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はじめに 

本報告書は、農林水産省の委託事業である「平成 20 年度農林水産貿易円滑化推進事業（諸

外国の輸出成功事例等調査・ピンクレディー ）」の成果をとりまとめたものである。海外

の農林水産物ブランド化の先進的な事例について調査することによって、日本の輸出促進

への一助となることが期待されている。 

「ピンクレディー」は豪州発のりんごのブランドで、現在は世界の各地で生産され、豪

州や欧州、米国などで一般的なりんごに比べてプレミアム価格を付けて販売されている。

1990 年代前半頃から豪州以外の市場での販売が開始されたが、それ以来これまで 10 年以

上に亘ってブランドとしての地位を築いてきた。糖度、酸度とも高く非常に特徴のある味

と、ピンク味を帯びた外見が高く評価されており、消費者向けプロモーションも積極的に

行われ、メディアへの露出度も高い。ピンクレディーがこれまで長期間に亘ってプレミア

ムを維持し、その品種開発者や生産者に対する適正なリターンを確保し、プロモーション

等への再投資が行われてきたその背景には、クラブ制と称される生産と流通をコントロー

ルするユニークな仕組みがある。本事業の中心目的は、この仕組みの解明にある。 

ただしピンクレディーのシステムは、一方でいくつかの課題も抱えている。特に日本産

農林水産物輸出促進の観点から注目されるのは、実は豪州産ピンクレディー輸出は当初は

大きく増加したものの、2001 年をピークにその後は著しく落ち込んだ点である。豪州で続

いた干ばつで、国内向け供給が減尐して国内価格が高騰したことや、品質への影響から輸

出向け品質を確保できなくなってしまったことなどが理由に挙げられる。しかし、大きな

要因の一つには他の南半球でのピンクレディー生産の拡大がある。なぜ、豪州はピンクレ

ディーの海外での生産を許諾したのだろうか？またこの問題を避けるためには、どうすれ

ばよいのだろうか？本事業では、クラブ制の後発プログラムであるニュージーランド発の

りんごブランド「ジャズ」についてもとりあげながら、こういった観点の分析も行った。 

本事業の遂行にあたって、豪州のりんごとなしの生産者団体であり、ピンクレディー商

標権の所有者であるりんご・なしオーストラリア（APAL）に加え、豪州をはじめとする各

国のピンクレディーに携わる関係者へ、長時間に亘るヒアリングを実施した。さらに日本

においても、日本ピンクレディー協会及び長野県、青森県のりんご産業関係者の方々、ま

た日本でピンクレディーに似た試みである欧州市場への輸出と海外への生産許諾を実施さ

れている岩手県のりんどう関係者にヒアリングを実施した。ご協力いただいた方に深くお

礼を申し上げたい。尚、本事業の執筆の責任はプロマージャパンにある。 

 

プロマージャパン 

社長 ジョン・ウォード  
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平成２０年度 

農林水産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 ） 

要訳 

本報告書は、農林水産省委託事業「農林水産物貿易円滑化推進事業 輸出戦略調査（ピ

ンクレディー）」の結果をとりまとめたものである。日本の農林水産物は一般的に価格で競

争することが難しいことから、輸出にあたってはブランド化を図ることが重要と考えられ

ており、本事業ではその一助とするため、海外における農林水産物ブランド化の成功事例

として、豪州発のりんごブランド「ピンクレディー」を取り上げ、そのシステムについて

の調査分析を行い、提言をとりまとめた。 

ピンクレディーとは何か？ 

ピンクレディーは、現在は豪州をはじめとしてフランスなどの欧州諸国や南アフリカな

どの南半球諸国などで生産されており、

欧州と米国、豪州を中心に消費されてい

るりんごブランドで、欧州では平均的な

りんご品種よりも約 30～50％価格の高

いプレミアムブランドを形成している。

主な生産国、消費国と輸出の流れを右図

に示した。 

ピンクレディーは商標名で、基本的に

はクリップスピンクというりんご品種の

うち、国際的な統一品質基準を上回るものに、その商標名を付ける。クリップスピンクは

1970 年代初めに西オーストラリア州農業省（DAFWA）によって、生産者にとっての良い

特性ではなく、消費者に訴える見た目や食味上の特性を重視して開発されたりんご品種で、

ピンク味を帯びた鮮やかな赤色と、濃い甘味と酸味とを特徴とする。 

DAFWA は、当時豪州の重要な市場であった英国でのプレミアム価格

での販売を目指し、ピンクレディーの名称やロゴ（右図参照）を考案し

た。英国のスーパーマーケットの安定供給と周年供給の要求に応え、海

外での品種登録を行い、海外での生産を許諾して供給量を確保した。た

だし海外での商標登録が遅れていくつかの課題が表面化し、DAFWA は

ピンクレディーの商標権を豪州のりんごとなしの生産者協会を母体とする「りんご・なし

オーストラリア（APAL）」に譲渡した。現在は各国での育成者権を DAFWA が、商標権を

APAL が管理している。 

ピンクレディーの流通についての概念図（本文 p12） 

ロゴ（本文 p3） 
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ピンクレディーシステム 

欧州におけるピンクレディーのスローガン「ただのりんごではない(More than just an 

apple)」は、ピンクレディーの背後にある思想をよく言い表している。「ピンクレディー」

はりんごではなく、背景にあるユニークなブランドのシステム全体を意味している。国に

よってその仕組みにかなり違いはあるが、基本的には生産者と流通業者、苗木生産者でグ

ループ（クラブ）を形成して、そのグループ内で生産と流通をコントロールするシステム

で、さらにそれによって得られた利益の一部をプールして市場でのマーケティングやブラ

ンド防衛に用いることによって、高い付加価値の確保とその維持に成功している。ピンク

レディーのこのシステムは、一般に「クラブ制」と呼ばれている。 

ピンクレディーシステムでは、育成者権に係るロイヤリティーと、商標権に係るロイヤ

リティーを徴収している（例えば欧州市場で商標権に係るロイヤリティーは 1 トンあたり

約 9 千円）。育成者権に係るロイヤリティー収入は全て DAFWA に還流され、新品種の開発

や育成者権の保護、新規の品種登録等に用いられる。商標権に係るロイヤリティー収入

（2007/08 年度推計で英国を除く欧州市場で約 9 億円）は一部が APAL に還元されるが（同

市場では 14%）、大部分は現地で任命された商標権の総代理人であるマスターライセンシー

がプールし、現地組織の運営費、消費者向けのプロモーション費用と、現地での商標権の

保護用に充てている。これによって、ブランドの発展と保護を担保している。 

また、欧州での生産と流通、価格は、欧州ピンクレディー協会によって良くコントロー

ルされ、安定した高価格を実現とクラブのメンバー間でのその適切な分配を実現している。 

ピンクレディーシステムは初めてクラブ制を作っていくという試行錯誤の中で生まれた

もので、一方で下記のようないくつかの課題を抱えている。 

 豪州からのピンクレディー輸出に貢献していない。（南半球での生産許諾の実施と、

それを十分にコントロールする仕組みを作らなかったことから、国内価格の高騰等

の理由も重なり、豪州からの英国向けピンクレディー輸出は初期には拡大したもの

の、2008 年度には 7 百トンまで落ち込んだ。） 

 豪州での育成者権、商標権がない。（ピンクレディーが開発された時代はようやく

これらの知的財産が認知され始めた時で、DAFWA は国内では品種登録や商標登録

をしない方法を選択した。枝変わりについて所有権を失い、その発見者に枝変わり

を登録されてしまうなど、いくつかの課題の原因になった。） 

 南半球の生産が上手くコントロールされていない。（ピンクレディーシステムでは

現地団体の独立性が強く、国際的なコントロールはゆるやかな協調にとどまるため、

現在、南半球から欧州へ大量の輸出があるが、その供給のコントロールは今後の課

題として残されている。） 

 中国の問題（中国での DAFWA や APAL との契約しない生産が増加している。欧州

への輸出は育成者権に基づいて異議を申し立てることができる。） 
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後続の「クラブ制」りんご品種 

ピンクレディーシステムの成功を見て、今日ではカンジ、キク、ハニークランチ、カメ

オ、テンテーションなどの多くのりんごがクラブ制を採用しているが、その中でも最も成

功し、次世代のピンクレディーと称されているのがニュージーランドのりんごとなしの生

産者団体を母体とする ENZA の持つブランド「ジャズ」である。ピンクレディーと比較し

たジャズシステムの主な特徴は： 

1) APAL よりも国際的なりんご市場で影響力の強い ENZA の立場を利用してよりコ

ントロールの強い仕組みを作り上げ、生産者に対しては販売先を、スーパーマー

ケットチェーンに対しては安定した供給とプロモーションを約束することで、ピ

ンクレディー以上の高付加価値を実現 

2) 南半球への生産許諾を慎重に行い、ニュージーランドからの出荷では不足する部

分についてのみ、その他南半球での生産を利用できるようにした。 

日本の農林水産物輸出振興に向けた提言 

「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」の中では「知的財産・ブランド戦略の

推進」として果実と和牛における統一マークなどのマーク導入の推進等が挙げられている。

他に日本産農林水産物のブランド化対策としては、日本産の良さ理解してもらうための食

品見本市やスーパーマーケットでの露出と、一方で知的財産の観点ではアジア諸国での権

利侵害を守るという側面が強調されてきた。しかし、マークの導入や市場の理解、商標権

や育成者権の取得がすなわちブランド化に直結する訳ではない。 

ピンクレディーのブランド戦略において高付加価値商品とは、「基準が設定され、生産と

供給がコントロールされた、管理されている商品」と定義されている。ピンクレディーシ

ステムでは、まず高付加価値化を生み出す差別化をはかり、次にそれを育成者権や商標権

を利用して保護し、その上で生産者や流通業者の加盟するクラブ制というシステムを導入

することによって供給をコントロールしてプレミアム価格を維持し、そして得られた利益

の一部をロイヤリティーとして徴収し、それをプロモーションや知的財産の保護に充てる

ことによって、持続的なブランドの仕組みを作り出した。 

日本の農林水産物が他国と比べて非常に高い品質を誇ることは良く知られている。今後、

日本産農林水産物の輸出促進とブランド化をすすめていく上では、さらに一歩進んで、で

はどうやってその高い付加価値を保護し、さらに長期間にわたって持続、発展させていく

か、という真のブランド化ということを考えていかなければならない。ピンクレディーの

例からは、1)対象とする消費者にとっての明らかな魅力、2)良いブランド名、3) 品質の均

一化、4) 知的財産権取得と管理、5)ロイヤリティーによるマーケティングと知的財産保護資

金の確保、6)クラブ制による供給と価格のコントロール、7)現地に根差したプロモーション、

8)需要量に見合った供給量確保のための他国での生産、の 8 点について学ぶことができる。 
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注記 

略語一覧 

略語 英語名 和名 

AIGN Associated International Group of Nurseries 苗木業者国際連合グループ 

APAL Apple and Pear Australia Limited りんご・なしオーストラリア 

APLE Association Pink Lady Europe 欧州ピンクレディー協会 

DAFWA Department of Agriculture and Food, Western 

Australia 

西オーストラリア州農業食

料省 

EDV Essentially Derived Varieties 従属品種/枝変わり 

INN International New Varieties Network 国際新品種ネットワーク 

PBR Plant Breeder’s Right 植物育成者権 

PBR 

ﾏｽﾀｰﾗｲｾﾝｼｰ 

PBR Master Licencee 育成者権に係る総代理人 

TM Trade Mark 商標 

TM 

ﾏｽﾀｰﾗｲｾﾝｼｰ 

TM Master Licencee 商標に係る総代理人 

UPOV The International Union for the Protection of 

New Varieties of Plants 

植物新品種保護国際同盟 

 

年度について 

本報告書では、様々な情報源を用いたため、年次の他に、以下の年度で表記されたデー

タがある。それぞれ表等の出所に年度について注記を記したが、参考のためここにとりま

とめておく。 

欧州ピンクレディー協会（APLE）販売年度 11 月～翌年 10 月 

りんご・なしオーストラリア（APAL）会計年度 5 月～翌年 4 月 

米国ワシントン州りんご生産年度 その年の 9 月頃からの

シーズンでの生産量 

 

  



 

x 

UPOV 条約について 

本文中でピンクレディーの基礎となっている品種がいくつかの国で品種登録ができなか

ったことが示されるが、その際にその理由となっている UPOV 条約についてここで簡単に

説明しておく。 

UPOV条約は 1991 年に改正された植物の新品種の保護に関する国際協約（International 

Convention for the Protection of New Varieties of Plants）を指す。新植物品種の育成者権

の保護を目的とする国際条約であり、我が国を含め約 65 国が加盟している。 

UPOV 条約第 3 章（育成者権の付与のための条件）では新品種を品種登録して、育成者

権を得るには、1）新規性、2）区別性、3）均一性、4）安定性の 4 つの条件を全て満たさ

なければならない。特に本事業に関わる条件は 1）新規性である。 

新規性を満たす条件は、植物の分類によって異なるが、樹木の場合は、国内では最初に

販売、譲渡した日から 1 年間、海外では最初に販売、譲渡した日から 6 年間のうちに品種

登録を出願したならば、その品種に新規性があると見なされる。つまり、加盟国のいずれ

かの国で販売後、6 年以上経ってしまうと、もう他の加盟国で品種登録をすることはできな

いということになる。 

詳細については、条約の第 3 章を参考されたい。（下記リンク参照のこと） 

http://www.hinsyu.maff.go.jp/seido/upov/upov1.html 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/treaty/upov/new_varieties_of_plants.pdf 

 

 

 



平成 20 年度 農林水産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 ） 

1. 序章 

1 

1 序章 

本報告書は農林水産省委託事業「平成 20 年度農林水産物貿易円滑化推進事業（諸外国の

輸出成功事例等調査・ピンクレディー」における調査結果をプロマージャパンがとりまと

めたものである。本章では、事業背景と目的、調査方法について概要を述べる。 

1.1 事業背景と目的 

近年、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の

増加等により、高品質なわが国の農林水産物や食品の輸出拡大機会が増大している。これ

を機に農林水産省は農林水産物等の輸出額を平成 25 年までに 1 兆円規模に拡大するという

目標を設定した。平成 19 年の輸出額の 4,337 億円に比べると 2 倍以上の増加になる。産地

が輸出に取り組むに当たっては、農林水産物の輸出について蓄積がある諸外国における輸

出成功事例等の情報を収集・分析し、そのノウハウを国内での取組みに活用することが有

効と考えられる。 

数多くの事例の中でも、豪州のピンクレディー（Pink Lady）のシステムは生産団体によ

る統一的なブランド戦略の下、クラブ制のシステムにより各国で生産され、その食味と品

質が市場で高く評価されている。日本産農林水産物等の輸出に非常に参考になると考えら

れる、高付加価値商品としてブランド戦略を採っていることから、本事業で対象として取

り上げることとなった。 

当初、以下の 7 点が調査事項として挙げられた。 

1. 生産団体 APAL の概要、組織、運営 

2. 品種クリップスピンク（Cripps Pink）開発の経緯と品種特性 

3. 商標名ピンクレディーの認定基準 

4. ピンクレディーのブランド戦略、商標管理 

5. APAL と各国の生産団体との関係 

6. 各国での生産、流通、消費及び対外輸出の状況 

7. 日本の生産団体が参考にすべき点 

但し、弊社の事前の調査結果で、ピンクレディーシステムはブランド化戦略としては非

常に成功しているものの、実は、現時点では豪州からのピンクレディー輸出は非常に尐な

いことが判明した。そこで、本事業の目的に下記 4 点を付け加えた。 

 ピンクレディーシステムの商業化の際の成功と失敗について理解すること 

 ピンクレディーシステムがブランドを生むことに成功したにも関わらず、中長期的

に見て、豪州産ピンクレディー輸出が挫折に終わった理由は何かを理解すること 
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 クラブ制においてりんごのブランド確立や、品種登録が国際的にどのように行われ

ているかを正しく理解し、クラブ制のメリット、デメリットを知ること 

 調査で明らかになった事実をもとに、農林水産省と生産者団体等が日本産農林水産

物等を輸出促進する際に、有益となる情報を選択すること 

本報告書は、以下の構成でとりまとめた。 

1． 序章 

2． ピンクレディーとは何か？ 

3． ピンクレディーの誕生と発展 

4． 現在のピンクレディーシステム 

5． クラブ制システムの発展 

6． 日本におけるりんご産業及び IP 管理に係るケーススタディー 

7． 結論及び提言 

1.2 調査方法 

事業は 2008 年 11 月 14 日から 2009 年 3 月 17 日の期間に実施された。事業実施は、プ

ロマージャパン代表取締役社長ジョン・ウォード及び常務吉田里絵の監督の下、ジェーム

ズ・メーガが担当し、小倉千沙がこれを補佐した。また、プロマージャパンの提携先であ

るプロマーインターナショナル（英国、2006 年にピンクレディーに関する戦略的コンサル

ティングを実施）の助力を得た。 

事業実施に際し、日本のりんご産業や品種登録制度に関する専門的な知見を得るため、

弘前大学人文学部黄孝春教授、平木国際特許事務所平木祐輔所長、片山リンゴ株式会社山

野豊販売部長の 3 名を検討委員として招き、2008 年 12 月 19 日に第一回検討委員会、2009

年 3 月 11 日に第二回検討委員会を実施した。 

事業実施にあたって、まず図書館や各種データベース、インターネット、その他入手可

能な基礎的な資料収集を行い、その後ピンクレディーに関わる主要関係者等に対してヒア

リングを実施した。本報告書の最も重要な部分はヒアリングによって得た貴重な情報であ

り、ヒアリングの協力者に対して深く感謝したい。プロマージャパンによる直接のヒアリ

ングは、オーストラリア、長野県、岩手県、青森県でメーガ、小倉が実施した。加えてメ

ーガは毎年ベルリンで開催される世界最大の果物物流展示会に出席し、展示会参加者に対

してヒアリングを行った。対象者はオーストラリアで 18 名、欧州と南北アメリカで 13 名、

日本で 12 名に計 43 回実施し、ピンクレディーに関わる主要な人々の殆どが含まれる。添

付資料 1 に、ヒアリング先の一覧を挙げた。 



平成 20 年度 農林水産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） 

2. ピンクレディーとは何か？ 

3 

2 ピンクレディーとは何か？ 

この章では、豪州初のりんごブランドであるピンクレディーについて、まず概要を紹介

する。ピンクレディーは、現在は豪州をはじめとしてフランスなどの欧州諸国や南アフリ

カなどの南半球諸国、中国などでも生産されており、主に欧州市場を中心に消費されてい

る1。欧州ではピンクレディーの価格は平均的なりんご品種よりも約 30～50％高く、プレミ

アム商品としての扱いを受けている。 

2.1 節でまずピンクレディーについて簡単に説明し、2.2 節でピンクレディーシステムの

特徴と日本の農林水産物輸出促進にとっての意味について触れ、2.3 節でそのシステムにお

ける商標と育成者権の区別について述べる。2.4 節ではピンクレディーの国際的需給状況を

取り上げ、2.5 節に豪州からのピンクレディー及びりんご輸出についてとりまとめる。 

2.1 ピンクレディーという名前のりんご 

ピンクレディーという名前のりんごは、豪州初のブランドで、日本ではあまり馴染みが

ないが、以下の写真のようなピンクがかった赤みを帯びた色をしており、欧州のスーパー

などでは以下のロゴ（フローイングハート（流れるハートのマーク））を貼付して販売され

ている。ピンクレディーという名前は非常に印象的で（日本では 1970 年代後半に活躍した

人気アイドルグループの名前を想起させるため、更に印象的なのだが）、覚えやすいブラン

ドネームとして欧州をはじめとして各国に根付いている。 

図 1: ピンクレディーとそのロゴ 

 
出典：ピンクレディーUK のウェブサイトより 

http://www.pinkladyapples.co.uk/site09/index.htm 

日本では陸奥など、綺麗な発色のピンク色のりんごが一般的に販売されているため、上

図のようなピンクレディーの色が「ピンク」と呼ばれることに対して多尐違和感があるが、

ピンクレディーが最初に市場に紹介された当初（品種開発が 1973 年、欧州での発売開始は

1990 年代初頭）は、豪州や欧州の市場で緑色や黄色ではない「赤い」りんごの主流であっ

                                                   
1 日本では 2006 年にピンクレディー協会が設立されて生産が開始され、2008 年からピンクレディーの

消費者への販売が始まったが、生産量が限られていることから、現在は生産者からの直売のみ。 
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たのはゴールデンデリシャスやガラ、ロイヤルガラといった非常に深く濃い赤を特徴とす

る品種であったため、ピンクレディーの登場は驚きをもって迎えられ、短期間の間に市場

は大きく成長した。 

この他にピンクレディーの特徴として、その味が挙げられる。シャキッとした快い歯ご

たえと、良い香りに加え、甘味と酸味の両方が強くて糖酸比が良く（統一的な品質基準で

は糖度平均 15％以上。ただし、一般的な日本のりんごと比べると酸味が強い。個人の好み

にもよるが、りんご生産の関係者からは、日本市場には酸味が強すぎるのではないかとの

意見もある。）、ある生産者は「シャンパンの塊をかじっているようだ」と例えている。ま

た、貯蔵性が非常に高いことも利点の一つである。 

2.2 品種：クリップスピンク2 

ピンクレディーというのは商標名で、りんごの品種名としてはクリップスピンク（Cripps 

Pink）という。後述するようにその扱いは国によって違いがあるのだが、基本的にはクリ

ップスピンクの樹より収穫された果実のうち、特に品質の優れたものがピンクレディーと

いうブランド名を付けて販売されている。 

図 2: クリップスピンクの樹 

 
出典：左―ニューサウスウエールズ（NSW）州一次産業省ウェブサイト:りんご品種クリップスピンク 

http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/horticulture/pomes/apples/varieties/cripps-pink 

右―米国ピンクレディー協会ウェブサイト http://www.pinkladyamerica.org/pinkgrow.htm 

クリップスピンクは 1973 年に西オーストラリア州農業省（以下、DAFWA3）ストーンビ

ル研究所で、ジョン・クリップスによって開発された。レディーウィリアムス（Lady 

Williams）4とゴールデンデリシャス（Golden Delicious）を掛け合わせて開発されたも

                                                   
2 現在、現在クリップスピンクからはいくつかの枝変わりが出ており、これらもピンクレディーとして

販売されている場合があるが、特別に注記のある場合以外は、これら枝変わりも本報告書の中では便宜上、

クリップスピンクと称することとする。詳しくは 3.4.1 節参照。 
3 西オーストラリア州農業省（Department of Agriculture, Western Australia – DAWA）は、2006 年

に西オーストラリア州農業食料省（Department of Agriculture and Food, Western Australia – DAFWA） 

に名称が変わった。本報告書では読みやすさを考慮し、現在の名称である DAFWA に統一した。 
4 1930 年代に西オーストラリア州でロークウッド（Rokewood）とグラニースミス（Granny Smith）を

