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7  
 

本章では、チリ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 7.1 節でチリの農産物・食品の輸出概況を示

し、続いて 7.2 節においてチリの農産物・食品輸出促進政策と機構について述べる。次いで 7.3 節に ProChile の活動事

例を挙げ、続いて品目別に 7.4 節でワイン、7.5 節で養殖サーモン、7.6 節で果物の輸出促進活動についてとりまとめる。 

7.1  

チリの 2010 年の農林水産物・食品輸出額は 141 億ドル（約 1.2 兆円）で、これは同国の経済を支える

銅を中心とする鉱物資源輸出に次いで大きく、総輸出額のうち 19.9%を占める。チリは人口が 1,700 万人

と限られており、農林水産業の発展は国外市場によって支えられている。 

農林水産分野では 1970 年代後半から日本企業を含む外資が積極的に導入され、木材チップや魚粉生産

が増加、1980 年代中旬になって日米の企業やチリ財団等が産業化を育成してきたサケ・マス養殖が商業ベ

ースに乗り、チリ最大の輸出向け水産物となる。また生鮮果実やワインの輸出も、チリ政府の業界発展に

向けた様々な施策に加え、米国政府の積極的な中南米農業開発輸出支援の支えもあって、米国向けを中心

に大きく増加を見せた。2000 年代には新規市場の開拓を通じて果実輸出の増加と食肉産業の急成長を達成

し、中南米経済をリードする国となっている。 

輸出品目別には、果実・ナッツ（主にブドウ、リンゴ/ナシ、アプリコット/ネクタリン、キウイフルー

ツ、クルミ等）が 30.2%と最も重要である。次いで魚介類（主にサーモン、アワビ、カレイ等）が 18.0%、

木材等が 12.9%、飲料・アルコール（主にワイン）が 11.3%、食肉（主に豚肉、鶏肉）が 4.8%と続く。 

 

 

図 63 チリの農林水産物・食品輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 

国別には米国が最大の輸出先で農林水産物総輸出額の24.5%を占めており、2位は日本で12.3%を占め、

この二国への輸出が突出して多い。この二国を除くと、ブラジル、イギリス、中国等々の非常に多様な国々

に対して農林水産物輸出を行っており、2010 年の農林水産物の輸出相手国は実に 172 国にものぼった。

チリの積極的な新興市場開拓の成果が表れている。米国への農水産物輸出の品目内訳は果実・ナッツが

56.1%で過半を占めており、次いで魚介類が 16.9%、飲料・アルコール（主にワイン）が 8.3%となってい

る。一方日本向けについては魚介類が 65.6%、食肉 10.1%となっている。  
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7.2  

 

チリは国内人口が少ないため、産業発展は輸出に負う所が大きい。このためチリでは 1960 年代から輸

出産業育成のために、国家を挙げて農林水産業の産業発展と輸出促進を継続的に支援してきた。チリ産業

開発公社（CORFO）は果実や水産業等の様々な分野で海外市場調査から事業者への低利融資、海外から

の技術移転等を包括的に手掛け、現在のチリの輸出向け農林水産業の基礎を築いた。1974 年には外務省に

輸出振興局（ProChile）が設立されて、海外市場に向けた輸出促進活動がスタートしている。 

ProChile が特に力を入れているのは輸出商材の中心をなす農産物であり、ProChile の活動資金の大分

部は農務省の予算から配分されている。しかし機構上は、ProChile は外務省の一部局であって、ProChile

の海外事務所に派遣される職員も外交官権限を有する点は、ニュージーランドの NZTE と類似している。

二国間、多国間貿易政策と、それに準じた輸出促進戦略のすべてを外務省が統括していることになる。 

また有力な輸出産品、例えば果実、ワイン、サーモン、食肉等については輸出業者や生産者らの加盟す

る輸出促進のための協会組織が設立されている。これら協会への加盟は義務ではなく、任意参加であるが、

後述するワイン・オブ・チリ、サーモン・チリ、ASOEX 等の有力な協会はいずれも会員企業による輸出

が全体の 90%以上を占める形となっており、組織率は非常に高い。海外現地でのプロモーションやマーケ

ティングの内容としては、米国やニュージーランドの業界団体等と比べると質・量ともに少ないが、現地

市場の要望に合わせた国内での品質管理や技術普及などの活動は充実している。これらの協会は、

ProChile や CORFO から予算補助や事業委託を受けているところも多く、また海外現地での商談等の活動

は ProChile の海外事務所に協力を仰ぐケースもしばしばみられ、協会と政府機関の関係は緊密である。 

 56

国内市場が小さいチリでは、長期的な輸出市場の確保と外国投資の積極的な誘致が経済成長に不可欠と

の認識のもと、既に 1960 年代には輸入代替産業育成政策から、輸出促進による産業育成政策へと全面的

に舵を切った。この時期にチリ産業開発公社（CORFO）は新しい輸出産業育成のために、水産業セクタ

ーでは漁業振興研究所（IFOP）を設立、また園芸作物では「果物開発計画」を策定、輸出相手国の市場

や検疫条件の調査、国内の栽培適地の調査、米国からの技術移転、そして包装・保管・輸送施設等への公

共投資を行っている。 

チリは1970年に史上初の選挙による社会主義政権を誕生させて世界の注目を集めたが、急速な農地改革、

企業国有化、さらに米国との経済関係断絶と米国 CIA による政治的工作等により経済が失速し、1973 年

に米国の支援を受けたピノチェトによる軍事革命に至る。ピノチェト政権下で当初導入された極端な自由

主義施策は経済の大混乱を招いた。しかし、その後政策を修正しながら、積極的な外資の参入政策と輸出

志向型の産業育成を図った。1974 年には輸出促進局（ProChile）が設立されている。農業の分野では、

チリは国際競争力のない穀物等に対する政府補助の削減や撤廃を進め、これらは輸入の拡大によって補う

こととし、一方でチリの比較優位を生かした収益率の高い農産物である園芸作物と畜産へ生産をシフトさ

せ、国際競争力を高めることとした。1970 年代から 1980 年代にかけて、水産業や林業の分野では日本企

業を含む外資の導入によって産業が活性化する。また米国の USAID はこの時期、中南米諸国の「非伝統
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的産品57」の農業開発を積極的に手掛けるようになり、チリ政府の様々な施策とも呼応して、米国向けの

果実やその他の園芸作物輸出が大幅に増えることになる。 

チリは 1980 年代の中南米諸国で起きた債務危機をいち早く乗り越え、1990 年に平和裏に民政に移行し

た。同時にチリは、「開かれた地域主義（Open Regionalism）」を標榜して中南米諸国の中でもかなり早い

段階で貿易の自由化を図るようになった。WTOの原加盟国として積極的に活動するほか、1994年にAPEC

に参加、1996 年に南米南部共同市場（Mercado Comú del Sur‐MERCOSUR）の準加盟国となった。ま

た米国、EU、カナダ、ニュージーランド、韓国、中国、メキシコ、その他中南米諸国などと、積極的に

FTA 等を締結している。これらの貿易協定を通じて、チリは農林水産物の分野では果物・食肉、木材・チ

ップ・パルプ、サケ・マス類などの重要品目に関して、主要輸出国に対して検疫条件の合意や関税の減免

などによる規制の撤廃を求めてきた。逆に国内農業については、最も弱い分野である小麦とテンサイ糖に

対しては保護的な政策を多少残しながらも、これらに次いで弱い分野であった植物油や乳畜産業などに対

してはセーフガードなど一時的な措置で対応しつつ全般的には保護的政策を削減し、競争力のある分野に

の発展拡大を進めている。 

チリは 1990 年代後半から 2000 年にかけて銅価格の低迷や輸出の伸び悩み、水産資源の大幅な減少など

に直面した。しかし新規市場の開拓を通じて果実輸出の増加と食肉産業の急成長を達成し、また水産資源

保全策の成果も徐々に現れ、同時に訪れた中国需要急増による銅や鉱物資源価格の高騰により、経済は

2000 年代には好調に転じており、中南米の経済をリードする国となっている。チリは輸出促進のための組

織については中南米の中でもリーダーシップをとったかたちとなり、周辺諸国でも ProChile の体制を見

習って、コロンビアで Proexport、ペルーで Propex、アルゼンチンで Export-Ar 等が設立されている。 

 

