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はじめに  

 

 

農林水産省は、今後10年間で倍増すると見込まれるグローバルな食市場を獲得する

ため、世界の料理界における日本食材の活用推進、我が国の「食文化・食産業」の海

外展開及び日本の農林水産物・食品の輸出を一体的に推進することとしています。こ

のため、平成25年（2013年）８月に、日本食を特徴付ける水産物、牛肉、コメ・コメ

加工品、青果物等を重点品目とし、食市場の拡大が見込まれる国・地域を重点国・地

域と位置付けた「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を策定しました。今後

は、重点品目、重点国・地域に支援を集中することにより、平成32年（2020年）まで

に農林水産物・食品の輸出額を１兆円規模に拡大する目標を掲げています。 

また、平成25年（2013年）９月には、平成32年（2020年）のオリンピック・パラリ

ンピックの東京開催が決定し、海外からの多くの観光客の来訪が見込まれるとともに、

平成25年（2013年）12月には、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文

化遺産に登録され、世界各国の日本に対する注目度は高まりつつあります。これらを

追い風として、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につながることが期待されてい

ます。 

 

本特集編では、農林水産物・食品の輸出の現状及び輸出先国・地域の現状と輸出拡

大に向けた課題を整理した上で、中国・四国地域の特色ある農産物に着目し、先進的

又は特徴的な取組事例を紹介するとともに、それらを参考として、輸出拡大に向けた

留意点及び輸出が農林水産業や地域に与える効果について取りまとめました。 

なお、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」に掲げられている重点品目は、

水産物、加工食品、コメ・コメ加工品、林産物、花き、青果物、牛肉、茶の８品目で

すが、第２章において紹介する取組事例は、このうち、果実を中心とした青果物、コ

メ・コメ加工品、花き、加工食品の４品目（中国・四国地域各県１又は２事例、計13

事例）です。取り上げる事例は、紹介することができなかった品目を輸出するに当た

っても参考になる内容が含まれていると考えています。 

 

本特集編を多くの方々に読んでいただくことにより、農林水産物・食品の輸出拡大

の一助となれば幸いです。 



第１章 農林水産物・食品の

  

 

 

 

 

 

 

 

１ 農林水産物・食品の輸出

（１）我が国における農林水産物

 

ア 輸出額の推移 

我が国における農林水産物

年（2004年）から平成19年（

成19年（2007年）には5,160

ーマン・ショック後の世界経済

発生した東京電力福島第一原子力発電所事

よる諸外国等の輸入規制措置

ていました。しかし、平成25

の影響に伴う諸外国等の輸入規制

比22％増）に急増し、昭和30

を更新しました（図Ⅰ－１－

輸出額の内訳をみると、加工食品

水産物が４割前後で推移しています

 

 資料：財務省「貿易統計」

対策の概要」（平成

我が国では、少子高齢化社会

縮小が見込まれる一方、

拡大が見込まれています

第１章では、我が国における

域の現状、中国・四国地域

の現状及び輸出拡大に向

近年の輸出額は約５千億円前後

図Ⅰ－１－１ 最近

2 0 0 4 年  2 0 0 5 年  2 0 0 6
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の輸出の現状と課題 

輸出の現状 

農林水産物・食品の輸出の現状 

農林水産物・食品の輸出額は、景気等の影響を受

（2007年）までは毎年11％を超える高い

億円まで増加しました。その後、平成20

世界経済の停滞やそれに続く円高、平成23年

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」という

輸入規制措置や風評被害の影響等により、輸出額は

25年（2013年）は、国を挙げた輸出促進

輸入規制の緩和や風評被害の沈静化等により

30年（1955年）に輸出額の統計を取り始

－１）。 

加工食品を含む農産物が全体の５割強、

しています（図Ⅰ－１－１）。 

」を基に農林水産省が作成した「農林水産物・食品

平成26年５月） 

少子高齢化社会の到来により、農林水産物・食品

、経済成長が著しいアジア諸国を中心とした

まれています。  
における農林水産物・食品の輸出の現状

四国地域における果実をはじめとする特色ある

向けた課題を整理します。 

千億円前後で推移、その７割以上がアジア向け

最近10か年の農林水産物・食品の輸出額の

2 0 0 6 年  2 0 0 7 年  2 0 0 8 年  2 0 0 9 年  2 0 1 0 年  2 0 1 1 年  2 0 1 2

受けつつも、平成16

い伸び率を示し、平

20年（2008年）のリ

年（2011年）３月に

という。）の影響に

は減少・低迷を続け

輸出促進の取組、原発事故

により5,505億円（前年

始めて以来、最高額

、水産調製品を含む

 
食品の輸出促進

食品の国内市場は

とした海外市場は

現状、輸出先国・地

ある農産物の輸出

け 

の推移 

2 0 1 2 年  2 0 1 3 年 



イ 輸出額の国・地域別内訳

平成25年（2013年）の農林水産

％、北米16.3％、欧州6.3％となって

２位米国、３位台湾、４位中国

と、日本から距離的に近い東

（図Ⅰ－１－２）。 

 
 

 

 

 

 

ウ 輸出額の品目別内訳 

平成25年（2013年）の農林水産物

産物40.3％、林産物2.8％となっています

農林水産物全体の27.4％、農産物

穀物等、野菜・果実等の順となっています

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－１－３ 農林水産物

図Ⅰ－１－２ 農林水産物

資料：財務省「貿易統計」を基に

（平成26年５月） 

資料：財務省「貿易統計」を基に

（平成26年５月） 
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地域別内訳 

農林水産物・食品の輸出額を輸出先別にみると

となっています。また、その国・地域別順位

位中国、５位韓国、６位タイの順となっており

東アジア又は東南アジアの国・地域が上位

 

 

 

農林水産物・食品の輸出額を大別すると、

となっています。また、農産物の内訳をみると

農産物に限ると半数近くを占めており、

となっています（図Ⅰ－１－３）。 

農林水産物・食品の輸出額の品目別内訳（平成

農林水産物・食品の輸出額の国・地域別内訳（

に農林水産省が作成した「農林水産物・食品の輸出促進対策

に農林水産省が作成した「農林水産物・食品の輸出促進対策

みると、アジア72.7

地域別順位は、１位香港、

となっており、米国を除く

上位を占めています

、農産物57.0％、水

みると、加工食品が

、次いで、畜産品、

平成25年） 

（平成25年） 

輸出促進対策の概要」

輸出促進対策の概要」

（単位：億円） 

（単位：億円） 
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以下は、農産物（加工食品を含む。）に着目して整理します。 

 

エ 主な農産物の輸出額及び輸出先 

（ア）青果物の輸出額及び輸出先 

①果実（主要８品目） 

注）ここで言う「主要８品目」には、りんご、なし、ぶどう、もも、うんしゅうみかん、かきのほか、

果実的野菜のいちご、メロンを含む。 
 

我が国における近年の果実（主要８品目）の輸出額は、平成19年（2007年）をピー

クに減少傾向にありますが、その中、りんごは常に６割以上を占めており、青森県産

を中心に確固たる地位を確保しています。一方、中国・四国地域の代表的な果実であ

るうんしゅうみかん、なし、ぶどう、もも等の輸出額は、りんごに比べるとかなり小

さくなっています（図Ⅰ－１－４、図Ⅰ－１－５）。 

 また、平成24年（2012年）の輸出先を国・地域別にみると、台湾67.2％、香港20.3

％となっており、この２つの地域で全体の９割近くを占めています（図Ⅰ－１－６）。

これを品目別にみると、多くの果実の輸出先は台湾と香港で大半を占めていますが、

うんしゅうみかんはカナダに、かきはタイに多く輸出されています（図Ⅰ－１－７）。 

 

 

 

 

 

 

 
  

図Ⅰ－１－４ 
果実（主要８品目）の輸出額の推移 

図Ⅰ－１－５ 
果実（主要８品目）の平成24年 
輸出額の品目別割合 （単位：億円） 

（単位：％） 

（（）内単位：百万円） 

図Ⅰ－１－７ 
果実（主要８品目）の平成24年輸出額を 
品目別にみた輸出先国・地域別割合 

図Ⅰ－１－６ 
果実（主要８品目）の平成24年 
輸出額の輸出先国・地域別割合 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「青果物の輸出戦略（参考資料）」（平成25年８月） 
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②野菜（主要５品目） 

注）ここで言う「主要５品目」とは、ながいも、かんしょ、キャベツ、だいこん、レタス。 

我が国における近年の野菜（主要５品目）の輸出額は、20億円前後で推移しており、

その９割をながいもが占めています（図Ⅰ－１－８）。なお、輸出されるながいもの多

くは北海道産と青森県産です。 

また、平成24年（2012年）の輸出先を国・地域別にみると、台湾59.4％、米国25.2

％、香港8.1％、シンガポール7.0％となっており、この４つの国・地域以外にはほと

んど輸出されていません（図Ⅰ－１－９）。 

 

 

 

 

 

（イ）コメ・コメ加工品の輸出額及び輸出先 

①コメ 

我が国における近年の精米（商業用）の輸出額は、７億円前後で推移しています。

また、輸出先は、香港、シンガポール、台湾が中心となっています（図Ⅰ－１－10）。 

②コメ加工品（日本酒） 

我が国における近年の日本酒の輸出額は、90億円前後で推移しています。また、輸

出先は、米国を中心に、香港、韓国、EU諸国等となっています（図Ⅰ－１－11）。 

 

 

 

（ウ）花きの輸出額及び輸出先 

図Ⅰ－１－９ 
野菜（主要５品目）の平成24年 
輸出額の輸出先国・地域別割合 

（単位：百万円） 

図Ⅰ－１－８ 
野菜（主要５品目）の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」

（平成25年８月） 

図Ⅰ－１－10 
精米（商業用）の輸出額の推移 

図Ⅰ－１－11 
日本酒の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「青果物の輸出戦略（参考資料）」（平成25年８月） 
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（ウ）花きの輸出額及び輸出先 

我が国における花きの輸出額は、ここ数年間で大幅に増加し、平成24年（2012年）

には約83億円まで伸びています。なお、輸出は、ほとんどが植木等（植木、盆栽、鉢

もの）であり、切り花は１億円程度にとどまっています（図Ⅰ－１－12）。 

主な輸出先は、植木等がベトナム、中国、香港で、切り花が米国、中国となってい

ます。 

 

 

 

 

（エ）加工食品の輸出額及び輸出先 

我が国における近年の加工食品の輸出額は、ほぼ横ばい状態で推移しており、平成

24年（2012年）は1,299億円となっています。その内訳を品目別にみると、みそ、しょ

うゆ等の調味料が過半を占めています（図Ⅰ－１－13）。 

また、輸出先は、米国、香港、台湾等日本食市場がある程度確立した国・地域が中

心となっています（図Ⅰ－１－14）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図Ⅰ－１－12 花きの輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「農林

水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（平成25年８月） 

図Ⅰ－１－13 加工食品の品目別輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「農林水産物・食品の

国別・品目別輸出戦略」（平成25年８月） 
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（２）輸出先国・地域の現状 

 

ア アジア諸国における富裕層・中間層人口の増加 

平成22年（2010年）における地域別の所得階層別人口をみると、先進国では、所得

35,000ドル以上の富裕層は約65％、同15,000ドル以上～35,000ドル未満の上位中間層

を加えると約88％を占めています。これに対して、中国、東南アジア諸国連合（ASEAN）、

南西アジア等先進国以外のアジア諸国では、富裕層はごく一部であり、上位中間層を

加えても１割程度となっています。しかしながら、これらの階層の人口の将来予測を

みると、先進国では、ほぼ横ばいで推移すると見込まれているのに対し、アジア諸国

では、急激に増加すると見込まれています（図Ⅰ－１－15）。 

我が国から輸出される農産物・食品を購入する人たちの多くは、富裕層や上位中間

層と想定されますが、輸出先の７割以上を占めるアジアのうち、先進国を除いて輸出

額が多い中国とASEAN諸国におけるこれらの階層の人口は、平成32年（2020年）には約

６億６千万人に達し、その割合は３割程度まで増加すると予測されています。 

 また、地域別の実質GDP成長率の見通しをみると、平成30年（2018年）時点では、先

進国が前年比2.4％成長に対し、中国同8.5％成長、南西アジア同6.6％成長、ASEAN諸

国同5.6％成長と、アジア諸国で高い経済成長率が維持される見通しとなっています

（図Ⅰ－１－16）。 

 2012年から2018年にかけての地域別の名目GDP増加額をみると、世界全体で25.9兆ド

ル増、新興国では15.3兆ドル増と、世界全体の名目GDP増分の６割が新興国で生み出さ

れる見込みとなっています（図Ⅰ－１－17）。 

 

  

アジア諸国における富裕層・中間層人口の急増と世界的な日本食ブームの広がり 

図Ⅰ－１－14 加工食品の国・地域別輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成した「農林水産物・食品の

国別・品目別輸出戦略」（平成25年８月） 
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図Ⅰ－１－15 地域別の所得階層別人口 
（単位：百万人） 

資料：経済産業省「通商白書2013」 

図Ⅰ－１－16 
地域別の実質GDP成長率 

図Ⅰ－１－17 
地域別の名目GDP増加額 
（2012年から2018年にかけての増分） 

資料：経済産業省「通商白書2013」 

資料：経済産業省「通商白書2013」 
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イ 世界的な日本食ブームの広がり 

 (独)日本貿易振興機構（JETRO）が、平成24年（2012年）12月に、中国、香港、台湾、

韓国、米国、フランス及びイタリアの７つの国・地域に在住する20代から50代までの

消費者を対象に実施した「日本食品に対する消費者意識アンケート調査」によると、

「好きな外国料理」は、米国を除く全ての国・地域で「日本料理」が１位でした。ま

た、回答者の83.8%が好きな外国料理として、「日本料理」を挙げています（図Ⅰ－１

－18）。 

 平成25年（2013年）12月には、「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコ（国際

連合教育科学文化機関）無形文化遺産登録が決定されました。 

しかし、残念ながら、日本食の人気が、そのまま輸出に結び付いていないというの

が現状です。 

 

 

ウ 幅広い経済関係の強化 

近年、世界各国では、幅広い経済関係の強化を目指して、貿易や投資の自由化・円

滑化を進める自由貿易協定（FTA1）や経済連携協定（EPA2）の締結に向けた動きが活

発化しています。 

我が国においても、平成25年度（2013年度）までに13か国・地域と経済連携協定を

締結しているほか、いくつかの国・地域と交渉を続けています。 

また、平成25年度（2013年度）末現在、我が国を含め12か国が交渉に参加している

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定については、その交渉の結果によっては、我が

国の今後の農林水産物・食品の輸出にも大きな影響を及ぼすと思われます。 

                                                                                   
1 「FTA」とは、特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃

することを目的とする協定。 
2 「EPA」とは、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策における

ルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定。 

図Ⅰ－１－18 好きな外国料理（７つの国・地域の全体結果） 

資料：農林水産省「日本食・食文化の海外普及について」（平成25年６月） 
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（３）中国・四国地域における農産物の輸出の現状 

 

ア 中国・四国地域における品目別農業産出額 

平成24年（2012年）の管内各県の品目別農業産出額をみると、いずれの県も各県特

産の果実が上位10位までに入っており、その多くが品目別全国順位でも上位に入って

いることが特徴と言えます（表Ⅰ－１－１）。 

また、各県の農業産出額の上位10位までに入っていない品目の中でも、広島県のレ

モン、徳島県のすだち、愛媛県のポンカン、清見等、高知県のゆず、文旦等多くのか

んきつが全国１位の収穫量を誇っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中国・四国地域では、各県特産の果実、加工食品等の輸出が目立つ 

表Ⅰ－１－１ 中国・四国各県の農業産出額と全国順位及び 
上位10品目の農業産出額と全国順位（平成24年） 

資料：農林水産省「平成24年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）」を基に中国四国農政局作成 

注：赤字は果実 

鳥取県
産出額

全　国

684億円

　40位

品　　目 産出額 全国順位

米 177億円 36位

日本なし 58億円 4位

生乳 58億円 25位

ブロイラー 55億円 11位

豚 42億円 30位

ねぎ 40億円 9位

すいか 38億円 4位

肉用牛 27億円 35位

ブロッコリー 20億円 6位

らっきょう 18億円 1位

島根県
産出額

全　国

624億円

　42位

品　　目 産出額 全国順位

米 261億円 29位

生乳 65億円 23位

肉用牛 63億円 24位

鶏卵 31億円 34位

豚 24億円 32位

ぶどう 23億円 9位

トマト 11億円 40位

ねぎ 8億円 35位

ブロイラー 7億円 34位

だいこん 6億円 33位

岡山県
産出額

全　国

1,319億円

　　23位

品　　目 産出額 全国順位

米 419億円 19位

鶏卵 199億円 5位

ぶどう 116億円 3位

生乳 102億円 11位

肉用牛 66億円 22位

もも 48億円 3位

ブロイラー 45億円 12位

なす 21億円 12位

豚 21億円 34位

トマト 17億円 33位

広島県
産出額

全　国

1,134億円

　　28位

品　　目 産出額 全国順位

米 325億円 24位

鶏卵 207億円 4位

肉用牛 64億円 23位

生乳 60億円 24位

みかん 53億円 9位

豚 47億円 27位

トマト 28億円 22位

ぶどう 26億円 8位

ねぎ 24億円 16位

ブロイラー 17億円 28位

山口県
産出額

全　国

697億円

　38位

品　　目 産出額 全国順位

米 303億円 26位

鶏卵 56億円 26位

肉用牛 33億円 33位

ブロイラー 33億円 20位

生乳 21億円 40位

ねぎ 16億円 27位

いちご 14億円 25位

みかん 14億円 19位

トマト 13億円 37位

豚 13億円 39位

徳島県
産出額

全　国

1,054億円

　30位

品　　目 産出額 全国順位

米 152億円 39位

ブロイラー 90億円 6位

かんしょ 71億円 4位

肉用牛 60億円 26位

にんじん 58億円 3位

れんこん 41億円 2位

生乳 37億円 32位

豚 34億円 31位

みかん 33億円 12位

いちご 31億円 12位

香川県
産出額

全　国

804億円

　36位

品　　目 産出額 全国順位

米 170億円 37位

鶏卵 113億円 16位

レタス 55億円 4位

ブロイラー 39億円 14位

肉用牛 37億円 31位

ブロッコリー 36億円 3位

生乳 36億円 33位

いちご 33億円 11位

豚 22億円 33位

みかん 21億円 16位

愛媛県
産出額

全　国

1,230億円

　　26位

品　　目 産出額 全国順位

みかん 232億円 2位

米 181億円 35位

豚 120億円 16位

鶏卵 73億円 24位

いよかん 56億円 1位

生乳 41億円 30位

肉用牛 30億円 34位
不知火(デコポン) 30億円 2位

トマト 27億円 23位

キウイフルーツ 24億円 1位

高知県
産出額

全　国

969億円

　32位

品　　目 産出額 全国順位

米 135億円 40位

なす 88億円 1位

にら 71億円 1位

きゅうり 70億円 6位

しょうが 64億円 1位

みょうが 62億円 1位

ピーマン 35億円 4位

ゆり 29億円 3位

ししとう 28億円 1位

みかん 27億円 15位



イ 中国・四国地域における

中国・四国地域における農産物

菓子等の加工食品、みかん、

すが、その他にも島根県松江市

ロリオサ等の花き等も盛んに

は、コメの輸出に取り組む事例

なお、全国ベースの輸出実績

貿易統計は、全国の税関に提出

・四国地域等のブロックごとや

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工食品については、中国

多くの企業が輸出に取り組んでおり

品としては、調味料ではみそ

図Ⅰ－１－19
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における農産物の輸出の現状 

農産物の主な輸出品としては、調味料、

、なし、ぶどう、もも、かき等の果実、

島根県松江市のボタン、香川県高松市の松盆栽、

んに輸出されています。また、島根県、山口県

事例も出てきています（図Ⅰ－１－19）

輸出実績については、財務省の貿易統計により

提出された輸出者からの申告を集計したものであり

のブロックごとや各県ごとの輸出実績の統計は、現在

中国・四国地域に本社を置く全国的にも有名

んでおり、我が国の輸出の一躍を担っています

みそ、しょうゆ、だし、たれ、お好みソース

19 中国・四国地域における主な輸出品

資料：中国四国農政局作成

、清涼飲料、麺類、

、日本酒等が有名で

、高知県高知市のグ

山口県、徳島県等で

）。 

により把握できますが、

したものであり、中国

現在のところありませ

 

有名な企業を含め、

っています。主な輸出

みソース等、清涼飲料で

輸出品 

中国四国農政局作成 
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は果汁飲料、炭酸飲料等、麺類ではうどん、そうめん等、菓子ではどら焼き、寒天ゼ

リー等が挙げられます。 

果実については、多くの産地が、台湾、香港等を中心に、中秋節や春節の贈答時期

に合わせて集中的に輸出しています。 

日本酒については、近年、海外における日本食ブームに伴って需要が高まっており、

各酒造会社が、この機を逃さぬよう自慢の地酒を積極的に輸出しています。 
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２ 農産物の輸出拡大に向けた課題 

（１）輸出先国・地域が求める条件等 

 

ア 輸出先国・地域が求める条件 

農産物を輸出しようとする場合、事前に輸出先国・地域が求める食品安全、表示、

植物検疫等に関する諸条件を把握し、輸出対象品がそれを満たしているか確認してお

く必要があります（表Ⅰ－１－２）。詳しくは、農林水産省植物防疫所のホームページ

（「輸出入条件詳細情報」→「輸出関連情報」）をご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html 

ただし、輸出先国・地域が求める条件は、諸情勢によって変更されることがあるた

め、常に最新情報を把握しておく必要があります。実際の輸出に際しては、相手先国

・地域の最新の受入条件を、現地荷受人等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局又

は植物検疫当局に確認するか、あるいは対象国の在日大使館へ確認することをお勧め

します。 

 

 

食 品 安 全 ・汚染物質、残留農薬、食品添加物等に関する規格基準 

・施設の認定・登録及び規範（HACCP1等）に従った管理 

表 示 ・使用言語（現地語での表示） 

・食品添加物、栄養成分、遺伝子組換え作物の表示 等 

植 物 検 疫 ・植物の病害虫の侵入防止措置 

商業的基準 ・GLOBALG.A.P.2 、有機認証 等  

 

 

イ 動植物検疫 

農林水産省が平成25年（2013年）８月29日に公表した「農林水産物・食品の国別・

品目別輸出戦略」において、重点国に位置付けられている国・地域の動植物検疫の現

状は、次のとおりとなっています（表Ⅰ－１－３）。 

香港とシンガポールは、ほとんどの品目は輸出検査が不要ですが、その他の国・地

域の多くが、多くの品目で輸出検査が求められています。  

                                                                                   
1 「HACCP」とは、原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、

金属の混入等の危害要因を分析（HA）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（CCP）

を継続的に監視・記録する工程管理システム。 
2 「GAP」（Good Agricultural Practice）とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等

の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、

点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のこと。「GLOBALG.A.P.」は、農産物生産

における安全管理を向上させることにより、円滑な農産物取引環境の構築を図るとともに、

農産物事故の低減をもたらすことを目的として、欧州の大手スーパー等の大手小売が独自

に策定していた食品安全規格を標準化するため、民間団体である欧州小売業組合（EUREP）

が2000年に「EUREPG.A.P.」を設立し、その後、2007年に「GLOBALG.A.P.」に改称。 

輸出先国・地域ごとに異なる食品安全、表示、植物検疫等の輸入条件 

表Ⅰ－１－２ 農産物・食品の輸出に当たって求められる対応例 

資料：農林水産省「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」に関する地方ブロック

説明会資料（平成25年10月）より抜粋 
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表Ⅰ－１－３ 
農林水産省が平成25年８月29日に公表した「農林水産物・食品の国別・品目別輸
出戦略」において重点国に位置付けられている国・地域の動植物検疫の現状 

図Ⅰ－１－20 （参考）一般的な輸出の流れと植物検疫 

資料：農林水産省「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」に関する地方ブロック説明会資料（平成25年10月） 

資料：農林水産省「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」に関する地方ブロック説明会資料（平成25年10月） 
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（２）知的財産の侵害 

 

 模倣品等による被害は、近年、複雑化・広範化しており、これらの被害は、潜在的

市場の喪失、消費者に対するブランド・イメージの低下等の悪影響を及ぼしています。 

 特許庁国際協力課が公表した「2013年度模倣被害調査報告書」によると、食品分野

（加工食品、菓子、飲料、調味料、たばこ）では、「製造」、「経由」、「販売提供」の３

過程全てにおいて、日本国内と並んで中国における「商標」、「意匠」、「著作物」等の

被害が多くなっています（表Ⅰ－１－４、表Ⅰ－１－５、表Ⅰ－１－６）。また、模倣

被害の内容は、「ブランド偽装」が54.0％と最も多く、次いで「デザイン模倣」、「デッ

ドコピー」、「冒認出願」となっています（図Ⅰ－１－22）。 

 

 

 

 

  

模倣品等の被害による潜在的市場の喪失やブランド・イメージの低下 

図Ⅰ－１－21 （参考）輸入先国・地域における輸入手続の流れ 

資料：農林水産省「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」に関する地方ブロック説明会資料（平成25年10月） 

表Ⅰ－１－４ 食品に関する 
製造国・地域別の模倣被害状況 

表Ⅰ－１－５ 食品に関する 
経由国・地域別の模倣被害状況 

資料：特許庁国際協力課「2013年度模倣被害調査報告書」 

注：％は権利別社数(n)を100％として算出。 
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表Ⅰ－１－６ 食品に関する 
販売提供国・地域別の模倣被害状況 

図Ⅰ－１－22 食品の模倣被害の内容 

資料：特許庁国際協力課「2013年度模倣被害調査報告書」 

注：「ブランド偽装」とは、ブランドロゴ等の商標を全く同じ形で盗用したものや一文字

違い等、紛らわしい商標を使用したものを指す。 

「デザイン模倣」とは、製品のデザイン等の一部を模倣したものを指す。 

「デッドコピー」とは、製品のデザイン、パッケージ等の形態をそのまま模倣したも

のを指す。 

「冒認出願」とは、権利を有さない第三者が商標、特許等を出願するものを指す。 

「真正品の代替（パーツ等）」とは、半製品や付属品等の非正規製品を正規メーカー

の許可を得ずに一般消費者や事業者向けに格安で販売し、購入者は偽造品であるこ

とを知りながら購入しているものを指す。 

「技術模倣」とは、製品技術や製品機能を権利者の許諾なしに模倣し、自社製品に取

り込んでいるものを指す。 

「海賊版」とは、違法にコピーされたCD、DVD、書籍等のパッケージ形態又は違法ア

ップロード等ノンパッケージ形態による著作権・著作隣接権を侵害するものを指す。 

資料：特許庁国際協力課「2013年度模倣被害調査報告書」 

注：％は権利別社数(n)を100％として算出。 

冒認出願 
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（３）産地間競争の激化 

 

ア 輸出先の集中による産地間競争の激化 

輸送コストや取引業者の中間マージン、相手先国・地域の消費能力や検疫による輸

入規制、鮮度保持の問題等を考慮すると、実質的には、輸出先が限定されてしまう産

品も多くあります。 

１の（１）に示すとおり、青果物、コメ・コメ加工品、加工食品等の場合、現状で

は、多くの産品の輸出先が香港、米国、台湾、シンガポール等に集中しています。特

に、輸入に関する規制が少ない香港には、多くの産品が輸出されており、我が国の農

林水産物・食品の最大の輸出先となっています。 

このため、同一産品が全国の産地から出荷される場合は、国内と同様に輸出先の国

・地域においても産地間競争が激化しています。中には、先行して輸出を始め、それ

が軌道に乗りかけていた産地が、後続の国内産地との価格競争により、輸出が停滞し

ている事例もあります。また、産品によっては、他の国・地域の産地と競合するもの

もあります。 

 

イ 輸出時期の集中による産地間競争の激化 

果実の場合は、台湾と香港の２地域で輸出額全体の９割近くを占めており、その輸

出時期は、中華圏の国・地域において果物等を贈る習慣がある中秋節や春節の時期に

集中しています。特に、中国・四国地域では、各産地から特産のなし、ぶどう、もも、

ハウス栽培のうんしゅうみかん等の多くの果実が、中秋節の贈答時期に合わせて輸出

されています。 

また、これらの地域では、バイヤーが固定化されてきているため、各産地から産品

が一定時期に集中して輸出されることにより、取引価格が低く抑えられてしまうこと

があります。 

 

輸出先と輸出時期の集中による産地間競争の激化 



 

 - 35 -

第２章 農産物の輸出の取組事例 

  

 

 

 

 

 

 

１ 青果物の輸出の取組事例 

【事例１】JA全農とっとり（鳥取県） 

 