掛け合わせて開発された 
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ので、気象条件によっては特有の色を出すのが難しいこともあるが、栽培はとくに難しく

はない。現在ではクリップスピンクは豪州で最もポピュラーな品種の一つで、2008 年の豪

州りんご総生産量のうち 29％を占めている。国際的にも生産が増加しており、2006 年時点

で世界のりんご生産量の 1.5％を占めて、りんご品種の中で 11 位となった5。 

2.3 ピンクレディーシステム―高い付加価値の維持 

欧州におけるピンクレディーのスローガン「ただのりんごではない(More than just an 

apple)」は、ピンクレディーの背後にある思想をよく言い表している。「ピンクレディー」

はりんごではなく、背景にあるユニークなブランドのシステム全体を意味している。後述

するように国によってその仕組みにかなり違いはあるが、基本的には生産者と流通業者、

苗木生産者でグループを形成して、そのグループ内で生産と流通をコントロールするシス

テムで、さらにそれによって得られた利益の一部をプールして市場でのマーケティングや

ブランド防衛に用いることによって、高い付加価値の確保とその維持に成功している。 

本報告書では、このピンクレディーの生産と流通の仕組みを、生産者等のグループを形

成することがその特徴であることから、りんごの「クラブ制」システムと呼ぶこととした。

クラブ制とは、一般に広く知られている用語ではないが、りんご関係者や品種等の関係者

では用いられはじめている言葉である。現在ではピンクレディーの仕組みを真似して、他

にも多くのりんご品種がクラブ制システムを採用している。 

ピンクレディーのクラブ制システム（以下、ピンクレディーシステム）の大きな魅力は、

やはり高付加価値を実現していること、そしてその高付加価値を長期間にわたって維持し

続けてきたことにある。クリップスピンクを生み出した当時の DAFWA のりんご育種プロ

グラムの目的は、耐病性、耐乾性などの栽培上の特性ではなく、消費者に魅力を示せるよ

うな特別な食味や外観を備えることであった。豪州は競合する南半球諸国と比較してりん

ご生産コストが高いため、普通のりんご、つまり「コモディティ」としての扱いではなく、

世界市場でプレミアム価格をつけることができる新しい高付加価値りんごの開発を目指し

たのである。その目的は現在のシステムの基で良く達成されている。 

高付加価値は差別化によって実現できるが、その高付加価値を維持することは簡単なこ

とではない。日本国内市場でも例えばりんごでは「蜜入り」や「糖度保証」、「減農薬」、「キ

ャラクター袋入り」などによる差別化が図られてきた。しかし青森県りんご関係者へのヒ

アリングによれば、「蜜入り」は成功しているものの、他の差別化では次第に価格的な差が

生まれなくなってきたとのコメントが寄せられた。 

日本産農林水産物の海外への輸出にあたっても、価格で勝負できるような産品は限られ

ているため、多くは差別化による高付加価値化が非常に重要なポイントとなっており、様々

                                                   
5 中国を除く。South African Deciduous Fruit Producers‟ Trust, 2008, Key Deciduous Fruit Statistics, 

pp.74.（元データは World Apple Review, 2007） 
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な輸出促進施策を通じて、いわゆる日本産農林水産物の「ブランド化」が図られている。

現在、海外への輸出促進にあたっては新規参入の促進が大きな比重を占め、「ブランド化」

にあたっては日本産の良さをどのように海外の市場に認識してもらうかという点が重要視

されているが、今後輸出促進をすすめていく上では、さらに一歩進んで、ではどうやって

その高付加価値を発展させ、長期間にわたって持続させていくのか、という真のブランド

化ということを考えていかなければならない。 

現在、ピンクレディーのブランド戦略において高付加価値商品とは、「基準が設定され、

生産と供給がコントロールされた、管理されている商品」と定義されている6。ピンクレデ

ィーシステムでは、クリップスピンクの持つ色や食味の大きな特徴による差別化や高付加

価値化を、クラブ制システムを作ることによって、長期間維持することに成功した。クラ

ブ制システムがそのまま日本にあてはめられるというわけではないが（また後述するよう

に欠点も抱えているが）、高付加価値をどのように維持していくのかという新たな課題につ

いて考える際に、大きな手がかりの一つとなる事例であろう。 

2.4 育成者権と商標権の区別 

ピンクレディーシステムによる高付加価値持続の鍵は、以下の 3 点にまとめられる。 

 生産と流通の管理（生産と流通の管理によって、価格をコントロールする。） 

 積極的な消費者に対するプロモーション（得られた利益の一部をプロモーションに

再投資することによって、消費者に価値をより良く認識させ、消費を促進する。） 

 ブランドの防衛（生産から流通、消費に至るまでのルートを防衛することによって、

競争を排除する。） 

これらの方策を支えているのが、クリップスピンクの育成者権とピンクレディーの商標

権を利用したクラブ制の仕組みである。仕組みを理解するために、まず押さえるべきは育

成者権と商標権の管理やそれに係るロイヤリティーが分離されて管理されている点である。 

クリップスピンクは各国で品種登録されており、ピンクレディーの名称やトレードマー

クは各国で商標登録されている7。クリップスピンクの品種育成者権は、品種の開発者であ

る DAFWA が所持している。一方で、ピンクレディーの商標権は、かつては DAFWA が所

持していたが、現在は豪州のりんごとなしの生産者団体であるりんご・なしオーストラリ

ア（以下、APAL8）に譲渡されている。 

DAFWA 及び APAL は、各国/地域で育成者権と商標権についてそれぞれ総代理人（「マ

                                                   
6 ジェリー・ラングフォード「りんご品種紹介‐新たなパラダイム」The Compact Fruit Tree, Vol. 34, 

No.2, 2001（著者は APFIP の監督者で、APAL の職員である）。 
7 登録されていない国もある。経緯については 3 章を参照のこと。 
8 豪州りんご・なし生産者協会（Australian Apple and Pear Growers Association – AAPGA）は、2002

年にりんご・なしオーストラリア（Apple and Pear Australia Ltd. – APAL）に改組された。本報告書では

読みやすさを考慮し、現在の名称である APAL に統一した。 
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スターライセンシー」と呼ばれる）となる企業や団体を設定している。育成者権のマスタ

ーライセンシー（以下、PBR9マスターライセンシーとする）はその国/地域における増殖と

苗木販売の管理等を許諾されている。商標権に係るマスターライセンシー（以下、TM10マ

スターライセンシーとする）はその国/地域における商標権の管理や生産者や流通業者等か

ら成るクラブの運営、プロモーション活動やブランド防衛を担当する。 

下表に、各国/地域における PBR 及び TM マスターライセンシーの一覧を挙げた。PBR

マスターライセンシーは、多くの場合はその国における大手苗木企業や苗木業者協会のう

ちの一つが任じられている（日本は例外）。TM マスターライセンシーは主要な消費国等で

は各国/地域のピンクレディー協会が設立されて任じられており、輸出向けを中心とする途

上国等では PBR マスターライセンシーが兹務している。この他に、各国の PBR 及び TM

マスターライセンシー等の緩やかな連盟組織である国際ピンクレディー連盟

（International Pink Lady Alliance Ltd. – IPLA）が設立されている。 

表 1: 各国/地域の PBR 及び TM マスターライセンシー 

国 PBR マスターライセンシー TM マスターライセンシー 

豪州 ―* 豪州ピンクレディー協会** 

（Pink Lady Australia） 

英国 ―*** コレゲオ 

（Coregeo Ltd.） 

欧州(英国以外) スターフルーツ 

（Star Fruits） 

欧州ピンクレディー協会 

（Association Pink Lady Europe – APLE） 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞフルーツツリー 

（NZ Fruit Tree Company） 

ニュージーランドピンクレディー協会 

（Pink Lady NZ） 

北米 ブランツフルーツツリーズ 

（Brandt's Fruit Trees） 

ﾌﾞﾗﾝﾂﾌﾙｰﾂﾂﾘｰｽﾞ****/米国ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰ協会 

Brandt's Fruit Trees/ Pink Lady USA 

南アフリカ トップフルーツ 

（Top Fruit） 

南アフリカピンクレディー協会 

（Pink Lady South Africa） 

アルゼンチン ロスアラモスドロザール 

（Los Alamos de Rosauer） 

ロスアラモスドロザール 

（Los Alamos de Rosauer） 

チリ ヴィヴェロスレキノア 

（Viveros Requinoa） 

ヴィヴェロスレキノア 

（Viveros Requinoa） 

ブラジル フランシスコ・スチオ 

（Francisco Schio） 

フランシスコ・スチオ 

（Francisco Schio） 

ウルグアイ フルテック 

（Frutec） 

フルテック 

（Frutec） 

日本 日本ピンクレディー協会 

（Pink Lady Japan） 

日本ピンクレディー協会 

（Pink Lady Japan） 

出所：IPLA 

注：*豪州では品種登録されていない。詳細は 3 章を参照。**豪州では商標登録もされていない。豪州ピン

クレディー協会は輸出関連業務のみ詳細は 3 章、4 章を参照。***英国ではクリップスピンクは生産されて

いない。****米国では商標をブランツフルーツツリーズが有している。詳細は 3 章を参照。 

                                                   
9 本報告書では、豪州の法律中の育成者権 「Plant Breeder‟s Right –PBR」を用いる。欧州では「Plant 

Variety Right – PVR」が、米国では植物特許「Patent」が使われる。なお、チリ、ブラジル、ウルグアイ、

日本では品種登録していないため、これらの国の増殖に係るマスターライセンシーは厳密には PBR マスタ

ーライセンシーとは言えないが、便宜上分かりやすくするため、PBR マスターライセンシーに統一した。 
10 Trade Mark – TM なお、豪州では商標登録がないが、便宜上TMマスターライセンシーに統一する。 
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2.4.1 育成者権 

PBR マスターライセンシーは DAFWA と育成者権に係る許諾契約を結び、苗木を増殖し

て生産者に販売する。国/地域によっては、PBR マスターライセンシーがさらに苗木業者に

対して増殖等のサブライセンスを許諾する。PBR マスターライセンシーは生産者を統括し、

苗木の植え付け本数をコントロールしている。生産者は苗木の購入に際し、苗木一本当た

りいくら（額は国毎に異なる）という形で育成者権に係るロイヤリティー（以下、PBR ロ

イヤリティー）を支払う。（詳しくは 4.1.2 節参照。） 

これら各国での PBR ロイヤリティーは全て、PBR マスターライセンシーを通じて

DAFWA に還元される。DAFWA では、回収した PBR ロイヤリティー収入を新しいりんご

品種開発に活用しているほか、一部は各国における育成者権保護や防衛等の予算に充て、

それによって人材確保や各国の育成者権関係の法律事務所等との関係を築き、有事の際の

法的な対策や新規の品種登録に備えている。 

図 3: 育成者権に係る仕組みと PBR ロイヤリティーの流れ 

 

出典：ヒアリングを基にプロマージャパン作成 

注：*国/地域によっては、PBR マスターライセンシーが苗木業者に対して増殖等のサブライセンスを供与。

詳しくは 3 章参照。 

** PBR マスターライセンシーは生産者を管理。 

ピンクレディーシステムでは、クリップスピンクの育成者権によって、苗木のコントロ

ールとそれに基づく PBR ロイヤリティー収入を確保している。また、育成者権を基礎とす

ることによって、外部または内部の生産者による契約外の生産に対し、あるいは契約外の

生産による輸入品に対し、法的に異議を申し立てることができる。 

DAFWA 

生産者** 生産者** 生産者** 

一つの国/地域 

PBR ロイヤリティーの流れ 

育成者権に係る契約 

PBR マスターライセンシー* 

苗木の提供 
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2.4.2 商標権 

一方、TM マスターライセンシーは APAL と商標権に係る許諾契約を結ぶ。ある国/地域

でピンクレディーとの商標を付されて販売されるりんごについては、すべてその国/地域の

マスターライセンシーが管轄する。国内生産については卸売業者から、輸入については輸

入業者から商標権に係るロイヤリティー（以下、TM ロイヤリティー）を徴収する。（詳し

くは 4.2.2 節参照。） 

TM マスターライセンシーは、徴収した TM ロイヤリティーの一部を APAL に支払うが、

8 割強は手許に残し、組織の運営費の他、管轄する国/地域におけるピンクレディーのプロ

モーション（消費者向け PR 等）費と、ブランドの防衛（許諾されていないピンクレディー

商標の使用等に対する法的措置）のためのプール金に充てている。 

図 4: 商標権に係る仕組みとロイヤリティーの流れ 

 
出典：ヒアリングを基にプロマージャパン作成 

注：小売業者はクラブには加盟していない 

ピンクレディーシステムでは、ピンクレディーの商標権によって、生産物である果実と

その流通のコントロール、それに基づく TM ロイヤリティー収入を確保している。また、

TM ロイヤリティー収入をプロモーション等の再投資に回すことによって、さらなるブラン

ドの発展を促進している。 

また、商標権を基礎とすることによって、外部または内部の生産者による「ピンクレデ

ィー」商標を付した販売に対して、法的に異議を申し立てることができる。 

  

生産者** 生産者** 

輸入業者** 

生産・消費国/地域 

TM ロイヤリティーの流れ 

TM マスターライセンシー 

ピンクレディーの流通 

輸出業者 

卸売業者 

パッカー 

生産者 

小売業者* 

生産・輸出国/地域 

TM ﾏｽﾀｰﾗｲｾﾝｼｰ 

APAL 

商標権に係る契約 
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2.5 ピンクレディーの国際的需給状況 

次章でピンクレディーの歴史を振り返る前に、ここで国際的なクリップスピンクの生産

量の推移とピンクレディーの市場動向を押さえておきたい。 

2.5.1 世界のクリップスピンクの生産とピンクレディーの供給 

クリップスピンクの生産やピンクレディーの供給量についての統計は、各団体により推

計値が異なり、またこれらの数値の多くが各団体の内部資料であるため一般に入手が難し

く、正確に把握するのは困難であるが、APAL および IPLA の推計によれば、世界のクリッ

プスピンクの 2008 年の生産量は約 40 万トンに達した。下図に見るように 2003 年の約 25

万トンから約 60％増加したことが分かる。 

また、ピンクレディーの供給量は約 27 万 5 千トンで、生産されたクリップスピンクの果

実うち約 7 割がピンクレディーとして供給されたことになる。尚、基本的にはピンクレデ

ィーの規格に満たないりんごがクリップスピンクの品種名で販売されているが、一部に南

米の輸出業者の中にはピンクレディーシステムを通じた統制を嫌って、規格を満たすりん

ごでもクリップスピンクとの名前で販売する場合がある。 

図 5: クリップスピンク生産量の推移 

 

出典：APAL 及び IPLA 

注：年次 

2.5.2 クリップスピンクの生産 

現在、クリップスピンクは世界の多くの国で生産がみられるが、その中でも主要な国/地

域は豪州以外には、欧州（フランス、イタリア、スペインのみ）、米国、南アフリカ、チリ、

ブラジル、ニュージーランド、アルゼンチン、ウルグアイ、中国となっている。本事業で

入手できた様々な情報源から推計すると、これら主要国における 2008 年のクリップスピン
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クの生産量は合計約 35 万トン11で、次ページ図 6 にその内訳を示した。北半球が約 54％、

南半球が約 46％を占めている。最大の生産地域が欧州で 37％を占め、次いで豪州が 17％、

米国 13％、南アフリカ 9％となっている（ただし、南アフリカの推計値はやや低い可能性

がある）。中国においても、約 1 万 3 千トン程度の生産があるとみられる12。ただし、中国

でのクリップスピンク生産は、DAFWA や APAL との契約外での生産で、生産されたクリ

ップスピンク果実のほぼ全てが自国で消費されているものとみられる。 

図 6: 主要生産国によるクリップスピンク生産シェア（2008 年） 

 
出典：ヒアリング、スターフルーツ内部資料、豪州統計局（Australian Bureau of Statistics）資料、南ア落

葉果樹生産者組合（South African Deciduous Fruit Producers Trust）資料等を基にプロマージャパンが推計 

2.5.3 ピンクレディーの消費市場 

一方で、ピンクレディーの消費市場は専ら、欧州（大陸部及び英国）、米国、豪州に集中

している。豪州以外の南米諸国は、生産された果実の大半を北半球へと輸出している。次

ページ図に、ピンクレディーの流通の様子をとりまとめた。矢印の太さは流通量の大きさ

を反映している。 

  

                                                   
11 2.5.1 節で示した数値は APAL 及び IPLA による推計であるが、国別・地域別の生産量は得られなか

った。2.5.2 節では、その他の様々な資料から生産量に関する記載を拾ったが、35 万トンまでしか確定す

ることができなかった。いずれかの国の生産量がこれらの資料でやや低いか、あるいは APAL 及び IPLA

による推計がやや大きいものと考えられる。 
12 IPLA の推計では、中国でのクリップスピンク生産面積は約千 ha。World Apple Review 2007 による

中国の平均的なりんごの 1 ヘクタールあたりの単収は 12.7 トンであったので、それを掛けて推計した。 
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図 7: ピンクレディーの流通についての概念図 

 
出所：プロマーインターナショナル内部資料 

注：中国を除く。ウルグアイ、アルゼンチンが含まれていないが、両者とも南半球の国々と同じく輸出を

メインとしている。 

欧州市場 

欧州市場はピンクレディーの最大の市場で、世界のピンクレディー生産量の半分以上が

消費されている。このうち英国は豪州が初めて輸出を志した市場で、現在でも欧州での消

費量の 15％を占めるが、ここでは APAL の子会社であるコレゲオがマーケティング活動を

主導している。一方英国以外の市場では、欧州ピンクレディー協会（Association Pink Lady 

Europe – APLE）がマーケティングを担当しているが、ドイツやフランス、イタリアでの

消費が多い。 

図 8: 欧州市場のピンクレディー国別販売量（2005/06 年度） 

 

出典：Vegetable: l’echo de la Planete Fruits & Legumes, January 2007, Supplement les Cahiers Pink Lady® 
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英国市場では、2008 年のピンクレディーの供給量は 3 万 7 千トンに達し、2000 年に比

べると四倍以上の増加となった。英国では国内生産が無く、2008 年の実績では、欧州から

の輸入が 36%、南アフリカからの輸入が 26%、チリからの輸入が 17%、米国からの輸入が

12%、その他が 9%となっている。 

図 9: 英国におけるピンクレディー供給の増加 

 
出典：コレゲオ内部資料 

注：年次 

英国以外の欧州市場では、2007/08 年度の販売量は 10 万トンに達し、2001/02 年度から

4 倍近く成長したことが分かる。欧州内での生産量が大きく増加する一方で、南半球からの

流入量も増大した。 

図 10: 欧州（英国以外）におけるピンクレディー供給の増加 

 

出典: スターフルーツ内部資料、および IPLA 

注：欧州ピンクレディー販売年度（11 月～翌年 10 月） 

米国市場 

米国は欧州へ尐量の輸出を行っており、またチリやニュージーランドからごく尐量の輸

入があるが、大部分は国内で生産したものが国内で消費されている。米国においてもクリ

ップスピンクの生産量は増加しており、2002/03 年度から 2008/09 年度で 2 倍以上に増加

したが、欧州市場に比べるとその伸びは緩やかである。 
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図 11: 米国におけるクリップスピンク生産の推移 

  

出典：米国ピンクレディー協会及び IPLA 

注：米国ワシントン州生産年度（その年の 9 月頃からのシーズンでの生産量） 

2004/05 年度以降はワシントン州のみ。ワシントン州の生産量は米国全体の生産量の 9 割以上を占めると

みられる。 

2.6 豪州からの輸出はどうなったのか？ 

12 ページの図 7 に見るように、実は豪州も近年は生産のほとんどを国内で消費しており、

豪州が仕掛けたマーケティングが成功したにもかかわらず、国外への輸出は非常に尐ない。

豪州からのピンクレディー輸出はどうなったのだろうか？ 

2.6.1 豪州におけるクリップスピンクの生産 

豪州のクリップスピンクの生産量は、干ばつによる水不足やその他の異常気象の影響が

深刻で一時期停滞したものの、全体的には継続した増加傾向にある。クリップスピンクは、

豪州で人気の高い品種で、豪州のりんご生産量が近年縮小していく中で生産を伸ばし、品

種の中での生産割合は 2000 年の 11％から、2008 年の 29％へと大きく増加した。因みに、

次章で後述するが、DAFWA は豪州でピンクレディーの商標を登録していないため、豪州

ではクリップスピンクはすべてピンクレディーの名前で販売されている。 

図 12: 豪州におけるクリップスピンクとその他りんごの生産量 

 
出典: 豪州統計局、APAL、豪州農漁林省, 2001, THE AUSTRALIAN APPLE 
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2.6.2 豪州からのピンクレディー輸出の推移 

西オーストラリア州のりんご生産者は、シドニーやメルボルンなどの大都市近郊の東部

（ニューサウスウェールズ州、ヴィクトリア州、タスマニア州）の生産者とは異なり、も

ともと輸出志向が非常に強く、DAFWA の当初のりんご品種開発の目標も、輸出向け（特

に英国向け）の高品質りんごの創出によって西オーストラリア州生産者により大きな利益

をもたらすことであった。英国は EC に加盟するまで豪州産りんごにとって最大の輸出先で

あったため、その市場が当然ターゲットとされた。 

1992 年から開始されたピンクレディーの輸出努力は、当初は大きな成功をおさめ、豪州

から英国への輸出量は急増した。しかし 2001 年の 3 万 3 千トンをピークにその後輸出量は

大幅に減尐し、2008 年実績では 7 百トンと後退してしまった。 

図 13: 豪州産ピンクレディーの英国向け輸出量 

 
出典：インタビュー、AFFCO 輸出報告、HAL 報告書 

この背景には、そもそも豪州産りんごの輸出が大きく減尐してしまったことがある。豪

州産りんごの輸出量激減の理由は 3 つある。 

図 14: 豪州産のりんご輸出量の減少 

 
出典：豪州統計局、APAL 

一つは、豪州は以前からりんごの生産コストが高い国で、豪州のりんご市場は輸入品に

対し完全に閉鎖されており（1920 年代から豪州はミバエ防除の検疫上の理由からりんごの

輸入が事実上なく、現在ニュージーランドが WTO に提訴している。）、海外の競争から保護
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されていることが挙げられる。つまり豪州のりんご生産者は豪州国内市場では、南アフリ