チリの行政機関では、外務省、農業省、経済発展観光省の 3 省が農林水産物の輸出促進に係っている。 

 

外務省の一部局である輸出促進局（ProChile）が、全ての製品・品目の輸出促進を担当する組織である

が、輸出商材の中心をなす農産物が特に活動の中心的課題となっている。7.3 節で ProChile の活動内容に

ついて詳しく紹介する。 

ProChile は 1974 年の設立当初は経財省管轄下にあったが、1979 年に外務省の国際経済関係総局

（DIRECON）の下に移された。これまで、半官半民にする、あるいは独立行政法人化等の議論が度々行

われてきたが、現在までのところ、外務省の一部局との位置づけを維持している。 

DIRECON には ProChile のほか、貿易交渉を担う二国間貿易局と多国間貿易局を含め、10 の部局（法

務、総務、通信、研究、情報処理、能力強化プログラムを行うユニット、内部監査、リスクマネージメン

ト）がある。 

ProChile は外務省に所属していることで、現地事務所の職員が外交官権限を活用することができること

と、自由貿易協定等による通商交渉の情報が入りやすいために協定締結後の輸出促進戦略をたてやすいと

いう点等が、大きなメリットとして認識されている。 

なお、DIRECON は組織として外務省に属する部局であるが、予算組みは外務省本体とは別枠となって
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 一般に、この地域の従来の輸出作物であったコーヒーや綿、砂糖、バナナ等を「伝統的産品」とし、生鮮果物や野

菜、ナッツ類等を「非伝統的産品」とする。ただし、国によって定義は異なる。 
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おり、財務省と直接交渉を行うことができ、独自の事業実施や管理体制、人事権を持つ特殊な組織である。

さらに ProChile の活動資金としては、DIRECON から配分される予算のほかに、外務省の DIRECON 以

外の部局、農務省等他の省庁から配分される予算等も有する。中でも、農務省から拠出される金額が最も

大きい。 

 

 

図 64 チリ政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所）プロマーコンサルティング作成 

 

農業省も、輸出促進活動に大きく関係している。 

まず、農業省の輸出促進活動予算の大部分は、ProChile に割り当てられる。この予算を活用して、

ProChile が独自に農林水産物・食品輸出促進活動を行う。 

また、農業省の農業政策政策局（ODEPA）には、国際関係部があり、農産物の国際関係、貿易協定、

国際的な農業交渉および農産物の外国貿易を管轄しており、国際交渉の他にも、農産物輸出促進のための

基礎的な調査活動等に携わっている。 

なお、この ODEPA の下に、米国、メキシコ、アルゼンチン、日本、EU、中国、インド、ブラジル、

カナダの主要 9 国/地域に農業省から在外公館に派遣される農務参事官が置かれており、現地で数名の現地

スタッフを雇用して、農務部を形成している。一般に多くの国では農務部は貿易交渉や検疫問題等を担当

するのみであるが、チリの農務部は輸出促進活動にも一部携わっている。ただし、これら農務部の活動資

金も、農業省から直接割り当てられるのではなく、ProChile を通して送金されている。 

さらに、農業省には農業イノベーション基金（Fundación para la Innovación Agraria–FIA）が設置さ

れている。同基金は農業の技術革新や普及活動、技術協力等に用いることができるが、後述の果実輸出促

進のための品目別員会等が同基金から支援を得ているなど、輸出促進目的で活用することも出来る。 

また、農業省の管轄下にはチリ産食品の輸出拡大を通じた産業発展を推進することを目的として、「チリ

食品パワー審議会（Consejo Chile Potencia Alimentaria）」が設置されている。審議会は DIRECON、

ProChile、後述のCORFO等を含む関係政府機関及び主要な業界団体の代表ら 30名から構成されており、

毎年会合を開催して、海外市場アクセス拡大や企業競争力向上等の戦略を策定し、各機関/団体の毎年の行

動計画について調整している。 
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水産業については、経済発展観光省傘下の水産庁（SERNAPESCA）がこれを担っているが、水産分野

の政策の立案・策定・監督、及び水産分野の詳細な公式統計の政策、中小規模漁業者への支援、規制の監

督、輸出水産物の品質安全管理などを主要業務としており、直接の輸出促進活動は行っていない。水産物

の輸出促進活動は ProChile に一任されている。 

また、経済発展観光省傘下のチリ産業開発公社（La Corporacion de Fomento de la Produccion ―

CORFO）は、1939 年に設立されたチリの産業発展を支える、企業育成とイノベーション促進のための政

策実施機関である。経済発展観光省大臣の他に、外務省、財務省、農務省、企画省等の担当大臣らが参加

する理事会の下で運営されており、資金供与、企業育成、市場調査、研究施設設立や技術交流の推進等の

幅広い分野で活動を展開している。CORFO 自身は海外市場での輸出促進活動を手掛けていないが、市場

の需要調査や輸出のための新しい技術開発等、さまざまな局面で企業や団体は CORFO の提供するファン

ドを利用することが出来る。例えばシーフード・チリ社はチリ大学等の協力を得て、米国における養殖カ

レイの需要調査を行った際、調査費用の半額を CORFO から得た58。CORFO には、ファンドの他に、輸

出関連では以下のサポート施策がある。 

- CORFO 輸出ローン（輸出業者向け）：チリの輸出業者に行われるもの。原料、調達、保管、サー

ビスなどにに必要な資金を補うもので中長期的に貸しつけられる。また同様に投資や資本金、様々

な支払いや、海外でのインフラの設定、流通のためにも使える。「非伝統的商材」にのみ適用され

る。このローンは出荷前・後どちらにも行われる。CORFO の資金から一般の銀行を通して融資さ

れる。） 

- CORFO 輸出ローン（輸出相手国の輸入業者向け）：海外の輸入業者に行われるもの。この融資は

チリの輸出業者が相手の輸入業者に対して長期的に輸出サービスを受けることができるよう貸し

つけられるもので、税関のサービスを受けるなどの金額として使用される。CORFO が貸付を認め

るが、実際には各契約をしている現地の会社から CORFO の名前で支払いが行われる。 

- 銀行貸付の CORFO による保証：チリの輸出業者が販売の際、融資を引き出しやすくするために

CORFO が保証をするというもの。CORFO は銀行が中小企業に対して融資を拒むことを避けるた

めにこういった保証を行っている。 

- 海外市場調査：チリの輸出業者がどういった商材で差別化を図るか、マーケットにはどういった方

法で参入するかなどをマーケット調査する。 
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また有力な輸出産品、例えば果実、ワイン、サーモン、食肉等については輸出業者や生産者らの加盟す

る輸出促進のための協会組織が設立されている。主な団体を以下に挙げた。 

これら協会への加盟は義務ではなく、任意参加であるが、有力な協会はいずれも会員企業による輸出が

全体の 90%以上を占める形となっており、組織率は非常に高い。これらの協会は、ProChile や CORFO

から予算補助や事業委託を受けているところも多く、また海外現地での商談等の活動は ProChile の海外

事務所に協力を仰ぐケースもしばしばみられ、協会と政府機関の関係は緊密である。 

チリの輸出促進団体でも比較的積極的に活動を行っているワイン・オブ・チリについて 7.4 節で、ASOEX

について 7.5 節でとりあげる。また、今年からジェネリックプロモーション活動を開始するサーモン・チ

リについても 7.6 節でとりあげる。 

 

 生鮮果物・野菜・ナッツ 

- チリ果物・野菜輸出業者協会（ASOEX） 

- チリアボガド委員会（Chilean Hass Avocad Committee） 

- チリクルミ生産者・輸出業者委員会（Chilean Walnut Producers and Exporters’ 

