかかる費用は、会費

収入から拠出されている。 

主に日本向け高品質海苔の製造に必要な異物選別機の購入を支援する。購入費用の 50%が政府により補助さ

れる。2003 年に事業が開始され 2009 年までに 264 台の異物選別機の購入を支援している。 

輸出業者が商材を購入するのに必要な融資を受けられる様、水産業発展基金への斡旋を行う。協会が斡旋を

行うことで、生産者団体は年 3%、一般企業は年 4%の低金利で融資を受けることができる。 

表 41 水産物輸出業者のための資金融資 

サポート対象 用途 
金利 

（％） 

貸付 

期間 
事業義務 融資限度額 

貿易業者固有番号を

付与されいて前年度

に輸出実績のある者 

輸出のための優

れた水産物の購

入資金 

3〜4 1 年 

融資額の 50%以上の国内産品を購入した者

は融資額の 50%以上の輸出 

そうでない者は融資額の 70％以上の輸出 

50 億ウォン 

出所）KFTA ウェブサイト 

 

KFTA のプログラム評価は、年度末に開かれる事業ごとの評価会議で行われる。しかし、明確な評価基

準はなく、会員企業との話し合いにより良かった点や反省点を洗い出し、反省点については改善方法を決

める。また、評価会議に加えて会員企業にアンケートを取り、集められた意見は来年度事業に反映される。 
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6.7  

 

韓国農林食品輸出入組合（Korea Agri-Food Trade Association）は、1964 年に農林水産食品部の下に

社団法人として設立された、農食品全般にわたる輸出促進団体である。組合の主な役割は、業界の抱える

問題点や制度的不備を政府へと伝え、その改善を図ることである。当初は茸類と柿の缶詰商品を取り扱っ

ていたが、それらの商品の輸出が低迷してきたために、現在は果実（リンゴ、ナシ、栗など）や野菜（パ

プリカ等）、加工食品（キムチ等）などの輸出促進に幅広くかかわっている。 

 

韓国農林食品輸出入組合には、農食品を取り扱う輸出企業約 80 社が加盟している。ソウルの aT センタ

ー内に事務局があって、職員は 5 名。国内の他地域や海外に支部は持っていない。組合運営費（人件費や

事務所経費等）は年間約 3 億ウォンであり、会員企業からの会費収入で賄われている。農産物生産量は毎

年変動するため、組合では輸出プロモーションなどの活動内容を年間計画という形で定めておらず、必要

に応じて不定期に実施している。こうした個々の事業は、aT からの補助金によって実施されており、組合

による予算はない。 

2011 年に組合主導で実施された主な事業は、台湾向けのリンゴ及びナシの安全性アピールと輸出価格の

設定等である。2011 年に台湾の検疫基準が強化されたため、組合では輸出に際して韓国国内で事前に残留

農薬検査を行ったほか、生産者教育を実施した。さらに、組合が主導し、輸出用の標準規格を業界で定め

た。また、2011 年は多雨で収穫量が少なく、国内価格が高騰したため、輸出量が減少しないよう輸出価格

を組合で定めている。ただし、輸出向け補助金等は出していない。 

韓国農林食品輸出入組合の下にはリンゴ、ナシ、柿、栗、パプリカ、キムチの 6 品目の協議会があり、

各協議会は 20 社程度ずつで構成されている（会員企業各社は複数の品目を扱っているため、1 社がいくつ

かの協議会に参加している）。品目別のプロモーションは、これら品目別の各協議会が事業内容を決め、特

別会費を徴収したり、aT 等から支援を受けて実施する。例えば、次節に挙げた韓国産ナシの米国における

E-Pear ブランド構築等の事業が挙げられる。 

 

組合では、輸出促進活動の年間計画を立てていないため、個別のプログラムに対する定まった評価方法

はない。ただし、輸出プログラムの実施に際して、近年農家や企業が輸出より国内販売を選択する傾向に

あることが、組合の大きな課題となっている。これは、先述のように、生鮮農林水産物の国内価格が上が

り、輸出価格の競争力がなくなっていることが原因である。また国内経済の成長に伴い、第三国の市場で

中国産品と競合すると価格競争力がなくなっていることも組合が直面している課題の 1 つである。  
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6.8  

 