カ、ニュージーランド、チリといったコストが低い南半球の生産国と価格競争にさらされ

ていない13。他の南半球生産国のりんご品質が向上し、また南アフリカなどでは豪州に比べ

て運送費が安いことから、豪州は次第に英国市場から閉め出されるようになってきた。ま

た冷蔵技術の向上によって提供できる期間が長くなり、たとえば英国市場でかつては南ア

フリカと欧州のシーズンの境目にあたる 9～10 月時期は豪州産が多かったが、2007 年頃か

らはそれも南アフリカ産に置き換わった。 

二つ目に、競争の激化に加え、2003 年以降、豪州全土がたびたび干ばつに襲われたこと

も、輸出量に大きく影響を及ぼしている。干ばつのため生産量が減尐し、国内への供給量

が尐なくなって、りんごの国内価格が押し上げられた。 

三つ目に、この状況に、さらに追い打ちをかけたのが、豪ドルの値上がりである。2000

年 1 月から、2008 年 7 月のピーク値まで、豪ドルは英国ポンドに対して 20％、米ドルに対

して 50％近く上昇した。下図に見るように、特に南半球の競争相手国に対して為替条件が

悪化した。これらの要因が重なり、2004 年頃からは輸出するよりも国内へ出荷したほうが、

より高い利益が得られるようになった。 

図 15: 豪州と競合国の為替レートの比較 

 

出典：fxtop.com 

2.6.3 豪州からのピンクレディーの輸出減少の理由 

ピンクレディー特有の理由としては、干ばつのせいで、収穫されたりんごの品質が著し

く低下したために、多くの生産者がピンクレディーのりんごの国際出荷基準を満たすのが

難しくなった点が挙げられる。 

                                                   
13 世界りんご情勢 2007 の国際競争力ランキングによれば、オーストラリアは世界で 13 番目に効率のよ

いりんご生産国であった。チリが 1 位、ニュージーランドが 2 位、フランスが 4 位、日本が 10 位、南ア

フリカが 11 位であった。 
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加えて 2000 年代半ばから、海上輸送の途中に内部褐変が起こる問題が顕在化し、受け入

れをたびたび拒まれる事態が生じたため、豪州の生産者は輸出には高いリスクがあるとと

らえるようになった。 

これらの理由から、比較的利益が多く、基準が甘く、輸送期間が短く褐変のリスクが尐

ないことから、多くの豪州の生産者は、国内で販売することを選択するようになった。2004

年以降の AFFCO 及び豪州ピンクレディー協会の報告を見ると、輸出プログラムへの参加

に関心を示す生産者が十分にいないというのが、彼らの変わらぬ不満である。輸出向け商

品が十分に確保できなかったのである。  

しかし、そもそもなぜ、豪州は非常にポテンシャルのあるりんご品種であるクリップス

ピンク及びその商標であるピンクレディーの、海外での生産や利用を許諾してしまったの

だろうか？次章では、ピンクレディーシステムの誕生に至る経緯を見ていくことにしたい。 
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3 ピンクレディーの誕生と発展 

本章では、ピンクレディーの誕生とそれがクラブ制システムに発展するまでの歴史を振

り返る。ピンクレディービジネスに長年携わってきた APAL のジョン・ダラム氏は、「ピン

クレディーシステムは計画されたものではなく、実際には臨機応変のシステムで、それが

時とともに発展した」と述べている。ピンクレディーの取り入れたクラブ制のシステムは、

ピンクレディーのビジネスの中で初めて形作られ、展開してきたもので、たどった道のり

は試行錯誤の連続であった。ピンクレディーシステムは、非常に成功したモデルである一

方で、現在でも多くの課題を抱えている。 

まず 3.1 節では、DAFWA による品種開発プログラムとピンクレディーのコンセプトの発

案、そして各国での育成者権と商標権の取得に至る過程を描き、3.2節でDAFWAからAPAL

への商標権の譲渡から IPLA の成立まで、現在の国際的なピンクレディーシステムを形成し

ていった道筋を概説する。3.3 節では国際的な展開について、地域ごとにとりまとめた。最

後の 3.4 節で、ピンクレディーシステムが直面した（している）課題を、その解決に向けた

取り組みを含めて紹介する。 

3.1 ピンクレディーの誕生と海外への展開 

3.1.1 DAFWA のりんご育種開発とピンクレディーの誕生 

前述のとおり、クリップスピンクは 1973 年に DAFWA によって開発された。やはり同

じ育種プログラムでクリップスレッドと名づけられた濃い赤を特徴とする品種も開発され

ている。DAFWA の当時の目標はシンプルに、西オーストラリア州の生産者のために英国

市場で高い収益を得ることであった。当時英国は西オーストラリア州のりんご輸出の主要

な相手国であったから、英国がターゲットとなったのはごく自然な成り行きであった。ク

リップスピンクとクリップスレッドの品種を開発した DAFWA は、次にこれにピンクレデ

ィーとサンダウナー（Sundowner）のブランド名とロゴ14を準備し、一般への苗木の販売

を開始した。 

図 16: クリップスレッドとサンダウナーのロゴ 

 
出典：左―ニューサウスウェールズ省ウェブサイト 

http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/horticulture/pomes/apples/varieties/cripps-red 

右―サンダウナーウェブサイト http://www.sundownerapples.co.uk/ 

                                                   
14 ロゴの考案には後述のスターフルーツやブランツ、AIGN が関ったのではないかとの意見もあった。 
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資料やインタビューによれば、豪州で一般的に苗木が販売されるようになったのが 1987

年以降、商業ベースの栽培が始まったのは 1988～89 年頃のこととみられる。豪州では当初

より、品種名のクリップスピンクではなくブランド名「ピンクレディー」によって苗木が

販売されていたようだ。品種が開発された当初は豪州の生産者はこの品種に対して商業的

関心をほとんど示していなかったが、1980 年代末頃には DAFWA の普及活動に応える生産

者が現れた。1992 年に、初めて英国向けのピンクレディーの出荷が開始される。英国市場

での初期の成功が、業界の関心の増大につながった。一方で、豪州国内市場でもピンクレ

ディーは味や色の面で高く評価され、2.6.1 節で見たように生産は着実に拡大した。 

3.1.2 英国への輸出の開始 

1992 年に西オーストラリア州がピンクレディーを初めて英国市場へ輸出することになっ

た際、西オーストラリア州の生産者は DAFWA と協力して、生産者間の価格競争を避け、

協力してプロモーションにあたるため、輸出をコーディネートして販売価格を設定する生

産者組織を立ち上げた。当時は、主な農産物生産国では様々な産品の輸出に関して独占的

に輸出を取り扱う組織「シングルデスク（Single Desk）」を設置する例が良く見られおり、

ピンクレディーの輸出にあたってもこのような組織が考案されたものと考えられる。 

同時に、英国でのブランド化とマーケティングに協力してもらうために、現地輸入業者

を英国の大手果実輸入・卸売業者であるサフィールフルーツ（Saphir Fruits）に限って単

一ルートを取ることとした。インタビューを受けた多くの人が、単一の窓口を通して輸出

し、単一の輸入業者を指定するという決定が、ピンクレディーの英国における初期の成功

につながったと述べている。生産者の価格競争を避け、初期の輸出振興を協力して行なっ

たことで、輸出価格を高く設定することができ、また単一の輸入業者を指定したことが、

その輸入業者が現地市場においてより高い価格交渉をする動機になった。 

ピンクレディーは、ロンドンの豪州大使館での発表会から販売促進事業を開始し、次に

生産者がエリザベス女王にピンクレディーを贈呈した。そして高所得者向け量販チェーン

であるマークスアンドスペンサー（Marks & Spencer）にピンクレディーの陳列場所を確

保した。 

3.1.3 海外における育成者権の取得と PBR ライセンス許諾の展開 

DAFWA は早い段階で、豪州ではクリップスピンクの品種登録をしないことを決めた。

豪州ではクリップスピンクの苗木が一般に発売された 1987 年に初めて、品種登録と育成者

権保護に係る法律である「植物品種保護法」が導入されたばかりで、一般的に品種登録と

育成者権保護の概念になじみがなかった。このため DAFWA は、生産者から苗木のロイヤ

リティー徴収の理解は得られないだろうと考えた。またクリップスピンクは政府が出資す

るプログラムで税金を使って開発されたのだから、新品種導入を生産者に積極的に促進す

るためにもロイヤリティーを徴収することは好ましくないとの考えもあった。 
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一方で、1990 年になって、DAFWA は世界の主なりんご生産国で品種登録の手続きを開

始した。DAFWA の各国における品種登録の経緯はケースバイケースで行なわれたようで、

幾分混乱しているが、文献やヒアリングで得られた情報を総合すると、以下のような経緯

になる。 

DAFWA は試験栽培の過程で、フランスの苗木業者が 5 社で構成する協会であるスター

フルーツ15や米国の大手苗木企業ブランツフルーツツリーズ（以下、ブランツ）などと提携

し、北半球でもこの品種を試験した。両半球で試験することにより、様々な気象条件での

試験が可能になり、また年に 2 回収穫できるためである。これら 2 つの苗木協会/企業もま

たクリップスピンクに大きな可能性を感じて、それぞれ DAFWA に接近して、クリップス

ピンクの商業生産ができるように認可を求めた。DAFWA の海外での育成者権取得は、こ

のことがきっかけとなったようだ。 

スターフルーツとブランツは、大手苗木業者がメンバー間で新品種や苗木の情報交換を

するために設立した国際ネットワークの一つである、苗木業者国際連合グループ

（Associated International Group of Nurseries－AIGN）16のメンバーである。AIGN も当

時、品種登録や商標、ブランド化等の課題についての関心を高めていたところで、ピンク

レディーのアイディアに興味を持ち、DAFWA に協力することになった。AIGN 関係者へ

のヒアリングによれば、AIGN の既存のネットワークを利用することで、DAFWA は安心

感を得て、海外に増殖ライセンスを供与する最初の決定がしやすくなった。 

表 2: PBR マスターライセンシーと、AIGN の加盟状況 

国 PBR ﾏｽﾀｰﾗｲｾﾝｼｰ 
  加盟団体/企業 

EU スターフルーツ スターフルーツ 

北米 ブランツフルーツツリーズ ブランツフルーツツリーズ 

アルゼンチン ロスアラモスドロザール ロスアラモスドロザール 

チリ ヴィヴェロスレキノア ヴィヴェロスレキノア 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌﾙｰﾂﾂﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌﾙｰﾂﾂﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 

南アフリカ トップフルーツ トップフルーツ 

ウルグアイ フルテック ロスオルネロス（Los Horneros ﾌﾙﾃｯｸ子会社) 

豪州 - アンフィック（ANFIC） 

ブラジル フランシスコスチオ ブラジルにはメンバー無し 

日本 日本ピンクレディー協会 日本にはメンバー無し 

出典：IPLA、AIGN 

                                                   
15 ももやネクタリンなど核果類の苗木品質向上のため 1968 年に設立。右の 5 社がメンバー：Cros 

-Viguier, Demols, Du Val d'Or, Toulemonde, Veauvy。 
16 AIGN には基本的に各国 1 社あるいは 1 協会が加盟している。現在、AIGN は米国、ベルギー、フラ

ンス、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中国にメン

バーを持つ。新品種の情報交換のほか、IP 管理も行う。果樹苗木業界の 2 大連盟のうちの一つ。 
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1990 年に DAFWA は米国植物特許17の申請を行い、1992 年に特許権が発行された。欧州

の多くの国でもスターフルーツが DAFWA の代理人となって品種登録の申請を行なった

（欧州の各国の登録は 1995 年に新たに EU 全体の品種登録にまとめられた。クリップスピ

ンクは、樹だけでなく果実や増殖素材（穂木、花、種子など）も保護する新しい欧州共同

体植物品種庁（CPVO）の登録制度のもとで登録される最初の植物であった。）。その後、ア

ルゼンチン、チリ18、ニュージーランド、南アフリカにおいても、各国の AIGN メンバーを

代理人として品種登録の申請が行なわれた。 

DAFWA へのヒアリングによれば、海外におけるクリップスピンク品種登録と育成者権

のライセンス許諾と、次節で後述するピンクレディーの商標についての許諾、そして

DAFWA が積極的にそれらのプロセスに関っていくことについては、国内の生産者の間か

ら非常に大きな不満があり、当時は政治的に非常に困難な問題となった。DAFWA は、最

終的に現在の方向へ進むことを決めた理由の一つには、育成者権の取得と苗木の許諾販売

によって、新しい品種の研究開発費用の収入が確保できることを挙げた。さらにより重要

で根本的な理由として、豪州産ピンクレディーの主要な顧客であった英国の量販チェーン

と単一の輸出ルートであった現地輸入/流通業者から、ブランドとしての扱いをするために

は、安定したボリューム確保と年間を通じての販売が条件であることとの強い要望があっ

たことが挙げられると語った。 

3.1.4 各国における商標登録の取得と商標ライセンス許諾の展開 

品種登録をしなかったのと同じ理由で、DAFWA は豪州でピンクレディーの名称やロゴ

の商標を登録しなかった。当時、知的財産管理は豪州の農林水産物業界では一般的でなく、

税金で開発されたものを使用するのに生産者や国民が料金を課せられるべきではないと考

えたのである。 

最初に DAFWA はターゲット市場に設定した英国で、商標登録をしようと考えた19。と

ころが DAFWA が登録の手続きに取り掛かる前に、米国、英国、フランス、アルゼンチン

でPBRマスターライセンシー等が既にピンクレディーの名称やロゴ等の商標を登録してし

まっていた20。英国、フランス、アルゼンチンでは幸い、DAFWA はそれぞれの PBR マス

ターライセンシー等と商標の返還について交渉することができたが、米国では商標権の所

有者であるブランツが返還を断り、DAFWA は訴訟を起こしたが敗訴した。 

商標取得後、DAFWA は改めて商標に係るマスターライセンシーを設置、各国の PBR ラ

イセンシー等に対して許諾し、それぞれの国での商標の使用に係るライセンス（サブライ

                                                   
17 米国の植物特許の制度は UPOV（植物の新品種の保護に関する国際条約）と一致しておらず、他の国

にある PBR 制度と異なる。 
18 ただし、チリではその後、政変による制度の変更/混乱によって、品種育成者権を失う。 
19 西オーストラリア州議会議事録、1998 年 10 月 15 日、p2164。 
20 西オーストラリア州監査総監『公共部門業績報告 1999 年』p32。 
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センス）の認可、TM ロイヤリティーの徴収や管理をそれらの協会/企業に管理させること

とした。 

3.2 国際的なピンクレディーシステムの確立 

3.2.1 DAFWA から APAL への商標権の譲渡 

DAFWA は 1994 年に、ピンクレディーについて今後の育成者権と商標権を含む知的財産

（Intellectual Property – IP）の管理とその商業化に係る法律的な包括的アドバイスを受け、

1995 年になって「ピンクレディーの商標の管理は州政府の一省の中心的な仕事でない」21と

判断した。こうして DAFWA は商標の所有権を、「業界がその財産を自身の利益になるよう

に効果的に管理することができることを証明するという条件つきで」22、豪州のりんご業界

に譲渡することを決定した。 

1995 年に豪州りんご・なし生産者協会（AAPGA、現在は APAL23）は豪州連邦政府の

農漁林業省から約 25 万豪ドルの助成を受けて、国際的なピンクレディーのビジネス戦略を

立案した。またその後、豪州の園芸作物に係るファンドであるホーティカルチャーオース

トラリア（Horticulture Australia Limited – HAL）24より、やはり約 25 万豪ドルの助成

を受けて、1990 年代後半のビジネス戦略の実行や市場開拓等に用いる費用をここから賄う

ことができるようになった。 

1998 年 4 月 24 日、DAFWA は所有していたすべてのピンクレディー商標を APAL に無

償で譲渡し、ピンクレディーのブランド運営から手を引いた。この際に組み立てられたビ

ジネス戦略が、ピンクレディーシステムの確立への基礎となった。 

3.2.2 英国と欧州、豪州における組織の成立と、IPLA の設立 

フランスでは1997年にPBRマスターライセンシーであるスターフルーツを中心として、

ピンクレディーの欧州での独占的な卸売業者である 3 社、及び主要な生産者によって、欧

州ピンクレディー協会（APLE）が設立された。APLE の管轄する範囲としては、英国を除

き、欧州大陸部、アイルランド、東欧、ロシア、イスラエル、その他中東を含む。 

1999 年になって、英国でピンクレディーの独占的な輸入/卸売業者であったサフィールフ

ルーツでピンクレディーのマーケティングを担当していたゴードン・ウィンターボトムが、

別会社としてコレゲオ（Coregeo (UK) Ltd.）を設立し、ピンクレディーのマーケティング

に専念することとなった。この会社が英国における TM マスターライセンシーとして任命

                                                   
21 「園芸作物の商品化ハンドブック」Horticulture Australia 2007. p50。 
22 西オーストラリア州議会議事録、1998 年 10 月 15 日、p2166。 
23 AAPGA は 2002 年に APAL になった。 
24 豪州では、HAL が園芸作物の生産者から徴収した課徴金（Levy）をファンドとしてプールし、園芸

作物に係る研究開発やマーケティング、調査等に割り当てる仕組みをとっている。年間約 8 千万豪ドル規

模の資金力を持つ。 
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された。 

豪州では、前述のピンクレディーの輸出に係る西オーストラリア州生産者/輸出業者の組

織が発展して、すべての州の輸出向けピンクレディーに係る生産者と輸出業者をメンバー

として、輸出をコーディネートする組織として、1999 年に豪州の主要な生鮮果実の生産/

流通業者が加盟する民間組織である、オーストラリア生鮮果実カンパニー（Australian 

Fresh Fruit Company – AFFCO）25を事務局として、豪州ピンクレディー協会が設立され

た。 

1999 年 9 月にこれら団体間の協議をはかるため、「ピンクレディーの商標にかかわる品

質基準の一貫性を守るための生産者と取引業者の国際的提携」26として、国際ピンクレディ

ー連盟（IPLA）が設立され、その後 2001 年 10 月に APAL が事務局となる形で正式に法

人化された。 

3.3 各国での展開 

3.3.1 英国 

英国ではその後、1999 年に独立したコレゲオを、2004 年に APAL が買収して完全子会

社化した。同社は現在はピンクレディーのほか、前述の豪州発りんごブランドサンダウナ

ー、ブロッコリーのブランド、テンダーステム（Tenderstem）のマーケティングも担当し

ており、他にも食品会社等に知的財産マネジメントのアドバイスサービスを行なっている。 

3.3.2 欧州（英国以外） 

フランスでは、1992 年に DAFWA の PBR マスターライセンシーとなったスターフルー

ツが、1993 年に初めて果実を収穫、1994 年に果物卸売業者 3 社（カーデル（Cardell）、エ

デニスフルイヴァル（Edenys Fruivial）、ジェルフルイ（Gerfrui））にピンクレディー販売

を独占させることとした。1996 年には生産量が 1 千 5 百トンに達し、翌 1997 年に豪州が

開拓した英国市場に向け、フランスから最初の輸出が行なわれた。当初はピンクレディー

が販売できたのは、英国とフランスの 2 市場で、英国では比較的小さな果実が好まれたの

に対し、フランスの市場では大きな果実が売れた。 

1997 年にスターフルーツが中心となって、前述の APLE が設立された。現在ではこの協

会は、スターフルーツ、生産者、パッカー、流通業者、輸入業者で構成されている。2000

年にスターフルーツは英国を除く欧州（欧州大陸部、アイルランド、東欧、ロシアイスラ

                                                   
25 1995 年に豪州の生鮮果実の生産と流通の振興のために、生産者団体やパッカー、流通/輸出企業、コ

ンサルティング会社等によって設立された団体で、企業団体のネットワーク作りやコーディネート、市場

調査等のサービスを提供している。ピンクレディーのほか、カメオ、シルヴァーナペアなどのブランド管

理も手掛けている。現在、AFFCO 事務長 Andrew Dick が豪州ピンクレディー協会の代表を兹務している。 
26 国際ピンクレディー連盟のウェブサイト http://www.pinkladyapples.com/history/history.html

（2009 年 2 月 23 日アクセス）より 
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エル、その他中東を含む）における独占的な PBR 及び TM マスターライセンシーになり、

英国以外の欧州市場での生産と輸入を含むマーケティングについて全権が与えられた。

2001 年以降、APLE は欧州の各地で大規模な消費者向けの宣伝を開始している。 

現在、スターフルーツは欧州でのクリップスピンクの生産を、フランス（南東部、南西

部、ロワール渓谷）、イタリア（エミリアロマーニャ、南チロル）、スペイン（カタロニア）

に限定している。現在、ピンクレディーのサブライセンスを与えられている流通業者は 15

社、パッカーは 120 社、生産者は 2,500 名以上ある。2008 年には欧州市場のピンクレディ

ーの販売量は推定 10 万トンになった27。 

3.3.3 米国 

米国でブランツがPBR マスターライセンシーとして許諾を受けたのは欧州でのスターフ

ルーツとほぼ同時期であったが、いくつかの原因が重なり、米国ではピンクレディービジ

ネスが欧州ほどのスピードでは拡大しなかった。 

一つの理由は、1990 年代半ばにブランツが、自社で植物育成者権を有していたいくつか

の品種が非合法で栽培されていた多数のケースについて、損害賠償を求めて多くの生産者

を訴えたことが挙げられる。正統な訴えではあったが、当時はまだ生産者の間で育成者権

の重要性が現在ほど認識されていなかったために、この事件はブランツの生産者の間での

評判を大きく落とし、同社が所有していたクリップスピンクも植える人が非常に限られて

しまった。 

1990 年代末よりピンクレディーの生産が尐しずつ増加し始めたのだが、2002 年と 2005

年に米国のクリップスピンクの樹の多くが収穫直前に凍害を受け、増産に悪影響があった

ことも言い添えておかねばならない。 

米国では、当初ブランツがピンクレディーの名称に係る商標を取得したが、苗木販売に

あたって当初「クリップスピンク」ではなく「ピンクレディー」として販売したため、法

的に異議を申し立てられ、名称商標が取り消されてしまった28。ブランツはその後いくつか

のロゴを登録したが、結局米国では名称の商標登録を得ることはできなかった。尚、前述

の通り、DAFWA は 1990 年代初めに商標の返還を求めてブランツを提訴したが、成功しな

かった。その後、話し合いを経て両者はマーケティングに協力することに合意、ブランツ

は商標の取扱いを米国ピンクレディー協会に委託している。 

                                                   
27 Hansen, Melissa, Good Fruit Grower Magazine, 1. Nov. 2008, Vol.59, No. 16, 

http://www.goodfruit.com/issues.php?article=2206&issue=84 
28 米国では品種名と同じ名前は商標名として登録できない。 
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3.3.4 南半球の輸出国 