ア 輸出の取組概要 

 JA全農とっとりでは、鳥取県の特産品であるなし（「二十世紀」、「あたご」等）、か

き（「富有」）、すいか等の青果物を中心に、多くの農産物の輸出に取り組んでいます。 

【主な輸出先と平成25年（2013年）の輸出実績】 

な し：台湾（351ｔ）、香港（66ｔ）、米国本土（41ｔ） 

か き：タイ（42ｔ）、香港（8ｔ） 

すいか：香港（4ｔ）、ロシア（3ｔ） 

中でも、鳥取県が国内収穫量の４割を占める「二十世紀」は、JA全農とっとりの輸

出の中心であり、台湾、香港等では、中秋節の贈答用ブランド果物として定着してい

ます。同様に、岡山県に次ぐ全国第２位の収穫量を誇る「あたご」は、春節の贈答用

として定着しています。また、「富有」は、甘い果物を好む東南アジア、特にタイで人

気が高く、クリスマス需要に合わせて輸出しています。 

以下は、JA全農とっとり園芸部内外流通課の北浦課長から伺ったなしとすいかに関

する話を紹介します。 

 

イ 中秋節と春節の贈答時期に合わせた輸出 

JA全農とっとりの主な輸出先である台湾、香港等中華圏では、中秋節や春節の時期

に、親戚や日頃お世話になっている人に果物を贈る習慣があり、多くの人たちが、こ

の時期に集中してなしを購入します。このため、その年の輸出量は、いかにこの時期

に合わせて出荷できるかによって決まります。 

中秋節は、年によって９月上旬から10月上旬まで時期が変わることから、中秋節が

早い年には、「二十世紀」の出荷・輸送が間に合わず、輸出量が極端に減少することに

なります。 

【直近３年間の中秋節の日と台湾への「二十世紀」の輸出実績】 

平成23年（2011年） ９月12日   91ｔ 

平成24年（2012年） ９月30日  367ｔ 

平成25年（2013年） ９月19日  300ｔ 

中秋節と春節の贈答時期に合わせて、「旬」の高品質な果物を生産・出荷 

第１章では、農林水産物・食品の輸出の現状及び輸出先国・地域の現状と輸出

拡大に向けた課題を整理しました。 
第２章では、中国・四国地域における特色のある農産物の中から、果実を中心

とした青果物、コメ・コメ加工品、花き、加工食品について、積極的に輸出に取

り組まれている事例を紹介します。 
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８月下旬に収穫できる 
赤なし「新甘泉」 

８月下旬に収穫できる 
青なし「なつひめ」 

このため、数年前からは、「二十世紀」

よりも出荷時期が若干早い「なつひめ」、

「新甘泉
しんかんせん

」等鳥取県オリジナル新品種 1

の輸出にも試験的に取り組んでいます。

これらの新品種は、「二十世紀」よりも

糖度が高く、しかも台湾の人たちが好む

大玉であることから、現地でも高い評価

を得ていますが、残念ながら、いまだ樹が若く、樹勢が安定していないため、需要に

見合う量を確保することが困難な状況にあります。現時点では、多くが国内市場で消

費されるため、輸出まで回らないというのが実態ですが、今後、安定した生産・供給

が可能になれば、将来的には中秋節の時期に左右されない「旬」のなしの安定的な輸

出につながることが期待されています。 

 

ウ 相手先国・地域のニーズに合わせた輸出による国内販売価格の下落防止 

「二十世紀」は、基本的に中玉以下（３Ｌサイズ以下）は国内向けに販売し、大玉

（４Ｌ、５Ｌ）は台湾へ輸出することとしています。大玉を台湾へ輸出する主な理由

は二つあります。一つは、台湾では果物は全般的に大玉ほど人気が高いため、もう一

つは、国内販売価格の下落を防止するためです。国内販売価格は、同じ10kg箱であっ

ても、絶対量が少ない玉サイズの大きなものほど高くなることから、その年の販売価

格は、一番大きな玉サイズの価格が決まれば、それが基準となり、大きさ順に価格は

決まります。このため、国内市場において、１玉単価が高く、販売しづらい大玉が多

量に出回り、価格が低く抑えられると、それに連動して、中玉や小玉も値崩れしてし

まうおそれがあります。特に、中秋節が早い年は、国内市場に大玉が相当数出回るた

め、中玉以下の価格は低く抑えられてしまいます。 

一方、小玉（Ｍサイズ）についても、国内ではあまり人気は高くありませんが、グ

アム等では、価格が手頃なことから、自家消費用として人気が高いそうです。 

このように、JA全農とっとりでは、大玉と小玉をそれぞれ需要が高い国・地域へ輸

出することにより、国内の販売価格が下落するリスクを軽減しています。 

 

エ 厳しい検疫条件と残留農薬基準の実状と対策 

北浦課長は、輸出先の中心である台湾の検疫条件と残留農薬検査について、「現地

にはいないとされているモモシンクイガの幼虫が、ある県産のなしで１玉でも見つか

った場合、シーズンを通してその県からの輸入が制限されてしまう。次に他県産でも

見つかった場合には、全国からの輸入が制限されてしまう。また、コナカイガラムシ

等の場合は、モモシンクイガのように全国からの輸入が制限されることはないが、１

玉でも不合格となれば、同じコンテナに積み込んだ同一産地のものは全量受け入れて

もらえなくなる。一方、台湾でもポジティブリスト方式が導入され、近年、輸入果実

                                                                                   
1 コラム１を参照。 
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台湾向けの輸出専用箱 鳥取県産であることを証明するシール 
現地で１個ずつ貼り付けられる 

大山山麓の黒ぼく土壌で育った 
糖度の高い鳥取県産すいか 

の残留農薬検査が強化されているが、台湾のポジティブリストには日本で使用可能な

農薬（成分）について基準が定められていないことも多く、たとえ効果が高い農薬で

あっても安易に病害虫対策として使用できないジレンマがある。平成25年度（2013年

度）は、東京電力福島第一原子力発電所の汚染水の水漏れや地下水流出の影響により、

元々厳しい検査が更に厳しかった。」と頭を悩ませています。 

JA全農とっとりでは、台湾まで輸送した後、残留農薬検査で不合格となることがな

いように、選果場においてサンプリングによる事前検査を実施しています。 

 

 

 

オ 「点」から「線」へ、「線」から「面」への産地間連携の広がり 

すいかは、これまで極東ロシアを中心に輸出を行ってきましたが、平成25年（2013

年）から、試験的に香港への輸出を開始しました。 

鳥取県産のすいかの出荷のピークは、６月下旬から７月上旬であり、ちょうど香港

に輸入される果物が品薄になる時期です。５月には他国からマンゴー等が、８月には

日本からもも、ぶどう等が大量に輸入されており、JA全農とっとりとしては、この端

境期を狙って輸出を始めました。 

北浦課長は、「日本産のすいかは、どこの産地のものも糖度が高く、他国産のもの

とは差別化が可能である。熊本県、鳥取県、長野県、山形県等国内主要産地の出荷時

期は、ピークが少しずつずれているため、各産地がリレー出荷を行うことにより、『日

本産すいか』として売り込むことも輸出拡大の一つ

の方法ではないか。また、鳥取県内では、すいか、

『二十世紀』、『富有』、『あたご』と収穫時期が

異なる異種品目のリレー出荷を目指している。こう

した『点』から『線』へ、『線』から『面』への連

携の広がりにより、限定した時期における特定品目

の輸出から、産地間連携による多種品目の周年輸出

が可能となる。」と連携の可能性に大きな期待を寄

せています。 
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消費者の嗜
し

好に合わせて育成された鳥取県オリジナルの新品種「新甘泉
しんかんせん

」、「なつひめ」、

「優
ゆう

秋
しゅう

」等は、「二十世紀」よりも早く収穫が始まることから、「ハウス二十世紀」と「二

十世紀」の端境期に出荷できる品種としても期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：鳥取県農林水産部生産振興課 

 コラム１ 鳥取県産オリジナル新品種を加えたなしのリレー出荷構想 

【ポイント】 

○ 中華圏における中秋節や春節の贈答時期に合わせて、「旬」の果物を輸出 

○ なしの大玉と小玉を、それぞれ需要が高い国・地域へ輸出することにより、国

内の販売価格が下落するリスクを軽減 

○ 選果場において、サンプリングによる事前検査を実施することにより、輸送後

の検査で不合格となるリスクを軽減 

○ 世界各地から輸入される果物の端境期を狙い、香港へすいかの輸出を開始 
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(有)アグリ元気岡山が運営する 
観光農園「農マル園芸 吉備路農園」 

香港でも人気が高い「清水白桃」 
輸出専用の贈答用箱 

(有)アグリ元気岡山が取り扱う 
厳選された岡山県産のももとぶどう 

【事例２】(有)アグリ元気岡山（岡山県）  

 

ア 会社の概要 

「農マル園芸」の商標で事業を展開する(有)ア

グリ元気岡山は、平成15年（2003年）に設立され、

いちご、花き等の生産・出荷を行うとともに、農

産物直売所、体験型農園等を有する総合的な観光

農園を運営しています。 

農産物直売所には、近隣に限らず、県内各地の

熱心な生産者から、数多くの産品が集まってきま

す。同社の契約農家は、平成26年（2014年）３月

時点で約450戸まで増加しており、それに伴って集荷能力及び集荷エリアも徐々に拡大

しています。 

 

イ 輸出の取組概要 

(有)アグリ元気岡山では、「日本国内で食する岡山県産果物の鮮度・食味を、その

まま海外にも届けたい。」という考えの下、平成24年（2012年）から、岡山県特産のも

もとぶどうを、中秋節の贈答用需要が高い時期に、

富裕層をターゲットとして、空輸により香港へ輸出

しています。 

契約農家が、手間と時間をかけて栽培し、自信を

持って出荷した産品を、いかに品質を保持したまま、

いち早く消費者に届けるか追求した結果、新鮮かつ

美味しい最高級商品が、収穫の２日後には現地の店

頭に並ぶ迅速かつ慎重な輸送形態を実現しました。 

 

ウ 輸送時間の短縮 

同社の西濱英明専務は、「輸出における青果物の商品価値は、収穫から店頭に並ぶ

までのスピード感が重要である。ももの場合、通常、収穫後３日目までは正規の値段

で取引されるが、それを過ぎると値段が下がり、５日目には半額になる。商品価値が

あるのは７日目までである。その点において香港は、

比較的輸送距離が短く、空輸の利便性も高い。また、

検疫の手続きが不要であるため、収穫してから２日

目の夕方には現地の店頭に新鮮なももを届けるこ

とができる。なお、香港では、贈答用であっても、

多くの人は家に持ち帰るため、日本のように発送期

間を考慮する必要はないことから、十分商品価値が

ある。」と、輸出先として香港を選んだ理由を挙げ

ています。 

日本国内で食する岡山県産果物の鮮度・食味を、そのまま海外にも届けたい 
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１パレット単位の配送作業 

収穫当日  ：契約農家による収穫・箱詰め作業 

収穫後１日目：午前中に契約農家から入荷。午後には関西国際空港へ持ち込み、

夜中に香港国際空港に向けて出発 

収穫後２日目：深夜のうちに香港国際空港に到着。その日の夕方には現地の店頭

で販売 

また、同社では、産品の食味・糖度の向上を図るため、契約農家に対して、収穫時

期を通常流通産品より２日程度遅らせるように依頼しています。これにより、食味・

糖度は際立ち、商品価値が高まりますが、その反面、極限まで完熟した分、流通・販

売期間に対するリスクは高くなります。空輸による迅速な輸送は、コストはかかりま

すが、それを補って余る商品価値を獲得するために必須な手段です。 

なお、今後、同社では、平成25年（2013年）10月から開始されたヤマト運輸(株)の

国際クール宅急便1を利用し、もも、ぶどうに加え、いちごも輸出することを検討して

います。 

 

エ 梱包及び輸送方法の工夫 

平成24年（2012年）に初めて輸出を試みた際、ももは、果物の中でも特に傷みやす

く、丁寧な取り扱いが求められるにもかかわらず、現地の配送業者が、贈答箱を放り

投げるなど粗雑な取り扱いを行ったことから、半数近くが傷んでしまいました。その

結果、代金は予定の半分しか回収できませんでした。 

この失敗を教訓として、平成25年度（2013年度）からは、贈答箱６箱を１つの外箱

に入れ、その外箱12箱を１つの段ボール製のパレットに載せて運ぶ方法を採用し、現

地のバイヤーとの契約を１パレット（贈答箱72箱）

単位としたため、配送業者が贈答箱に触れることが

なくなるとともに、ももに与える衝撃を緩和するこ

とができました。これにより、手間と時間はかかる

ことになりましたが、金銭的なリスクの軽減を図る

ことができました。 

なお、贈答箱は、積み重ねる場合、上積みの重量

と箱の強度の関係から、通常、２段積みを基本とし

ていますが、箱の寸法に合わせて製作した専用の外

箱に入れることによって、積み重ねた上下の箱のズ

レを防止することができるため、３段積みが可能と

なりました。また、外箱も３段積みを行うことから、

贈答箱としては９段積み（３段×３段）による輸送

が可能となりました。  

                                                                                   
1 コラム２を参照。 
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オ 契約農家のこだわりをアピールして高める商品価値 

同社は、香港のバイヤーとの交渉において、「当社が確保した量以上のものが欲し

い場合は他の業者と交渉してくれ。当社が提示した価格よりも安価なものが欲しい場

合は直接生産者と交渉してくれ。当社は、ある程度の量であれば、契約農家と調整し

て高品質なものを集めることができる。どれを選択するかはあなたが決めれば良いこ

とであり、価格交渉には応じない。」と強気に攻めたところ、事前に送付した試食用

の商品により品質を確認していた相手方も同社の方針を理解し、契約に至りました。 

同社がそうした交渉を可能とする自信の裏には、これまでに培ってきた契約農家と

の信頼関係があります。西濱専務は、「生産者の顔が見える品質の良い産品を作れば、

それを評価する客層がある。そういう客層をターゲットにすれば良い。」と品質重視

の考えを持ち、そして、「生産技術や食味の改善に積極的に取り組んでいる熱心な生

産者自らが決めた価格を守りたい。」として、その価格に同社の手数料、運賃及び保

険料を加えたCIF価格により契約交渉を行うことに決めています。 

また、「高品質な産品であっても、その価値が評価されなければ、価格競争に巻き

込まれる。高く売る努力として、産品に情報を付加することが重要である。」との考

えから、輸出用の贈答箱の中に、生産者の名前、顔写真及びこだわりの栽培技術を英

語で記載したリーフレットを入れて販売しています。このことは、同社の経営理念で

ある生産者と消費者の“Face to Face”の関係を築き上げることの実践につながって

います。 

なお、香港へ輸出していることが新聞、インターネット等で取り上げられるように

なってから、同社の契約農家は、競うように更なる生産技術・品質の向上に取り組ん

でおり、高品質な岡山県産果物のブランド価値の向上に寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポイント】 