韓国の台湾向けナシ輸出の拡大は、2002 年に台湾が WTO 加盟の際に東洋ナシの輸入枠を拡大したこと

を契機としている。特に台湾では春節（旧正月）の贈答用として 1 月に高級なナシへの需要が高く、日本

産ナシの中秋節向け（9 月の輸出）に比べて、有利な立場にあった。日本産の鳥取梨の台湾市場における

評価が高く、2003 年には韓国産ナシの表示偽装もあったが、日本側から対応要請があり、偽装問題は落ち

着いている。その後、台湾市場では低価格を武器に、韓国の輸出業者が積極的に台湾を訪問し、また台湾

のバイヤーの韓国産地への招待等の活動を繰り返し、市場内での地位を確立してきている。48 

また米国向けには、在米韓国人市場をターゲットとして輸出が拡大してきており、米国向け輸出の重要

品目の一つまで発展した。しかし、近年はコストコやウォルマート等の一般市場へも展開を広げており、

今後さらに拡大するためには現地の中国系やヒスパニック系、コーカサス系等の幅広い層の支持を得るこ

とが大切だと考えられており、業界を挙げたマーケティング活動の重要性が強く認識されている。 

ナシの輸出促進活動を行っているのは、韓国のナシ輸出関連企業・生産者らが参加する韓国ナシ輸出協

議会のほか、輸出向けナシ生産を行っている農業協同組合らが設立した韓国ナシ輸出組合（KPEA）と、

民間のナシ輸出業者らが加盟している韓国農林食品輸入組合内のナシ協議会がある。また、これを支える

産学連携の仕組みとして、ナシ輸出研究事業団（KOPERO）が設置されている。この他に、ナシ主要生産

地の地方政府や、生産地別のナシ輸出協議会等の地域別の団体の活動もみられる。 

以下に韓国ナシ輸出研究事業団（KOPERO）、韓国ナシ輸出協議会、KPEA、韓国農林食品輸入組合、

地方政府等のいくつかの事例を紹介する。 

49
 

韓国のナシ輸出業者や生産農業協同組合ら計 52 社/組合（会員輸出企業による輸出が、韓国ナシ輸出量

の 80%を占める）で構成される韓国ナシ輸出協議会は、2011 年の定期総会において、韓国産ナシの品質

を高めるため、保存性と品質の低下を招く成長促進剤のジベレリン使用を制限することとし、また出荷時

期についても 9 月 26 日以降に設定し、輸出規格の品質基準の順守を求めた。また、これらの違反措置に

対しては、輸出物流費の補助を中断する形で制裁措置をとることを決めた。なお、ナシの輸出においては、

標準的物流コストの 35%を上限として、物流費が補助されている。35%のうち、中央政府が 10%、自治体

が 25%を拠出する。 

KOPERO
50

 

6.2.4 節で説明した輸出促進のための産学連携を促進するための「輸出研究事業団」が、ナシ業界でも

2008 年にナシ輸出研究事業団（KOPERO）として設立されている。農林技術管理センターより農産物輸

出研究事業団の一つに選ばれた KOPERO は、2012 年までに 50 億ウォン（約 3.6 億円）の支援を受けて、

ナシの輸出研究事業を進めている。 

                                                      
48

 (阮 2004) 
49

 2011 年 7 月 11 日付 農民新聞「輸出「申告」梨ジベレリンの使用全面禁止」 
50

 2010 年 8 月 30 日付 園芸産業新聞 「農産物輸出研究事業団シリーズ｜ナシ輸出研究事業団」 

KOPERO 及び KPEA ウェブサイト 
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KOPERO は全南大学を本部として、計 109 名の専門研究者/技術者らが、各地の大学、農村経済研究院、