チリ 

チリでは、ヒアリングによれば、欧州や米国と同じく AIGN 加盟企業のヴィヴェロスレ

キノアによって、1990 年代初頭までには品種登録の手続きが行われたが、1980 年代後半か

ら 1990 年代初頭まで続いたチリの政治的な混乱のために、最終的には育成者権を失ってし

まった。現在では同社は、DAFWA との契約によって PBR マスターライセンシーとしてチ

リにおける苗木の増殖を管轄しているほか、TM マスターライセンシーとして輸出のコーデ

ィネートも行っている。ヴィヴェロスレキノアは、チリの果樹苗木生産業者によって設立

された協会であるが、約千ヘクタールの自社農場とパッキングハウスも有しており、生産

も手掛けている。 

チリでは国内市場は首都サンチアゴの高級量販店がほとんどと限られており、欧州大陸

への輸出を中心として発展してきた。 

南アフリカ 

南アフリカでは、苗木業者であるトップフルーツが PBR マスターライセンシーとして任

じられている。トップフルーツは、ピンクレディーの他にも、アンバージュエル（Amber 

Jewel）や、ラクラク（Raku-Raku ふじ系統のりんご）などで農家を組織したクラブ制栽

培を行っている。南アフリカは英国向け輸出をこれまで大きく拡大させてきたが、2003 年

に南アフリカピンクレディー協会が設立されて、TM マスターライセンシーとなり、輸出促

進と品質管理を中心に行っているが、現在国内市場拡大に向けた努力を始めた。 

ニュージーランド 

ニュージーランドでは、1996 年に設立された果樹の新品種の導入を行う企業体であるニ

ュージーランドフルーツツリーカンパニーが PBR マスターライセンシーとなっており、さ

らに生産者や輸出業者等を代表する団体としてニュージーランドピンクレディー協会が設

立され、TM マスターライセンシーとなった。やはり輸出のコーディネートが中心業務であ

ったが、現在は国内市場拡大にも力を注いでいる。 

アルゼンチン 

アルゼンチンでは、果実とバラの大手苗木業者であるロスアラモスドロザールが PBR 及

び TM マスターライセンシーとなっている。同社は 1920 年より苗木事業を開始し、現在は

約 250 ヘクタールの苗木生産農場を有する他、産業内のインテグレーションを図り、パッ

キングや倉庫、輸出入などの流通面での事業も有する。 
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ブラジル 

ブラジルは、新しくピンクレディーのプログラムに参加した国の一つである。約 2 千 5

百ヘクタールのりんご農場を持つ大規模生産者フランシスコ・スチオが、2007 年になって

PBR 及び TM のマスターライセンシーとして登録された。ヒアリングによれば、DAFWA

及び APAL との契約を行う前より、同農場ではクリップスピンクを相当大規模に栽培して

いたが、近年 IPLA の説得に応じ、正式に契約を結ぶことになった。ブラジルのクリップス

ピンク生産も他の南半球諸国と同じく輸出を基盤としたものであるため、おそらく欧州市

場におけるピンクレディーとしての正規の流通に同農場がメリットを感じて、正式な契約

に至ったものと考えられる。 

ブラジルでは植物育成者権を取得していなかったため29、チリと同じく、DAFWA との契

約を背景として苗木の増殖を管理している。 

ウルグアイ 

ウルグアイも、新しくピンクレディーのプログラムに参加した国の一つである。ウルグ

アイでは果実輸出企業のフルテックが、2007 年にピンクレディーの TM 及び PBR マスタ

ーライセンシーとして許諾を受けた。フルテックは傘下に AIGN に加盟している苗木業者

であるロスオルネロスを抱え、同社の年間出荷苗木数は約 10 万本である。ごく最近の加盟

ではあるが、ウルグアイでのクリップスピンク生産は急速に拡大しつつあるとみられる。 

3.3.5 日本 

日本では、2006 年 3 月に長野県のりんご生産者により日本ピンクレディー協会が設立さ

れ、TM マスターライセンシー及び PBR マスターライセンシーの許諾を受けた。現在協会

は 35 名の会員から成り、生産者 17 名、試験栽培者 17 名、苗木生産者 1 名で運営されてい

る。日本でもやはりピンクレディーの品種登録は行われていないため、契約ベースでの取

り決めである。 

生産者の自家増殖は認められておらず、苗木は全て苗木生産者から提供を受けなければ

ならない。日本の種苗法では、生産者は登録済みの品種の自家増殖の権利を所有し、また

枝変わり（EDV）の所有権は発見者にある。日本ピンクレディー協会にとって、ピンクレ

ディー生産の条件を生産者に理解してもらうのは容易ではない。現在、協会は徐々に会員

を増やし、会員が栽培する木の数も徐々に増えているが、現在のクリップスピンクの年間

生産量は約 1 トンと、他の国に比べるとまだまだ尐ない。 

日本ピンクレディー協会の代表によれば、日本の生産技術ではピンクレディーの国際的

品質基準を満たすのは難しいことではなく、クリップスピンク生産量の 95％以上が生果で

                                                   
29 UPOV の規定により、果樹は UPOV 加盟国のいずれかで登録されてから 6 年を経過すると、その後

は他の加盟国で登録できない。 
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ピンクレディーとして販売されている。生果で出荷されないものについても、日本の生産

者自身の考えで出荷できないというものが大半であるため、消費者の混乱を避けるために

クリップスピンクとしての出荷はしない考えを示している。 

3.3.1 豪州 

豪州では、前述のとおりピンクレディーの英国輸出開始当初に設立された輸出向け西オ

ーストラリア州生産者/輸出業者の組織が発展して、1999 年に豪州ピンクレディー協会が設

立され、ここが豪州の TM マスターライセンシーと任じられている。ただし、豪州では品

種登録や商標登録がなされておらず、国内市場ではピンクレディーの販促活動や品質基準

の遵守等は行われておらず、豪州ピンクレディー協会は輸出のコーディネートのみを担当

している。 

2007 年に APAL は APAL 内にコレゲオオーストラリア（Coregeo Australia）という知

的財産部門を新設し、この部門がピンクレディーとサンダウナーの知的財産権を管理して

いる。この部門の名称は英国のコレゲオにちなんでつけられた。 

3.4 ピンクレディーシステムが直面した課題とその解決に向けた動き 

以下では、ピンクレディーシステムが直面した（している）課題と、その解決に向けた

動きをとりまとめる。ピンクレディー関係者の一人は、インタビューで、「IPLA は、最初

のライセンス供与のプロセスで犯したミスを是正するのに、この 10 年を費やした」と述べ

ている。3.1 節から 3.3 節でみたような歴史的な経緯を背景として、様々な課題が顕在化し

てきており、その解決に向けた努力が続けられているが、ここでは特に豪州での品種登録

がなかったために発生した大きな課題である枝変わりの事例と、現在ピンクレディーシス

テムが直面している最大の課題である中国の問題について取り上げる。 

3.4.1 豪州での品種及び商標登録がないために発生した課題 

豪州でクリップスピンクの品種登録とピンクレディーの商標登録をしないという決定が、

現在はピンクレディーシステムにとって重大な課題をもたらしている。 

育成者権と商標権がないことで、欧州に次いで大きいピンクレディーの市場である豪州

で、PBR 及び TM ロイヤリティーを全く回収できていない。仮に 2001 年から 2008 年まで

の 7 年間の試算では、仮に欧州と同じレベルでの TM ロイヤリティーを課したと考えた場

合、約 2 百万豪ドル（約 25 億円）の収入になったはずである。現況ではロイヤリティー輸

入がないため、豪州では消費者への PR 活動等が全く実施できていない。 

豪州のりんご市場が輸入に対して閉鎖していることは豪州のりんご業界にとって幸運で

あった。そうでなければ、近年豪州国内のピンクレディー市場の平均価格が高いため、ニ

ュージーランドや、南アフリカ、チリなどが市場参入してきたであろう。仮に市場が開放
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された場合、もし育成者権や商標権があれば、違法栽培のコントロールや商標権使用の管

理、望まない輸入の阻止をすることが可能になったはずである。 

APAL はこれまで、豪州でピンクレディーの商標登録申請を何度も行なってきたが、すべ

て商標庁から拒否された。豪州の商標に関する法律では、商標として植物の品種名を登録

することはできない。厳密には品種名はクリップスピンクであるが、商標庁は、このりん

ご品種は一般的にピンクレディーの名称で販売され、社会で広く認知されているため、こ

の名称は商標として登録できないと主張している。ヒアリングでは APAL は商標の申請を

続けるつもりだと表明したが、その他の豪州関係者は成功の見込みは薄く、また既にピン

クレディーは普及しており、ロイヤリティーの徴収について豪州の生産者からの理解を得

ることは難しいだろうと述べている。 

ただし、PBR 及び TM ロイヤリティーの問題は、西オーストラリア州政府が国内生産者

へより広く普及を図りたかった意図を考慮すれば、それはそれで間違った選択であったと

はいえない。しかし、より一層深刻で現実的な課題となったのが、次に述べる枝変わりの

問題である。 

クリップスピンクの枝変わり―ロージーグロウ 

りんごは、枝や芽の一部における遺伝的な形質変化（日本では「枝変わり」と称される）

が非常に起きやすい品目であるが、クリップスピンクも、品種が開発されて以降今日まで、

多数の枝変わりが出現している。そのうちよく知られているのが、「ロージーグロウ（Rosy 

Glow）」、「ルビーピンク（Ruby Pink）」、「レディーインレッド（Lady in Red）」と呼ばれ

るものである。 

中でも、特に大きく問題となった枝変わりは、1998 年に南オーストラリア州の農場で発

見されたロージーグロウである。ロージーグロウは原品種に比べて果実の着色がかなりよ

く、生産者はピンクレディーの特徴であるピンクをおびた赤色を原品種の樹の場合より容

易に出すことができる。このため、多くの生産者が原品種よりもロージーグロウを栽培す

ることを好むようになった。 

ロージーグロウと原品種とは果実の色づき等が若干異なるため、2005 年に欧州ピンクレ

ディー協会は消費者の混乱を避ける目的から、欧州での苗木販売は、今後原品種を停止し、

ロージーグロウに統一するとの決定をした。現在ピンクレディーとして販売されている果

実の一部分には、これらロージーグロウの果実が含まれる。今後は、りんごの木の更新が

進むに伴って、ロージーグロウの果実が増えていくものとみられる。 

枝変わりの品種登録に絡む問題 

EU や米国、豪州などでは、登録された植物品種からの枝変わりは「従属品種（Essentially 

Derived Varieties – EDV）」と呼ばれ、法律上では EDV は基本的には原品種の一部として、
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原品種の植物育成者権所有者の財産とみなされる（ただし、日本を含め、EDV が原品種育

成者のものとみなされない国もある。）。DAFWA が豪州で原品種の育成者権を持たないた

め、DAFWA は豪州国内で出現する EDV に対して権利を主張できない。一度、DAFWA は

ニュージーランドで発見されたクリップスピンクのEDVが豪州で品種登録されるのを阻止

しようと法的手段を準備したが、結局阻止することができなかった30。 

ロージーグロウの発見者は豪州で育成者権を取得し、ビクトリア州の大手苗木業者協会

であるフレミングズナーサリーズ31（Fleming‟s Nurseries、以下フレミングズ）に増殖と

商品化の PBR ライセンスを供与、2003 年から商業ベースの果実収穫が行われている。 

ロージーグロウの生産者にとって重要であったのは、ロージーグロウの果実を既に消費

者に良く認知されて高い評価を得ているピンクレディーとして販売できるようにすること

であった。豪州では商標登録がないため、果実をピンクレディーとして販売することには、

何の問題もなかった。しかし、欧州や米国市場でピンクレディーとして販売するためには、

ピンクレディーシステムへ参加する必要がある。 

ここで、ロージーグロウの商業化権を得たフレミングズが、多くの DAFWA の PBR マス

ターライセンシーが加盟する AIGN とは別の苗木企業の連盟である国際新品種ネットワー

ク（International New Varieties Network－INN）32のメンバーであったことが問題を複

雑にした。フレミングズは各国の INN メンバーを、ロージーグロウの PBR ライセンシー

としたのである。 

協議を経て、DAFWA は、ロージーグロウの育成者権所有者とフレミングズ、各国のロ

ージーグロウ PBR マスターライセンシーに対し、各国の DAFWA の PBR マスターライセ

ンシーと個別に協議し、協定を結ぶよう求めた。これまで、欧州、米国、南アフリカ、ニ

ュージーランドでは各国においてそれぞれのPBRマスターライセンシーが協定を結んだが、

南米諸国では現在交渉中である。 

3.4.2 中国の問題 

ピンクレディーシステムにおける現在の最大の難問は、中国の問題である。 

現在、中国（ほとんどは陝西省）では千ヘクタールの DAFWA と合意していない クリッ

プスピンクの生産があると、IPLA は推定している。IPLA によれば、中国で生産している

りんごの過半数は、ピンクレディーの品質基準をクリアしている。 

                                                   
30 西オーストラリア州監査総監『公共部門業績報告 1999 年』p32。 
31 2009 年にフレミングズは同社の IP 管理部門を独立させてグラハムズファクトリー（Graham‟s 

Factree）を設立しており、現在ロージーグロウの IP 管理はグラハムズが担当している。 
32 1995 年に設立され、現在は北米、南米、アフリカ、オセアニアに計 12 社/団体のメンバーを持つ国際

的な果樹の苗木関連業者/組織の連合組織。新品種に係る情報の交換や IP 管理を行う。AIGN とともに 2

大国際連盟の一つ。AIGN と INN の他にも様々な連盟が存在するがいずれも小規模である。 
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中国では品種登録を行っていないため、これらの生産は違法なものではない。ただし、

欧州市場等では DAFWA が育成者権を有しているため、クリップスピンクの中国からの欧

州市場への輸出に関しては、異議を申し立てることができる。 

2008 年のベルリンの果物見本市フルーツロジスティカ（Fruit Logistica）で、ある中国

の果実輸出会社がピンクレディーの基準を満たすクリップスピンクを見本として展示した

が、IPLA の要請でドイツの IP 管理局が展示会に来て、その見本を没収した。また、2009

年にも、中国の果実輸出会社が中国産ピンクレディーを過去に欧州に輸出したことがある

と主張し、販売のオファーをしたが、その後、IPLA と APLE がその会社に輸出停止を求め

る文書を送付した。 

欧州の生産国は、中国は同じ北半球である上に、生産コストが低いために大きな脅威と

して認識している。APLE と欧州生産者は、中国でのクリップスピンク生産者と DAFWA

と APAL が何らかの合意に至れば、中国からクリップスピンクとピンクレディーが欧州に

大量に輸出され、ピンクレディーブランドと欧州生産者のビジネスを破壊すると恐れてい

る。中国産の全ての果実が認可されていないのであれば管理しやすいため（仮に一部の生

産者が許可されたら、果実が合法か違法を見分けるのが難しくなる）、APLE は現状を維持

したいと考えている。  

一方で、南半球のピンクレディー関係者は、中国を輸出市場の一つとして積極的にとら

えている。輸出先を多様化でき、また将来的には中国で相当の市場を確保できるのではな

いかと、特にニュージーランドとチリが大きな期待を寄せている。 

ブラジルでも、中国と同じような認可を受けないクリップスピンクの大量生産の問題が

あったが、前述の通りその主体が大規模生産農場 1 か所であったために協議をすることが

でき、比較的スムーズに問題の解決に向かうことができた。しかし、ヒアリングによれば、

中国では多数の非常に小規模な生産者による生産で、協議する相手を特定することがまず

難しい。2009 年の 2 月の IPLA 会合では「中国市場に関しては、今年中に何らかの手を打

つ」と決定した（まだ「何らか」の内容は決定されていないが。）。 
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4 現在のピンクレディーシステム 

本章では、前章のような経緯を経て形成された現在のピンクレディーのクラブ制システ

ムの仕組みについて、より詳しく見ていくことにする。4.1 節では、2.4.1 節で説明した育

成者権と PBR ロイヤリティーの流れが、実際のピンクレディーシステムの中でどのように

運用されているか、また実際に DAFWA がこれまでに回収した PBR ロイヤリティーがどれ

くらいの額になるのかについて試算を行う。4.2 節では、2.4.2 節で説明した商標権と TM

ロイヤリティーの流れについて、育成者権と同じく実際の運用状況や、ロイヤリティー収

入とその使途について述べる。4.3 節では、3.4 節の課題を克服するためにより強くなった

国際的な協調の仕組みについて説明する。4.4 節では、潤沢な TM ロイヤリティー収入を基

盤として欧州市場で行われている様々な消費者向け PR 活動を紹介する。 

4.1 育成者権と PBR ロイヤリティー 

4.1.1 品種登録状況 

前述の通り、DAFWA は現在、EU、米国、アルゼンチン、南アフリカ、ニュージーラン

ドの 1 地域 4 ヶ国33で植物育成者権（PBR）を保有している。チリでは一時期育成者権を所

有していたが、この国の政変が原因で育成者権を失った。チリ、ブラジル、ウルグアイ、

日本においては、DAFWA は AIGN メンバーの苗木会社や指定苗木会社と、本品種を保護

し PBR ロイヤリティーを支払うという契約を結んでいる。豪州では登録や契約はない。 

表 3: PBR マスターライセンシーと各国における育成者権の有無 

国 育成者権の有無 PBR マスターライセンシー 

EU 有 スターフルーツ 

米国 有 ブランツフルーツツリーズ 

アルゼンチン 有 ロスアラモスドロザール 

ニュージーランド 有 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌﾙｰﾂﾂﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 

南アフリカ 有 トップフルーツ 

豪州 無 - 

チリ 無 ヴィヴェロスレキノア 

ブラジル 無 フランシスコ・スチオ 

ウルグアイ 無 フルテック 

日本 無 日本ピンクレディー協会 

出典：IPLA 

4.1.2 PBR ロイヤリティー 

DAFWA は、クリップスピンクの育成者権を有している各国では植物育成者権に基づき、

                                                   
33 EU27 ヵ国で、合計 31 カ国。 
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それ以外の国では（豪州を除き）苗木業者等との契約に基づいて、クリップスピンクの苗

木の（合法的な）販売についての PBR ロイヤリティーを受け取っている。PBR ロイヤリテ

ィーは苗木の販売価格に含まれており、その国の PBR マスターライセンシーがとりまとめ

て DAFWA に支払う。 

ライセンス契約の内容や PBR ロイヤリティーの額は、現地の平均的な果樹に係る PBR

ロイヤリティーの状況や、果樹の平均販売価格、苗木の販売形態、自家増殖許可の有無な

どといった条件に応じて国/地域毎に異なる。PBR ロイヤリティーの額は多くの場合は、苗

木価格に対するパーセンテージで設定されている（欧州等では果樹の苗木に係る PBR ロイ

ヤリティーは一般的には 20％程度）。苗木の価格やパーセンテージが国ごとに異なるため、

PBR ロイヤリティーの額は各国で異なる。残念ながら正確なパーセンテージや金額につい

ては機密事項で、開示は得られなかった。 

尚、ヒアリングによれば、欧州との初期の契約では、PBR ロイヤリティーは年月がたつ

につれてパーセンテージが減尐していくという形（diminishing return）になっていたが、

近年それが改められ、一定のパーセンテージとすることになったようである。 

この他に、クリップスピンクが登録されており EDV の権利が原品種の育成者権所有者に

あると認められている国では、DAFWA は EDV の苗木等の販売からも PBR ロイヤリティ

ーの支払いを得ている。地域等により違いがあるが、ロージーグロウの南アフリカでの例

では、DAFWA、現地のクリップスピンク PBR マスターライセンシー、ロージーグロウの

育成者、育成者の代理人であるフレミングズ、現地のロージーグロウ PBR ライセンシーへ

5 等分することになっており、それぞれがロージーグロウ PBR ロイヤリティーの 20％ずつ

を得る。 

DAFWA の PBR ロイヤリティー収入 

DAFWA がこれまでに得たピンクレディーに係る PBR ロイヤリティー収入について、入

手できた断片的な情報から、以下で簡単な推計を行った。 

西オーストラリア州政府の監査報告書には、1994～99 年の 6 年間に、DAFWA はクリッ

プスピンクとクリップスレッドのPBRロイヤリティーとして合計 300万豪ドル強の収入が

あった34。また同報告によれば、1996～99 年の 4 年間に、DAFWA はクリップスピンクの

PBR ロイヤリティーとして 280 万豪ドル強の収入を得た。クリップスレッドはクリップス

ピンクに比べると豪州以外での普及は尐ないことから、前述の 6 年間で 300 万豪ドルの収

入はほとんどクリップスピンクの PBR ロイヤリティーによるものとみられる。この間、年

平均のロイヤリティー収入額は約 50 万豪ドルになる。 

DAFWA は現地調査のヒアリングに対し、クリップスピンクの PBR ロイヤリティー収入

                                                   
34 西オーストラリア州監査総監『公共部門業績報告 1999 年』p32 
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はすべて、DAFWA の運営するりんご育種事業（法的な対策や新品種登録に係る経費を含

む）の DAFWA 負担分に用いていると答えた。りんご育種事業では、資金の 85％を DAFWA

が、15％を HAL が出資している。りんご育種事業にかかった費用は 2001～07 年の 7 年間

で約 300 万豪ドルであり、うち約 255 万豪ドルが DAFWA 負担分と推計できる。仮に

DAFWA 負担分が全てクリップスピンクの PBR ロイヤリティー収入であったとすると、毎

年のロイヤリティー収入額は約 36 万豪ドルと計算される。 

これらの推計値をそのまま用いて、1994 年から 2007 年までの 14 年間のロイヤリティー

収入を合計すると35、約 590 万豪ドル（1 豪ドル=75 円として約 4 億 4 千万円）との計算と

なる。 

DAFWA の PBR ロイヤリティー使途 

前述の通り、DAFWA は徴収した PBR ロイヤリティーをりんご育種事業の資金として利

用しているほか、各国における育成者権保護や防衛等の予算に充て、有事の際の法的な対

策や新規の品種登録に備えている。 

4.2 商標権とロイヤリティー 

4.2.1 商標登録状況 

ピンクレディーは現在、70 カ国以上で、のべ百種類を超える様々な商標登録がなされて

おり、主要なりんご生産国や消費国の多くが含まれている。ほとんどは APAL が商標の持

ち主となっているが、まれに現地の TM マスターライセンシーと共同で所有している場合

もある。また米国では前述の通り、ブランツが商標権を有している。 

各国の商標登録内容にはいくらか相違がある。多くの国では、「Pink Lady」の名称が登

録されているほか、国や地域によっては英語以外の言語でも登録されている。ロゴ等のマ

ークの商標にも様々なバリエーションがあるが、主に次図に示す 3 つが挙げられる。 

図 17: 主なピンクレディーのロゴ 

流れるハートのロゴ ﾊｰﾄにｶﾝｶﾞﾙｰを付したもの 名称の絵画的マーク 

  

 

主に米国で使用 

（名称登録できなかったため） 

多くの国で登録されている 豪州産輸出と米国で使用 

出典：IPLA 

                                                   
35 2000 年は 2001 年以降と同額と仮定して計算。 
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登録の品目分類としては、主にクラス 31（果物、樹木）で登録されるが、りんご飲料や