○ 食味・糖度の向上を図るため、極限まで完熟させた高品質なももやぶどうを、

収穫後２日目には香港の店頭に並べる迅速な輸送 

○ 配送時の傷みの軽減及び運搬・積込み作業の効率化を図るため、専用の箱やパ

レットを製作 

○ 産品の品質には自信を持っており、熱心な生産者自らが決定した価格を守るた

め、価格交渉には応じない 

○ 高品質な産品のブランド価値を高めるため、贈答箱の中にこだわりの栽培技術

等を英語で記載したリーフレットを添えて販売 
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【事例３】JA広島果実連（広島県）  

 

ア 輸出の取組概要 

JA広島果実連では、かんきつ（「はるか」、うんしゅうみかん、レモン等）、なし（「幸

水」、「豊水」）、ぶどう（「ニューベリーＡ」、「ピオーネ」等）及びかんきつの果汁や果

肉を使用した加工品の輸出に取り組んでいます。 

主な輸出先は、香港、台湾、シンガポールであり、近年、新たにロシアのウラジオ

ストク等にも輸出を初めています。 

以下は、JA広島果実連販売部の下岡
したおか

次長から伺った話を中心に紹介します。 

 

イ 試験販売による輸出品種の絞り込み 

台湾には、最初はうんしゅうみかんを輸出していましたが、品質面や価格面で産地

間競争が激しく、並行して中晩柑を輸出することとしました。平成19年度（2007年度）

にデコポン、ネーブル等の中晩柑数品種を現地に持って行って試験販売を実施したと

ころ、酸味が強い品種は敬遠され、糖度が高く酸味が弱い「はるか」の人気が一番高

(有)アグリ元気岡山が、香港向けの輸送方法として検討しているヤマト運輸(株)の「国

際クール宅急便」のサービスの概要を紹介します。 

 

○ヤマト運輸(株)の「国際クール宅急便」の概要 

ヤマト運輸(株)は、平成 25 年（2013 年）10 月から、日本発香港行の「国際クール宅急

便」のサービスを開始しました。このサービスは、国際間の小口保冷輸送を実現し、日本

各地の生鮮品を、アジア主要都市へ翌日には届けることを特長としており、アジア市場へ

の輸出・販路拡大を支援しています。 

 

資料：ヤマト運輸(株)のホームページ 

他県との連携・協調による販路拡大と「安全・安心」による外国産との差別化 

 コラム２ 「国際クール宅急便」の活用による迅速な輸送 
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JA広島果実連が考案した「はるかの美味 
しい食べ方」を記載したPOP（中国語版） 

台湾における「はるか」の 
販売の様子 

かったことから、その後は「はるか」を中心とした輸出

に切り替えることとしました。下岡次長は、「『はるか』

は、どこの国・地域に持って行っても外れがない。万人

に好まれる果実である。」と感じており、更なる販路拡

大を期待しています。 

また、平成24年度（2012年度）からは、広島県呉市倉
くら

橋
はし

島
じま

の農家の園地で見つかったうんしゅうみかんの突

然変異樹から始まった「いしじ」の輸出にも取り組んで

います。「いしじ」も糖度が高く酸味が弱いため、試験販売において好評であったこ

とから、平成25年度（2013年度）からは、香港と台湾へ本格的に輸出を始めています。 

 

ウ 食べ方の実演販売による消費宣伝活動 

JA広島果実連では、海外の人たちの多くが

初めて目にする「はるか」の販売に当たって

は、その美味しい食べ方を説明し、試食して

もらうこととしています。皮の色がレモンの

ように黄色いことから、酸味が強いと想像し

てしまう「はるか」の本当の食味を知っても

らう必要があるためです。 

「はるか」は、皮が剥きにくく、種が多い

ため、一時期市場から姿を消しましたが、種

の多い中心部分を残してカットするオリジ

ナルの食べ方を考案し、積極的にＰＲしたこ

とにより、人気が高まってきています。 

販売場所で売り込みを行う際には、職員１

～２人が同行して実演販売するとともに、リ

ーフレットを配布しています。また、販売場

所にはDVDを持ち込んで動画を流していま

す。なお、DVDの説明文は、日本語のほか、

英語、中国語、台湾語、ロシア語の５か国版

を作成しています。 

 

エ 他県との連携による異種・同種品目の輸出 

平成21年（2009年）に鳥取県の境港とロシアのウラジオストクを結ぶ定期貨客船が

就航したことをきっかけに、鳥取県が中心となって極東ロシアへの輸出促進に取り組

んでいます。定期貨客船を利用した農産物の輸出は６月、９月、12月（、３月）の年

に３～４回です。【事例１】で紹介したJA全農とっとりでは、６月にはすいか、９月

は「二十世紀」、12月には「富有」、「あたご」といった旬の特産果物を中心に輸出

を行っていますが、極東ロシアは香港、台湾等に比べて市場規模が小さいため、単独
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収穫量全国第１位の「広島レモン」 

ではコンテナを一杯にすることができないことから、県内の産地と競合しない果物を

近隣県に求めることとしました。この声掛けに対して、JA広島果実連は、平成22年（2010

年）から、広島県産のぶどう（「ニューベリーＡ」、「ピオーネ」等」）とかんきつを

出荷し、鳥取県産品や岡山県産のぶどう（「マスカット」等）と混載して輸出するこ

ととしました。なお、輸出初年度には、本格的な出荷が始まる約１か月前に、通関テ

スト用のサンプルを輸出しました。 

また、JA全農とっとりは、台湾へなし（「豊水」、「新興」、「あたご」）の穂木

を輸出1していますが、鳥取県内の生産面積が、生産者の高齢化や新品種への高接ぎ・

改植面積の増加により減少したため、平成23年（2011年）から、JA広島果実連が不足

分を補う形で「豊水」の穂木の輸出を行っています。 

下岡次長は、「日本各地の産地から、同一時期に同一品種を輸出しようとすると産

地間競争が生じてしまう。出荷時期や品種を調整するなど産地間で協調することが大

切である。その点において中国地方の各県は、競合する品目が少なく、連携しやすい。

また、取引先のイオン香港では、うんしゅうみかんは、10月は九州産、11月は和歌山

県産の早生、12月は広島県産と調整されることにより、店舗の売場が日本産果物で長

期間確保されている。」と輸出における他県との連携・協調の重要性を指摘していま

す。 

 

オ 「安全・安心」による差別化 

「広島レモン」（JA広島果実連の登録商標）

の収穫量は年間約３千ｔであり、全国の５割を

占めていますが、これに対して、米国等海外か

らの輸入量は、年間約５万ｔにもなります。 

下岡次長は、「県産レモンは、国内市場にお

いても海外市場においても、価格競争では外国

産レモンに到底太刀打ちできない。防腐剤やワックスを一切使用しないため、皮ごと

使用しても大丈夫という『安全・安心』をアピールすることにより差別化を図ってい

る。海外の消費者が、このことをどこまで理解してもらえるかが輸出拡大のポイント

となる。」と指摘しています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
1 輸出している穂木は、「種苗法」（平成10年法律第83号）で規定する育成者権の存続期間を

経過したもの。 

【ポイント】 

○ 試験販売により現地の人たちの好みを確認し、輸出品種を絞り込み 

○ 初めて目にする「はるか」の食べ方を紹介するため、現地語版のリーフレット、

DVD等を作成し、実演販売を実施 

○ コンテナに他県産の異種品目と混載することにより、輸送コストを軽減 

○ 他県産とのリレー出荷により、長期間にわたり店舗の売場を確保 

○ 「安全・安心」をアピールし、他国産と差別化 
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徳島県を代表する農産物 
ブランド「なると金時」 

全国の収穫量の98％を 
占める徳島県産すだち 

地鶏の生産量全国第１位の 
「阿波尾鶏」 

【事例４】徳島県農林水産部もうかるブランド推進課（徳島県） 

 

ア 「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」の概要 

徳島県は、高い品質を誇る県産農林水産物等の海

外への販路拡大と「とくしまブランド」の更なるブ

ランド力向上を実現するため、平成25年（2013年）

１月に「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」（以

下「とくしま輸出戦略」という。）を策定しました。

これに基づき、輸出に向けた産地づくりから、ター

ゲットを絞った国・地域及び品目の選定、プロモー

ションまでを体系的に推進しています。 

とくしま輸出戦略では、輸出先国・地域を、日本

からの輸入実績、検疫等の輸入条件、消費者の購買

力及び周辺諸国への影響力等を考慮した上で、「重

点輸出国・地域」、「新規輸出開拓国・地域」、「輸

出チャレンジ国・地域」の３つに区分し、それぞれ

の国・地域ごとに、輸入実績や現地の消費者の嗜
し

好

等を考慮した上で、「重点輸出品目」と「トライア

ル品目」を定めています。 

徳島県には、かんしょ（「なると金時」）、すだ

ち、にんじん、しいたけ、鶏肉（「阿波
あ わ

尾
お

鶏
どり

」）、

わかめ（「鳴門わかめ」）等多くのブランド産品が

あります。中でも「なると

金時」は、知名度と人気の

高さからその代表格に位置

付けられており、東・東南

アジア諸国への重点輸出品

目の目玉となっています。 

 

イ 「とくしま農林水産物等輸出促進ネットワーク」の取組 

徳島県では、県産の農林水産物や加工品の海外への輸出を促進するため、とくしま

積極的な海外輸出戦略の実現に向けてけん引する「なると金時」 
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輸出戦略に基づき、推進母体として県、農林水産団体、経済団体等で構成する「とく

しま農林水産物等輸出促進ネットワーク」を設置し、さらに、輸出に向けた実践的な

コーディネートをワンストップで支援する「農畜水産物等輸出サポートセンター」及

び「県産材輸出サポートセンター」（以下「サポートセンター」と総称する。）を開

設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートセンター設置の効果は、早速、結果として現れています。平成25年度（2013

年度）のサポートセンターへの相談件数は約200件になり、このうち、商談が成立した

件数は約40件となりました。また、その結果、県の農林水産物の輸出実績は、前年度

を大幅に上回りました（表Ⅰ－２－１）。 

 

 

年度 輸出対象国・地域 輸出品目 輸出金額 

平成23年度（2011年度） ５か国・地域 ７品目 約1.1億円 

平成24年度（2012年度） ５か国・地域 ８品目 約1.2億円 

平成25年度（2013年度） ９か国・地域 15品目 約2.4億円 

 

 

ウ 広域連携による物産展の共同開催の成功 

徳島県は、とくしま輸出戦略に基づき、他県との産地間連携による販売促進活動を

推進しています。 

平成25年（2013年）９月、徳島県は関西広域連合1の一員として、イオン香港コーン

ヒル店において、「関西物産展in香港」を開催しました。物産展では、連合に加盟す

る７府県の知事、副知事をはじめ、関西広域連合協議会会長、近畿運輸局長のほか、

経済会からも関西経済連合会会長、新関西国際空港(株)代表取締役会長等が出席し、

官民一体となった最大規模のトッププロモーションが実施され、魅力ある日本の観光

資源や食文化、日本産食材の安全・安心のＰＲが行われました。多くの消費者が集ま

                                                                                   
1 「関西広域連合」は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京

都市、大阪市、堺市、神戸市の７府県４政令指定都市が加盟する広域行政組織。 

表Ⅰ－２－１ 徳島県における農林水産物の輸出実績の推移 

サポートセンターの主な取組内容 

① ビジネスパートナー確保支援 

海外でのビジネスパートナーとなる貿易業者等の確保を進め、生産者や事業者への

ビジネス機会の創出の支援 
 

② 輸入条件等対応サポート 

一部の輸出相手国が設定している生産ほ場や処理施設の登録、木材検疫等の輸入条

件へ対応し、円滑に輸出を行うためのサポート 
 

③ 売り込み計画の実践サポート 

  農畜水産物の品目別の具体的な売り込み計画の作成と実践のサポート 

資料：徳島県もうかるブランド推進課調べ 



る中、徳島県の「なると金時

注目を集め、特に「なると金時

た、これを受けて、同年10月

二弾」では、９月の５倍以上に

これまた１週間で完売する好評

さらに、同年12月には、同

島県が中心となり、徳島県を

岸の６県が共同で「瀬戸内フェア

らは、香港で定着しつつある

「ゆず加工品」等を出品し、どの

この瀬戸内フェアは、特色ある

上を図るとともに、販路拡大

中国・四国各県から特産のかんきつ

物のほか、広島県からはお好

等の特産品も出品されました

徳島県もうかるブランド推進課

水となり、『阿波尾鶏』、『

掛かりをつかんだところである

役として、積極的に販路拡大

た県産ブランド品を前面に出

パン・ブランド」を売り込む

また、他県と物産展を共同開催

の人件費等必要経費の分担による

 

エ 輸出拡大に向けた各種連携

徳島県では、「関西物産展

ア」等共同開催によるイベントの

各種の「戦略的アライアンス

います。地理的、歴史的又は

により、関西、瀬戸内、四国

地域と関係が深いことから、

県を中心に連携を図ることにより

ンナップの充実」、「商品ロットの

レー輸出による商品の供給期間

現し、輸出拡大を図ろうと考

 もうかるブランド推進課では

タッグを組んで商品のラインナップを

野菜、かんきつ、地鶏等に強

 

 - 47 -

瀬戸内
徳島県

徳島を拠点に結ばれるネットワーク

金時」や「阿波尾鶏」が、鳥取県の「二十

金時」は、持ち込んだ約600kgが１日半で

月、イオン香港全14店に拡大して開催した

に当たる約3.3ｔの「なると金時」が持ち

好評ぶりでした。 

同じくイオン香港全店において、広

を含む中国・四国地域の瀬戸内海沿

フェア」を開催しました。徳島県か

しつつある「なると金時」、「阿波尾鶏」、

どの商品も盛況に販売されました。

ある瀬戸内地域の産品の認知度の向

拡大を目指すことを目的としており、

のかんきつ等の青果物、日本酒、海産

好み焼き、香川県からは讃岐うどん

されました。 

推進課では、「香港における『なると金時

』、『鳴門わかめ』、すだち等他の県産品も

んだところである。他の国・地域においても、『なると

販路拡大を図っていきたい。」と海外の物産展等

出しながら、他府県との産地間連携の下

む戦略を考えています。 

共同開催するメリットとして、マネキン（

による支出減、他県との情報共有等を挙

連携の模索 

展」、「瀬戸内フェ

によるイベントの成果を受けて、

アライアンス連携」を模索して

は経済的なつながり

四国の３つの広域的な

、これらに属する府

ることにより、「商品ライ

ロットの確保」、「リ

供給期間の長期化」を実

考えています。 

では、「物産展は、徳島県単独で開催するよりも

のラインナップを充実させた方が、格段に集客力

強みを持つ徳島県と各種果樹、水産物等

瀬戸内フェアにおける 
徳島県のブースの様子 

ばれるネットワーク 

二十世紀」等と並んで

で完売しました。ま

た「関西物産展 第

ち込まれましたが、

金時』の人気が呼び

も売り込んでいく足

なると金時』をけん引

物産展等で人気が高かっ

下、積極的に「ジャ

（宣伝販売促進員）

挙げています。 

するよりも、他県と

集客力がアップする。

等の生産県が、連携
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愛媛の農林水産物統一 
キャッチフレーズ 