流通コンサルティング企業のファムネット、IT 企業のインフォバレーソフト、民間のナシ輸出企業 8 社か

ら集まり、韓国ナシ輸出組合（KPEA）等と協力しながら、ナシの輸出を 1 億ドル規模に拡大することを

目標に設定して、共同研究を行っている。まず、輸出の 9 割以上を占める台湾と米国への輸出拡大戦略策

定とそれを支える生産基地・農家の育成、次いで高品質管理システムの構築、ポストハーベストと輸送改

善、及び機能性加工品の開発を中心的な課題としている。 

台湾向けは、現地の輸入割当枠のために輸出量拡大に限度があることから、外交課題としては輸入枠の

拡大、産地の課題としては高品質ナシの輸出による価格向上が求められるとしている。特に台湾人の好む

規格・品質での安定的な供給を確保するため、台湾向け輸出を担う生産者らの協議会を設置、また輸出生

産基地での農家育成に力を入れている。米国市場では在米韓国人市場以外の新しいバイヤーの確保を重要

課題としてとりくみ、これもコストコやウォルマートへの出荷を可能にし、成果を収めつつある。 

高品質管理システム研究チームでは、生産団体に対して Global GAP の認証取得を支援して実際の取得

を進めており、韓国産ナシの生産履歴追跡のためのトレーサビリティーシステムを構築、さらに残留農薬

問題を解決するための研究を進めている。ポストハーベスト及び輸送改善チームは、従量や形の選別施設

の改善、鮮度保持や果皮汚れ等についてのクレーム防止のための包装資材の改善、物流費削減のための梱

包方法の改善等の研究を実施している。機能性加工品研究チームは、ナシから抽出される新しい機能性成

分を数種類開発した。 

 

 

図 62 米国のコストコにおける韓国産ナシの試食（左）と販売の様子（右） 

出所）韓国ナシ輸出研究事業団ウェブサイト 

 

前節で挙げた韓国農林食品輸入組合傘下に所属するナシ協議会は、民間のナシ輸出業者が形成した団体

である。韓国農林食品輸入組合のナシ協議会では、6.7 節で挙げたように台湾向けナシの残留農薬問題に

対して安全アピールや品質管理教育、そして台湾向け輸出維持のための価格高騰防止策等を実施した。 

ナシ協議会加盟企業 7 社による E-Pear の取り組み 

ナシ協議会では、海外市場におけるナシのブランド化において、会員企業はフィモリ事業への参加を選

択するのではなく、独自のブランド構築を試み、会員企業 7 社が協力し、米国市場において E-Pear ブラ

ンドを立ち上げた。 

米国では韓国系アメリカ人の市場が飽和状態になり、新たに中国系やヒスパニック系をターゲットとす

ることが必要となったため、E-Pear ブランドの立ち上げに踏み切ることとなった。 
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新ブランドの立ち上げに際して、各社は 2,000 万ウォンずつ、合計 1 億 4,000 万ウォンを出資し、E-Pear