Association） 

- チリ果物生産者連合（FEDEFRUTA） 

- チリ生鮮果実協会（CFFA） 

- 果実開発基金（FDF） 

 畜産・食肉 

- チリ食肉加工冷蔵協会（FAENACAR） 

- チリ鶏肉生産者協会（APA） 

- チリ豚肉生産貿易協会（ASPROCER） 

- 全国加工食肉生産協会（ANIC） 

 漁業・水産物 

- 全国漁業協会（SONAPESCA） 

- チリ鮭マス協会（SalmonChile） 

 ワイン 

- ワイン・オブ・チリ（Wines of Chile/Vino de Chile） 

- チリ高級輸出ワイン協会（Asociacion de Productores de Vinos Finos de 

Exportracion） 

- チリワイン協会（Winers Association of Chile） 

- チリワイン公団（Chilean Wine Corporation） 
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7.3 ProChile  

 

ProChile の主な役割は、当初はチリ産の非伝統的輸出産品59の輸出促進活動であったが、その後、あら

ゆる輸出産品の輸出促進を担うようになり、さらに近年は、観光促進、投資誘致、チリのカントリーイメ

ージ構築のための活動や文化交流も新たに業務範囲に加えられた。このため、現在ではチリに係る海外で

のプロモーション活動全般を担っている。もともと、投資と環境促進は経済発展観光省が担う等の分担が

あったが、政府予算削減のため、ProChile が海外現地事務所を多数運営する強みを最大限に利用するため、

海外関連業務を全て ProChile に集約する方針となったためである。 

 

あらゆる輸出産品が ProChile の輸出促進事業の対象範囲であるが、石材、銅等の鉱物資源や木材等の

林産資源等は大規模企業による輸出で既に固定の輸出ルートがあって ProChile が関与する利点があまり

ないため、中小規模の企業が多く ProChile のサポートをより必要としている農水産物と加工食品が

ProChile の活動の中心となっている。ただし、木材等であっても、展示会への出展の際などは共同出展等

の形をとることが良くあり、全く関与していないわけではない。 

ProChile は、農水産物と加工食品の中でも、ワインや果実、水産物、畜産物の輸出を重視している。特

に、新しい新興市場への参入については、既に輸出実績があり評価されているワインや果実を中心として

集中的な活動を行い、その他の市場では水産物や畜産物等の品目拡大を図っている。 

ProChile へのインタビューによれば、今後力を入れていく国や分野について以下のようなコメントがあ

った。 

 中国では、2011 年は 170 億ドルの輸出があった。特に銅やその他の鉱物資源以外の輸出額を増や

していくことを考えており、また、サービス業などの輸出も行うなど積極的な展開をはかりたいと

考えている。 

 日本や韓国や欧米諸国等、ある程度輸出額が落ち着いているところについては、輸出商材の種類を

多様化することを目標としている。 

 また、ベトナム、タイ、マレーシアなど新興市場ではまず輸出の土台を整えるような活動を重視し

ている。（ProChile は特に新興国市場の開拓に強みを持つ。） 

 なお、すでに輸出を行っている各企業に対しては、リスクヘッジのため、輸出仕向地を増やすよう

指導している。 

                                                      
59

 「非伝統的輸出産品」は、南米で良く使われる用語であるが、チリでは特に、銅 （精錬銅、ブリスター銅、銅鉱

石、コンセントレートを含む）、魚粉、一部のサーモン、セルロース、鉄、硝石、金鉱石、製材、メタノールを除く

輸出産品を指す。農産物では、主に果実や食品、サーモン等の水産物等が含まれる。 
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ProChile は現在、国際部、国内部、開発部、情報・マーケティング部、分野別商材部の 5 つに分かれて

いる。ただし、ここ数年間組織変更を繰り返しており、現在も組織変更の過程にあって今後大きく変わる

可能性もある。 

国際部は 40 カ国 52 か所の海外事務所及び各地域の統括にあたる。 

国内部は国内地方事務所 14 か所の統括及び業界別の課をもつ。業界別の課については農水産課、加工

食品課、産業課、サービス産業課、地域開発課、輸出企業支援課に分かれる。 

開発部は技術開発課などとあわせ、輸出促進実行課を有する。また、情報・マーケティング部は商業に

おける情報などを含め、国内外の情報を統括する。 

分野別商材部は個々の重点輸出品目について、業界および企業に対するサポートサービスを行う部署で

ある。ProChile からの予算を受けるためにはどのようにすればよいか、そのためにはどのような活動予定

をたてるべきか、品質情報などの様々な課題点について、品目別の目線から、業界団体や企業に対してサ

ポートを行っている。 

 

 

図 65 ProChile 組織図 

出所）ProChile 提供資料を基にプロマーコンサルティング作成 

ProChile の職員は 400 人弱で、うち半分強が国内、180 人ほどが在外オフィスにいる。 

ProChile の職員は正社員、長期契約社員、アルバイトとさまざまな雇用タイプの人材がいるため、人の

管理とキャリア開発プログラムが複雑なものになっている。ProChile 内、あるいは他の局での経験を生か

すことを期待して ProChile と DIRECON の他の局との間では人の移動がある。2006 年より ProChile で

は一般公募で人材を確保、より専門的な知識の集約を行ってきた。しかしここ 2 年、政権交代の動きの中

で予算縮小の傾向にあり、専門的な人材より賃金の安いジュニアクラスをとる傾向にある。このことが今

輸出促進局
ProChile

国内部 分野別商材部国際部
情報・マーケ
ティング部

開発部

北米課

ラテンアメリカ課

アジア・パシフィック
/ 新市場課

国際見本市・
イベント課

海外オフィス
40カ国52か所

国内オフィス
１４か所

農水産物課

加工食品課

サービス産業課

ヨーロッパ課
産業課

地域開発課

輸出企業支援課

貿易安定課

制度管理課

輸出促進業務課

技術開発課

国内外プレス課

マーケティング課

国際貿易課
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後の専門性の退化につながるのではないかと懸念材料となっている。 

給料は固定制で、パフォーマンスに基づく個々のボーナスの変化はない。しかし機関レベルでは、輸出

に対する成果と経営目標達成の度合いに応じて年間 2-3%程度のインセンティブはある。この賃金体系に

ついては ProChile の独自の政策と言うわけではなく、チリの公的機関の通常のものと言える。平均的に、

基本賃金は外務省の同等レベルの賃金より高いが、海外に出た際には外交官より給与は低い。 

 

ProChile は本部を首都サンティアゴに置き、この他に全国 14 ヶ所に地域事務所を設置している。これ

らの事務所は ProChile のスタッフによって管理され、地方の生産者たちに新しいビジネスの機会をあて

るためのプログラム作成や、またその輸出、販促をおこなうための活動を行う。一方、各地域の大統領府

管轄下の地域開発局、地域当局、協会などとの協力体制を整えている。 

 

海外事務所は現在 40 カ国 52 ヶ所である（下表参照）。2011 年後半に中国広州に新設するなど、事務

所数は頻繁に見直しを行っており、特に新たに 2 国間協定が結ばれた地域や、新興市場として有望な地域

には素早く事務所を構える傾向にある。アジアはチリの総輸出の半分程度を占めるが、中国、日本、韓国

に加え、最近 FTA を締結したベトナムに事務所を設置、FTA 交渉の進展によってはタイとマレーシアに

もさらに事務所を構えたいとの考えで、東南アジアを有望な新興市場として位置付けている。 

海外事務所では、ほとんどの場合は外交官（商務官）の扱いであるチリからのスタッフが一人、他に現

地で現地スタッフを 2~４名雇用する。規模によって個別に事務所をかまえる場合と、大使館や領事館の中

で活動を行うケースとがある。UBIFRANCE や NZTE 等と比べると、海外事務所のサイズは少しコンパ

クトであるが、機動的なサポートを行っており、商談設定等のサポート業務は全て無料で行われている。 

 