してＰＲ効果が高い商品を揃えることにより、物産展における売上げや商談会におけ

る成約数の増につながると考えている。また、他県の産地と共通する輸出品目につい

ては、例えば、うんしゅうみかんの場合、徳島県内で多く栽培されている『貯蔵みか

ん』は、長期貯蔵に適しており、出荷時期が２月から４月上旬にかけてと他県産より

も時期が遅いことから、産地間によるリレー輸出が可能と考えている。」と具体例を

挙げて連携実現に向けた検討を進めています。 

 

オ 「和食」を支える高級食材の産地間協調による海外観光客等へのＰＲ 

 徳島県は、以前からすだち、「なると金時」、「鳴門鯛」等数多くの高級食材の産

地として、京阪神地域の「食」を支えてきました。 

平成25年（2013年）12月に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化

遺産に登録されたことを追い風として、徳島県では、京料理等の高級日本料理を彩る

これらの県産ブランド食材と他県産の高級ブランド食材を、関係県と協調して和食料

理人や国内外からの観光客にＰＲしていくこととしています。これにより、「とくし

まブランド」はもとより、日本国内で既に認知されている各地のブランド産品を、「ジ

ャパン・ブランド」として世界中の人たちに広めていこうと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例５】えひめ愛フード推進機構（愛媛県） 

 

ア 「えひめ愛フード推進機構」の概要 

「えひめ愛フード推進機構」（以下「推進機構」という。）は、

県、市町のほか、県内の生産者団体、商工団体、流通業関係団体、

消費者団体、報道機関等により構成され、県産農林水産物及び加

工品のブランド化や販路開拓等の支援を行う組織です。国内外に

おけるトップセールスの展開、台湾、香港、シンガポールにおけ

るかんきつの輸出促進等を重点事業に掲げ、「愛媛ブランドづくり」

に努めるとともに、取引が将来に向けて継続的に維持・拡大でき

るような「売れる仕組みづくり」に取り組み、実需の創出を図る

価格競争が激しいかんきつ市場で生き残りを賭けた「愛媛ブランドづくり」 

【ポイント】 

○ 輸出に向けた実践的なコーディネートをワンストップで支援するサポートセ

ンターの設置により、輸出が急速に拡大 

○ 「なると金時」の人気を呼び水として、他の県産品の輸出を促進 

○ 「関西物産展」、「瀬戸内フェア」等広域的な連携による物産展の共同開催によ

り、商品のラインナップが充実し、集客力が格段にアップ 

○ 「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたこと

を追い風として、高級日本料理を彩るブランド食材を、料理人や観光客にＰＲ 
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こととしています。 

以下は、推進機構の事務局である愛媛県農林水産部管理局ブランド戦略課から伺っ

た話を中心に紹介します。 

 

イ かんきつの輸出の取組概要 

愛媛県は、うんしゅうみかんの収穫量は和歌山県に次いで全国第２位ですが、中晩

柑は品種数、収穫量ともに群を抜く全国第１位です。また、うんしゅうみかんと中晩

柑を合わせたかんきつの収穫量は、全国の約４分の１を占める日本一の「かんきつ王

国」です。 

推進機構が取り扱うかんきつの輸出先は、台湾が９割を占めています。そのほか、

香港、シンガポール、マレーシアにも輸出を行っていますが、現在のところ、量的に

はそれほど多くはありません。 

台湾へ輸出するかんきつの７割は、ハウス栽培のうんしゅうみかん（以下、特集編

において「ハウスみかん」という。）です。ハウスみかんは、出荷のピークが８月下

旬から９月下旬までであり、ちょうど中秋節の贈答時期と一致することから、高い需

要があります。一方、露地栽培のうんしゅうみかん（以下、特集編において「露地み

かん」という。）は、11月第２週頃から出荷のピークを迎えますが、この時期には贈

答用としての需要は少なく、大半が個人消費用です。また、中晩柑の多くは、出荷の

ピークが２月以降であり、輸送期間等を考慮すると、春節の贈答時期には間に合わな

いことから、本格的な輸出には至っていません。 

 

ウ 輸送方法の選択と鮮度保持技術の利用 

平成25年度（2013年度）の台湾へのハウスみかんの輸出量は約12ｔであり、前年度

から倍増しました。これは、産地の視察に来た現地商社の社長が、その甘くてまろや

かな食味を気に入り、直ぐに６ｔのまとまった注文をしてくれたことが影響していま

す。平成24年度（2012年度）まではまとまった注文がなかったことから航空便で輸送

していましたが、これに伴い、平成25年度（2013年度）は初めて船便による輸送も行

いました。 

輸送方法の選択について、推進機構は、「20フィートコンテナで輸送する場合、冷

蔵効率を考慮すると、ハウスみかんは最大６～７ｔの積載が理想とされる。１回に４

ｔ以上の注文があれば、輸送費は間違いなく船便の方が安価となる。輸出拡大のポイ

ントは、特定のバイヤーが１回にどれだけ多くの注文を出してくれるかにかかってい

る。」と指摘しています。 

また、推進機構は、「船便を利用した場合、出荷から現地の店頭に並ぶまでに２週

間を要してしまうため、MA包装資材での個包装やカワラヨモギの抽出物製剤による長

期貯蔵技術1を使うことによって、少しでも棚持ちを延ばすことを検討している。今後

                                                                                   
1 コラム３を参照。 
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資料：愛媛県「かんきつ食べ頃カレンダー」 

の中晩柑の輸出では、これらの技術を使った試験輸送を行うこととしている。」と新

たな鮮度保持技術を取り込んだ輸出戦略を考えています。 

 

エ 春節の贈答時期に合わせた中晩柑の輸出の可能性 

愛媛県内のうんしゅうみかんの収穫量は年々減少していますが、代わりに、一部の

中晩柑の収穫量は伸びてきています。県では、「紅
べに

まどんな」、「甘
かん

平
ぺい

」、「せとか」

等をうんしゅうみかんや「いよかん」等の転換先品種として位置付け、生産を推進し

ていますが、現在のところ、輸出量は限定されています。 

しかし、推進機構は、「最近、長期貯蔵技術が開発されたり、ハウス栽培の中晩柑

が栽培されたりしており、春節の時期に合わせて輸出することも可能性はゼロではな

い。当然のことながら、価格は高くなるが、十分なブランド力が付けば、購入しても

らえると考えている。」と需要の高い時期に合わせた出荷による輸出拡大に期待を寄

せています。 

台湾における春節の贈答需要は、約１か月前から始まるため、平成25年度（2013年

度）は、「はれひめ」、「紅
べに

まどんな」等を試験的に年末に輸送し、１月上旬から販

売を開始したところ、現地のスーパーでは、「皮が薄くて剥きやすい。」、「濃厚な

甘みがある。」と言ってまとめ買いをする客もいるなど大変好評でした。 

 

 

 

 

オ 海外における「愛媛ブランド」の付加価値を付ける輸出贈答用専用箱 

国内市場では高値で取引される愛媛県産かんきつですが、現地の消費者の間では、

（ 西之 香×ポンカン） 



そのブランドは一部でしか認知

いて、いかにして国内と同様

かが今後の輸出拡大のポイントとなります

推進機構では、ハウスみかんの

当初は選果場で使用している

ま輸出用にも使用していましたが

で贈答用として販売する際に

ることが分かるように、新たに

た。また、併せて、フルーツ

違いなく愛媛県産のハウスみかんです

ものは入っていません。」と

うようにしています。こうして

認知度を少しずつ高めていく

また一方で、推進機構は、「

ハウスみかんと鳥取県産のなしが

ことを認識しておく必要はあるが

ていくことにより、贈答文化

と異種果物の産地間連携の可能性

 

カ 海外からの観光客誘致と

平成24年（2012年）５月に開催

戸内しまなみ海道サイクリング

的な自転車メーカーである

湾から多くのサイクリストが

み海道は、かんきつの栽培が

の島々を結んでおり、サイクリングロードの

では、参加者に両県自慢のかんきつ

提供され、大好評でした。こうした

けでなく、台湾のマスコミにも

注目を集めました。 

推進機構は、「海外に向けて

昔前であれば、何百万円という

マスコミに来てもらって情報

外のマスコミも集まる大きなイベントに

も参加してＰＲするという安価

国際的なイベントを利用した

案しています。 

また、推進機構では、会長
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推進機構
ハウスみかんの

かんきつのジュースを
に集まる台湾

物産展において
ＰＲする中村知事

認知されていません。価格競争が激しいかんきつ

同様に海外でも高級ブランドとして浸透させる

のポイントとなります。 

ハウスみかんの輸出用の箱として、

している国内用のものをそのま

ていましたが、高級フルーツ店

に、一目で愛媛県産であ

たに専用の箱を作りまし

フルーツ店の人には「これは間

のハウスみかんです。他の産地の

と説明して販売してもら

こうして「愛媛ブランド」の

めていくよう努めています。 

、「台中のスーパーで、フルーツの盛りかごに

のなしが一緒に盛られているのを見た。常

あるが、異なる産地が連携して『日本産

贈答文化の裾野を広げられれば、互いの輸出拡大

可能性についても指摘しています。 

と併せた農産物のＰＲ 

開催された「台日交流 瀬

サイクリング」には、台湾の世界

メーカーであるGIANT社の劉会長ほか台

くのサイクリストが参加しました。しまな

が盛んな愛媛県と広島県

サイクリングロードの休憩所

のかんきつのジュース等が

こうした状況は、日本だ

のマスコミにも大きく取り上げられ、

けてＰＲを行う場合、一

という予算を使い、現地の

情報を発信していたが、海

きなイベントに、自分たち

安価な方法もある。」と

したＰＲの方法について提

会長を務める知事による積

推進機構が作った 
ハウスみかんの贈答用箱 

かんきつのジュースを求めて休憩所 
台湾のサイクリストたち 

 

において愛媛県産のかんきつを 
中村知事（右から３人目） 

 

しいかんきつ市場にお

させることができる

りかごに愛媛県産の

常に価格競争がある

日本産』として棚を飾っ

輸出拡大にもつながる。」
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極的なトップセールスを展開しています。台湾には、毎年、露地みかんの出荷時期に

合わせて現地の百貨店やスーパーに出向き、プロモーションを行っています。また、

平成25年度（2013年度）には、新たな市場として期待されるインドネシアにも、観光

客の誘致と併せ、県産みかんジュース等のＰＲを行いました。さらに、シンガポール

とマレーシアの日系百貨店において、春節の贈答時期に露地みかんと中晩柑を販売す

るトップセールスを実施したところ、中華系の住民を中心に買い求める客が多く、特

に、マレーシアでは、高級品の中晩柑が２日間で完売するなど、予想を超える手応え

を得ました。 

 

キ ビジネスパートナーとの信頼関係の構築 

愛媛県産のかんきつは、現在のところ、国内市場からの人気が高く、輸出に回せる

量は多くはありません。しかし、推進機構は、「かんきつについては、TPPによる影響

はあまり大きくないと言われているが、現状でも国内需要は減少してきており、海外

から色々な果物が安く輸入されるようになれば、国内需要はより一層減少する可能性

は十分あると思う。それを見越して、早い段階から海外のビジネスパートナーとの信

頼関係を築き、機が熟した時に色々な品目を提案できる素地を作っておくことも重要

である。」と将来を見越した輸出の意義を指摘しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポイント】 

○ ハウスみかんの輸出量の増加に伴い、輸送方法を航空便から船便に変更 

○ 長期貯蔵技術を使用した中晩柑の新たな輸出戦略を検討 

○ 国内市場では認知されている愛媛県産かんきつのブランドを、海外にも浸透さ

せるため、専用の贈答用箱を作成 

○ 国際的なイベント「台日交流 瀬戸内しまなみ海道サイクリング」の共同開催

による観光客誘致と併せて、地元農産物をＰＲ 

○ TPPによる影響を想定し、早い段階から海外のビジネスパートナーとの信頼関

係を構築 
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愛媛県農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所と熊本県農業研究センター果樹

研究所が、資材・薬品メーカーと共同で開発した中晩柑の夏季出荷技術の概要を紹介しま

す。 

この技術は、鮮度保持資材の利用と貯蔵温度管理により、通常出荷時期が２～５月の中

晩柑を、６～８月まで鮮度良く保存し出荷できる技術です。 

この技術を利用することにより、通常出荷時期の値崩れを防止するとともに、国産かん

きつが品薄な初夏から夏場にかけての出荷が可能となります。 

 

資料：農林水産省農林水産技術会議「農業新技術2013－生産現場への普及に向けて－（解説編）」 

 コラム３ 「不知火」等の主要中晩柑の夏季出荷技術 



 

 - 54 -

北川村特産のゆず 

輸出用青果ゆずにも貼り 
付ける会社のロゴマーク 

ゆず果皮のコンフィを 
載せたチョコレート 

【事例６】北川村ゆず王国(株)（高知県） 

 

ア 会社の概要 

北川村ゆず王国(株)は、サクラ印ハチミツで有名な(株)

加藤美蜂園本舗のグループ会社として、平成18年（2006年）

10月に設立されました。以前から同じグループ会社で広島

市に本社を置く(株)日本ゆずレモンが、ゆずやレモンを使

った商品の製造・販売を行っていましたが、ゆずの生産が

盛んな高知県や北川村から熱心な誘致があり、良質な原料

を確保する上での利点を考慮し、新たに北川村にゆずを中

心とする商品の製造・販売を行う会社を設立しました。 

最初の２年間は、地元農協の搾汁工場の隣に建てたテント

屋根の仮工場で、搾汁に当たって不要となった果皮を買い取

り、それを加工して販売していましたが、平成20年（2008年）の冬からは、新たに建

設した工場で製造を開始し、順調に販売量を伸ばしています。平成25年（2013年）の

販売量は、会社設立当初に比べて７～８倍にまで伸びています。 

 