ケーキのような加工製品の可能性を考え36、一部の国ではクラス 30（ケーキ）、クラス 33

（アルコール飲料）でも登録されている。この他、APAL は現在、いくつかの国で、クラス

31 においてピンクレディーのピンクの色の登録を試みているが、これは現在のところフラ

ンスのみで成功している。 

国や地域等によって様々な商標が登録されているが、国際的な標準化をはかるため、2007

年 6 月に APAL は、はじめてピンクレディーに関するブランドガイド（「Pink Lady™ 2007 

Brand Guide」37）を発表し、主にロゴやマークの基準（色や使途等）を設定した。 

4.2.2 各国/地域での TM ロイヤリティー収入とその使途 

ピンクレディーシステムの運営における最も重要な財源が TM ロイヤリティーである。

TM ロイヤリティーは、2.4.2 節でみたように消費市場で TM マスターライセンシーによっ

て徴収される。以下では、主要な消費市場である欧州、英国、米国についてそれぞれの市

場における TM ロイヤリティー収入とその使途を見る。（豪州も主要な消費市場であるが、

前述の通り商標権がなく、TM ロイヤリティーの徴収が行われていない。） 

なお、育成者権の場合と同じく、当初は現地事情に合わせて各国/地域毎に異なる契約や

TM ロイヤリティーが設定された。契約の標準化をはかるため、2008 年より全ての TM ロ

イヤリティー等がユーロで示され、また全ての契約日について毎年 4 月 1 日が更新日とさ

れた。 

欧州 （英国以外） 

2008 年まで欧州市場の TM ロイヤリティーは 70 ユーロ/トン（1 ユーロ=130 円（以下同

様）として約 9,100 円）と設定されていたが、2009 年の南半球輸入シーズンから、生産国

での活動費を捻出するために、1 トン当たり 77 ユーロ（約１万円）に引き上げられた。従

来の 70 ユーロ分については従前通り消費市場の TM マスターライセンシーが管轄する。追

加分の 7 ユーロについては、一旦消費市場のTM マスターライセンシーが回収したのちに、

生産国/地域の TM マスターライセンシーに還流される。 

TM ロイヤリティー70 ユーロ/トンとして、次ページ図に TM ロイヤリティー収入の推移

についての推計を示した。ピンクレディーの流通量の増加に伴い飛躍的に増大し、2007/08

年には 7 百万ユーロに達している。2001/02～07/08 年度の 7 年間の合計では TM ロイヤリ

ティー収入は約 3 千 2 百万ユーロ（約 41 億 6 千万円）になる。 

  

                                                   
36 実際に欧州市場ではすでにピンクレディーのロゴを付した加工食品が販売されている。 
37 以下よりインターネット上で入手可能。 

http://www.pinkladyapples.com/Technical/Pink%20Lady%20Brand%20Manual%20-%2014%20June

%202007.pdf 
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図 18: 欧州（英国以外）における TM ロイヤリティー収入の推移（推計） 

 
出典：プロマージャパン 

注：図 10（13 ページ）の生産量を基に、70 ユーロ/トンとして推計 

欧州ピンクレディー販売年度（11 月～翌年 10 月） 

ヒアリングによれば、APLE では TM ロイヤリティー収入のうち、60%をプロモーショ

ン費、16%をピンクレディーシステムの運営管理費、14%を商標権所有者である APAL へ

の支払い、10%を危機準備金に充てている。危機準備金は、ブランドに対する深刻な脅威に

備えたもので、万が一法的措置が必要となる場合に備えてプールされているが、これまで

はまだ用いられたことが無い。危機準備金は APAL の管轄下にあるという格好になってい

るようだ。 

図 19: APLE の TM ロイヤリティーの使途イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関係者へのインタビュー、スターフルーツ内部資料 

注：TM ロイヤリティー使途の大体の割合について聞き取りをした内容を図示した。実際の決算資料からの

分析ではないことに注意されたい。 

上記の割合に基づけば、2007/08 年度の TM ロイヤリティー収入約 700 万ユーロ（約 9

億 1 千万円）のうち、プロモーション費が約 420 万ユーロ（約 5 億 5 千万円）、運営管理費

が約 112 万ユーロ（約 1 億 5 千万円）、危機準備金が約 70 万ユーロ（約 9 千万円）、APAL

への支払いが約 98 万ユーロ（約 1 億 3 千万円）となる。 

ただし、後述するが APAL の会計資料上の TM ロイヤリティー収入の額と比べるとこの

推計値はやや大きいため、欧州の現地の TM ロイヤリティー収入総計は、ここでの推計よ
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りは毎年 1~2 億円程度規模が小さい可能性があるものと思われる。 

英国 

英国の TM ロイヤリティーは 2008 年にユーロ表記に改められ、欧州と同じく 2008 年は

70 ユーロ/トン、2009 年から 77 ユーロ/トンとなった。2007 年以前については確たる情報

が得られなかったが、70 ユーロ/トンと仮定して推計すると、以下の図のような収入動向と

なる。この推計に基づくと、2008 年の TM ロイヤリティー収入は 260 万ユーロ（3 億 4 千

万円）、2000～08 年の 9 年間の TM ロイヤリティー収入は合計で約 1 千 4 百万ユーロ（18

億 2 千万円）となる。 

図 20: 英国における TM ロイヤリティー収入の推移（推計） 

 
出典：プロマージャパン 

注：図 9（13 ページ）の生産量を基に、70 ユーロ/トンとして推計 

年次 

英国におけるコレゲオの TM ロイヤリティー収入の使途については、情報が得られなか

ったが、大部分はやはりプロモーション予算として用いられていると考えられる。コレゲ

オは APAL の子会社であるため、APAL への支払いについては欧州ピンクレディー協会と

は違う取扱がなされている可能性が高い。 

下表には APAL の会計資料より、コレゲオの資産と利益についての数値を挙げる。コレ

ゲオの資産価値は 2007/08 年度で約 29 万豪ドル（1 豪ドル=75 円として（以下同様）約 2

千 2 百万円）と推計されている。また 2007/08 年度の純利益は約 17 万豪ドル（1 千 3 百万

円）となっている。 

表 4: コレゲオの資産と利益（単位：千豪ドル） 

 資産価値 純利益 

2004/05 110 na 

2005/06 237 na 

2006/07 315 na 

2007/08 285 169 

出典：APAL 「Annual Report」 各年版 

注：APAL の会計年度（5 月～翌年 4 月） 
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米国 

米国では名称の商標がないことなどを背景に、TM ロイヤリティーの回収は難航している。

米国ではこれまで 40 パウンドカートン 1 箱あたり 1.4 ドルの TM ロイヤリティーを米国ピ

ンクレディー協会が回収し、それをブランツに支払う仕組みであったが、パッカーや荷主

のほとんどが支払いをせず、ロゴの利用率も非常に低かった。2008 年になって米国ピンク

レディー協会とブランツはこの制度を廃止し、パッカーや卸売業者がピンクレディーのロ

ゴシールを果実に添付することについては、なんとか業者の合意を得ることが出来た。現

在では推定で米国のピンクレディー流通の 80%がシールを添付しているとみられる。ただ

しシールの添付から十分な TM ロイヤリティーを得ていないため、米国マーケットでは大

規模なプロモーション活動がほとんど行えていない状況にある。 

4.2.1 APAL の TM ロイヤリティー収入 

APAL の会計資料が掲載された APAL 年報の各年版より、APAL の TM ロイヤリティー

収入（ピンクレディーとサンダウナーの双方を含むが、ピンクレディーが大半を占めるも

のと考えられる）を、下表にとりまとめた。2007/08 年実績では、APAL の TM ロイヤリテ

ィー収入は約百万豪ドル（7 千万円）であり、これは APAL の経常収入のうち約 32%を占

め、非常に重要な収入源となっていることが分かる。 

前述の図 18 で推計した欧州での現地 TM ロイヤリティー収入のうち、約 14%が APAL

に還元されているとすると、下図右端の数値となる。実際の APAL のロイヤリティー収入

は、これより若干小さい数字となっておる。おそらく、欧州での現地 TM ロイヤリティー

収入の総計が推計よりもやや低く、またコレゲオの TM ロイヤリティー収入は別の取扱い

をされているとみられる。 

表 5: APAL の TM ロイヤリティー*収入（単位：千豪ドル） 

 

経常収入 

 

  TM 関連の 

支出 

TM 関連の 

利益 

欧州から 

APAL への 

支払い推計 

  

うち TM 関連 TM の割合 

2003/04 1,741  498  29% 412  86  1,010 

2004/05 2,687  879  33% 358  521  1,171 

2005/06 4,068  1,440  35% 683  756  1,210 

2006/07 3,247  1,074  33% 680  394  1,454 

2006/07** 3,247  1,074  33% **137 **937 1,454 

2007/08** 3,262  1,038  32% **155  **883  1,680 

出典：APAL 「Annual Report」 各年版、右から 1 列目のみ図 18 に基づくプロマージャパン推計 

注：*ピンクレディー及びサンダウナーに係るトレードマーク関連の収入 

**2007/08 年よりコストの計算方法が変更になった（TM に係る人件費、旅費、技術費を他の APAL 運営費

と併せて別の項目に分類）ため、2006/07 年に遡って再計算された。 

欧州から APAL への支払い推計については、為替レート 1 ユーロ=1.7 豪ドルとして推計。 

APAL の会計年度 5 月～翌年 4 月 
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一方で、APAL の商標権に係る支出としては、2007/08 年実績で約 16 万豪ドルにすぎな

い。ただし、2007/08 年より会計の集計方法が変わって人件費等が別の項目に移されたため

で、前年度の集計では約 69 万豪ドル（約 4 千 8 百万円）であった。いずれにせよ、TM ロ

イヤリティーは毎年数千万円規模の利益を APAL にもたらしていることが分かる。 

4.3 IPLA 

前述の通り、主要な TM マスターライセンシーと、APAL、スターフルーツで、国際的な

連携を強化するために設立されたのが IPLA である。ここでは、IPLA の役割と活動内容に

ついてとりまとめた。 

IPLA を構成するメンバーを下表に挙げた。尚、現在ブラジルは IPLA の正式なメンバー

ではないが、会議には参加している模様である。IPLA は、これらメンバーから年会費（毎

年数十万円程度とみられる）を徴収し、その会費によって会合等の運営を行っている。 

IPLA では、年に 1 回、総会が開催され、各国から 2 名の代表が参加する。総会では、各

国の関係者がピンクレディーの直面する問題について議論し、生産技術や市場取引につい

て意見を交換する場を提供する。 

執行部は商標の所有者（APAL 及びブランツ）と、欧州市場で強い影響力を持つスターフ

ルーツの代表を含む（ただし、ヒアリングでは欧州が最大のロイヤリティー収入源である

ことからスターフルーツが運営の最終決定に非常に大きな影響力を持っている）。執行部は

年に尐なくとも 2 回の会合を開くが、この会合は国際的なピンクレディービジネスで重要

な意思決定機関となっている。 

表 6: 現在の IPLA の構成（2009 年 1 月現在） 

執行部 

 代表―南アフリカピンクレディー協会 Peter Dall 

 商標防衛担当役員－APAL Jon Durham 

 財務担当役員―ブランツフルーツツリーズ Lynnell Brandt  

 商業化担当役員―スターフルーツ Philippe Toulemonde 

 技術担当役員―ニュージーランドピンクレディー協会 Peter Beaven 

会員 

 APAL 

 豪州ピンクレディー協会 

 南アフリカピンクレディー協会 

 欧州ピンクレディー協会 

 米国ピンクレディー協会 

 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞピンクレディー協会 

 日本ピンクレディー協会 

 トップフルーツ （南アフリカ） 

 スターフルーツ（フランス） 

 ブランツフルーツツリーズ (米国) 

 ヴィヴェロスレキノア (チリ)  

 ロスアラモスドロザール (アルゼンチン) 

 フルテック（ウルグアイ） 

出典：IPLA 
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ただし IPLA の組織は、非常に緩やかな集まりで、実際にメンバーのそれぞれの国での事

業を規定できるわけではない。IPLA は、いわば「国連」のような組織で、各地域/国の代表

者が協議する場といったものである。強固で厳格な規則や基準の適用は利益をもたらす場

合もあるが、一方で参加するメンバーの反発や脱退を招く危険性もある。IPLA では、特定

の問題に反対する他の会員にリスクを与えたり、グループから脱会させるよりは、全ての

会員が長くメンバーでいられるよう、「紳士的」な集まりとして柔軟な対応をすることを非

常に重視している。 

4.4 英国・欧州を中心としたブランド戦略 

ピンクレディーシステムでは、それぞれの地域/国の TM マスターライセンシーの独立性

が高く、特に TM ロイヤリティー徴収のシステムが整っている英国・欧州市場を中心とし

て、英国においてはコレゲオが、英国以外の欧州においては APLE がそれぞれのブランド

戦略を担当してきた。コレゲオと APLE は別々に活動しているものの、緊密に協力してい

る面もある。 

米国は欧州に次ぐ将来性のある市場として有望だが、TM ロイヤリティー収入が限られて

おり、活動は非常に限られている。IPLA では、欧州で得られた TM ロイヤリティーの一部

を米国等の市場開拓に利用するという計画が議論されたが、APLE は欧州で得た TM ロイ

ヤリティーは欧州で使用すべきと主張して反対したために頓挫した。ただし前述の通り、

英国・欧州市場では 2009 年より TM ロイヤリティーを 1 トンあたり 7 ユーロ上乗せし、こ

の上乗せ分については、供給元の国/地域の TM マスターライセンシーに還流させるという

新たな取り組みを始めた。 

現在では、ニュージーランドピンクレディー協会と南アフリカピンクレディー協会が、

これまで両国は輸出向けを主体としていたが、出荷先の多様化によって生産者の利益と選

択肢を増やすため、自国内でのマーケティング活動に着手している。 

これら各国や米国、日本での消費市場の開拓努力や、欧州市場における輸入品管理の重

要性が高まってきたことなどを背景にして、IPLA や APAL を通じてピンクレディーシステ

ムとそのブランド戦略をより世界的に統合されたものにしようという動きが強まってきて

いる。2008 年になって、APAL は初めて、ブランド戦略やピンクレディーシステムの仕組

み、品質のコントロール等に関する国際的なピンクレディーマニュアルを発行した。 

しかし、これらの動きは非常に新しいもので具体的な活動はまだほとんど始まっていな

いため、以下では、英国・欧州市場におけるピンクレディーのブランド戦略を中心に見て

いくことにしたい。 

4.4.1 ターゲット市場 

当初、豪州から英国向けピンクレディーの輸出は、英国の最高級スーパーマーケットチ
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ェーンであるマークスアンドスペンサーへの出荷のみであった。しかし、現在では EU 加

盟国やスイス、ロシアなどでも販売されており、比較的高所得層向けではあるが、より幅

広いスーパーマーケットや果物専門店での陳列が見られる。現在でも、ピンクレディーを

あらゆるスーパーマーケットへ進出させることは考えられていない。特に欧州で市場を拡

大しているディスカウントストア（ALDI、Lidl 等）では、ピンクレディーはほとんど陳列

されることはない。 

ただし、後述するが、2008 年からピンクレディーのセカンドラインとして、ピンクレデ

ィー基準に達しないクリップスピンクの一部に新しいブランド名を冠し、こちらを一般の

スーパーマーケットやディスカウントチェーンへ販売する試みを始めた。 

4.4.2 品質基準 

ピンクレディーのブランド戦略の中では、「消費者がいつでも、どこでも、同じ品質のも

のを購入することが出来る」という品質の保証が非常に重要視されている。品質について

は、生産国/地域の TM マスターライセンシーの責任で基準を順守されるように求められる。 

2009 年度に用いられる最新の国際品質基準を下表に挙げた。傷や斑点、汚れ等の他に、

ピンクレディーの特徴である「表面積の尐なくとも 40％がピンクをおびた鮮やかな赤色」

であることや、平均で糖度 15％以上などの基準があることが分かる。ただし、許容範囲と

して基準を超える果実の割合を瑕疵の種類に応じて、それぞれ 1～10%までとの設定がある

のがユニークである。 

表 7: ピンクレディーの最低限の国際品質基準 

  

 

重大な欠陥 

 

欠陥 許容可能な基準 欠陥品混入の許容範囲 

ビターピット 

（苦痘症） 

無し 程度が軽いものが、出荷果実の 3%未満 

斑紋 直径 10mm 以上の斑紋が無いこと 

最大りんご 1 個あたり 100 ㎟まで 

基準を超えるものが、出荷果実の 3%未

満 

心腐れ 無し 心腐れが、出荷果実の 1%未満 

亀裂 無し 亀裂があるものが、出荷果実の 3%未満 

腐敗 無し 腐敗しているものが、出荷果実の 1%未

満 

油上がり(表皮の

ベタつき) 

無し 非常に油上がりの激しいものが、出荷

果実の 3%未満 

雹の痕 無し 程度の軽いものが、出荷果実の 3%未満 

品種の混合 無し 無し 

やけ 無し 程度の軽いものが、出荷果実の 3%未満 
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日やけ 日やけによって漂白状になり、赤色

の発色が悪い場合は許容されない 

程度の軽いものが、出荷果実の 3%未満 

マイナーな欠陥   

欠陥 許容可能な基準 欠陥品混入の許容範囲 

酸度 0.4 から 0.8 の間 無し 

傷 1 つの傷あたり 20mm までの長さで

出荷果実のうち 8%未満、果実 1 個

あたりの合計面積が 100 ㎟まで 

無し 

糖度 平均 15%以上、最低 13%. 無し 

農薬やけ 無し 程度の軽いものが、出荷果実の 1%未満 

色 表面積の最低 40%以上はピンクを

帯びた鮮やかな赤色。その他の部分

は黄色でなく、緑色であること 

無し 

汚れ 果実は汚れのない状態でなければ

いけない。ただし下方部分は枝や萼

があってもよい 

枝や萼等のゴミが必要以上についてい

るものが出荷果実の 8%未満 

硬度 平均 7.0 kg (15.4 lbs)以上、最低 6.8 

kg (15.0 lbs)。11mm の針入度計で

計測のこと 

6.5 kg (14.3 lbs)以下のものが、出荷果

実の 10%未満 

斑点 直径 5mm 以内のスポットを持つも

のが出荷果実の 8%以内 

無し 

へこみ へこみ部分に色に変化がない場合

は許可される 

程度の軽いものが、出荷果実の 8%未満 

虫 害虫が見つかったら記録をとる 生きている虫が付いているものが、出

荷果実の 3%未満 

虫食い 無し 虫食いの害があるものが、出荷果実の

1%未満 

表皮の点 

（Lenticel Pit） 

1 個の果実に 5 か所まで。 基準を超えるものが、出荷果実の 4%未

満 

表皮のシミ 

（Lenticel Spot） 

1 個の果実に 1 か所まで。 基準を超えるものが、出荷果実の 4%未

満 

奇形 10mm 未満の変形は許可される 10～20mm までの変形のものが、出荷

果実の 8%未満 

物理的要因によ

る傷 

無し 程度の軽いものが、出荷果実の 3%未満 

褐斑 萼の付近より外に広がっていない

こと 

程度の軽いものが、出荷果実の 8%未満 

出典：APAL 

注：品質の基準については年度等によりバリエーションがあるようで、米国ピンクレディー協会のウェブ

サイトに掲載されているものとはやや基準が異なる。 
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クリップスピンクとしての販売の規制 

品質基準に関して、ピンクレディーの品質基準に達している果実の一部が、クリップス

ピンクの名前で販売されるという問題が発生している。 

欧州では、生産者との契約の中で、ピンクレディーの品質基準に達しているクリップス

ピンクはすべてピンクレディーとして販売しなければならないという条項があるが、他の

国ではこの条項が無い。 

南半球の生産国で例が多いが、たとえばアルゼンチンで生産されたクリップスピンクの

うち、90％はクリップスピンクとして英国や欧州に輸出され、スーパーマーケット等でク

リップスピンクとの名前で一般に販売されているが、その内、60％はピンクレディーの品

質基準に達している。ピンクレディーシステムの中でコントロールされることを好まない、

あるいはロイヤリティーを支払いたくない、又はブランド品の販売を好まないディスカウ

ントストアへ販売したい等の理由が背景にあるようだ。 

ピンクレディーの商標を用いない販売については、APLE やコレゲオ、APAL が異議を申

し立てることができない。ピンクレディーの品質基準を満たす果実が、クリップスピンク

という名前で販売されてしまうことは、消費者に大きな混乱を招く恐れがあることから、

APAL は今後、契約の中に、基準を満たすりんごはすべてピンクレディーとして販売しなけ

ればならないとの条項を設けることを検討している。 

品質によるバリエーション 

一般のスーパーマーケットチェーンやディスカウントストアにおけるクリップスピンク

の需要の大きさを認識し、欧州ではピンクレディーの規格に達しないクリップスピンクの

扱いをより適正化するため、近年新たに「フレーバーローズ（Flavour Rose）」の規格を作

り（2007 年に試験的取り扱い、2008 年から商業化）、同時に消費者の混乱を避けるために

クリップスピンクの呼称から「ピンク」を除いて「クリップス」に変更することを決めた。

（なお、便宜的にこれらのクリップスピンクの果実を総称して「ピンクアップル」と呼ん

でいるようである。） 

フレーバーローズは、「色」を除いて、すべてのピンクレディーの品質基準を満たす果実

である。ピンクレディーを取り扱わない下層のスーパーチェーンやディスカウントストア

で、フレーバーローズを流通させる方針だ。高級スーパーマーケットチェーンでは、これ

まで通り継続してピンクレディーを販売するが、消費者の混乱を避けるため、ピンクレデ

ィーを取り扱う際は、ピンクレディー以外にピンクアップルを取り扱わないとの契約を取

り交わすこととなった。 

尚、フレーバーローズはピンクレディーよりも安い価格帯で販売されるため、TM ロイヤ

リティーもそれに応じてやや低く、2008 年は 1 トンあたり 20 ユーロ（ピンクレディーは
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70 ユーロ）に設定されている。 