表 42 ProChile 海外事務所一覧 

北米 

アメリカ（アトランタ / ニューヨ

ーク / マイアミ / ロサンゼル

ス / ワシントン） 

カナダ（トロント / モントリオー

ル） 

中南米 

アルゼンチン（ブエノスアイレス / 

メンドーサ） 

ウルグアイ（モンテビデオ） 

エクアドル（グアヤキル） 

エルサルバドル（サンサルバドル） 

キューバ（ハバナ） 

グアテマラ（グアテマラ・シティー） 

コスタリカ（サンホセ） 

コロンビア（ボゴタ） 

ドミニカ共和国（サントドミンゴ） 

ニカラグア（マナグア） 

パナマ（パナマ・シティー） 

ブラジル（サンパウロ / ブラジリ

ア） 

ベネズエラ（カラカス） 

ペルー（リマ） 

ボリビア（ラパス） 

ホンジュラス（テグシガルパ） 

メキシコ（グアダラハラ / メキシ

コ・シティー） 

ヨーロッパ 

イギリス（ロンドン） 

イタリア（ミラノ / ローマ） 

オランダ（デン・ハーグ） 

スウェーデン（ストックホルム） 

スペイン（マドリード） 

ドイツ（ハンブルグ / ベルリン） 

フランス（パリ） 

ベルギー（ブリュッセル） 

ポーランド（ワルシャワ） 

ロシア（モスクワ） 

アジア・オセアニア 

インド（ニューデリー） 

インドネシア（ジャカルタ） 

オーストラリア（シドニー） 

韓国（ソウル） 

シンガポール（シンガポール） 

中国（北京 / 上海 / 香港 / 

広州） 

ニュージーランド（ウエリントン） 

日本（東京） 

台湾（台北） 

ドバイ（ドバイ） 

ベトナム（ホーチミン） 

出所）ProChile ウェブサイト 
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各国で実際に行われる活動については、部分的にイベント会社や広告代理店を使うこともあるが、基本

的には ProChile 海外現地事務所のスタッフがすべて取り仕切る。ただし、ProChile のファンドを利用し

て各品目別輸出促進団体や個別企業が事業を行う際には、各団体/企業が主体的に活動を行い、ProChile

は事業が適切に行われているかという点を監督するのみである。まれに、経験の多い協会や企業の場合は

情報提供や招待状のためのリストづくりなど、側面的に支援するケースもある。 

各国に派遣されている商務官は少なくとも年に 1 度はチリに帰り、チリの各分野の輸出の現状確認や民

間業者や政府関係者等のコンタクトのアップデート、本部と販促活動に関する見直しを行うことが義務付

けられている。さらにビデオカンファレンスなどを活用して、本部と各海外事務所のコミュニケーション

は密に行われている。 

 

ProChile の 2011 年の総予算は 5,200 万米ドル（約 41 億円）であった。 

ProChile の歳入は主に、ProChile に直接配分される予算、DIRECON 及びその他の外務省部局からの

事業委託費に加え、農産物輸出支援のための農業省拠出金（FPESA）と、チリ産業開発公社（CORFO）

基金からの拠出金、企業や団体の共同出資/委託費で構成される。特に農業省が拠出する FPESA が、

ProChile の最も大きい財源で、ProChile 総予算の 30%前後を占めている。 

 

表 43 ProChile 活動予算 2006 年~2010 年 

単位:百万米ドル 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ProChile 予算計 43.3 49.3 64.5 56.9 50.1 52.0 

 輸出促進計 40.4 46.2 54.9 53.0 50.1 na 

ProChile 直接予算計 4.2 6.6 9.1 9.4 12.7 na 

その他の外務省予算 9.8 9.7 9.6 9.8 9.7 na 

    DIRECON プログラム 7.9 7.8 7.6 7.7 4.6 na 

    その他の外務省プログラム 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 na 

その他の公的機関からの委託 12.9 14.2 15.2 17.9 17.5 25.4 

    農業省プログラム（EPESA） 12.9 14.2 14.9 17.4 16.9 17.4 

    CORFO プログラム - - 0.3 0.6 0.6 8.0 

企業/団体との共同出資/委託 13.5 15.7 21.0 15.8 10.2 na 

その他の収入 2.9 3.1 9.6 3.9 - na 

ﾁﾘ･ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ戦略ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1.3 2.0 8.1 2.7 - na 

    IDB 補助金 1.6 1.1 1.5 1.2 - na 

出所）2006-10-ProChile, 2011, Memoria 2006-2010  2011-ProChile 提供資料 

  注）企業や団体の拠出金を含む 

予算の約 40%は人件費として割り当てられており、その他の雑費などを差し引いた金額が輸出促進プロ

ジェクト活動費となっている。活動費は主に、ProChile が主導する国際見本市への参加や、ミッション派

遣等が含まれる。インタビューによると、プロモーション費用の全体の約 40％が農産物と加工食品に使わ

れており、他は産業、サービス産業を含む各業界に使われている。 



 

182 

 

23  

 

図 66 ProChile 支出の内訳（2011 年） 

出所）ProChile 提供資料 

なお、ProChileの予算組は 1年毎であるが、多くのプロジェクトは 3年単位での活動期間となっている。

プロジェクトは一品目（あるいは同じカテゴリーに入る複数品目）について、一カ国/地域で 3 年間実施す

るのが基本で、毎年見直しを行いながら活動を進めている。 

 

 

ProChile の主な目的は、輸出企業（特に中小企業）の数を増やすこと、またそれらの企業が輸出を続け

られるようにすること、チリ企業の輸出先の国数を増やすことそしてさらに最近は海外でのチリのイメー

ジをアップすることとなっている。また、特に近年は、１カ国への輸出しか行っていない企業に、リスク

ヘッジのために数カ国への輸出をするよう促すなど、すでに輸出をしている企業へのアプローチも行って

いる。 

ProChile はこれらの目的をさらに業務に落し込み、市場分析、業界やサービス団体からの情報、そして

輸出企業からの情報を提供している。これらの目的を果たすため、ProChile は前述の団体によって行われ

る輸出サポート活動にたいしての資金援助や、チリ企業への直接的なサポートを提供している。通常チリ

が二国間協定を結んでいるところについて特に焦点を当てている。 

現在 ProChile の活動は輸出業者の経験の度合いに応じて下図の 3 つのステージのサービスがある。 

 

人件費

40%

消費財

21%

輸出促進

プロジェクト

活動費

38%

その他支出

1%

①トレード・インフォメーションの普及 

•輸出に興味がなかった生産者への情報提供、輸出への勧誘 

② 輸出業者の強化サポート 

•輸出経験のない中小企業/生産者に対し、輸出業務の障壁を軽
減し、輸出できるような環境整備のための教育・サポート 

③ 輸出販売促進活動 

•すでに輸出経験のある企業へ顧客獲得や販路を広げるためのバ
ックアップサービス 
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生産者、企業に対し、インターネットを中心とした情報の充実を図っている。 

www.prochile.cl 

ProChileの行うサービス内容、プログラム、海外展示会への出展の案内など。実際にどういった商材に

輸出力があるか。輸出入量データ、輸出業者リスト、関係省庁、機関、協会などのリスト、見本市やセ

ミナーの紹介など 

www.chileinfo.com 

スペイン語、英語による輸出力のある商材やサービスなどのインフォメーション。輸出業者リスト、輸

出入量データ、各商材のデータなど 

www.chileexportaservicios.cl 

サービス産業に特化したサイト。 

各国のマーケット情報、商材やサービス情報など 

これに加え、個別の対応を行っている。 

外務省内にある、一般公開されている貿易専門図書館。閲覧の案内を受けることができるほか、デー

タベースや統計などにアクセスできる。 

電話・メールによるサービス。ProChileでのサービスや、データへのアクセスについての問い合わせな

どに応じる。 

調査員によるリサーチ、個別のレポート作成。ホームページから「マーケットスタディ依頼」ページ

で依頼ができる。 

輸出初心者および経験者に向けたワークショップやセミナーをサンティアゴ、あるいは各地で行って

いる。 

 