イ 輸出の取組概要 

同社では、ゆずの果汁、コンフィ等の加工品の輸出を行っていましたが、平成24年

（2012年）からは、日本で初めてフランスへの青果ゆずの輸出を開始しました。輸出

先の中心はフランスであり、スウェーデン、スペイン、イタリア等のEU諸国には、フ

ランスの商社を通じて販売しています。 

平成25年（2013年）の主な商品の

輸出量は、次のとおりです。 

ゆず果汁    10.0ｔ 

ゆずコンフィ   1.0ｔ 

青果ゆず（黄玉） 2.5ｔ 

青果ゆず（青玉） 0.4ｔ 

青果ゆずをフランスへ輸出する

ことになったきっかけは、パリの二

つ星レストランのシェフから、青果ゆずを使った料理を作りたいと熱望されたためで

す。青果ゆずは、過去に米国への輸出を試みましたが、検疫条件が予想以上に厳しく、

断念せざるを得なかった経験から最初は断っていましたが、シェフからの度重なる要

望に根負けし、引き受けることとしました。それから、EU向けの輸出検疫条件1を満た

すため、生産園地の選定、選果こん包施設及び表面殺菌のための浸漬処理施設の建設

等を行った後、厳しい検査を受けて輸出が認められることになりました。 

                                                                                   
1 EU 加盟国向け日本産かんきつ生果実の輸出検疫条件については、農林水産省植物検疫所の

ホームページ（http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html）を参照。 

世界一のパティシエたちが認めたゆずの風味、厳格な管理により青果をフランスへ 
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加藤取締役と 
ジョルディ・ボルダス氏 

園内の作業場における 
箱詰め作業の様子 

ゆずのムース等を使った 
デザート「ゆずの夜明け」 

ウ 厳しい残留農薬基準と検疫条件を満たすための努力 

輸出する青果ゆずは、残留農薬基準を満たす必要が

あるため、隣接農地等から飛散した農薬がかからない

ように、山頂付近の孤立した園地で栽培し、選果・こ

ん包作業は、園地内に建てられた登録施設において行

う必要があります。また、同社では、外部から病害虫

等が持ち込まれないように、園地の入口を施錠してい

ます。 

輸出用の段ボール箱は、輸送時における害虫の混入

を防止するため、全ての継ぎ目に隙間ができないよう

にガムテープを貼り付ける必要があります。この作業は、手作業で時間を要すること

から、大きな外箱の中に３kg入りの小箱を８箱詰めて、外箱の隙間を全て塞ぐことと

し、省力化を図りました。 

生産園地の契約農家には、農薬を減じて栽培してもらっているため、その園地でで

きるゆずは、国内向けに出荷する通常のものよりも見た目は落ちます。このため、同

社では、契約農家が損をすることがないように、園内で収穫される約30ｔのゆずを全

量買い取る契約としています。 

 

エ 世界一のパティシエたちが認めたゆずの風味 

平成23年（2011年）パティスリー世界大会でスペインチーム

のキャプテンを務めたジョルディ・ボルダス氏は、ゆずの風味

を大変気に入っており、大会では、ゆずの形を模したデザート

を作り、見事優勝しました。また、同氏は、ゆずをチョコレー

トの中に混ぜ合わせたり、果皮のコンフィをチョコレートに載

せたりしても使用しています。北川村ゆず王国(株)の加藤忍取

締役は、「ジョルディがゆずを宣伝してくれたお陰で、世界中

のパティシエがゆずを知ることとなった。」と彼に感謝すると

ともに、販路拡大に期待を寄せています。 

また、フランスの高級レストランのシェフは、白身魚に少し

苦みのある果皮を添えたり、果汁を搾ってソースに加えるなど

西洋料理にゆずを使用しています。 

加藤取締役は、「フランスへのゆずの輸出は、まだまだ伸び

ると思う。『食』はフランスから世界中へ情報発信されるため、

フランスで人気が高まれば、それが世界中に広がる。そうなれ

ば日本国内でも今以上に需要の増加が期待できる。」とフラン

スへの輸出のメリットについて説明しています。 
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オ 現地のシェフとの信頼関係から広がる輸出品 

現地のシェフは、自分が思い付いたゆずの利用方法のアイデアを、加工品として作

るよう求めてきますが、無理難題なものが多いそうです。しかし、同社では、シェフ

と何度もやり取りしながら、工場の機械を駆使して希望どおりのものを作り上げてき

ました。このようなことを何回か繰り返すうちに、お互いが強い信頼関係で結ばれ、

多くの商品の輸出の増加につながっています。 

加藤取締役は、「いろいろなゆずの加工品を作って輸出しているうちに、現地のシ

ェフが、日本の他のかんきつにも興味を持ち始めてくれるようになった。平成24年度

（2012年度）には、高知県の小夏、大分県のかぼす、広島県のだいだいの果汁も輸出

した。その他にも、日本各地から様々なかんきつを加工品にすることができないか問

い合わせが寄せられている。青果の輸出は大変であるが、加工品であれば、当社に原

料を持ち込んでもらえば輸出することができる。シェフには、『要望があれば言って

くれ。』と伝えている。」と輸出品の一層の広がりを期待しています。 

 

カ 輸出拡大の目標と課題 

同社の売上額は、右肩上がりで伸びていますが、それと同時に輸出額も伸び続けて

います。加藤取締役は、「当社の平成25年度（2013年度）の年間売上額は約５億円で

あり、輸出はその14～15％を占めている。もう少し売上げを伸ばし、輸出も20％まで

伸ばすことができれば、輸出専門の課を新設し、英語ができる職員を採用したい。」

と更なる輸出拡大の目標を掲げています。 

また、青果ゆずの輸出について、「米国は、残留農薬基準が厳しく、一度は断念し

たが、EU諸国よりも日系人が多く、特にゆずを求める声が大きいため、再チャレンジ

したい。また、上海、香港、シンガポールにも輸出してみないかという話もある。輸

出できる国・地域があれば、どこでもチャレンジしたい。」と積極的な販路拡大を狙

う一方で、「各国・地域の残留農薬基準は、EU諸国以上に厳しいところが多い。その

場合は、完全に隔離した園地を造らなければ、輸出は難しいかもしれない。」と不安

を感じています。 

さらに、「青果ゆずは、需要に対して供給が足りていない。青果ゆずの出荷量を増

やすためには、それに応じた加工用ゆずの需要も見込めなければならない。ゆずは豊

作年と不作年があるかんきつである。平成21年（2009年）の大豊作以降、豊作年が続

いて国内で果汁が余り気味になったため、輸出を増やしたところ、国内の販売価格の

安定につながった。そういう時のために、海外にも取引先を構えておく必要がある。」

と輸出による価格下落に対するリスク軽減の重要性について指摘するとともに、「産地

間で潰し合いをするようであれば、輸出拡大は難しい。果汁は価格競争により利益が

少なくなった。青果はそうならないように『日本産ゆず』としてブランド化されるこ

とを期待している。」と国内外で人気が高いゆずの価格維持についても指摘しています。 

なお、青果ゆずの輸出は、試行錯誤しながら行ってきたため、これまでのところ大

きな利益にはつながっていませんが、フランスへの輸出がマスコミに取り上げられる
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ようになってから、国内からの問い合わせが増えるとともに、加工品の売上げにも好

影響を与えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ フランスの高級レストランのシェフからの度重なる要望を受け、日本で初めて

フランスへ青果ゆずを輸出 

○ EU向けの厳しい輸出検疫条件を満たすため、生産園地の選定、選果こん包施設

及び表面殺菌のための浸漬処理施設を建設 

○ 農薬を減じて栽培する契約農家に損失を生じさせないように、園内で収穫され

るゆずを全量買い取り 

○ パティスリー世界大会において、ゆずの形を模したデザートを作ったスペイン

チームが優勝し、更に高まったゆずの人気 

○ 「食」はフランスから世界中へ情報発信 

○ 青果ゆずのフランスへの輸出が報道されたことにより、国内からの問い合わせ

が増えるとともに、加工品の売上げにも好影響 
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宇山地区の田園風景 

２ コメ・コメ加工品の輸出の取組事例 

【事例７】農事組合法人「宇山営農組合」、(有)藤本米穀店（島根県） 

 

ア 宇山営農組合の概要 

島根県雲南市吉
よし

田
だ

町
ちょう

民
みん

谷
だに

の宇
う

山
やま

集落は、広島県との県境に程近い中国山地の山々に

囲まれた県下有数の豪雪地帯です。同集落は、２つの小さな盆地からなり、上空から

見ると、細長いひょうたんのような形状をしています。

それぞれの盆地には、地形に合わせて整備された水田

が連なり、山際には家々と小さな畑が点在しています。

標高は500ｍ前後ですが、周囲の山々は比較的なだらか

な地形を呈しており、日照条件はそれほど悪くはあり

ません。沢から流れ出る透き通った水と昼夜の大きな

寒暖差により、地元では甘みがある美味しいコメがで

きることで知られた所です。 

 宇山営農組合には、宇山地区の全27世帯のうち22世

帯が加入しており、60歳前後の方が中心となって稲作

を行っています。作付面積は約21haで、そのうち約７

haは種もみ用として作られています。 

同営農組合で収穫されたコシヒカリの一部は、松江

市内にある(有)藤本米穀店が買い取り、「うやま米」

として販売しています。 

  

イ 輸出の取組概要 

 宇山営農組合は、平成23年（2011年）から(有)藤本米穀店を通じて、「うやま米」

の一部を台湾へ輸出しています。 

同営農組合が輸出に取り組むことになったきっかけは、雲南市から主食用米の生産

目標削減の対応策について相談を受けた同米穀店の藤本真由専務が、食味が良く、市

場評価が高い雲南市産米のフル生産に協力したいと考えたことに始まります。同米穀

店が、平成21年（2009年）に、台湾の輸入業者である鼎三
ていさん

國際企業有限公司の社長が

来訪した際に、品質が良く、妥当なコストの日本米を探していることを承知していた

ことから、両者を結び付けて輸出を実現させました。 

輸出量は、平成23年産（2011年産）は1.2ｔ、平成24年産（2012年産）は2.5ｔ、平

成25年産（2013年産）は平成26年（2014年）５月時点で0.5ｔとなっています。 

 

ウ 産地間競争が激しい台湾市場における売り込み戦略 

台湾の百貨店では、現地のコメだけでなく、日本各地のコメが競うように販売され

ています。その中に新たに割って入っていくため、最初の２年間は、国内向けよりも

30kg当たり１千円安い価格で出荷し、まずは現地の人たちに食味を確かめてもらう利

山々に囲まれた小さな集落が、コメの輸出を契機に取り戻しつつある活力 



陳列棚には日本の多くの産地のコメが
袋には「産地:日本」のシールが

益よりも宣伝に力を注ぐ作戦

は、「国内向けより安く売ってまで

らうための説明に苦慮した。」

そうした努力が実り、現地

リピーターが増えてきており

と同一価格で買い取ってもら

 

台湾で開催される各種フェア

(有)藤本米穀店から藤本専務

代表理事等も参加し、「島根県雲南市

揃いの法被を着て売り込みを

了後には、参加者全員で反省会

ています。 

藤本専務は、「台湾では、

売されているが、コストが割高

中間層まで広がりにくい。」

た場合、中国の雲南省と混同

袋に変更しようと考えている

して売り込むことを検討していま

 

エ 輸出を契機に取り戻しつつある

松原代表理事は、「周りの

だな。』と声を掛けられることが

った。また、台湾におけるコメの

層を中心に、安全・安心で美味

が、今まで以上に美味しいコメを

輸出を契機に取り戻しつつある
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(左)は現在使用中の包装袋で
字の横に小さく「島根県雲南市産
(右)は「うやま米」を強調した

(左)藤本専務

のコメが並び、
のシールが貼られている 

作戦を試みることにしました。宇山営農組合

ってまで輸出することについて、組合員全員

。」と当時を振り返ります。 

現地の人たちにもその食味の良さが評価され

きており、平成25年産（2013年産）からは、同米穀店

ってもらっています。 

フェアには、主催者のほか、 

藤本専務、宇山営農組合から松原

島根県雲南市」と書かれたお

みを行っています。フェア終

反省会を開いて課題を確認し

、通常、コメは２kg袋で販

割高となるため、購買者が

」と頭を悩ませています。また、「『雲南市

混同されるため、今後は『うやま米』を強調

る。」と食味に惚れ込んだ「うやま米」

しています。 

しつつある集落の活力 

りの集落の人たちから、『宇山ではコメを

けられることが多くなり、自分たちの集落を誇らしく

におけるコメの販売価格は、日本国内の３倍近くに

美味しい日本産を求めて買ってくれてい

しいコメを作ろうという組合員の心の励みになっている

しつつある宇山集落の活力を感じています。 

で、「こしひかり」の文
島根県雲南市産」と書かれている 

した新しい包装袋 

藤本専務、(右)松原代表理事 

営農組合の松原代表理事

組合員全員に納得しても

され始め、少しずつ

同米穀店に国内向け

雲南市産』と表記し

強調した新しい包装

」をブランド商品と

ではコメを輸出しているそう

らしく思うようにな

くにもなるが、富裕

ている。これらのこと

みになっている。」と
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稲刈り体験の様子 

クイズ企画の様子 

このような中、平成25年（2013年）には、宇山営農

組合が主催者となり、雲南市等の協力を得ながら、親

子参加型の農作業体験イベントを開催しました。５月

には田植え体験のほか、ごはんソムリエの資格を持つ

藤本専務による美味しいコメの見分け方やご飯の炊

き方を伝授するミニ講座も行いました。また、９月に

は稲刈り体験のほか、同専務による「おいしい“お米

”になるまで」と題した苗を植えてから稲が実るまで

を記録写真を基に解説するクイズ企画も行いました。

さらに、参加者には、集落で穫れた野菜や山菜をふん

だんに使った豚汁等を作ってもてなすとともに、「う

やま米」の新米で炊いたご飯を準備し、自分たちでお

むすびをにぎって食べてもらいました。両イベントに

は、小学生の親子や島根大学の学生等総勢50人近い人

たちが参加し、普段は静かな山あいの集落に大きな声

が鳴り響いていました。 

このように、宇山営農

組合と(有)藤本米穀店

は、単なるコメの売買を

行う関係にとどまらず、

雲南市等の協力も得な

がら、共に手を取り合っ

て、「うやま米」のふる

さとの活性化にも取り

組んでいます。 

また、松原代表理事は、「輸出を行っていることがテレビ、新聞等で取り上げられ、

多くの人たちに『うやま米』を知ってもらうようになって、国内の出荷価格も上がれ

ば、組合員も一層やる気が出てくる。」とマスコミによる宣伝効果も期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