を専門に取り扱う新会社を設立している。 

新会社は、商品の標準規格化や共同プロモーションを進めており、ヒスパニック系を対象としたニュー

ヨークのスーパーマーケット内で試食会を行うなど PR イベントを実施している。また、中国系アメリカ

人がターゲット層の１つであるため、E-Pear のロゴには漢字で「梨」という表記も入れられている。長期

的な計画では、米国以外の国へも輸出を拡大し、ゼスプリの様に世界展開することを目標としている。 

KPEA  

韓国ナシ輸出組合（KPEA - Korea Pear Export Association）は 2008 年に設立された、農業協同組合

によるナシ輸出促進団体である。2008 年の設立段階において、13 の農業組合が KPEA に加盟しており、

これら組合の生産するナシが、韓国のナシ輸出量のうち 80%を占めている。 

同組合は、韓国産ナシの海外輸出を拡大することを目的とし、将来的には、輸出業者等と協力しながら、

韓国産ナシ統一ブランドの設立や、輸出窓口の一本化（シングルデスクによるマーケティング）、相手国側

の主要流通業者の限定、これら施策による長期にわたる韓国ナシのブランド構築を図ろうとしている。 

韓国におけるナシの生産時期は 9 月~6 月に限られるが、KPEA では収穫時期を管理しながら全国の生

産地から時期をずらして比較的長期間に亘って集荷することができ、さらに大型貯蔵施設を活用すること

により通年供給が可能な体制を築いた。 

また、中央集荷システムにより品質管理を厳格に行って、海外市場でプレミアム・ブランドのポジショ

ンを築くことを目指し、以下の様な取り組みを行っている。 

 最先端技術による包装施設を 8 か所で運営 

 同一の品質基準が保たれる様、生産者へのトレーニングや教育を実施 

 バイヤーはインターネットを通して商品の生産履歴や、供給可能量・時期を確認することができる 

この他に、輸出促進活動には、以下のようなものがある。 

 海外市場における調査及び PR の実施（試食イベント用チラシの制作及び配布など） 

 生産農家が参加するプロモーションプログラムの構築（競合産地の試食品評会など） 

 マーケティング結果を生産現場へと活かすための産官学連携チームの構築（） 

 海外バイヤーを招待したセミナーの実施 

 輸出相手国の検疫制度の周知 

Oseo 51 

慶尚北道尚州 Oeseo 農協は韓国のナシ輸出を主導する農協の一つで、農家に様々な支援を行いながら品

質と生産量を厳格に管理することにより、ナシ輸出の継続的拡大に成功している。同農協は、1998 年にナ

シ輸出拠点農協として方針を固め、現在は収穫量の約 8 割を台湾と米国への輸出に向けている輸出専門農

協である。輸出に特化した共同選別場も持つ。 

この農協では、農家は生産のみを担当し、販売戦略（販売時期、販売価格、販売先等）は無条件で農協

に任せなければならない。農協は、協同選別の実施や非破壊糖度計の導入により品質に応じた価格支払を

することで、品質の向上と安定を図っている。また、農協への参加資格を 300 箱（4,500kg）以上出荷可

能な農家とし、規模拡大戦略を採ることによって安定した物量を確保している。 

さらに、韓国国内では大きなナシが好まれるのに対して米国では小さなナシが好まれる等の違いがあり、
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 2009 年 3 月 53 号 Economy Plus「農家所得の向上に成功ストーリー」 
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残留農薬管理等の栽培方法の違いもあるため、加盟農家は国内販売用生産と台湾市場向け輸出農家、米国

向け輸出農家に分けられている。輸出用農家は会費として米国向けが 50 万ウォン、台湾向けが 30 万ウォ

ンを支払わなければならい。一方、国内用農家は梱包や配送、取引手数料などの流通に係る費用を自己負

担しなければならないのに対して、輸出用農家はこうした費用負担がない。また、同農協では、国内向け、

輸出向けを問わず、栽培用の袋に対する補助や協同選別補助、輸出物流補助として 5 億 3,000 万ウォンが

支給されている。 

 

輸出促進団体や農協だけでなく、地方政府もナシの輸出支援を行っている。仁川市は、2010 年に 4 億

ウォンをかけて、低温貯蔵庫や選別機などの輸出インフラの整備を行っている。こうしたことを受けて、

aT の仁川支部と台湾のバイヤーが市内の生産団地を訪問したことにより台湾への輸出が開始され、2011

年には輸出量が 2 倍以上に拡大した。市では、輸出物流費の支援や国際食品博覧会の参加支援など、今後

も農産物輸出拡大を持続的に推進していく意向を示している52。 

一方で、自治体が運営する輸出協議会の不正により、生産者の輸出が妨げられるという事態も起こって

いる。沃川郡のナシ輸出協議会では代表が補助事業施設を不法に売却したことにより、補助事業の実施に

制限措置がかけられた。沃川郡は、ナシの輸出農家への支援事業に 4,000 万ウォンを計上していたが、こ

うした事業の実施が事実上不可能となり、郡の生産者は収穫時期を迎えるにあたってナシを納品できる団

体を探さなければならない事態となった53。 
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 2011 年 9 月 1 日付 仁川ニュース記事「仁川南東部の梨、台湾へ初の輸出」 

2012 年 2 月 2 日付 韓国ニュースプレス「私たちの農村に未来がある」 
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 2007 年 5 月 11 日付 沃川新聞記事「輸出梨農家、支援中断“反発”」 



 

170 

 

23  

 

韓国のリンゴの主要な輸出先は台湾で、今後台湾市場でのシェアを拡大しつつ、東南アジア市場への拡

大も同時に深めている。特にりんご輸入量が多く経済発展が急速に進展しているインドネシアやマレーシ

ア市場等を主要な輸出ターゲットとしている。 

韓国がリンゴ輸出拡大のために力を入れているのが有袋フジの生産を増やして品質を改善することで、

栽培用の袋に対して中央政府や地方政府から補助が出されている。このほかに、品質管理の徹底や残留農

薬問題の解決に向けた活動、輸送費の補助や販促費、相手国市場での積極的なマーケティング活動等が実

施されている。 

台湾市場での弊社のヒアリングに対しては、現地業者らは日本産リンゴに比べると品質が低く、米国産

リンゴに比べて価格競争力で劣る韓国産リンゴについては、それほど日本産リンゴと競合しているという

認識にはなく、また残留農薬問題が大きな課題とされたが、韓国のリンゴ輸出に関する活動は少しずつ知

られるようになってきており、品質も徐々に改善している。今後は日本産リンゴにとって脅威になる可能

性は十分ある。 

リンゴでもナシと同様、2008 年には産学共同研究組織としてリンゴ輸出研究事業団（AERC）が設立さ

れ、さらに 2010 年には韓国りんご輸出協議会と韓国リンゴ連合会が立ち上げられおり、業界を挙げた取

り組みも今後増加するとみられる。ただし、これまでのところリンゴ輸出は慶尚北道がリードしており、

全国的に統一した輸出相手国でのジェネリックマーケティングはまだ実施されていない。以下では、慶尚

北道における DAILY ブランド推進の事例を取り上げる。 

 