  

ProChile のノウハウや経験を生かし、中小企業がスムーズに輸出できるような環境整備のための教育・

サポート。IDB（米州開発銀行）のサポートを得て行っている中小企業輸出プログラム（Pymexporta）、

企業コーチングプログラム、そして 2005 年からはじまった農産物生産者国際化プログラム（PIAC）の３

つがある。 

官民合同プログラムとしてスタートした、中小企業の輸出力をつけるためのプログラム。ProChileが主催

し、サンティアゴ商工会議所の協力を得ている。米州開発銀行の援助を受けたプログラム。 

各商材の輸出力をつけるための技術の向上、各市場のニーズに合わせた商材の適合力の向上。海外への
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視察の予算援助なども行う。 

米州開発銀行とDIRECON（外務省海外通商局）の共同プログラムとして2007年にスタート。37の輸出経

験を持つ大規模企業の社員がそれぞれの経験を元にしたセミナーや座談会を設け、また中小企業の輸出

までのストラテジービルディングの相談にも乗る。 

特に小規模農家を対象にした、2005年からはじまったプログラム。農務省や農水開発機構（INDAP）との

連携で仲介企業の紹介や輸出力のある商材の開発に個別に取り組むプログラム。 

 

  

すでに輸出を行っている企業を対象に、各市場でのチリの商材のプレゼンテーションを高め、輸出をよ

り強化するためのサポートを行う。特に近年はチリ・イメージ戦略とあわせ、チリのイメージを 

- チリの商品は安全で環境にやさしい 

- チリ人は責任感が強く真面目で商売のしやすい相手である 

- 歴史のある国である 

と位置付けた総括的な活動をすすめている。 

 

チリという国を印象付け、その商材はいいものであるという海外のマーケットでの位置付けをねらって行

われるイベントは多岐にわたる。チリ政府は2005年から2008年までは統一キャンペーンとして「驚きの国、

チリ」（Chile, All Ways Surprising”と題したキャンペーンを官民合同で執り行ったが、この際ProChileは輸出

可能な商材を紹介する形で参加した。世界中に支店を持つ広告代理店と契約、2006年からアメリカ、フラ

ンス、ドイツ、韓国、中国でイベントを行った。さらに第3社企業に評価を依頼し、評価結果を以て再度

アメリカ、ドイツ、中国と、あらたにメキシコ、スペイン、イギリス、日本でのイベントを行った。さら

に同様のイベントはロシア、インド、サウジアラビア、カナダ、コロンビア、フランス、中米でも開催さ

れた。 

このキャンペーンは2008年で区切りをつけられてはいるが、ProChileではその後チリ・ウィークでチリの

国のイメージと商材をあわせたキャンペーンを行っている。チリ・ウィークは「チリの味覚」、「ワイン

試飲会」、「チリ・グルメウィーク」、セミナーや文化交流、アパレル、商談会などの総称となっており、

ハンブルグ、ロンドン、マドリード、メキシコ・シティー、ロサンゼルス、ソウル、上海、ホーチミン、

サンパウロ、ボゴタ、ブエノスアイレス、ミラノ、モスクワ、デュバイ、東京と2010年までに行われた。 

サービス産業、食品外産業、水産・食品加工産業の３つに大きく分かれていて、個々の企業や協会と合同

でイベントなどを行う。商材ごと、あるいは市場単位でプロジェクトが組まれるが、個々の企業努力は協

会などのイニシアチブを要する。 

またこの活動費の使用にあたり、その一部（金額にして1,600万ドル前後）を2期に分けて農産物関連企業、

およびその業界団体など（協会、協議会）からの補助事業の公募にあてている。2012年1期の場合は2011

年10月はじめに公募がはじまっている。2011年は、50団体と230企業からの補助事業が認められ、114団

体＋627企業がその恩恵を受けた。 
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水産・食品加工産業の分野のこの予算は公募されており、2012年第一期は8百万ドルの予算がついている。 

公募されたプロジェクトはProChile海外オフィスのマーケットスタディや2国間貿易のはじまる新しい国

の情報、輸入枠などあらゆることを考慮に入れて官民合同の評議会で決定する。輸出力をもった私企業も

多いため、私企業からの情報も積極的に取り入れる。 

評議会で決定したプロジェクトについては内容に応じて40%-60%の予算補助を行っている。 

年ごとに予算総額は変わるが、2006年から2009年の使用用途は下記のように報告されている。 

                               単位：千ドル 

商材 2006 2007 2008 2009 

野菜・穀物など 261 302 373 448 

果物 1,903 2,192 2,713 2,372 

畜産 36 32 49 47 

加工食品 6,515 7,326 8,393 7,721 

毎年150～200のプロジェクトが行われ、1,000社から1,500社がこの恩恵を受けている。 

プロジェクト例としては 

- Wines of Chileとの共催。毎年アメリカ、カナダ、ブラジル、イギリス、アイルランド、デンマーク、

ロシア、日本、韓国でキャンペーンを行っている。Wines of Chileについては＊＊参照。 

- 2007年～2009年に集中して行われた試食試飲会。アメリカ、中・南米、アジア、ヨーロッパで3年で

60回行ない、各回200社から600社の輸入業者、ソムリエ、ホテルやフードサービス、スーパーのバ

イヤーなどを招待した。 

- ASOEXとの共催。16カ国での果物のキャンペーン、日本及び韓国でのテーブルグレープとキウイに特

化したキャンペーン、イギリスでのブルーベリーとさくらんぼのキャンペーンなど。 

- アボガド協会との共催によるヨーロッパ4カ国及びアルゼンチンでのキャンペーン 

- 韓国における豚肉協会との共催のキャンペーン 

- グルメ商材-オリーブオイル、チリハーブ、ワインビネガーのアメリカ、メキシコ“ファンシーフード

ショー”出展の補助 

などがある。 

チリにバイヤーを招待しての商談会。米州開発銀行の予算援助も受け、2007年、2008年、2009年と3年続

けて行われた。2007年にはアジア各国から60名ほどのバイヤーの招待、2008年にはアメリカから70名を

招待、2009年にはヨーロッパ各国から60名を招待し、各回1500～2000の商談が行われている。 

商材別に出展する見本市は各企業や協会への予算補助の形をとるが、ProChileからチリパビリオンとして

参加する見本市も多い。2010年、40の見本市に参加しているが、農産物、あるいは食品関係の見本市はほ

ぼ半数を占める。 

見本市への参加などについては、はじめに在外オフィスの方から参加すべきと思われる見本市の情報が入

り、興味のほどを協会や企業と確認したうえで参加を決める。 

2009年には12カ国19社のグルメジャーナリストを招待、チリの食について記事を書いてもらった。 
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ProChileとしてチリの輸出可能な商品全体のリーフレットを作成するほか、果実、水産など見本市やマー

ケットにあわせたリーフレットの制作、イメージバナーなどの制作を行う。 

チリの観光、文化と農産物をあわせたイメージコマーシャルフィルムを制作、航空会社の機内誌でチリの

広告展開など。 

 

ProChile のサービスはおおむね好評を得ている。2004 年より ProChile では政策プランに基づいて、い

くつかの指標を用いてその活動のインパクトを測っている。ProChile のサービスを何社が利用したか、ど

のくらいのサービスが提供されたか、ProChile の活動の共同出資によるプライベートセクターがどのくら

い増えたか、またサービスを提供した結果どのくらいの輸出が伸びたかなどがあげられる。これらを毎年

測定し、業務プロセスとその結果の傾向を確認している。  

また、満足度に関するアンケートは国際見本市に参加した企業など、ProChile のサービスを利用した企

業に送られる。包括的な満足度チェックは 2 年ごとに行われている。さらに、ProChile ではバランス・ス

コアカード（BSC）を採用している。これによって各ユニットがそれぞれの目的をプランの中で満たすこ

とができているのかをモニタリングすることが可能である。 
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7.4 VDC / WOC  

 