稲刈り体験イベント参加者の集合写真 

【ポイント】 

○ フェアでは、生産者と輸出業者が手を携えて売り込みを行い、終了後には参加

者全員で課題を確認 

○ コメの輸出が、山間部の小さな集落の組合員の心の励みに 

○ 生産者が、市、輸出業者、大学生等の協力を得て、親子参加型の農業体験イベ

ントを主催 
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旭酒造(株)の現在の酒蔵 

(左)「純米大吟醸  磨き  二割三分」 
(右) 新商品の最高級酒 

「獺祭  磨き  その先へ」 

【事例８】旭酒造(株)（山口県） 

 

ア 会社の概要 

旭酒造(株)は、昭和23年（1948年）に設

立された山口県岩国市 周
しゅう

東
とう

町
ちょう

の山間部に

ある酒造会社です。 

以前は、普通酒「旭富士」を主力として

製造・販売し、近くにあった鉱山の従業員

約３千人により、安定した需要が見込めて

いましたが、鉱山の閉山を境に町の人口が

激減し、新たな販路を見つける必要が生じ

ました。初めの頃は、山口県内で販路を探し求めましたが、県内各地には地元の有力

酒造メーカーの酒が浸透しており、入り込む余地がなかったため、同社は、会社の命

運を賭けて、東京に販路を求めることとしました。 

平成２年（1990年）の東京進出に当たって、同社が新たに作った酒が「獺
だっ

祭
さい

」です。

「獺祭」は、使用する原料米を「山田錦」に限定した純

米大吟醸酒です。「獺祭」には、精米歩合の違いにより

数種類ありますが、中でも磨きを日本最高レベルの23％

まで高めた「純米大吟醸 磨き二割三分」は、フルーティ

ーな香りと蜂蜜のような甘み、後口は切れていきながら

長く続く余韻を特徴とする女性でも美味しく味わえる酒

で、その話題性とあいまって、人気が広まっていきまし

た。また、当時、東京で見掛ける地酒と言えば、新潟県

や東北地方のものばかりでしたが、在京の山口県出身の

人たちが、東京では珍しい山口県の地酒として「獺祭」

を注文し、その美味しさを口コミで伝えてくれたことも

あり、徐々に知名度も高くなっていきました。 

東京での成功をきっかけとして、平成14年（2002年）からは輸出にも取り組み、海

外における日本酒ブームをけん引する銘柄として、近年、その地位を固めつつありま

す。 

平成25年（2013年）９月期の売上高は約39億円で、前期の1.5倍、この10年間で約８

倍と急成長を遂げています。現在、更なる事業拡大のため、現酒蔵の隣に地上12階、

地下１階建ての新酒蔵を建設中であり、平成27年（2015年）５月の稼働を予定してい

ます。完成後の生産能力は、現酒蔵の約３倍に当たる年間４～５万石（一升瓶に換算

して400～500万本）を見込んでいます。 

 

イ 輸出の取組概要 

輸出品は、精米歩合が50％、39％、23％の定番の「獺祭」が中心であり、それぞれ

iPad を片手に売り込んだ「獺祭」が、今や海外における日本酒ブームをけん引 



の国・地域の実情に合わせて

ます。 

輸出先は、平成14年（2002

を皮切りに、平成15年（2003年

平成19年（2007年）にフランスと

増やし、現在では、定期的な

でも17の国・地域、その他を

近い国・地域にまで広がっています

出量は、全体の４割を占める

に、以下、香港、中国、台湾

ール、フランスという順になっています

特に米国の場合は、日本食

ームの広がりにより、富裕層

中間層の人たちにまで「獺祭

は、審査が厳しいことで知られるユダヤ

して初めて取得しましたが、

たものです。 

現在、売上高に占める輸出

割まで引き上げることを目標

増を見越して着手したものです

 

ウ 30秒間の売り込みから世界

現在の海外における「獺祭

な説明による営業活動がありました

ニューヨーク進出に当たって

社長は、英語が片言しか話せない

かわらず、単身で現地に滞在

みに走り回りました。「獺祭

スポイントの一つである磨き

については、サンプルを見せながら

をしてもらい、その香りや味

を理解してもらうように努めました

ストにより「獺祭」の魅力を

事に来られたお客さんが話を

極力短くすることを心掛けた

て、短時間でも『獺祭』の良

げています。 

なお、その後輸出を行うことになった
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旭酒造(株)が取得したコーシャの

磨きの違いを説明するために

わせて、スパークリングやお燗用の温め酒等

2002年）の台湾

年）に米国、

にフランスと着々と

な輸出先だけ

を含めると30

がっています。輸

める米国を筆頭

台湾、シンガポ

になっています。 

日本食や日本酒ブ

富裕層だけでなく、

獺祭」の人気が浸透しつつあります。平成

られるユダヤ教徒の清浄食品基準「コーシャ

、これもユダヤ系住民が多い米国における

輸出の割合は１割程ですが、同社では、将来的

目標としています。新酒蔵の建設は、こうした

ものです。 

世界中へ広まった「獺祭」の魅力 

獺祭」の人気の陰には、桜井一宏副社長による

がありました。 

たって、桜井副

せないにもか

滞在し、売り込

獺祭」のセール

き（精米歩合）

せながら試飲

味わいの違い

めました。また、数年前からはiPadを使用

を端的に伝える方法も採用しています。桜井副社長

を聞いてくれる時間は30秒もないため、

けた。長々とした説明よりは、視覚による

良さは伝わったと思う。」と売り込みに

うことになったフランスや中国等については

したコーシャの証明書 

するために使用したサンプル 

酒等も若干輸出してい

平成23年（2011年）に

コーシャ」を、地酒と

における販路拡大を狙っ

将来的にはこれを５

こうした国内外の需要

による地道かつ端的

使用し、写真やイラ

桜井副社長は、「食

、言葉による説明は

による説明や試飲によっ

みに成功した秘訣を挙

については、東京やニュー
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ヨークにおける人気を認識した先方から話があり、現在のような販路の拡大につなが

っています。 

こうした人気の広がりを背景とした今後の戦略について、桜井副社長は、「当社は、

世界の大都市でシェアを確保することを目指しており、パイの小さな地方でシェアを

奪い合うようなことは考えていない。」と東京やニューヨーク、香港、パリといった

海外の大都市の富裕層を中心に、築き上げたブランドを売り込んでいく方針としてい

ます。 

 

エ 日本酒の輸出拡大には欠かせない日本人的価値観の浸透 

日本酒の輸出拡大に当たって、ワインと競合することについて、桜井副社長は、「現

状における日本酒のシェアはワインの１～２％に過ぎない。そこは、ワインと比較さ

れることを覚悟の上で、違いを理解してもらう必要がある。美味しいワインもあれば

そうでないワインもある。逆に美味しい日本酒もあればそうでない日本酒もある。そ

のことをどのように伝えていくか常に意識するようにしている。

例えば、香りのある日本酒を味わう最も良い道具の一つとして、

ワイングラスのような形状をしたグラスを使うように薦めている。

また、違いが理解されるようになれば、食材に合った飲み物を選

択されるようになると思う。将来的には、日本料理でも肉料理に

はワインを、フランス料理でもシーフードには日本酒を合わせる

ようになる可能性は高いと考えている。そのことを意識してＰＲ

を行っている。日本酒は、日本人の持つ感覚により磨き上げられ

てきたものであり、相手の国に応じて味や提供方法を

変えるのではなく、日本酒の魅力を日本の文化的背景

も加え、その価値観を伝えていくことが重要である。

単に日本食には日本酒が合うというだけではなく、外

国料理であっても食材によってはワインよりも日本酒

の方が合うことを理解してもらえるようになれば、日

本酒の需要はまだまだ広がっていく。」としています。 

同社では、このことを海外の店のスタッフたちにも十分に理解してもらわなければ、

客に伝えることは難しいと考え、度々、スタッフに試飲させながら説明する勉強会を

開催しています。 

 

オ 更なる輸出拡大に向けた課題 

 旭酒造(株)では、更なる事業拡大を計画していますが、原料米である「山田錦」が、

平成23年（2011年）から不足し始め、平成24年（2012年）からは完全に不足状態に陥

ってしまったため、円安により輸出量を一気に伸ばしたい時期にそれができませんで

した。桜井副社長は、「『山田錦』は、香りが良く味にふくらみがあるため、不足し

ているからと言って、他の酒米を使用することは考えていない。先のことは分からな
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左側の男性が桜井副社長 

いが、少なくともこの先５～６年間は確実に需要が見込める。作付けを主食用米から

『山田錦』に変更する農家の方がおられるのであれば、是非とも話をさせていただき

たい。」と著しい需要の伸びに対して原料米の確保が追い付いていないもどかしさを

感じるとともに、「山田錦」への強いこだわりを持っています。なお、同社の現在の

「山田錦」の入手先は、主産地である兵庫県産が７割を占めていますが、その他は、

岡山県産が２割、山口県産が１割、平成25年（2013年）からは徐々に他県からの原料

米の確保に動いており、中国・四国地域では徳島県産も使用しています。 

 また、桜井副社長は、「中国やブラジルは、輸出に関する基準が複雑で、しかも度

々変わることがある。韓国は、関税等により販売価格が日本国内の３～４倍にもなる。

東南アジア諸国の中には、価格の決定権を自分たちが握ろうとする国がある。」と販

路拡大の難しさについても指摘しています。 

 

カ 地元へのこだわりと貢献 

同社は、世界中に取引先を持つようになった現在でも、

地元へのこだわりを持ち続けています。「獺祭」という

名前も、酒蔵のある周東町獺
おそ

越
ごえ

地区の地名から一字をと

って命名されたものです。また、イベント等の際にも掲

げられる同社ののれんには、「獺祭」の文字とともに「山

口の山奥の小さな酒蔵」と記されています。 

同社の平成25年度（2013年度）時点の従業員数は90人

ですが、桜井副社長は、「新酒蔵の建設に伴って機械化

を行うのではなく、現在の製造方法を踏襲した規模拡大

を図ることとしており、完成後の従業員数は、新酒蔵の

生産能力の拡大に合わせて300人規模に増員する予定で

ある。増員に当たっては、その８～９割は地元から採用

したい。」と愛着のある地元への貢献も忘れていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポイント】 

○ ユダヤ系住民が多い米国における販路拡大を狙い、「コーシャ」の証明書を取

得 

○ 言葉が通じない海外において、iPadを使用し、写真やイラストにより魅力を端

的に伝える営業活動 

○ 日本酒は、日本料理だけでなく、食材によっては外国料理にも合うことを理解

してもらえれば、需要は広がる 

○ 海外における日本酒ブームにより不足する原料米「山田錦」 

○ 新酒蔵の建設による生産能力の拡大に伴い、地元の雇用を創出 
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ボタンの苗木（写真はアメ
リカ向け根巻き１年生苗） 

３ 花きの輸出の取組事例 

【事例９】JAくにびき（島根県） 

 

ア 輸出の取組概要 

松江市全域を管内とするJAくにびきでは、島根県の県花に指定されているボタンの

輸出に取り組んでいます。JAくにびきが取り扱うボタンには、苗木、切り花及び鉢物

の３種類がありますが、９割以上を苗木が占めており、そのほとんどが輸出用です。

切り花は、主にイベント展示用として輸出していますが、苗木に比べると取扱量はご

く僅かです。また、鉢物は、輸出用としてではなく、国内市場に向けて出荷していま

す。なお、そのボタンの主産地は、水はけが良い火山灰土に覆われた中海に浮かぶ大根
だいこん

島
じま

（松江市八
や

束
つか

町
ちょう

）であり、日本一の生産量を誇っています。 

大根島におけるボタン栽培の歴史は古く、最初に島に持ち込まれたのは約300年前と

言われていますが、昭和30年代後半に、ボタンをシャクヤクの台木に接ぎ木する技術

が開発され、大量生産が行われるようになると、国内市場は一気に飽和状態となって

しまいました。これに頭を悩ませていた当時の八束町農協（現JAくにびき）の役員が、

国内の商社に依頼してオランダに試験的に輸出を行ったところ、大変評判が良かった

ことから、本格的に輸出するようになったと言われています。その後、長い間、国内

の商社を介した間接輸出を行っていましたが、ボタン農家の所得向上を図るため、平

成17年（2005年）からは、JAくにびきによる直接輸出にも取り組んでいます。 

現在、JAくにびきが取り扱うボタンは、松江大根島牡丹協議会（以下「牡丹協議会」

という。）に所属する生産者91人から出荷されるものであり、輸出の大半は間接輸出

ですが、ロシア及び台湾へは直接輸出を行っています。 

【平成25年（2013年）の輸出実績（概数）】 

＜苗 木＞ 

オランダ 188,180本 国内商社を通じた間接輸出 

米  国  57,245本  同上 

カ ナ ダ  17,580本  同上 

台  湾  2,720本 JAくにびきによる直接輸出 

ロ シ ア  2,350本  同上 

ド イ ツ   465本 現地商社を通じた間接輸出 

＜切り花＞ 

ロ シ ア   500本 JAくにびきによる直接輸出（イベント展示用） 

台  湾   300本  同上 

米  国 200～300本 国内商社を通じた間接輸出 

※ 欧州各国には、世界最大規模の花き卸売市場があるオランダを通じて販売さ

れています。  

ボタン農家の所得向上を図るため、JA が直接輸出に挑戦 
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建國假日花市の春節イベントの様子 

ウラジオストク郊外にある 
菜園付き別荘「ダーチャ」 

以下は、JAくにびき営農部園芸産直課の石倉課長から伺った話を中心に紹介します。 

 

イ 台湾への輸出の取組内容 

中国北西部が原産地とされているボタンは、中国や台湾では縁起の良い「富貴の花」

として絶大な人気がありますが、暑い台湾の気候は栽培には適していないことから、

島根県の担当者の助言を受けて、平成17年（2005年）から輸出を行っています。 

台湾では、春節の時期に家の中に花等を装飾する習慣があります。本物のボタンを

見たことがある消費者は少なく、入手が難しいボタンの花をこの時期に飾ることが一

種のステータスとして、春節の時期には需要が集中します。 

JAくにびきでは、現地のビジネスパートナー

へ直接輸出を行っており、この企業が運営する

台湾中部の標高約２千ｍの涼しい高地にある

農園に苗木を持ち込んで管理し、台北市で毎週

週末に開催される「建國假日花市」の春節イベ

ントに合わせて、開花するボタンを出荷・販売

しています。 

また、農園には、春に開花する（台湾の季咲

き時期は３月中下旬）通常の苗木と、春節の時期に合わせて開花調整が可能な抑制栽

培の苗木を輸出しています。土を持ち込むことが禁止されているため、通常の苗木の

場合は、おがくず等に敷き詰めて輸出し、現地で鉢に移植して管理します。一方、抑

制栽培の苗木の場合は、土の代わりにピートモスを入れたポットに植えた状態で輸出

し、そのまま管理します。なお、現地には、毎年数回、松江市とJAくにびきの職員が

出向いて、温度管理や水管理の方法等開花調整技術を指導しています。 

 