4.4.3 供給のコントロール 

1 年間通しての供給 

DAFWA が最初に海外への許諾を始めた最大の動機の一つが、スーパーマーケットチェ

ーンから年間通しての安定した供給を強く求められたことであった。欧州のスーパーマー

ケットでは安定した周年供給を非常に重要視している。豪州でのヒアリングでは、大手ス

ーパーマーケットチェーンの一つであるテスコが、欧州産のピンクレディーが不足した際

に、赤字を出してまで米国から空輸してピンクレディーを補充したという例が、非常に強

調して取り上げられた。 

欧州のシーズンは 10 月から 5 月上旬で、南半球の旬は 5 月 1 日から 10 月 1 日である。

輸入品のシーズンは 5 ヶ月間あるが、夏季にりんごの消費量が減尐するため、輸入品のシ

ェアは市場全体の約 4 分の 1 となっている。 

供給量のコントロール 

欧州市場では、消費市場の拡大のスピードに沿って供給をコントロールすることによっ

て市場価格を維持するために、2000 年から、スターフルーツと APLE は苗木の販売と植え

付けを制限することにより、欧州における生産量を抑制することを決定した。ピークの 1990

年代末には 1 年当たり 600ha（1200 万本）に植え付けられたが、現在は年間 200ha しか植

え付けが行なわれておらず、しかもその多くは古いクリップスピンクの改植38である。 

一方で南半球では植え付け制限はなされてこなかった。このため、南半球のシーズン（5

～10 月）には、チリ、アルゼンチン、南アフリカ、ニュージーランド等からの輸出品が欧

州市場へ押し寄せ（これら産地の生産量の 95％は欧州向け）、価格が押し下げられた。 

欧州では、北半球のシーズンのプレミアム価格を守るためには、年間を通じて継続性が

ある供給と安定した価格システムをつくることが必要と考え、南半球での生産抑制と南半

球からの輸入の管理強化の方策を検討している。第一歩として 2008 年に、「ピアツーピア

システム」と称し、輸出入ライセンスについては国際的なコントロールのために APAL が

一括管理する方式に改められた。 

また、前出のロージーグロウ PBR ライセンシーも、ピンクレディーの商標使用権を得る

ために結んだ契約の一部として、生産量を管理できるように世界的な販売を制限し、供給

が需要を上回らないよう国際ピンクレディー連盟（IPLA）に協力することに合意している。 

  

                                                   
38 ロージーグロウというピンクレディーの枝変わりの新品種への改植。ロージーグロウについては 3.3.1

節で扱う。 
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表 8: 2008/09 年度の各国の輸入・輸出ライセンス業者数 

国 輸入ライセンス数 輸出ライセンス数 

豪州 
 

5 

イギリス 21 

 米国 19 6 

欧州（英国以外）小計 47 16 

フランス 10 7 

イタリア 6 7 

スペイン 4 2 

オランダ 7 

 ドイツ 7 

 ベルギー 6 

 アイルランド 2 

 キプロス 2 

 デンマーク 1 

 ノルウェー 1 

 イスラエル 1 

 チリ 

 

21 

ニュージーランド 

 

16 

南アフリカ 

 

12 

アルゼンチン 
 

9 

ウルグアイ 

 

3 

ブラジル 
 

2 

合計 87 90 

出典: IPLA ウェブサイト 

4.4.4 プレミアム価格 

プレミアム価格の維持は、ピンクレディーシステムにとって生命線ともいえるものであ

る。プレミアム価格の背景となるのは、ピンクレディーの果実の持つ魅力に加え、高く安

定した品質、適正な供給量、消費者への積極的なマーケティング活動などであるが、欧州

ではりんごの卸売価格を安定化させて生産者へ利益を還元することができるよう、卸売価

格について基準表を設定している。 

卸売価格の基準表 

APLE は、欧州で生産された果実の卸売価格について、完全にコントロールが出来ると

いうわけではないが、毎年 11 月の欧州生産物の販売シーズン開始時期に、サイズやカテゴ

リー別の卸売価格の基準表を作成し、全会員に配布している。末端の小売業者を除いて、

パッカーや卸売業者などの流通業者も APLE の会員であるため、卸売価格基準表に従うよ

う圧力がかかっているものと考えられる。2009 年のフランスの標準サイズの基準卸売価格

は、ピンクレディーで 1 キロあたり 1.3 ユーロ、フレーバーローズは 1 ユーロ、そしてク

リップスは 0.7 ユーロであった。 

南半球の生産国では、こういった卸売価格基準の設定等は行われていないようで、輸出

業者が自由に交渉することができる。因みにインタビューによると、時期により異なるが、

一般的にチリ産は品質が低いとして最も安く、南アフリカ、ニュージーランド、豪州産は
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やや高いようだ。 

小売価格 

小売価格については、英国・欧州市場ではピンクレディーは他のりんごより平均で 30～

50％高い価格が設定されている。ただし、小売価格は小売店の設定によるもので、コレゲ

オや APLE は値決めには関与していない。 

4.4.5 マーケティング活動 

4.2.2 節で見たように、TM ロイヤリティーの大部分がプロモーション予算として割り当

てられており、英国と欧州市場では潤沢な資金を背景としたマーケティング活動ができる。 

欧州 

ヒアリングによれば、欧州では、APLE のプロモーション予算のほとんどは欧州産の販

売シーズン（11～4 月）に用いられている。 

APLE は地域別のマーケティング担当者を 6 名雇用している。それぞれの地域ごとに、

ピンクレディーを取り扱う全てのスーパーマーケットを訪問し、プロモーションについて

話し合い、アドバイスやプロモーション資料を提供する。 

APLE のプロモーションは、スーパーマーケットでの販促活動のほか、テレビ、雑誌、

新聞などのメディア広告、APLE ウェブサイト（http://www.apple-pinklady.com/）の運営

や、映画39やテレビ上の商品提供、小売店での POS マーケティング、各種見本市へのブー

スの出典など広範囲にわたっている。スーパーマーケットでのキャンペーン実施にあたっ

ては、スーパーマーケットに値引き（たとえば、ピンクレディー1 キロあたり 0.1 ユーロな

ど）を提供する場合もある。また、フランスやドイツのナイトクラブで行われるピンクレ

ディナイトのスポンサーや、ロンドンの市民参加マラソンのスポンサー、ロイヤルアスコ

ット（Royal Ascot）の競馬場でピンクレディーデーを設けるなど、注目度の高いイベント

のスポンサーを引き受けたりしている。 

図 21: 2008 年のフルーツロジスティカ（ベルリン）における APLE のブース 

 
出典：IPLA ウェブサイト http://www.pinkladyapples.com/photo_gallery/photo_gallery.html 

注：右―2008 年のミスピンクレディー 

                                                   
39 映画（「Disco」「Tu peux garder un secret?」）の一場面にピンクレディーを掲載する。 
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図 22: APLE ウェブサイト上のピンクレディーイメージ 

  

出典：APLE ウェブサイト 

注：左－イメージ画像、右－新しく発売されたハート形のパッケージ 

英国 

英国でピンクレディーのマーケティング活動を担っているのはコレゲオである。中心的

なスタッフ 2 名が運営する小規模な会社で、外部のマーケティング企業等を使いながら、

活動を行っているものとみられる。 

欧州と同じく、スーパーマーケットでの販促活動のほか、テレビ、雑誌、新聞などのメ

ディア広告、英国向けピンクレディーウェブサイト（http://www.pinkladyapples.co.uk/）

の運営や、レシピの提供、消費者向けの各種公募、ロンドンマラソンなど各種のイベント

のスポンサー活動などを行っている。 

4.4.6 ブランドの防衛 

ピンクレディーの TM マスターライセンシーの重要な仕事のひとつは、ブランドの防衛

である。APAL は DAFWA との契約で、この品種への DAFWA の投資に損害を与えないと

いう義務を負っており、APAL とすべての TM マスターライセンシーはブランドを防衛し、

商標を保護し、あらゆる脅威について助言や指導を求める義務がある。TM マスターライセ

ンシーは得られた TM ロイヤリティーの中から 10%をブランドの防衛費のための危機管理

費としてプールすることを求められる。 

2009 年 3 月までの所では、プールした危機管理費を用いるような大規模な訴訟に発展し

た事件はなかったが、例えばいくつかの国で、ピンクレディーの「流れるハート」のロゴ

に似たロゴの摘発事例等が報告されているほか、3.4.3 節で見たような中国産クリップスピ

ンク輸入の差し止め請求などを行った事例がある。 
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5 クラブ制システムの発展 

これまでみてきたように、ピンクレディーは数々の試行錯誤を経て、果実のブランド化

に非常に成功した事例であると同時に、その過程でいろいろな課題も露呈してきた。ピン

クレディーの成功（と失敗）から学び、クラブ制を採用しているりんご品種が多数生まれ

ている。本章では、これらの後続ブランドについて学ぶことでピンクレディーシステムの

課題や改良点についてより良く理解するために、そのうち最も良く知られ発展したジャズ

（JAZZ）を中心に取り上げることにしたい。 

5.1 ジャズシステム 

ジャズは、ニュージーランドのりんごとなしの生産者団体である ENZA40によって管理さ

れているりんごブランドであるが、多くの業界関係者から「次世代のピンクレディー」と

呼ばれている。ピンクレディーシステムを深く研究し、その課題を克服しながら新しいシ

ステムを形成してきたためである。ピンクレディーと比べたジャズシステムの特徴は、初

期段階からの厳格な生産管理と、商標権を持つ ENZA が国際的なマーケティングを非常に

良くコントロールしている所にある。 

5.1.1 ジャズの開発 

品種の開発 

ジャズはピンクレディーと同じく商標名であり、いずれもニュージーランドで開発され

たブレーバーン（Braeburn41、硬さが特徴）とロイヤルガラ（Royal Gala42、甘みが特徴）

を掛け合わせて生産された、スチフレッシュ（Scifresh）という品種を基礎としている。非

常に良い歯ごたえと、強い酸味と甘み、黄色味を帯びた赤色を特徴としている。ジャズの

公式ウェブサイトによれば、「一口噛めば、あなたはジャズのメロディーのとりこになる

（One bite, and you‟ll be hooked on Jazz‟s melody.）」とのキャッチフレーズがつけられて

いる。 

ニュージーランドは、ブレーバーンやロイヤルガラなどの知的財産権を有効に保護する

ことができなかったとの反省から、スチフレッシュ品種の選定とその後のジャズの商品化

には、非常に長い時間と多額の資金を投じて、慎重な道を選んだ（次ページ図 5 参照）。 

スチフレッシュの開発経緯は、もともとニュージーランド科学産業研究省（the NZ 

                                                   
40 かつてニュージーランドのりんごとなしの輸出におけるシングルデスクであった、ニュージーランド

りんご・なしマーケティングボードを前身とする。 
41 1950 年代にニュージーランドでおそらくグラニースミスとレディーハミルトンを掛け合わせて開発

された品種。 
42 1970 年代にニュージーランドでガラの枝変わりとして発見された品種。 
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Department of Scientific and Industrial Research）が 1954/55 年度に開始したブレーバー

ンとロイヤルガラの掛け合わせによる試験開発で、その後長い選別期間を経て、1990 年に

これらの品種候補のうち有望な一つとしてスチフレッシュが選択された。1995 年になって、

1992 年に同研究省より独立して設立された国営果樹研究所であるホートリサーチ

（HortResearch）43と ENZA によって、スチフレッシュが商業開発品目に決定された。 

図 23: ジャズの歴史 

 

 

 

 

出典：マーテック・ニュージーランド（Martech NZ）、2005 年 7 月 「Jazz™ - a new New Zealand apple 

variety enters the global market」www.martech.co.nz/images/03jazz.pdf 

注：2008 年の情報をプロマージャパンが追加した 

試験栽培や市場調査の開始 

ホートリサーチと ENZA は協力して、ニュージーランドや米国、フランスでの試験栽培

や品質試験と並行して、英国や欧州大陸、米国など主要な市場となると考えられる国や地

域で試食等のマーケティング調査も同時に実施した。 

ジャズ開発に至る狙いは、ピンクレディーと同様に、ニュージーランドの品質の高い、

                                                   
43 ホートリサーチは、ニュージーランドのキウイ生産者による団体ゼスプリのブランドである、ゴール

ドキウイを開発したことでも有名。 
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高付加価値果実の輸出を増加させることにあった。ヒアリングによれば、ホートリサーチ

と ENZA はピンクレディーシステムの成功とその課題をつぶさに検証し、ピンクレディー

が直面した課題を作らない新しいシステムの構築を目指したようである。 

5.1.2 育成者権、商標権、ロイヤリティーの管理 

ホートリサーチはニュージーランドのほか、米国、南米、EU、豪州等でスチフレッシュ

育成者権を取得した。また、各国でのジャズ関連の商標権は全て ENZA が所有している。

育成者権や商標権の管理を含め、ジャズシステム全体の管理は一元的に ENZA に委ねられ

ている。 

ロイヤリティーの管理については断片的な情報しか得られなかったが、ジャズにおいて

は PBR ロイヤリティーと TM ロイヤリティーは分割されていないとみられる。納められた

ロイヤリティーのうち一部が、ホートリサーチに還元されて新品種の育種等に用いられる。

残りを ENZA が統括する各種のマーケティング活動等に充てる。 

国によってロイヤリティーの額が異なるものと思われるが、米国の例では、生産者はま

ず当初クラブへの加盟時にロイヤリティーとして 2 千米ドルを前払いで納め、その後、ジ

ャズ果実の販売額のうち 13%をロイヤリティーとして納めている。 

図 24: ジャズのロゴとパッケージ、イメージ 

 

出典：ジャズウェブサイト http://www.jazzapple.com/ 

5.1.3 供給量と品質の管理 

ピンクレディーシステムとジャズシステムの最大の違いは、ジャズシステムでは当初か

ら供給量を完全にコントロールしているところにある。ENZA 社は、各国の生産者および

苗木業者との契約の中で、苗木数を厳しく管理し、各国で生産されるおおよその果実生産

量の推計を把握している。また、それを基に、スーパーマーケットに対して通年の安定し

た供給を約束している。 

ENZA 社から育成者権と商標使用権を供与された豪州の大手苗木業者は、ジャズが成功

した要因の最も大きなものに、スーパーマーケットに対して通年供給を保証したことと、

同時に生産者に対して販売市場を保証したことを挙げた。 

ENZA が非常に厳格なシステムを導入できた背景には、ENZA の持つ供給力や影響力が

挙げられるだろう。豪州のりんご産業及び APAL と比べ、ニュージーランドのりんご産業
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及び ENZA は国際的な市場における供給量や影響力がかなり大きい。ENZA はかつてニュ

ージーランドのりんご・なし類の輸出を一手に引き受けていた団体であり、傘下にプレミ

アム果実の流通/輸出業者であるターナーズアンドグロワーズ（Turners & Growers）を持

ち、輸出相手国にも子会社あるいは提携する輸入/流通企業を持つなど、現地での流通にも

深くかかわっている。逆に APAL へのヒアリングでは、APAL は国際的な影響力が小さか

ったため、ピンクレディーシステムにおいては、コントロールの仕組みがゆるやかであっ

たことが、国際的に大きな成功をもたらした要因の一つであると述べている。 

またジャズシステムでは、販売される全てのジャズは、ENZA 社の規格（規格は公表さ

れていない）に適合していなければならないとの条項を含めているため、ピンクレディー

とは異なり、品質規格に適合しないジャズ（又はスチフレッシュ）は加工用等に回され、

小売店で生果として販売されることはない。 

5.1.4 マーケティング活動 

ENZA は、ピンクレディーに倣って積極的なマーケティング活動を仕掛けている。各地

域/国で、以下の団体がマーケティングを担当している。 

 欧州大陸：ENZA Fruit Continent（長い歴史を持つ ENZA の子会社で、欧州大陸で

の ENZA のマーケティングを担当してきた。） 

 英国：World Wide Fruit（ENZA が 50％資本を有する提携企業。りんごとなしの流

通とマーケティングが中心業務だが、キウイやアボカド等も扱う） 

 北米：The Oppenheimer Group（ENZA が 15%資本を有する提携企業。りんごやな

しを含め、8 種類の果実を扱う北米でのマーケッター。） 

 アジア：Delica Global（豪州の大手青果物輸出企業。ENZA のプレミアム果実の流

通に長年携わってきた。） 

最も大きな特徴としては、スーパーマーケットチェーンに対し、前述の供給量の約束に

加え、同時にマーケティングとプロモーションの提供も同時に契約する。このことが、ス

ーパーマーケット側から歓迎される仕組みとなっている。 

スーパーマーケットでのプロモーションの他には、各種イベントの後援、スポーツチー

ムや選手のスポンサー、レシピの提供、メディアへの露出、各国でのホームページの運営

（http://www.jazzapple.com/、http://www.jazzapples.co.uk/）などが挙げられる。 

5.1.5 プレミアム価格の実現 

ジャズシステムはロイヤリティーの高さや生産の規制などから、ピンクレディーに比べ

ると生産者の負担が大きい。しかし現在までのところ、各国での生産は増加傾向にあり、

生産者は負担に見合うメリットを認識していると考えられる。 

実際に、尐なくともニュージーランドの生産者にとっては 2007、2008 年では次ページ表
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9 のようなプレミアム価格を実現している（ジャズはブレーバーンに比べて約 40～100%増

の価格）とみられ、同年実績ではピンクレディーに比べてもなお 13～15%程度の高価格と

なっている。 

表 9: ニュージーランドのジャズ輸出による収入 

単位：価格-NZ ドル/カートン*、輸出量-カートン* 

産地 

 

年 ジャズ ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰ ﾌﾞﾚｰﾊﾞｰﾝ ﾛｲﾔﾙｶﾞﾗ 

ホークスべイ 価格 2007 30.26 26.31 15.15 19.71 

  

2008 30.42 26.80 20.75 20.20 

 

輸出量 2007   980 1,269 14,345 16,609 

  

2008 1,676 1,967  7,167 15,699 

ネルソン 価格 2007 27.44 - 16.90 18.65 

  

2008 29.64 - 20.65 21.80 

 

輸出量 2007 3,113 - 37,277 15,474 

  

2008 5,494 - 30,557 16,809 

出典：ニュージーランド農業林業省「2008 Pipfruit Monitoring Report」 

注：18.5kg カートン 

5.1.6 国際的な展開 

現在ジャズは、ニュージーランド、フランス、スイス、英国、米国、豪州、チリ、南ア

フリカ共和国で栽培されており、2010 年にはイタリアでの生産が開始される予定である。 

2008 年の世界でのジャズ果実総生産量は 2 万 7 千トン、2009 年には 4 万 5 千トンに増

加すると予測されている。目標値としては 2014 年に 10 万 8 千トンへの到達であり、それ

までに北半球と南半球の生産量を同じ程度に調整したい考えを持っている。 

ENZAは、これまで南半球の競合国への育成者権と商標使用権供与に非常に慎重であり、

チリ、南アフリカでは僅かなライセンス供与しか行われていない。豪州でのライセンス供

与は、豪州国内市場向けの出荷に限っており、豪州からの輸出はできない。現時点では、

ニュージーランドが世界総生産量の約半分を占める。ENZA はニュージーランドの生産の

みでは需要に不足するため、それを他の南半球からの輸出によって賄おうとしているにす

ぎない。 

一方でジャズの消費の中心としては、英国、欧州大陸、米国、豪州を念頭に置いている。 

5.1.7 まとめ 

成功した点 

ピンクレディーでは、国際的な協調については、各地域の団体間でのコンセンサスに基

づく意思決定過程であったが、ジャズでは ENZA が管理権を掌握している。また、初期の
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段階から苗木の販売数を管理することによって、供給量をほぼ確実にコントロールするこ

とができた。これによってジャズシステムは、ピンクレディーの事例で発生した様々な課

題である、開発国の豪州が他の南半球諸国と競合して輸出できないという事態、過剰供給、

シーズンにより偏りのある供給、「クリップスピンク」としての販売による消費者の混乱と

ブランドイメージの低下、統一性のない商標登録などを避けることが出来た。 

課題 

ジャズ制度のもっとも大きな問題点は、前払い費用と運営費が高いこと、それによって

生産者の負担が重くなっている点が挙げられる。ピンクレディーの制度においては、APAL

や DAFWA が得る TM 及び PBR ロイヤリティーはそれほど多額ではない。TM マスターラ

イセンシーが自由に使える部分も多く、現地の生産者が感じる負担はジャズに比べると尐

ない。 

また、豪州等でのピンクレディー関係者へのヒアリングでは、ジャズシステムでは生産

や流通が非常に細かくコントロールされていて、多くの生産者が自由に参加できる組織で

はないため、ピンクレディーと比べると生産拡大のスピードが遅く、市場の拡大とブラン

ドの確立にはより時間がかかるだろうとの意見も出された。 

5.2 その他のクラブ制システムの発展 

ジャズの他には、カンジ（Kanzi）、キク（Kiku）、ハニークランチ（Honey-crunch）、

カメオ（Cameo）、サンダウナー（Sundowner）、テンテーション（Tentation）などのりん

ごがクラブ制を採用している。 

図 25: クラブ制を採用している様々なりんごのブランドロゴ 

キク カンジ カメオ 

   

   
出典：キクウェブサイト http://www.kiku-apple.com/、カンジウェブサイト http://www.kanziapple.com/ 

カメオウェブサイト http://www.americancameo.com/  

Produce Oasis ウェブサイト http://www.produceoasis.com/Items_folder/Fruits/cameo-apple.asp 

また、APAL はピンクレディーで得られた経験を生かし、2004 年にニュージーランドの
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なしやりんごの生産者を代表する組織であるピプフルーツニュージーランド（Pipfruit NZ）

や、AIGN 等と共同し、りんごとなしのプレミアム品種についての開発とマーケティング、

IP 管理を行うプレヴァー（Prevar）という新しい会社を立ち上げた。「スィーティー

（Sweetie）」りんごの発売などの成果があがっている。 
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6 日本におけるりんご産業及び IP 管理に係るケースス

タディー 

本事業では国内のりんご産業や IP 管理について深い分析を行うことは目的に含まれてい

なかったが、本事業の実施にあたってピンクレディーの事例の中で日本の農林水産物輸出

にとって意義のある情報は何かという点に焦点を当てるために、国内でりんご産業や IP 管

理に係る先進事例の関係者に対するヒアリングを実施した。本章では、これらのヒアリン

グの成果を簡単にとりまとめる44。6.1 節はピンクレディーのように海外での品種登録と生

産許諾を行っている事例である長野県のシナノゴールドについて説明する。6.2 節では青森

県の台湾及び中国向けりんご輸出に関っている民間団体と県担当局、弘前中央青果株式会

社について概要をとりまとめる。6.3 節はピンクレディーに類似して欧州向け輸出と海外で

の生産許諾を実施している安代りんどうの関係団体について、それぞれ取り組みについて

取り上げる。 

6.1 長野県によるシナノゴールドの海外許諾 

長野県は、県開発品種のシナノゴールドを欧州の業者に海外許諾する契約を結んだ。日

本の地方政府機関が開発した品種の生産許諾を行う例は非常にまれで、りんごではこれが

初めての例になる。長野県内の大手生産者の 1 社は、日本のりんご品種の海外での評価の

高さや、海外では盛んに品種のやりとりが行われていることを挙げ、長野県の取り組みを

非常に高く評価している。 

シナノゴールドは、長野県果樹試験場がゴールデンデリシャスと日本の千秋を交配させ

て開発した品種で、1999 年に日本で品種登録された。1997 年に長野県で開催された世界り

んご大会で、数多くの海外生産者から高い評価を得、その後ヨーロッパの苗木業者 4 社か

ら生産及び販売許諾の申し込みがあった。 

長野県は県産りんごの欧州への輸出は当面考えていなかったことから、海外許諾によっ

て許諾料が見込めることを考え、2007年8月、イタリアのSKズードチロル（SK Sued Tyrol）

45を選定して許諾をし、試験栽培を始めるため増殖材料を提供した。なお、EU での品種登

録は、UPOV 条約で有効期限である 6 年を過ぎており、育成者権を取得できなかった。こ

のため、商標権を取得して、それに基づく契約を結ぶこととなった。 

                                                   
44 本章の内容については、ほとんどがヒアリングに基づくもので、詳しい裏付け調査等は行っていない

ことに注意されたい。 
45 SK ズードチロル社はイタリアの南チロルの 2 つの生産組合である VOG と VIP により設立された合

弁会社で、VOG や VIP の生産者に対し新種を発掘し、許諾を取得し、商業化することを目的としている。

因みに、VOG は APLE の会員で、欧州で最も大規模なピンクレディー生産者のひとつである。 
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現状では契約は完了し、近年中に商業化へ移行する見込みである。SK ズードチロルとの