ヴィノデチレ（Vinos de Chile―VDC）は 2007 年、チリワイナリー協会（Vinas de Chile）と ChileVid(チ

リワイン)という二つの協会を統合した協会として設立された。チリのワイナリー約 100 社から成り立って

いる。この 100 社でチリ産ボトルワイン輸出量の 9 割以上を占めている。バルクワインは含まれず、ボト

ルワインのみを扱う。 

VDC の仕事は主に以下の 3 つの分野がある。 

- 技術・品質向上のための調査研究・普及 

- 国内販売促進 

- 海外販売促進 

となっている。この海外販売促進の部分を担当するのが、VDC の下部団体にあたるワイン・オブ・チリ

（Wines of Chile – WOC）である。VDC に加盟する全ての企業が参加するわけではなく、それぞれ会員

企業を募っているが、両方に加盟している会社が多い。WOC の加盟企業は 92 社で、加盟企業による輸出

は、チリのボトルワイン輸出量の約 92%にあたる。 

VDC の本部はサンティアゴに置かれており、スタッフは約 25 名。ワイナリーから送られてきているわ

けではなく、この機関のために雇われているスタッフ。ただし、理事会のメンバーはワイナリーから選出

される。WOC のスタッフは VDC のスタッフのうち 6 人が担当している。6 人は所長の他、企画担当、ア

ジア・ヨーロッパおよび国際見本市担当、アメリカ担当に各一人ずつ、そしてそのサポートに 2 人があた

っている。 

 

WOC の海外事務所は、英国と米国（ニューヨーク）の 2 ヵ所となっている。チリのボトルワイン輸出

では、量ベース、金額ベース共にイギリスが 1 位、アメリカが 2 位の顧客であるためである。近い将来、

中国（上海か香港）に事務所を開設する予定がある。英国、米国のいずれの現地事務所も、スタッフは全

て、WOC 本部から派遣されたチリ人の駐在員ではなく、現地のマーケットに詳しい人を現地採用として

雇っている。 

また、カナダ、ブラジル、日本等では、広告代理店と年間契約を結び、イベントや記事広告などのオペ

レーションをそれら広告代理店に請け負ってもらい、様々な活動を展開している。因みに、日本では香港

が本社の広告代理店と 2011 年に契約したばかりで、まだお互いにどういった活動がよいのかどうかにつ

いて、模索しながら進めているような状況である。 

 

VDC/WOC の予算は公開されていない。VDC/WOC は、毎月固定会員費と、会社の規模に合わせた非固

定制の参加費をおさめる。このほかイベントを行う際には ProChile に案を提出し、認証をうけると 50％

～60％の援助を受けられる。また見本市参加など他のイベントについては参加者から参加費もとる。 
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Wines of Chile の活動は多岐にわたる。世界中で毎年、計 80 ほどのイベントが予定されている。海外

事務所があるアメリカやイギリス、また契約を結んでいる広告代理店がある国については予算補助のみを

ProChile に求め、活動のオペレーションについては独自でやることが多い。 

また、ProChile が主導で行う国のイメージを前面に出したチリ全体の活動（見本市への参加など）等に

参加することもある。ただし ProChile 主導の活動は、WOC の予算を考えた場合には重要度が低くなるた

め、ワインを提供したり、会員企業の担当者に参加を促すことがあっても、WOC 本部のスタッフを送る

ことはあまりない。 

活動の中心は、事務所の所在や活動状況を見ても明らかなように、米国と欧州を中心にしているが、確

実に輸入量を伸ばしている韓国や、今後拡大するポテンシャルの高い中国など、アジアのマーケットも重

視しており、今後活動を増やしていきたいとの考えである。 

インタビューによると、WOC はアジアの中では日本、中国、韓国を重点対象国としており、2012 年は

日本で 4 つ、韓国で 4 つ、中国では約 12 のイベント実施を予定している。アジアでの活動内容も、もち

ろん国によって大きく変えている。例えば、すでに成熟した市場である日本では、ソムリエ向けのセミナ

ー、雑誌でのタイアップ広告、グルメ雑誌等のメディアを招待するプレスツアー等を予定している。日本

では、チリのワインは「安くて味も悪くない」という印象が強く、スーパーマーケット向けの安価な価格

帯が中心になってしまっているため、今後はレストランで扱われる高級ワイン市場に参入していきたいと

して、こういった活動メニューとなっている。一方、中国では、売り上げはこの 1 年で 86%も上昇したが、

ワイン市場のすそ野は広くないため、高級志向の高所得者を直接対象にした活動を企画している。 

毎年実施される年間活動には下記のようなものがある。 

- Wines of Chile アワード 

- イノベーション・アワード 

- ソムリエ・サミット 

- マーケットリサーチ 

- 商談会 

- 個別の商談プログラム 

- ニュースレター 

- 業界紙への広告 

- バイヤー＆メディアトリップ 

 

2011 年の大型の活動には、下記のようなものがあげられる。 

 

 ワインを中心とした専門見本市の場合は、ProChile との合同出展より独自で出展することが

多い。ただし、プロジェクトとして認められた場合は ProChile の予算援助がある。 

 2011 年にはドイツ（デュッセルドルフ）で行われた ProWein に出展、43 社が出展し「カ

ーボンニュートラルなパビリオンづくり」など、エコ政策に前向きなチリという印象

を前面に出した出展を行った。 

 その他 2011 年にはロンドン・ワインフェアに出展している。 
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 ワインブロガーのためのホームページを開設、ワイナリー情報や、他のブロガーがお互い

のインフォメーションをやりとりできるようにしてある中、毎年ブロガー向けのイベント

を行っている。アメリカで 1 回、ヨーロッパで 1 回、というサイクルである。2011 年はア

メリカは 7 月にバージニア州で、ヨーロッパは 10 月にイタリアのフランチアコルタで行わ

れた。1 回のイベントには 300 人強のブロガーが集まり、セミナーと試飲会が行われる。 

 2011 年 9 月にはロンドンでアニュアル・トレード・テイスティングのイベントが行われた。

80 社が出展した。毎年 WOC アワードの受賞者が参加するほか、テーマが掲げられる。2011

年のテーマは「センセーショナル・シラー」シラー種を中心にしたほか、フェアトレード

のコンセプトも取り入れ、エコやサステナビリティ―などもつねに考慮にいれているチリの

イメージアップも図っている。 

 2011 年 8 月にはブラジル、サンパウロで 40 社以上が参加した試飲イベントを行った。

ProChile との合同イベントとなり、チリのオリーブオイルなどもあわせて展示された。ワイ

ン輸入業者やリテール、レストラン、記者、ソムリエ、ブロガーなど 700 名が招待され、

200 種類の試飲を行った。 
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7.5 Salmon Chile  

 