2010年に輸出業者や生産者団体等が約50社/組合が参加した韓国リンゴ輸出協議会が立ち上げられてい

る。リンゴのサイズ別の価格基準等が設定されているほか、台湾向けリンゴの残留農薬全数検査実施に対

する建議等の活動を行っている。 

DAILY 54 

慶尚北道は韓国のリンゴ生産の約 65%を占める最大の産地で、輸出においても 2010 年は 6,220 トンの

輸出と、韓国全体（8,759 トン）の 71%を占めた。 

慶尚北道政府は、リンゴ生産過剰に備えるために 2007 年 9 月に産地の市や郡、慶尚地域のリンゴ生産

農協である大邱·慶北リンゴ農協、慶尚通商株式会社55、韓国農産物流通公社（aT）等と協力して高品質リ

ンゴの DAILY ブランドを開発し、道を挙げて輸出促進をはかる方針を表明した。大きさ 40 個/10kg 箱以

上、糖度 13 度以上、着色率 90%以上のものを高品質りんご「DAILY」として販売している。現在、DAILY

りんごの輸出は 2007 年 108 トンから 2010 年には 1,021 トンに増加している。 

DAILY の生産のために、道内リンゴ主要産地にリンゴ輸出専門団地（14 ヶ所 905 ヘクタール）を設置、

高品質の有袋リンゴ生産のための袋や、有機肥料、りんご鮮度保持のための 1-MCP、その他の投入物・機
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 2011 年 12 月 13 日付 慶尚北道 プレスリリース「慶尚北道 輸出リンゴ「DAILY」東南アジアを虜にした」 

2011 年 4 月 1 日付 ハンナプレス「慶尚北道輸出りんご「DAILY」の夜のイベント」 

2010 年 9 月 28 日付 園芸産業新聞「今産地では？ オープン化時代、輸出は競争力」 

2009 年 11 月 29 日付 ファイナンシャルニュース「慶尚北道、輸出りんご「DAILY」台湾全域で大々的輸出促進キャ

ンペーン展開」 

2010 年 5 月 13 日付 ファイナンシャルニュース「慶北りんご「DAILY」、東南アジア本格進出」 
55

 官民で共同設立した第三セクター法人で、慶尚北道の農水産物の輸出商社。 



 

171 

 

23  

材について支援している。 

慶尚北道は、2011 年までに 2 億ウォンをかけて世界各地で商標登録を推進する計画で、すでに台湾、シ

ンガポール、香港、米国、日本、韓国の 6 ヵ国で商標を取得、現在はタイ、マレーシア、インドネシア、

ロシア、ベトナムで出願中である。 

主力市場は台湾で、慶尚北道では高い品質を武器に、2017 年までに台湾市場のシェアを 20%を広げる

ことを目標としている。2009 年には、台北青果市場に DAILY 販売店を設置、9～10 月にかけてパス 120

台のラッピング広告を展開、11 月に高雄市関係者を招いたパーティーや、台北市三越デパート、高雄市大

通デパート等での広報イベントを開催する等の大々的な活動を展開した。 

ただし、台湾と中国の両国関係が改善していることから台湾市場のみに頼ることはできないとして、マ

レーシアやインドネシア、タイを含む東南アジアでの促進活動も活発化させている。台湾や東南アジアで

の「韓流ブーム」を利用する作戦である。 

マレーシアでは現地小売店（GIANT 及び Cold Storage）を経営する GCH グループをビジネスパート

ナーとして輸出を展開。2010 年 4 月から販売を開始し、11 月には同知事がマレーシアを訪問、12 月には

マレーシアのホテルで慶尚北道と KMT が主催してパーティを開催、翌日には店頭でイベントを行った。 

インドネシアでも現地の果実輸入商社 INKA をパートナーとして輸出を展開。2010 年 5 月から SOGO

等 3 店舗で販売を開始、イベント要員の韓国服の着用、試食宣伝、ショッピングカートやエプロン等の景

品を配布した。それに先立ってインドネシアから有力バイヤーを招待、商談会を開催する一方、現地の農

産物卸売市場や小売店等の流通や消費実態の調査を繰り返した。 

 

 

 