契約は、EU 圏内およびスイスのみの適用となる。契約内容は機密事項であり、明かされる

ことはなかったが、貴重な機会であるので、長野県も欧州での生産やマーケティングに深

くかかわって、欧州市場について学ぶことによって、長野県（ひいては日本に）より大き

い利益がもたらされるように期待したい。 

なお、今年初め、APAL は長野県に対しシナノゴールドの許諾を申し入れたが、この申し

入れは断られた。長野県へのヒアリングによると、逆輸入の懸念等から、ヨーロッパ以外

の国の業者に許諾する意向はない。現在世界では、国際的な果樹の新品種のやりとりが非

常に活発に行われており、APAL は長野県に断られた理由を理解することができなかった。

シナノゴールドのような黄色のりんごは日本市場では赤いりんごに比べて量が尐ないが、

海外では高く評価されるため、輸出向けではなく、豪州国内市場向けに限った形での契約

（ジャズの豪州での生産許諾のように）などの方法は、可能性としては考えられる。 

6.2 青森県のりんご産業 

6.2.1 青森県の台湾向けりんご輸出 

台湾は、日本の青森県のりんご輸出の大半を占める市場である。輸出には青森のりんご

移出商と呼ばれる民間流通業者からのルートと、農協を通じるルートの二種類がある。 

民間業者のルートでは、過去に台湾向け輸出に量の規制があったことを背景に、台湾向

け輸出のコーディネートを行う共販組合が設置されており、現在は輸出のすべてを扱うわ

けではないが、現在も共販組合によってコーディネートされる例も尐なくない。また、共

販組合を事務局として、台湾を中心とした輸出の際の市場調査やマーケティングを担当す

る輸出協会が設立されている。 

台湾に輸出されている品種は、国内では小売市場にはあまり出荷されない小玉サイズの

「無袋ふじ（サンフジ）」である。米国産ともある程度競合できる価格で出荷できるためで

ある。他にも「有袋ふじ」「王林」「世界一」「陸奥」など幅広く、近年では非常に大きなサ

イズを特徴とする「大紅栄」という品種も伸びている。 

中国産の「水晶ふじ」と呼ばれるりんごが大量に入荷していることもあって、台湾向け

のマーケティングでは、品種よりも「青森県」という産地のアピールに力を置いている。

スーパーマーケットでの販促活動のほか、テレビ番組や CM、知事やミスりんごの現地視察

とそのメディア露出などの活動を積極的におこなっている。 

ここ 1、2 年で、日本国内の他産地も台湾に輸出するようになり、非常に安価で出荷する

場合があって、価格が乱れてきているとの指摘があった。 

ヒアリングによれば、台湾向けのりんご輸出ではそれほど偽の商標は問題ではないとの
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結果が挙げられたが、平成 20 年度に実施された農林水産省の調査では、りんごには限らな

いが台湾にも様々な偽の商標が出回っていることが指摘されている。 

6.2.2 青森県の中国向けりんご輸出 

青森県の中国向けりんご輸出はまだ量は限られているが、県が積極的に係り、輸出促進

活動を行っている。 

中国では台湾と異なり自国でりんごが大量に生産されているため、現地産との差別化の

ため、青森県から中国向けに輸出されるりんごはほとんど、贈答向けの非常にサイズが大

きく、色づきが良く、付加価値の高いものに限られている。品種名では、「世界一」や「大

紅栄」などが挙げられた。中国向け輸出を積極的に促進している生産者は、ピンクレディ

ーを「高級」とすると、中国向けの日本産りんごは「超高級」で、非常に上層の限られた

ターゲットを相手にするものだと述べている。 

中国においては、商標問題の面で青森県は非常に苦労している。青に水が三つの漢字を

用いた青森に非常によく似た商標は大きく話題になったが、それ以外にも青森県に因んだ、

あるいは青森県産りんご等の各種マークに類似した商標が中国でしばしば登録される。商

標関連の法律事務所に監視と対策業務を一時依頼したが、現在は青森県が自ら、中国の当

局のウェブサイトを監視している。 

他に、偽の商標をコピーされる問題が日常的に発生している。りんご業界の中国市場の

視察においても、青森県の大手りんご流通業者の一社が用いている商標に酷似した商標が

発見された。 

6.2.3 青森県のりんご品種に係るヒアリング結果 

青森県では県の試験場でりんごの育種プログラムを積極的に実施している。近年、青森

県では７品種のりんごに対し日本の品種登録を行った。海外で品種登録の申請は行ってい

ない。 

下記がりんごの品種登録規定に関する青森県の方針である。 

1. 有望な品種に対し、日本で品種登録を行う。品種登録には「あおり（青森りんごの

略）＋番号」という品種名を付ける。 

2. 有望品種は当初、青森県内のみでの販売となる例が多いが、その後は一般に販売さ

れる場合もある。有望で無い品種については登録更新を行わない場合もある。 

3. 青森県は、県外に生産を許諾している品種を所有しているが、その数は尐なく、栽

培時期や栽培地域が青森県には適さない品種に対し許諾している。 

4. 登録品種許諾料の一部は県の研究開発センターの研究者へ支払われ、残りは県の一

般財源となる。 

5. 特に有望な品種に対しては、商標登録を行う。ただし、商標使用料は無料である。 
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大きくニュースに取り上げられたが、2008 年に青森県は「あおり 21」及び「あおり 27」

の品種登録申請で登録料納付遅延のため、登録が無効となってしまった。これに対応する

ため、青森県は韓国、中国およびその他の国におけるこれら両品種の品種登録を決定した。

このほか、青森県は加工の際褐変しない品質についての特許を取得する予定である。また、

これらの品種販売に係る苗木業者との契約の中で、青森県外の生産者には苗木を販売しな

いよう義務付けた。 

青森県は海外のりんご生産者に許諾する意向は今のところ無い。海外での品種許諾より

も、県内で生産されたりんごを輸出することを望んでいるためである。 

また、青森の生産者/流通業者サイドへのヒアリングでも、海外への許諾は非常に抵抗感

が強いとの答えであった。 

6.2.4 弘果弘前中央青果株式会社の試み 

弘果弘前中央青果株式会社（弘果）は、青森県の篤農家である工藤清一氏が開発した特

徴のある有望なりんご品種 6 種（「紅夏」「黄明」「幸寿」「津軽ゴールド」「大紅栄」「栄黄

雅」）について、開発者との間に専用利用権に係る契約を締結した。弘果は生産者を会員制

組織として、生産物は弘果を通して出荷することを義務付けている。直接のヒアリングが

行えなかったが、苗木に係る代金（ロイヤリティーを含む）のほか、加入金と年会費を支

払う仕組みのようである。出荷の際は事前に「目合わせ」と呼ばれる打ち合わせを生産者

間で行い、「上味（良いもの）」、「ハネ（キズもの）」、「加工（加工用）」に分け、品質をコ

ントロールしている。 

非常にユニークな取り組みで、ピンクレディーシステムに似ている部分があるが、ヒア

リングによれば、販売先の保障や積極的な市場の開発が行われていないため、生産量の増

加により価格が下落してしまうリスクが大きいのが課題として指摘された。青森県のりん

ご産業関係者へのヒアリングでは、一般的にはまだまだ、ロイヤリティーの徴収について、

りんご生産者の間には抵抗感が大きいだろうとのコメントが挙げられた。 

6.3 安代りんどう 

岩手県八幡平市の安代りんどうの海外におけるビジネスモデルは、まだ規模は小さいも

のの、ピンクレディーのシステムに非常に近いものを内包している。 

八幡平市で生産される安代りんどうは、年間生産量が約 330 万本で国内ではりんどう生

産が最も多い地域である。生産の内約 60 万本を欧州に輸出している。新品種の開発に非常

に熱心で、生産者の団体である安代りんどう開発と地方自治体が出資して、研究所を設立

した。生産者からりんどうの販売額の 2％を品種育成に係る課徴金として収集し、これを原

資に次々に品種開発を行っている。 
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安代りんどう開発では、国内市場へ年間を通じた供給を実現するため（日本だけの生産

では冬にリンドウを供給できない）、1992 年頃からニュージーランドで生産を許諾し、日本

へ輸入することを検討した。そして 1996 年、ニュージーランドの生産者に対する日本品種

のリンドウ生産許諾が始まった。日本への最初の輸出は 1999 年で、2002 年のピーク時に

は 13 万本が輸入された。 

ところがその後円安とニュージーランドドル高が進行し、ニュージーランドの生産者に

とって日本に輸出することがコストに見合わないものになってしまった。また、日本の輸

入業者とのトラブルが発生したこともあって、米国や欧州への輸出に切り替えることを望

み、最終的に安代りんどうはこれを受け入れる形で、ピンクレディーに似たシステムが完

成した。現在では許諾生産者は安代リンドウのブランド名を使用し、ロイヤリティーとし

て売り上げの 3％を協会に支払うことのみが条件とされている。 

現在は、チリの生産者への許諾も開始、ニュージーランドでは 2 ヘクタール、チリでは 4

ヘクタールの生産がある。また最近では、八幡平市、安代町の生産者、ニュージーランド

の種苗開発機関およびニュージーランドの生産者が合同で、りんどうの新品種開発と商業

化を目的とする「安代インターナショナル」を設立した。 

一方、ニュージーランドの EU への輸出に刺激を受け、2002 年、日本の生産者も欧州へ

の輸出を開始した。はじめは量が尐なく、また輸送方法等に非常な苦労を重ねたが、数年

後にはオランダの市場でその品質が認められ、市場で最も高い価格で取引されるようにな

った。2008 年後半以降の円高に苦しんではいるが、ブランドの維持には長期的に継続した

出荷が非常に重要であるとの考えと、また国内への流入量を減らして国内価格を安定させ

る役割もあることから、欧州向けの輸出を継続している。 

尚、協会によれば、輸出開始後初めて、安代で開発されたものと思われる青い色のりん

どう品種を、オランダの花き生産者が既に EU 品種登録をしてしまっていたことに気が付

いた。この事件を背景として、安代りんどうでは海外での品種登録の重要性を強く認識し、

青色以外の品種について EU での品種登録を急いだ。 

また、日本の輸出促進における中国等での商標問題を受

け、協会は 2008 年に「安代りんどう」の商標の獲得を行

った（右図）。関係者は、今後の安代りんどうの発展にと

っては、マーケティングを充実させていくことが重要にな

ってきているため、その資金の確保をどうするかという点

が検討課題であると述べている。 

 

図 26: 安代りんどうの商標 

 

 

 

 

 

 

出典：安代りんどう開発 HP 
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7 結論及び提言 

これまで見たように、ピンクレディーシステムは高付加価値を持続的に維持するために、

得られた利益の中からブランドの維持に必要な資金を確保しつつ、残りを育成者権所有者

や生産者等の間で分配していくクラブ制という仕組みを作り上げたというという点で、世

界でも稀に見る非常に成功した試みで、日本の農林水産物ブランドを作り上げていくにあ

たって、非常に参考になる事例である。ただし一方で、ピンクレディーシステムは豪州産

ピンクレディーの輸出に寄与するところは尐なく、また世界的なレベルで見れば生産や流

通のコントロールが必ずしも上手く出来ていないなど、参考とするにあたっては気をつけ

なければならないいくつかの失敗点も、本事業を通じて明らかになった。 

本章では、2～4 章で詳しく説明したピンクレディーシステムを基に、5 章で概説した後

続の新しいクラブ制システムを参考にしながら、7.1 節で本事業の結論を述べ、その上で、

6 章で見た日本におけるりんご産業及び IP 管理に係るケーススタディーを参考にしながら、

農林水産省及び日本の農林水産業がピンクレディーシステムから学べることは何か、とい

う観点から、7.2 節に提言をとりまとめた。 

7.1 結論 

結論は序章で示した事業目的に沿って、以下の 4 点からとりまとめた。 

 ピンクレディーシステムの成功点とは？ 

 ピンクレディーシステムが、豪州の輸出を促進しなかった理由とは？ 

 ピンクレディーのその他の失敗点/課題とは？ 

 クラブ制システムの後続ブランドにおける改善点 

7.1.1 ピンクレディーシステムの成功点とは？ 

多くの理由から、ピンクレディーは世界で最も成功した果実ブランドの一つである。ピ

ンクレディーシステムは高付加価値を実現しただけでなく、それを長年に亘って継続して

いる所に最も大きな特徴がある。ピンクレディーシステムの成功点を要訳すると： 

 新しいりんごのブランドを国際的に成功させた 

 さらに、ブランドをこれまで十年に亘って維持、さらに成功が将来に亘って続いて

いくとみられる 

 一般的なりんごより、欧州市場では小売価格で 20～30％高いプレミアム価格が付く 

 ロイヤリティー徴収の仕組みを形成し、初期段階では、豪州政府等より多少の資金

援助を得たものの、現在では政府からの援助は全く無く、ロイヤリティーのみで運
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営されている（欧州（英国を除く）市場での TM ロイヤリティーは推計で、2001/02

年度の 180 万ユーロ（約 2 億 3 千万円）から 2007/08 年には 700 万ユーロ（約 9 億

1 千万円）に増加した） 

 育成者権に係るロイヤリティーは全額が育成者所有者であるDAFWAに支払われ（年

平均約 36 万豪ドル（約 2 千 7 百万円））、商標権に係るロイヤリティーのうち一部

分（欧州で 14%）は APAL に還元されており（2007/08 年度実績で約 104 万豪ドル

（約 7 千 8 百万円））、DAFWA と APAL にとって、非常に重要な収入源の一つと

なっている。 

 豪州でのクリップスピンクの生産は、2001 年の 3 万 8 千トンから 2008 年の 6 万ト

ンへと年 7％の成長率で増加してきた 

 世界各国においても、クリップスピンクは 12 カ国におよぶ生産で、生産量は約 40

万トンに達し、世界のりんご品種の中で 11 位と大きく成長した 

これらの成功の背景には、以下のような理由が指摘できる： 

 消費者にアピールできる、特色ある魅力（色や味）を持つりんご品種を用いている 

 国際的な品質規格の徹底によって、品質の均一化を図り、質の高いりんごの提供を

確保している 

 覚えやすく、印象的なユニークな名前を採用している 

 ターゲット層を高級スーパーマーケット顧客層に限定し、高価格で販売（また、一

般スーパーマーケットやディスカウントスーパーマーケットにセカンドラインを投

入） 

 全世界にわたる強固な知的財産権により支えられている（70 カ国以上において商標

登録がなされており、4 カ国 1 地域において品種登録がなされている） 

 商標と育成者権に係るライセンスのロイヤリティーから、プロモーション、システ

ムの運営、知的財産権の保護、新品種開発の資金が確保できる仕組みを作り上げた 

 商標に係るロイヤリティーのうち大部分（欧州市場では 6 割）を消費者向けのプロ

モーション活動費に充てることによって、消費者の注目を維持し、より良いプレミ

アム価格を実現している 

 現地の関係者がプロモーション活動等に責任を持つことによって、現地の状況に合

わせた効果的なプロモーションを行っている 

 知的財産保護のための資金を確保し、有事に備えている 
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 市場への供給数量を、生産量の制限によってある程度コントロールできている 

 供給量のコントロールと卸売価格の目標額の設定によって、価格の安定と生産者へ

の適正なリターンを確保している 

 南半球と北半球に拠点があることで、需要量に見合った生産を確保でき、小売業者

に一年を通して商品を提供することによって、安定的な棚スペースの確保を実現し

ている 

 システムの比較的ゆるやかなコントロールにより、広範な国や地域の多くの生産者

が参加することができた 

 IPLA による国際的な協調をはかるシステムによって、各国の利害関係が調整され、

コンセンサスがとられてきた 

7.1.2 ピンクレディーシステムが、豪州の輸出を促進しなかった理由とは？ 

2001 年の 3 万 3 千トンをピークにその後輸出量は大幅に減尐し、2008 年実績では 7 百

トンと後退してしまった。その理由としては、以下が挙げられる： 

 初期の段階でピンクレディーを南半球の他国での生産を許諾し、それの生産量をき

ちんとコントロールできる体制を築かなかったこと 

 豪州の干ばつによる生産量の減尐 

 豪州では国内市場はりんご輸入が規制されており保護されている市場であるため、

干ばつや為替変動等の理由で輸出に比べて国内のりんご価格が上昇したこと 

 国内価格の上昇の一方で、内部褐変等の理由により輸出は国内出荷に比べてリスク

が高すぎると生産者が考えたこと 

7.1.3 ピンクレディーのその他の失敗点/課題とは？ 

豪州の輸出低迷以外にも、ピンクレディーの失敗点や課題は以下のような点が挙げられ

る。 

 豪州において品種登録及び商標登録ができなかったこと（ロイヤリティーが徴収で

きなかっただけでなく、枝変わりの所有権についての深刻な問題の原因になった） 

 海外での商標登録の遅れにより、現地関係者との交渉が必要になり、特に米国にお

いては商標権を失ってしまったこと 
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 海外での品種登録を限られた国だけで行い、その後 UPOV の新品種登録の期限が経

過してしまったため、いくつかの国で育成者権が得られず、苗木業者等との契約の

みによってしか権利を保護できなくなってしまったこと 

 国際的な生産と貿易のコントロールが完全でないこと（ただし、これは国際的な生

産の急速な拡大につながった利点でもある） 

 豪州でこれらの登録が無く、国際的な生産の規制が完全で無いため、現在豪州は

WTO でニュージーランドからりんご市場の開放に係る提訴を受けているが、豪州り

んご市場が仮に開放された場合は困難な状況になることが予想される。 

 国際的な協調体制は合議制のスタイルであり、豪州関係者が完全にコントロールす

ることができないこと（ただし、これも国際的に柔軟な対応ができた利点でもある） 

7.1.4 クラブ制システムの後続ブランドにおける改善点 

ピンクレディーシステムの大きな成功から学び、今日では多くのりんごブランドがクラ

ブ制を採用しているが、その中でも最も成功したものがニュージーランドの ENZA の持つ

ブランド「ジャズ」である。ピンクレディーシステムの詳細な研究から、いくつかの非常

に重要なポイントを改善したジャズシステムは、業界関係者からは次世代のピンクレディ

ーと称されている。ピンクレディーと比較したジャズシステムの主な特徴は： 

 ピンクレディー以上の高付加価値での販売を実現している 

 APAL よりも国際的なりんご市場で影響力の強い ENZA の立場を利用して、ENZA

が中心となって生産から流通、販売までコントロールする仕組みを作り上げた 

 それにより、生産者に対しては販売先を、スーパーマーケットチェーンに対しては

安定した供給とプロモーションを約束することで、安心して生産・販売できるよう

にした 

 南半球への生産許諾を慎重に行い、ニュージーランドからの出荷では不足する部分

についてのみ、その他南半球での生産を利用できるようにした 

 ただし、生産者の負担する初期費用の高さと、厳格な生産コントロールのために、

生産量の増大やブランドの拡大には、ピンクレディーに比べると時間がかかる 

7.2 提言 

ひるがえって、日本の農林水産物の輸出振興とブランド化について、ピンクレディーシ

ステムからはどのような点を学ぶことができるのだろうか？  

日本産農林水産物の輸出促進にあたっては、価格で勝負できるような産品が限られてい
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ることから「高付加価値化」が重要になっており、様々な輸出促進施策を通じて、いわゆ

る日本産農林水産物の「ブランド化」が図られている。「我が国農林水産物・食品の総合的

な輸出戦略」の中では、品目別の戦略的な輸出促進の一環として「知的財産・ブランド戦

略の推進」として取り上げられており、他国産品との差別化や信頼力を高めるブランド化

の例として、たとえば日本の統一的なマークの導入（果実と和牛における統一マーク、米

のホログラムマーク、水産物の水産エコラベル）の推進等が挙げられている。 

図 27: 和牛と果実の統一マーク 

 

出所：左―中央畜産会ウェブサイト http://jlia.lin.go.jp/wagyu/ 

右―農林水産省ウェブサイト：http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/080617.html 

また、特にこれまでの日本産農林水産物の輸出促進政策では、既存の輸出が尐なかった

こともあって、既存の市場でどのように拡大していくかという点をサポートするよりは、

新規の市場参入をサポートすることに重点が置かれ、その観点から日本産農林水産物のブ

ランド化にあたっても日本産の良さをどのように海外の市場に認識してもらうかという点

に問題意識を置き、各国の食品見本市やスーパーマーケットでの露出などに重点が置かれ

てきた。 

知的財産の観点からは、特に中国等での日本の有名産地に係る商標が取得されてしまう、

又は商標権を取得した商標やその他の名称、マーク、産地などの偽装の事件が起き、ある

いは日本で開発された品種が違法にアジア各国に持ち出され、日本からの輸出を阻害する

だけでなく逆輸入の危険があるなどの事例が発生したことから、これらの権利侵害を守る

という側面が大きく協調され、アジアでの商標登録や品種登録の推進や、アジアの各国に

おける品種保護制度の拡充が図られてきた。 

しかし、マークを導入するだけで、あるいは市場が良さを理解してくれたからといって、

又は商標権や育成者権があるからといって、それだけで自然にブランドが出来るという訳

ではない。ピンクレディーのブランド戦略において高付加価値商品とは、「基準が設定され、

生産と供給がコントロールされた、管理されている商品」と定義されている 。ピンクレデ

ィーシステムでは、まず高付加価値化を生み出す差別化をはかり、次にそれを育成者権や

商標権を利用して保護し、その上でクラブ制というシステムを導入することによって供給

をコントロールしてプレミアム価格を維持し、そして得られた利益の一部をロイヤリティ

ーとして徴収し、それをプロモーションや知的財産の保護に充てることによって、持続的
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なブランドの仕組みを作り出した。 