サーモン・チリ（Salmon Chile）は 1986 年にサーモンとトラウトの生産業者らによって設立された団

体で、2002 年に流通業者らを加えて現在のサーモン・チリとして改組した。 

サーモン・チリは、安全なサーモンを提供することと、環境に配慮した業界にすることの 2 点を最も重

要な目的としている。サーモン・チリは、民間企業と政府機関との間をつなぐ役目を持っており、規制や

産業振興等の役目を担う。また、サーモンの国際価格等の貿易情報等の情報収集と会員企業への提供も行

っている。その他、環境保護や労働条件整備、社会責任等の問題にも関与している。国際貿易については、

EU や米国からチリ産冷凍サーモンがダンピングとして WTO に提訴された問題では、チリ側の業界を代

表して有利な情報の収集やとりまとめ等にあたった60。  

協会の会員企業数は現在 76 社である。25 社の生産者と、その他輸出業者などの関係会社で成り立って

いる。チリにおけるサーモン生産企業約 30 社のうち 25 社が会員企業で、輸出全体の 90％を担っている。 

サーモン・チリの本部はサンティアゴにある。国内にはこの他、アラウカニア州テムコと、さらにプエ

ルトモン（PuertoMontt）及びプエルトアイセン（PuertoAysen）という二つの港にある。港の 2 か所に

ついては主に情報収集のための事務所として機能している。協会に従事するスタッフは計 27 人で、関係

企業からの出向ではなく、協会の専属スタッフとして雇われている。本部のほか、港湾の事務所に 2 名ず

つのスタッフが常駐する。海外事務所はもっていない。 

サーモン・チリの中には INTESAL（サーモン技術研究所：Instituto Tecnologico de Salmon）という

機関がある。INTESAL の方は科学的・及び生物学的問題を解決するための機関で、衛生条件などの法律

上の関連部分を含めて扱う。大学や政府などとコミュニケーションが深い。また、2011 年 11 月にはチリ

の労働省と合同でサーモン・チリのアイセン州事務所に労働者の派遣などを担う APIL Red Salmon とい

うプログラムを設立した。 

これまで、サーモン・チリ自身はほとんどプロモーション活動を行ってこなかった。また、ProChile は

サーモンを重要品目の一つとしているが、業界がジェネリックプロモーション活動に重点を置いていなか

ったため、果実やワインに比べると ProChile のプロモーション活動も小さかった61。 

サーモン・チリの予算や使途は公開されていない。活動資金は会員企業からの固定会費と、輸出量に応

じて供出される賦課金から成り立っている。通常業務以外のミッション派遣などの大きなプロジェクトに

ついては CORFO や ProChile 等からの協調融資を受け、各企業からも追加で費用を徴収する。 

 

サーモン・チリは、輸出促進活動について、今までほとんど経験がない。チリのサーモン業界は、サー

モンはワインやオリーブオイルなど、各地で味が違うなど特色を出すことができブランド化できるものと

違って、コモディティであり、「チリのサーモン」という差別化を図ることが難しいとして、輸出促進には

それほど乗り気ではなかった。 

                                                      
60

 (United Nations 2006) 
61

 (Campos 2006) 
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また、例えば米国の顧客に対しては、地の利を生かして生鮮で出荷できる点を強みとしており、日本の

顧客に対しては日本人が好む脂の乗ったサーモントラウトや銀鮭を多く養殖しており、また十分に価格競

争力があったため、それ以上の差別化を図る必要にせまられてこなかったことが背景にある。 

しかし、近年になってサーモン・チリは初めて、輸出促進活動の重要性を感じている。 

例えば、もともとブラジルはサーモンの消費国ではなかったが、2005 年頃からサンパウロを中心にひろ

がるスシ文化に目をつけたサーモンの輸出がはじまり、ここ数年で飛躍的に伸びた。ブラジルの最近の発

展や、中産階級が比較的裕福になっていることなどから今後もさらにサーモンの消費が期待される一方、

中国などアジア圏からスシに用いることのできる安価な養殖魚が大量に輸出されていることから危機感を

感じた業界は、ブラジル市場における優位性を保つため、輸出促進活動を行うことが必要だと考えた。 

そこで、2012 年 4 月から 2 年間の計画でブラジルにおけるプロモーション活動を開始する。このため

に、サーモン・チリの中から 8 社を選出した委員会（Comite）をつくり、ここが ProChile とコミュニケ

ーションをとりながらプロジェクトを進めることになっている。特に今回のブラジルプロジェクトの目的

は、はじめは寿司レストランにのみ入っていたサーモンが、現在少しずつスーパーでも扱われるようにな

っているため、消費者やスーパーの教育などに力を入れることにある。 

ProChile に提出した企画案では活動内容の詳細まで予定をたててあるが、はじめての販売促進活動であ

るため、はじめに ProChile 主導でブラジル市場のマーケティングを行い、その結果によってプログラム

を調整していく予定である。協会全体で動くプログラムの他、各会員企業がブラジルのスーパーマーケッ

トで販促活動を行う際の資金援助など、個別企業向けのプログラムも予定しており、複合的な取組となる。 

この 2 年のプロジェクトについては ProChile から予算補助を受けるほか（必要な経費のうち約 50%）、

情報収集や販売促進活動についてのノウハウなどの面からも全面的に ProChile に協力を仰いでいる。 
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7.6 ASOEX  

 

チリ輸出業者協会（Asociacion de Exportadores de Chile A.G. – ASOEX）は、1935 年に設立された生

鮮野菜及び果実の輸出協会である。ただし、2011 年からは海外輸出促進については果実に特化するように

なり、2012 年 1 月より海外プロモーションで使用されるロゴも変更された。輸出促進活動はチリフレッ

シュフルーツ（Chilean Fresh Fruit）という名前を用いている。 

チリの生鮮野菜と果実の輸出しやすい環境を整えること、販売促進や輸出障壁になる問題の解決、新し

い市場の開拓、生産技術の向上、プロモーション活動、研究開発、統計や各種情報の収集・分析、セミナ

ー開催等、あらゆる面からチリの生鮮果実生産・輸出の環境を整えることを目的としている。各国との植

物衛生協定に係る実施機関としての役割も担っている。 

ASOEX が扱う果実の種類は、生鮮ブドウ、リンゴ、ナシ、スモモ、チェリー、キウイ、ワイン用ブド

ウなど 60 種類を超える。 

チリの果実の輸出先は、4 割が米国、3 割が欧州とこの 2 ヶ国が主要な仕向け先となっており、ASOEX

は両国を最も重視しているが、この他に近隣のラテンアメリカ諸国、アジア、中東等への輸出もあり、新

興市場の開拓にも熱心である。 

 

ASOEX は会員の自主的な加盟による組織であり、350 社の果実の生産兼輸出業者、及び輸出業者等で

組織されている。チリ全土には果実輸出企業が 650 社、5 ヘクタール以上の生産面積を持つ生産者/企業が

7,000 社ほどあるが、ASOEX の会員企業 350 社は大手の生産者と輸出業者を全て含んでいるため、チリ

の果実総生産量の 50％以上、輸出量の 92％を占めている。特に、チリでは米国や欧州からの積極的な外

資の導入によって果実産業育成を図った結果、ドール、デビット・デル・クルト、ユニフルッティ、デル

モンテ、チキータ、コペフルッツ等の大手輸出企業が生鮮果実の輸出の 4 割程度を占めており、また生産

の面においても、1 社あたり生産面積 500 ヘクタール以上の大規模生産者が、生産面積の 2 割を占めてい

る。このため、大手の生産者や輸出業者が合意することによって、輸出のコントロールを行うことが比較

的容易であるため、自主的加盟組織ではあるが、比較的規律が保つことに成功している。 

ASOEX で扱う果実のうち、特に重要な果実については ASOEX の傘下にさらに 4 つの品目別委員会が

設置されている。品目別には以前より活動が行われてきたが、特に 2008～2009 年になって正式な団体と

して登録されるようになり、業界が協調して品目に特化したジェネリックプロモーション活動が行える機

構を整備した。品目別委員会については、7.6.3 節で説明する。 

ASOEX の事務局は、次頁図のように総合管理とマーケティングの二つに分けて構成されており、国内

7 か所に地域事務所と、EU、米国に海外現地事務所を持つ。ASOEX の活動は果物の生産の時期で大きく

変わるため、スタッフの人数も増減するが、生産のピークとなる 11 月中旬～4 月頃に 60 人程度を雇用し

ている。 
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図 67 ASOEX の組織 

出所）ASOEX 

ASOEX の海外事務所は、米国（カリフォルニア）と欧州（2011 年まではイギリス、2012 からはオラ

ンダ）は、いずれも ProChile 現地事務所内に設置されている。チリから派遣するのではなく、現地の経

験者を雇っている。その他の国では、フリーランス契約、代理店契約、ProChile の援助を受けるなどして、

イベントごとに対応している。 

 

ASOEX の予算や使途は公表されていない。会員企業は決まった年間の会員費を払うほか、受けるサー

ビスや参加するイベントよって追加金を支払う。また、輸出促進の活動については ProChile に毎年プロ

ジェクトを提出し、合格すれば平均で予算の 50％程度の補助を受ける。インタビューによれば、プロジェ

クトごとに予算の補助割合は違うが、40％～60％、平均 50％といったところである。 

CORFO ASOEX 

その他、前述の経済発展観光省傘下のチリ産業開発公社（CORFO）の実施機関としての役割も担って

おり、農作物の生産や流通に関わる技術的なセミナーを行っている。セミナーは年 2 回ほど行われる。（次

頁表参照） 

また、ASOEX は SimFRUIT という果物の研究機関を持っているが、SimFruit も CORFO と密接なつ

ながりを持ち、技術面でのニュースレターの作成やセミナーなどを行う。 
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表 44 ASOEX の実施したセミナー（2003～2007 年） 

 セミナー内容 プログラム数 参加企業数 

アタカマ地区 品質セミナー 2 4 

 灌漑設備予備投資セミナー 1 66 

 納入業者に向けたセミナー 1 21 

コキンボ地区 品質セミナー 5 42 

 灌漑設備投資セミナー 1 10 

首都圏 品質セミナー 6 108 

 灌漑設備投資セミナー 3 19 

 エネルギー効率化予備投資セミナー 1 1 

 技術サポート援助金について 3 32 

 出資援助プログラムについて 5 27 

 納入業者に向けたセミナー 4 96 

マウレ地区 品質セミナー 2 27 

 灌漑設備投資セミナー 1 6 

  TOTAL 459 

出所）ASOEX 提供資料 

 

ASOEX としてはできるだけ果物全般を扱う形での活動を目指しており、特に海外の展示会、特に果物

に関する展示会には積極的に参加している。年間 10 回前後のミッション派遣や見本市への出展を行って

いる。2011 年の ASOEX 参加見本市は下記の通りである。 

 

表 45 ASOEX の参加する見本市（2011 年） 

見本市名 国名・都市名 日付 セクター 
2011 年 2 月 

Fruit Logistica ドイツ（ベルリン） 9 - 1 1 生鮮果物 
2011 年 3 月 

Antad メキシコ（グアダラハラ） 9 - 1 1 スーパーマーケット 
Fresh Antalya トルコ（アンターリャ） 17 - 19 野菜・果物全般 

2011 年 4 月 
CPMA カナダ（モントリオール） 13 - 15 生鮮果物 

2011 年 5 月 
IFE Poland ポーランド（ワルシャワ） 

 
食品・飲料全般 

2011 年 9 月 
Asia Fruitlogistica 中国（香港） 7 - 9 生鮮果物 
World Food Moscow ロシア（モスクワ） 13 - 16 食品・飲料全般 
Fresh Market Poland ポーランド（ワルシャワ） 

 
食品・飲料全般 

2011 年 10 月 
PMA Fresh Summit アメリカ（アトランタ） 14 - 17 生鮮果物 
World Food Ukraine ウクライナ（キエフ） 25 - 28 食品・飲料全般 

2011 年 11 月 
World Food Kazahkstan カザフスタン（アルマティ） 1 - 4 食品・飲料全般 
New York Produce Conference アメリカ（NY） 

 
生鮮果物 

出所）ASOEX 提供資料 
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見本市参加の他には、下記のような活動がある。 

 輸入業者や新聞記者を招待したツアー 

 マーケットスタディ 

 消費者向けのスーパーマーケットでのデモンストレーション 

 雑誌などの広告 

 試食会 

ただし企業ごとや生産団体ごとに話合いをもちながら、その興味の度合いによって限定的な品目の活動

をサポートすることもある。また、以下に示す品目別委員会については、個別のイベントや広告等のプロ

モーション活動も行っている。 

 

ASOEX の傘下の品目別委員会には、現在、ブルーベリー委員会、かんきつ類委員会、キウイフルーツ

委員会、チェリー委員会がある。以下でそれぞれの委員会の概略を示す。 

なお、リンゴ輸出については委員会が設置されていないが、2011 年にチリ農業省 ODEPA による調査

では、リンゴについても海外重要市場での存在感を高めるためには、チリリンゴ業界のマーケティング機

構を構築することが必要であるとされている。ODEPA によれば、特に世界の輸入の 15%を占めているロ

シア市場でチリのシェアがわずが 3%しかないこと、またインド、タイ、サウジアラビア等中東諸国での

新しい需要が望めることから、アボカド委員会やキウイフルーツ委員会の成功例に学ぶ必要があるとして

いる。62 

 (http://comitedearandanos.cl) 

ブルーベリー委員会は 2009 年から正式に活動を開始した。加盟企業は 27 社でチリの輸出のうち 86%

を占める。特に北米市場でチリ産ブルーベリーの需要が高く、輸出用の統一的な品質管理と、北米市場に

おける需要促進、及びその他の新規市場開拓を主な目的として設立され、様々な活動を行っている。 

 (http://www.comitedecitricos.cl) 

かんきつ類委員会のメンバーはチリのかんきつ類輸出業者 19 社で、メンバーによる輸出はチリ産かん

きつ輸出のうち 75%を占める。検疫及びマーケティングの両面から、チリのかんきつ類輸出先について現

在の市場の維持と新規市場の開拓につとめ、チリ産かんきつ類のイメージ向上活動のためのプロモーショ

ン活動を実施し、研究・普及活動を支援し、産業や市場についての情報の収集と公表を行う。 

 (http://www.comitedelkiwi.cl) 

キウイフルーツ委員会は 2009 年に正式に活動が開始された。任意参加の団体ではあるが、キウイフル

ーツの輸出/生産を行っている 543 社/戸のうち、最も有力な 46 社が加盟しており、加盟企業でチリ輸出の

85%を占める。ASOEX の傘下にあるが、FEDEFRUTA の後援を得ている。また、資金的には各社の会員

費の他に、農業省農業イノベーション基金（FIA）を活用している。業界のニーズや課題、生産や収穫後

管理等の技術面の開発や普及、輸出果実の熟度統一のためのプログラム実施、現地でのマーケティング戦

略の立案と実施等を行っている。 

                                                      
62

 Fresh Fruits Portal 2011 年 11 月 21 日付記事
http://www.freshfruitportal.com/2011/11/21/chiles-apple-exporters-should-target-russia-says-report/ 
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チェリー委員会は、ブルーベリー、かんきつ類、キウイフルーツに比べると活動内容は限定的であるが

中国や台湾市場の強い需要を背景にして、業界内ではアジア市場への関心が高まっており、今後なんらか

の活動に向けた準備がなされるものと考えられる。 

2006 年の ASOEX 活動報告書によると、チリ産チェリーについての委員会が ASOEX 内に構成され、

日本市場への参入のための検疫問題解決に向けて活動を行った。またイギリスでチリ産チェリーのプロモ

ーション活動を行うための前段階として、市場調査を行っている。 

また、2010 年 4 月には ProChile Taiwan より、台湾のチェリー市場調査63が発表されている。主な結

論として、以下の点が示されている。 

 台湾ではその気候条件からチェリーを生産することが不可能であるため、100%輸入に頼っている。 

 アメリカからの輸入が全体の 60%近くをしめる。アメリカからの輸入は 5 月~6 月初め（カリフォ

ルニア）と 6 月末~9 月（ワシントン）の 2 期である。一方チリのチェリー輸入は 11 月から 2 月、

ちょうど中国の年末年始の、果物需要の高い時期にあたっている。 

 2009 年アメリカからの輸入は 7817MT（60.63%、チリからの輸入は 2415MT（16.98%）であった。 

 品種としては BING、RAINIER が代表的だが、他に LAPINS, SWEET HEART,KORDIA も出

回っている。 

また、その後 2010 年 10 月には Maule 州で、台湾に限らずアジアの市場についての発表があった。こ

れによると、2009/10 年度ではチェリー輸出の 44%がアジアに、うち 80%が中国、18%が台湾であったこ

とが示されている。この期はちょうどアメリカ・ヨーロッパで不作であり、チリ・トルコはその恩恵を受

けたとされている。 

                                                      
63

 Estudio de Mercado Cerezas Frescas – Taiwán  http://rc.prochile.gob.cl/oficina/8301 