日本の農林水産物が他国と比べて非常に高い品質を誇ることは良く知られている。今後、

日本産農林水産物の輸出促進とブランド化をすすめていく上では、さらに一歩進んで、で

はどうやってその高い付加価値を保護し、さらに長期間にわたって持続、発展させていく

か、という真のブランド化ということを考えていかなければならない。 

本節では、前述の 7.1.1 節で挙げたピンクレディーシステムの成功の理由の中から、日本

が学べると考えられる以下の 8 点について、7.1.2～7.1.4 節の内容や日本産農林水産物の実

情を踏まえて考慮すべき注意点についても交えながら、提言としてとりまとめた。 

1. 消費者に魅力ある、すばらしい商品 

2. 良いブランド名 

3. 品質の均一化 

4. 知的財産権（商標権と育成者権）の取得と管理 

5. ロイヤリティーの確保（マーケティングと知的財産保護資金） 

6. クラブ制による供給と価格のコントロール 

7. 現地に根差したプロモーション 

8. 他国での生産による需要量に見合った供給量確保 

なお、ブランド化という観点からは、果実で米国のかんきつ類のブランドであるサンキ

ストやニュージーランドのキウイブランドであるゼスプリなどが先進事例として挙げられ

るほか、他の農林水産物や食品でも高いブランド力を維持して国際展開している事例は多

い。一般的に輸出に限らず、マーケティングにおいてブランド化は非常に大きなテーマと

して様々な研究がなされている。以下に示す提案は、ピンクレディーシステムについての

本事業の成果と、プロマージャパンがこれまで携わった日本産農林水産物の輸出促進や各

国の農林水産物の日本などアジア市場での貿易拡大から、日本産農林水産物のブランド化

について提案するもので、今後は、より一層様々な観点からの研究や意見によって、より

考察を深めていく必要がある。 

7.2.1 消費者に魅力ある、すばらしい商品 

クリップスピンクを生み出した当時の DAFWA のりんご育種プログラムの目的は、耐病

性、耐乾性などの栽培上の特性ではなく、消費者に魅力を示せるような特別な食味品質を

備えることであった。それに応え、クリップスピンクは当時豪州や欧米のりんご市場であ

まり見掛けなかったピンク味を帯びた鮮やかな赤色と、糖度と酸度が非常に濃いことを特

徴とする。 

豪州では、品種登録と商標登録がなく、特に消費者向けのプロモーション等が行われて

いないが、それでも、ピンクレディーは豪州のりんご生産の 20％以上を占め、他のりんご

より 20～30％高い価格を維持している。基本的にはピンクレディーは消費者にとって非常



平成 20 年度 農林水産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） 

7. 結論及び提言 

65 

に大きい魅力があって、市場で高く評価されているということが言える。当然のように思

われるかもしれないが、ブランド戦略には、まずその対象となる商品が、非常に高い魅力

を持っていることが大前提である。 

日本産の農林水産物が、それぞれ実際の対象とする市場の中で、対象とする消費者にと

ってどのような魅力を持っているのか（ただ、「品質が高い」というぼんやりとしたイメー

ジだけではなく、りんごであれば例えば「現地では生産できないような、非常に大きくて、

見栄えのする綺麗な外見で贈答用に適している」など）、という点が明確になっていること

が大切であろう。 

7.2.2 良いブランド名 

ピンクレディーのブランド名は、印象に残るもので、世界中どこでも通用するものであ

る。ジャズのブランド名も同様に、格好がよく、魅力的な含みのある、優れたブランド名

とされている。対照的な例として、「サンダウナー」のブランド名はあまり良いブランド名

でなかったことが、同ブランドがピンクレディーほど成功していない理由の一つではない

かと指摘されている。 

「日本産」というブランドを考える場合は、良いブランド名についてはあまり考える必

要がないが、他に品目ごとのブランドを考える場合には、短く、人の心を引き付け、記憶

し易く、否定的な含みのないものを選ぶ必要があるだろう。 

7.2.3 品質の均一化 

ピンクレディーシステムでは、どこで生産されたものも、どこで販売しているものも、

まったく同じ商品のピンクレディーであるということが重視され、均一の品質の保証を非

常に重要視していた。またジャズにおいては規格外のりんごは消費者向け市場に出さない

ということで、より徹底している。 

ピンクレディーの品質基準は、日本の生産者に言わせると「非常に緩い」もので、日本

の産品の品質は、ピンクレディーに比べてもずっと高い。しかし、その高い品質について

も、その「高さ」をどこに設定し、そしてどこまで許容し、どうやってそれを「保証」す

るか、そしてその違反に対してどうチェックしてどう対処するかということについて、や

はり考慮しておかなくてはならない。同じ「ブランド」として認知し、信頼してもらうた

めには、ルールを決め、規格化するということが非常に重要である。 

7.2.4 知的財産権（商標権と育成者権）の取得と管理 

商標権と育成者権という二つの知的財産の取得と、それに基づいたシステムの構築が、

ピンクレディーシステムの基礎を成している。一方で、初期の段階では取得が遅れて、自

国の豪州を含む一部の国では取得できなかったために色々な問題を引き起こす原因ともな
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った。 

国際的な知的財産の保護と活用については、ピンクレディーシステムが初めて形成され

た時期に比べると、はるかに意識が高まり、競争が激しくなっている。日本も、育成者権

や商標権の保護のために各国での登録の推進をはかっているが、さらにそれを輸出促進に

際して商業的に活用して良いシステムを構築する基礎になるという積極的な意味からも、

より一層の推進が望まれる。 

ただし、中国の問題については、ピンクレディーにおいても非常に困難な課題として現

前しており、ピンクレディーシステムからは解法が得られない。アジアにおける知的財産

の保護の進展については、より一層他国と協調しながらの協力体制の構築が必要だろう。 

また、知的財産権の管理や保護という側面から、現地にマスターライセンシーを設定す

ることによって、彼らに知的財産権の利用の権利を与えると同時に、それを保護する義務

を課したことは注目に値する。豪州でももちろん、法律専門家等の援助を受けて全体的な

管理を行っているが、全ての管理やチェックを豪州から行うことは非常に難しいことであ

った。日本でも、全ての管理やチェック業務を自前で行うのではなく、相手側にも一部を

負担してもらうことを考えることもできるだろう。 

7.2.5 ロイヤリティーの確保（マーケティングと知的財産保護資金） 

ピンクレディーが成功を続けている理由の中で第一のカギとなるのは、商標権と育成者

権に基づき、高付加価値化によって得られた利益の一部から、ロイヤリティーを徴収して

いるところである。集められたロイヤリティーによって、消費者向けプロモーション費用

を確保し、新たな品種開発に投資し、さらに上述の商標権と育成者権に関して有事があっ

た際の資金を準備している。ピンクレディーの草創期には、豪州政府等からの多尐の資金

援助を得たが、その後はほとんど援助も無く自律的なシステムとして機能している。 

ブランドの維持には、適切なマーケティングと、ブランドの防衛とを継続的に持続して

いかなければならない。日本の農林水産物のブランド化にあたっても、初期は日本政府や

地方政府の助力を受けるにしても、長期的にはそのブランドの製品の輸出で得られた利益

のうち、いくらかを回収することによって、ブランド化の維持に必要な資金を確保してい

く仕組みを作らなければ、補助金や行政頼みの輸出から抜け出すことが出来ない。 

7.2.6 クラブ制による供給と価格のコントロール 

クラブ制の狙いは、生産と流通をコントロールしてブランドを管理することによって、

新品種の開発者がその投資にみあった利益を確実に得られるようにし、また生産者により

多くの利益が生じるようにすることである。このために、苗木開発者、生産者、苗木業者、

そして場合によっては取引業者が集まって会員組織（クラブ）をつくり、生産、市場取引、

販売促進の方針決定と管理をする。クラブは、りんごの新品種の需給バランスを図り、統
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一的な販売促進と市場取引を実現し、品種からブランドおよび販売まで統合された垂直サ

プライチェーンを確立することによって、その品種に価格プレミアムを発生させそれを維

持することを目標とする。 

ピンクレディーシステムでは欧州での生産物についての供給コントロールと価格コント

ロールは非常に有効に機能したが、南半球については国際的な管理機能が弱かったために、

生産が急増しており、その管理が今後の課題となっている。ジャズシステムでは、国際的

な供給のコントロール強化に加えて、スーパーマーケットへの働きかけをより積極的に行

うことで、より高価格を実現できるようになった。 

クラブ制が日本の農林水産物輸出にとって必ずしも最適であるとはいえないかもしれな

いが、ブランド化の利益をきちんと確保するためには、供給と価格が何らかの形でコント

ロールされることが最低限必要なことである。特に、大規模な生産者が自分の供給を自分

で全てコントロールできる場合と違い、生産者が小規模な日本産農林水産物の場合は、過

剰供給に陥らないため、供給をコントロールするのは容易ではない。クラブ制は、こうい

った多数の生産者が参加する仕組みについての一つの回答例である。いずれにせよ、どう

いった方法で、供給と価格のコントロールを実現するかを、よく考えなくてはならない。 

7.2.7 現地に根差したプロモーション 

ピンクレディーの成功要因の一つは、上述のマーケティング資金の確保であるが、それ

をさらに現地団体であるコレゲオと APLE の二つの団体が、それぞれ自由な裁量で資金を

使ってプロモーション活動を行うことができた。ピンクレディーのヒアリングに際して感

じたことは、APLE やコレゲオ、スターフルーツなど、現地関係者のピンクレディーのブ

ランド化にかける熱意である。ピンクレディーシステムの成立は APAL だけが頑張った成

果ではない。一方、ジャズの場合は、ENZA は既に各国の市場で果実流通に深くかかわる

子会社や提携企業を持っていたため、これらがプロモーション活動をリードしている。 

日本の農林水産物の輸出促進においても、日本のマーケティング業者に現地でのプロモ

ーションを任せるのではなく、現地の市場を良く知る現地の関係者の情熱を引き出し、現

地関係者によって、現地の事情とニーズに合わせたプロモーションを展開してもらうこと

が、効果的なプロモーション実施に有益であろう。もちろん、その際には、日本の生産者

や輸出業者が深く関って日本側の意図を的確に伝え、現地で実施されたプロモーション内

容をよく理解しておくとともに、商標の利用等に際して適切な契約を結んだり、ブランド

の意図や使用法、ロイヤリティー等に関して事前に合意しておくことが必要である。 

7.2.8 需要量に見合った供給量を確保するための、他国での生産 

ピンクレディーシステムにおいて、各国の生産者が権利を供与された最も大きい理由は、

安定的な相当量の供給量と、一年間の継続的な供給というスーパーマーケットの求める二
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つの要求を満たすためであった。しかし、これは豪州産ピンクレディーの輸出が減尐した

原因ともなった。ジャズシステムではより慎重に、ニュージーランドの輸出を確保しつつ、

季節の違う分や、不足分を他の北半球や南半球での生産で補えるように制度が設計された。 

日本産の農林水産物ブランドを考えるとき、他国での生産はまずは念頭にないことだと

考えられるが、6.3 に挙げたりんどうの例では、輸出そのものが他国での生産を契機にして

始まったものであるし、また南半球での生産は欧州市場での周年供給の実現によってブラ

ンド化を一層後押しするものでもあった。 

りんごの場合は、日本では CA 貯蔵の技術が発達してほぼ周年供給体制が確立しているが、

品目によっては、他国での生産について、考える余地があるかもしれない。また、6.1 節に

挙げたりんごの海外許諾の例では、日本からの輸出を考えていない品目や市場に限っての

許諾であった。海外での生産の許諾内容を上手く設計すれば、日本からの輸出に悪影響を

もたらさず、良い影響をもたらしながら、さらに知的財産権によるロイヤリティーの収入

を確保できることも可能かもしれない。ただし、パートナーの選択と契約の内容、信頼関

係の構築について、非常に慎重に考慮する必要がある。 
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添付資料 1 ヒアリング先一覧 

（敬称略、アルファベット順） 

 企業/団体名 部局・役職 名前 

豪州ピンクレディー関係者 

1 AFFCO, Pink Lady Australia Managing Director Andrew Dick 

2 APAL Chairman Darrall Ashton 

3 APAL General Manager Tony Russell 

4 APAL Coregeo Australia CEO Jon Durham 

5 Craig Mostyn Exports Manager Peter Richardson 

6 Fruit Growers Victoria General Manager John Wilson 

7 Graham's Factree (Fleming's 

Nurseries の知財部門が独立) 

Managing Director Graham Fleming 

8 HAL Product Integrity Manager Richard Bennett 

9 Integrity Fruits Managing Director Jeff Buzza 

10 IP Section and 

Commercialisation, 

Horticulture, DAFWA 

Manager Terry Hill 

11 Lenswood Coolstores Managing Director Michael Cox 

12 Montagues Fresh Manager Rowan Little 

13 Oasis Fresh Managing Director Ben Walker 

14 Pink Lady Australia Ex-export Coordinator Des Muir 

15 Primary Industry and 

Resources, South Australia 

 Ian Lewis 

16 SA Growers Assocation Manager Trevor Ranford 

17 United Exports Manager Roger Horak 

18 Valley Star Pty Ltd Managing Director Don Ymer 

その他の海外ピンクレディー関係者 

19 Association Pink Lady Europe Chairman Didier Crabos 

20 Association Pink Lady Europe Trade-Marketing Executive Damien Beacco 

21 Blue Whale Export Sales Manager Sylvain Brand 

22 Cardell Export Responsible for export Sales for 

N. Europe 

Roland Charrade 

23 ENZA North American Coordinator Rick Derrey 

24 Horticulture Australia  Wayne Prowse 

25 IPLA, South Africa Pink Lady 

Assocation 

Chairman Peter Dall 

26 New Zealand Pink Lady 

Association 

Chairman Peter Beaven 

27 Rosaeur Fruits CEO Juan Martin Rosaeur 

28 Star Fruits Diffusion CEO Renaud Pierson 

29 U.S.Pink Lady Association Pink Lady USA Alan Taylor 

30 Viveros Requinoa  Juan Concha Ureta 

31 VOG Cooperative Agricultural 

Society 

Managing Director Gerhard Dichgans 
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日本のピンクレディー及びりんご産業、IP 管理関係者 

長野県 

32 日本ピンクレディー協会 会長 (安曇野ファミリー農産 

有限会社 代表取締役) 

中村 隆宣 

33 長野県 農政部農業技術化研究普及係課

長補佐兼係長 

木下 守夫 

34 長野県 農政部農業技術化研究普及係担

当課長 

塩川 正則 

岩手県 

35 八幡平市花き研究開発 

センター 

所長 日影 孝志 

36 青森県りんご商業協同組合連

合会 

会長 中村 輝夫 

37 社団法人青森県りんご輸出協

会、青森県りんご共販協同組合 

事務局長 今 直也 

青森県 

38 青森県 農林水産部農林水産政策課試験

研究推進グループ主幹 

成田 澄人 

39 青森県 農林水産部総合販売戦略課商品

づくり、ブランド推進グループ主

査 

神 充 

40 青森県 農林水産部りんご果樹課生産振

興グループ主幹 

工藤 智 

41 青森県 農林水産部 総合販売戦略課宣伝 

販売グループ主幹 

間山 三紀夫 

42 弘前大学 人文学部教授 

（青森県農林水産物輸出促進協

議会会長） 

黄 孝春 

43 片山りんご株式会社 執行役 山野 豊 
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添付資料 2 参考資料一覧 

文献一覧 

Auditor General, Western Australia, 1999, Public Sector Performance Report 

Auditor General, Western Australia, 2002, Second Public Sector Performance Report 

Bateman, Michael, 2001, “Pretty in Pink,” The Independent, May 21, 2001 

Comiski, Shane, 2007, Horticulture Commercialization Casebook, Horticulture 

Australia, Sydney 

Corrigan, V.K., P.L. Hurst, and G. Boulton. 1997, Sensory characteristics and 

consumer acceptability of „Pink lady‟ and other late-season apple cultivars, New 

Zealand Journal of Crop and Horticultural Science,” 25: 375-383 

Cripps, J.E.L., L.A. Rishards, and A.M. Mairata, 1993, „Pink Lady‟ apple, HortScience. 

28: 1057 

Dick, Andrew, 2004, Export market development for Australian apples, Horticulture 

Australia, Sydney,  

Dick, Andrew, 2006, Pink Lady and Sundower Export Development, Horticulture 

Australia, Sydney 

Dick, Andrew, 2007, Pink Lady and Sundower Export Development, Horticulture 

Australia, Sydney 

Erbish, F.H. & Maredia, K.M., 2004, Intellectual Property Rights in Agricultural 

Biotechnology, CABI Publishing, Oxford, Cambridge MA 

Horticulture Australia and the Australian Centre for Intellectual Property in 

Agriculture, 2005, Plant Breeder‟s rights: A Guide for Horticulture Industries  

Langford, Garry, 2001, Apple Variety Introduction – A New Paradigm, The Compact 

fruit Tree, Vol.34, No.2, pp.60-63 

Nicholas, P. & B. Vermey, 1999, The national apple breeding program in Western 

Australia, Agriculture Western Australia Farmnote, pp.48-98. 

O‟Rourke, Desmond, 2003, World production, trade and consumption and economic 

outlook for apples, in Feree, D. & I. Warrington, (eds) Apples: Botany, Production and 



平成 20 年度 農林水産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） 

添付資料 

72 

Uses, CABI Publishing, pp.15-30 

South African Deciduous Fruit Producers‟ Trust, 2008, Key Deciduous Fruit Statistics 

Turners & Growers, 2005, Jazz™ - a new New Zealand apple variety enters the global 

market, growing futures website, Case Studies, www.martech.co.nz/images/03jazz.pdf 

 

マニュアル、ニュースリリース、統計等： 

APAL Annual Reports to Industry, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 

APAL: Apple and Pear World News, 2006, 2007, 2008, various editions 

APAL: Australian Fruit Grower, 2007, 2008 various editions 

APAL: State Apple and Pear Industry Fact Sheets, 2004, 2006, 2007 

Australian Bureau of Statistics, Agricultural Survey, Apples and Pears, 2003-2008 

IPLA, Pink Lady Brand Manual, June 2007 

IPLA, 2008, List of Pink Lady® apple licenced importers and exporters for 2007/2008 

& 2008/2009 

IPLA, Pink Lady News, various editions 2007-2008 

IPLA, 2007, Vegetable: l‟echo de la Planete Fruits & Legumes, January 2007 

Supplement, les Cahiers Pink Lady® 

USDA FAS GAIN Reports on Australian Deciduous Fruit Industry, various years 

Western Australia Parliamentary Debates, Legislative Council, various years. 

APAL、IPLA、APLE、スターフルーツの内部資料 

 

ピンクレディー関連団体のウェブサイト： 

APAL ウェブサイト：www.apal.org.au/index.cfm 

APLE ウェブサイト：www.apple-pinklady.com（一般用、公開） 及び 

 www.pinkladyeurope.org(業界用、非公開) 

IPLA ウェブサイト： www.pinkladyapples.com 
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コレゲオウェブサイト： www.coregeo.co.uk 

ピンクレディー（英国）ウェブサイト： http://pinkladyapples.co.uk (2009 年 3 月現在

改装中) 

豪州ピンクレディー協会ウェブサイト：www.pinkladyaustralia.com.au 

米国ピンクレディー協会ウェブサイト：www.pinkladyamerica.org 

日本ピンクレディー協会ウェブサイト：http://pinklady-japan.com 
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添付資料 3 関係団体（HAL、APAL、AFFCO）の概要 

HAL 

 

ホーティカルチャー・オーストラリア（Horticulture Australia –HAL）は、園芸作物の

研究、開発、マーケティングを統括するファンドとしての機能を持つ国立機関で、園芸分

野の 30 以上の各セクター団体と協力しながら、豪州の園芸作物産業に寄与するプログラム

への出資を行っている。品種開発からバイオテクノロジー、食品安全から国内外市場開拓

まで様々なプログラムを取り扱っており、マーケティングプログラムでは、一部 HAL 自身

が関与するものもあるが、大部分は外部の研究施設等へ委託して実施する。 

HAL の財源の主要部分は生産者から徴収したマーケティングと研究開発に係る課徴金で

ある。課徴金は、豪州農漁林業省（Department of Agriculture Fisheries and Forestry – 

DAFF）により徴収され、HAL へ支払われる。この他の財源には、連邦政府の研究開発等

に係る費用の半額を支援するマッチングプログラム（Commonwealth Government dollar 

for dollar funding）や寄付等の収入がある。 

APAL 

 

りんご・なしオーストラリア（Apple and Pear Australia Limited – APAL）は、オース

トラリアの商業用りんご・なし生産者を代表する業界団体で、生産者会員（課徴金を支払

う豪州の全てのりんご・なし生産者）と、6 ヵ州のりんご・なし生産者団体から成る。2002

年に豪州りんご・なし生産者協会（Australian Apple and Pear Growers Association – 

AAPGA）が改組され、ビクトリア州において法人化された。 

APAL は HAL と協力し、りんご・なし業界に関する研究・開発、マーケティング等の方

向性を定め、育種開発から市場開拓まで各種のプログラムを実施する。これらの活動の大

半は、りんご・なし生産に課せられる課徴金（前述の通り、DAFF 及び HAL を通じて APAL

に還元される。）によって賄われる。なお、現在の 1 トンあたりの課徴金はりんご 18.45 豪

ドル、なし 20.99 豪ドルとなっている。 

APAL は、農政課題に対して業界の意向を主張する立場にもあり、たとえば検疫条件によ
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るりんご輸入の禁止についても、大きな役割を果たしている。また、APAL は 1998 年より

ピンクレディーとサンダウナーの商標の管理も行っている。 

子会社 

APAL は、知的財産管理と市場調査サービスを提供するコレゲオを子会社として傘下に有

する。コレゲオは、1999 年に設立され、2004 年に APAL が子会社化した。コレゲオは、

英国における APAL の商標（ピンクレディを含む）の使用に対する管理を行っている。 

APAL はまた、1997 年に AAPGA によって設立されたオーストラリアポムフルーツ向上

プログラム（Australian Pome Fruit Improvement Program Ltd – APFIP）の子会社とし

て持つ。将来性のある新品種や増殖関連資材の国内での研究開発や海外からの調達、生産

者に対する普及や、各種基準の策定等を行う団体である。 

APAL は、また、新種のりんご・なし製品の開発と商品化を目的としたニュージーランド

企業の Prevar の株主でもある。Prevar は、APAL、Pipfruit New Zealand（ニュージーラ

ンドポムフルーツ生産者並びに梱包業者団体）、AIGN、ニュージーランド ホートリサーチ

の合弁会社で、2004 年 10 月に法人化された。りんご・なし新品種の開発・商品化と、知

的財産の管理やライセンスの供与を行うための団体である。 

AFFCO 

 

 

豪州で 1995 年に設立された、青果物の生産からパッキング、流通、消費、及びコンサル

ティングサービス等、青果物に係る主要企業や団体をメンバーとする民間の業界組織で、

企業・団体間のネットワーク調整に加え、市場調査等のサービスを提供する。 

1999 年の豪州ピンクレディー協会の立ち上げを、APAL との共同プロジェクトとして実

施し、同協会の事務局を務めている。（AFFCO の事務長 Andrew Dick 氏が APAL の代表

を兹務している。）他にりんごやなし業界に関して、カメオ、シルヴァーナペアー（Silvana 

Pears）などのブランド管理のプロジェクトマネージメントをなどのサービスを提供してい

る。 
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