ウ ロシアへの輸出の取組内容 

極東ロシアには、大根島から車で約15分という近距離にある鳥取県の境港と、ロシ

アのウラジオストクを結ぶ定期貨客船を利用して輸出を行っています。台湾と同様に、

島根県の担当者の助言を受けて、平成21年（2009年）秋に200本の苗木を試験的に輸出

し、現地のビジネスパートナーの協力を得て、寒い気象条件下でも開花することを確

認した上で、翌年から本格的な輸出を始めました。なお、ロシアの場合も、台湾と同

様に苗木を輸出しています。 

ロシアでは、平日は街中にあるマンション等で暮ら

し、週末になると、郊外にある「ダーチャ」という菜

園付きの別荘に行って、野菜を作ったり花を育てたり

して楽しむ人が多く、このような人たちが、ボタンの

苗木を買って庭に植えています。なお、平成25年（2013

年）からは、極東ロシアのビジネスパートナーを経由

して、ロシア西部の大都市であるモスクワやサンクト
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大輪の花を咲かせる 
「島大臣」 

紅白の色が鮮やかな 
「島錦」 

欧米の人たちが好む 
黄色系の「ハイヌーン」 

ペテルブルクにも販路を拡大しています。 

また、ロシアでは、花が好きな人が多く、毎年３月８日の「国際婦人デー」には、

男性が女性に花を贈る習慣があり、ボタンの切り花を贈る人もいます。 

 

エ 安価な中国産ボタンとの差別化を図る栽培技術 

ボタンの輸出に当たっては、安価な中国産ボタンとの差別化

を図ることが欠かせませんが、大根島産ボタンは、これまでに

培われてきた高い栽培技術により枯れにくく、品種改良により

大輪のものや色彩に優れた日本固有の品種も多いことから、価

格競争には巻き込まれず、安定した人気を保っています。 

また、中国産ボタンは、花が横又は下の方を向いて咲きます

が、大根島産ボタンは、接ぎ木の技術の高さにより花首がしっ

かりしているため、上の方を向いて咲きます。現地では、上を

向いて咲くことは、縁起が良く、鑑賞もしやすいことから人気

があります。しかしながら、近年、その接ぎ木の技術を使った

中国産ボタンも出始めていることから、今後、更なる栽培技術

の向上や品種改良による差別化が求められています。 

 

オ 直接輸出による効果 

石倉課長は、「継続的に現地を訪問し、現地市場の最新ニーズを収集するとともに、

ビジネスパートナーと情報交換を重ねて信頼関係を深めたことにより、市場の現状を

踏まえた膝詰めの価格交渉が可能となった。また、単なる商い取引にとどまらず、学

校、公園等への植樹や文化交流を行うなど生産者と海外消費者との間で幅広い交流が

行われるようになった。さらに、JAくにびきとしても、貿易の実務、国際感覚の習得

等職員の人材育成にも役立っている。」と直接輸出による効果を挙げています。 

また、海外でも人気が高い大根島産ボタンですが、現在の状

況について、石倉課長は、「生産者の高齢化等により、生産量

は少しずつ減少している。注文は、間接輸出を行っている欧米

の場合、色の指定であり、出荷調整は比較的可能であるが、直

接輸出の場合、色もさることながら、品種を指定されるため、

注文された量を確保できないことがある。JAくにびきでは、通

常の苗木は、接ぎ木を行ってから２～３年経過したものを出荷

するため、注文を受けて、それに応じることができるのは、２～３年先になってしま

う。」と輸出量を伸ばしたい直接輸出の需要に対して供給が追い付かない現状に頭を

悩ませています。しかし、その一方で、「直接輸出によって、少しでも生産者の手取

りが増えれば、生産意欲が向上し、産地の活性化につながると思う。」と直接輸出に

よる地域への効果を期待しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

島根県農業技術センターが

発し、平成22年（2010年）に

介します。 

この技術は、つぼみがふくらみ

閉後、遮光状態で１～３℃の

のです。開封後、鮮度保持剤入

この技術を使用することにより

に、輸送時における葉やつぼみの

産用としても利用が期待されています

 

 

 

 

JAくにびきでは、この技術

つぼみがふくらみ始めたボタンは

とがあるため、過去にはイベント

め、現在では、輸送する切り

ています。これにより、開花時期

くなっても、最後まできれいな

 コラム４ 「ボタン切

開封後３日目の開花を見込んでいる

JAくにびきでは、台湾へ輸送する

箱の中に「ボタン切り花真空パック
 

【ポイント】 

○ 市とJAの職員が、毎年数回台湾

たボタンの開花調整技術

○ 極東ロシアのビジネスパートナーを

ワやサンクトペテルブルクにも

○ 更なる栽培技術の向上

○ JAくにびきによる直接輸出
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センターが、ボタンの切り花の生産・流通を増やすことを

に特許を取得した「ボタン切り花真空パック

つぼみがふくらみ始めたボタンをポリエチレンの袋に入

３℃の低温管理を行うことにより、約２週間の保存

鮮度保持剤入りの水に生けると、約３日後に開花します

することにより、遠隔地への輸送や出荷時期の調整が

やつぼみの損傷の軽減や容積の縮減が図られることから

されています。 

 

技術をイベント展示用の切り花に利用しています

めたボタンは、通常の状態では、輸送時の振動によって

にはイベント開催中に花が散ってしまったこともありました

り花の半数は「ボタン切り花真空パック」を

開花時期を調整することが可能となったため、

まできれいな花を飾ることができるようになりました

切り花真空パック」技術 

開封後48
「

んでいる「八千代椿」の切り花 

する際には、発泡スチロールの 

パック」と保冷剤を入れて輸送 
 

毎年数回台湾へ出向いて、需要が集中する春節時期

開花調整技術を指導 

ロシアのビジネスパートナーを通じて、ロシア西部の大都市

ワやサンクトペテルブルクにも販路を拡大 

向上や品種改良により、安価な中国産ボタンと

直接輸出により、生産者の手取りの増加を目指

 

やすことを目的として開

パック」技術の概要を紹

入れ、脱気・真空密

保存が可能となるも

します。 

が可能となるととも

られることから、輸出や土

しています。 

によって開花するこ

ってしまったこともありました。このた

を利用することとし

、イベント期間が長

ることができるようになりました。 

48時間を経過した 
「八千代椿」 

春節時期に合わせ

大都市であるモスク

ボタンと差別化 

目指す 
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小西代表取締役（右端）と 
五葉松の買い付けに来たバイヤー 

台湾で人気が高い黒松の盆栽 

【事例10】(株)小西松楽園（香川県） 

 

ア 輸出の取組概要 

日本の伝統的芸術の象徴とも言える盆栽は、海外でも人気が高く、「BONSAI」とし

て世界にその名を知られています。中でもその代表格とされる松盆栽は、購入希望者

が多く、既に「ジャパン・ブランド」として確立していると言えます。 

香川県は、松盆栽の全国シェアが８割を占める日本一の産地です。その主産地は、

高松市西部の鬼無町
きなしちょう

と国分寺町
こくぶんじちょう

の一帯であり、家々の間にある農園には、地域で長年

受け継がれてきた高い剪定技術によって形を整えられたたくさんの松盆栽が並んでい

ます。 

平成23年（2011年）11月に高松市で開催された「第11回アジア太平洋盆栽水石大会

（ASPAC）高松大会」には、アジアだけでなく米国、

豪州、EU諸国等28の国と地域から多くの人たちが参加

しました。日本盆栽協同組合鬼無支部長を務める(株)

小西松楽園の小西幸彦代表取締役は、「30年ほど前か

ら輸出を行っているが、大会の開催により、世界中に

『盆栽の高松』として名前が知れ渡ったため、現在で

は、こちらから売り込まなくても、海外のバイヤーの

方から欲しいものを求めて買い付けにやって来る。」

と産地の知名度が一気に高まったことを実感してい

ます。 

(株)小西松楽園では、海外向けの盆栽・植木が、全出荷量の２～３割を占めるまで

になっています。最近では、自社の園内で栽培している盆栽や植木だけでは、高まる

需要に応えきれなくなってきたため、海外のバイヤー

が買い付けに来た際には、鬼無町と国分寺町の盆栽農

家15人によって結成した高松盆栽輸出振興会の会員

を紹介し、そこで注文された品物もまとめて発送して

います。 

なお、同社では、EU諸国にはマツ属の中で唯一持ち

込みが認められている五葉松の盆栽を、台湾には黒松

の盆栽を中心に輸出しています。 

 

イ 海外における盆栽・植木の人気の高まり 

近年のEU諸国における盆栽の人気の高まりについて、小西代表取締役は、「日本で

は、盆栽と言えば『年寄りの趣味』という先入観を持っている人が多いが、EU諸国で

は、そのような先入観はなく、子どもでも女性でも購入している。１千円前後の安価

なものもあるため、お父さんの誕生日のプレゼントとして買って帰る女子高校生もい

る。また、現地の人たちが購入する場所は、今でこそガーデンセンターが主流になり

EU 諸国では、子どもや女性にも人気の日本の伝統的芸術「BONSAI」 
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リーファーコンテナに 
積み込まれた盆栽 

庭木用の大きなイヌマキ 

棚上で栽培される盆栽 

つつあるが、街の花屋さんでも販売している。」と日本との盆栽に対するイメージの

違いによる客層の広さを挙げています。また、植木についても、「ドイツ等では、最

近、錦鯉の人気が高まっており、池のある日本風の庭

園を造る愛好家が増えている。その際に、高さが２～

３ｍの庭木を購入して植える人が増えている。」と日

本文化が浸透し始めていることを感じています。 

また、台湾では、大きな庭木の人気が高く、同社で

は、幹の周りが約1.8ｍもある黒松やイヌマキの注文

を受けて輸出したことがあります。 

 

ウ EU諸国への輸出に当たっての留意点 

EU諸国へ輸送するに当たり、盆栽の場合は、登録園

内の地上50cm以上の棚上において少なくとも２年間

栽培し、その間に年６回の栽培地検査が義務づけられ

ています。同様に、植木の場合は、登録園内において

少なくとも１年間栽培し、その間に年２回の栽培地検

査、土壌消毒等が義務づけられています。 

また、EU諸国へ輸送する場合、神戸港からコンテナ

船に積み込みますが、使用するコンテナ船の多くは、

最初に九州の港に寄港し、その後、神戸港、大阪港、名古屋港、横浜港等にも寄港し

て荷物の積み卸しを繰り返しながら、最後に東京港で満載にした後、目的地に向かい

ます。このため、神戸港を出航してからドイツのハンブルク港に到着するまでに、38

日間程度の日数を要します。船は赤道近くの高温な地域を通過するため、輸送にはコ

ンテナ内部を一定温度に保つ設備を持つリーファーコンテナを使用していますが、過

去には、目的地に到着するまでに、乾燥によって半数以上が枯れてしまう苦い経験を

したことがあります。この経験を教訓として、小西代

表取締役は、「乾燥を防止するため、鉢の中の土の上

面には水苔を敷き詰め、その上で、鉢ごとビニール袋

で包んでいる。また、コンテナ内部の温度を５℃に設

定することにより、木は仮眠状態となるため、あまり

水を吸わなくなる。輸送は、木が冬眠する11月から翌

年２月までの時期を選んでいる。」と湿度管理には細

心の注意を払っています。 

  

エ 台湾への輸出に当たっての留意点 

台湾には、検疫の関係上、土を持ち込むことが禁止されているため、輸送前に、根

に付いている土を水で洗い流す必要があります。その際、根の皮が剥がれないように、

特に水圧には気を付ける必要があります。また、洗い流した後は、根が乾燥しないよ
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根に付いた土を洗い流している様子 

うに、水苔で巻いてブルーシートで覆います。 

大きな植木を輸送する場合は、通常のコンテナでは

収まらないため、屋根の部分が開いているオープント

ップコンテナを使用します。台湾の場合は、輸送に要

する日数が短く、赤道付近も通過しないため、このよ

うな輸送方法でも特に支障はありません。 

また、植木を輸送する場合は、２年前から根回し1を

行う必要があります。小西代表取締役は、「輸出する

場合は、植木にしても盆栽にしても２年以上の期間が必要である。注文があったから

と言って、直ぐに対応することはできない。」と２～３年先を見越した準備の必要性を

指摘しています。 

 

オ 伝統技術の継承 

小西代表取締役は、最近の地域の現状について、「盆栽や植木の栽培は、針金かけや

剪定に高い技術と経験を必要とすることから、誰でも簡単にできるものではなく、技

術の継承が必要である。また、大変な手間と年数を要することから、後継者が少なく、

高齢化が進んでいる。しかし、最近の海外における人気の高まりを受けて、輸出に取

り組むことを目的として外国語大学で英語を勉強し、家業を継ぐ若い人が何人か出て

きている。」と輸出の増加をきっかけとした若者による伝統技術の継承を喜んでいます。 

また、この地域では、以前から、日本の高い技術を学びに来る海外の研修生を受け

入れていることについて、「私の家でも、昔は研修生を受け入れていたが、食事の面等

様々な文化の違いにより、家庭内で受け入れることは大変なため、現在では行ってい

ない。研修生の宿泊場所を、県、市等が確保してくれれば助かる。」という要望があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   
1 「根回し」とは、移植後の活着が良くなるように、事前に、根の周囲を掘り下げて、露出

した根を切断し、細い根を発達させておくこと。 

【ポイント】 

○ 「アジア太平洋盆栽水石大会（ASPAC）高松大会」の開催により、世界中に名

前が知れ渡った「盆栽の高松」 

○ 日本では「年寄りの趣味」という先入観を持つ人が多い「盆栽」が、EU諸国で

は幅広い世代から人気が高い「BONSAI」 

○ EU諸国では、錦鯉の人気の高まりとあいまって、日本風の庭園を造り、庭木を

植える愛好家が増加 

○ 輸出に当たって留意しなければならない栽培方法と輸送時の温度・湿度管理 

○ 輸出の増加をきっかけとした若者による伝統技術の継承 
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石丸製麺(株)の本社・工場の全景 

（左）海外における売れ筋商品である 
「讃岐包丁切りうどん」 

（右）100％「さぬきの夢」を使用した 
「瀬戸の誉  讃岐うどん包丁切り」 

４ 加工食品の輸出の取組事例 

【事例11】石丸製麺(株)（香川県） 

 

ア 会社の概要 

石丸製麺(株)は、明治37年（1904年）の創業以来、高松市香南町
こうなんちょう

に生産拠点を置き、

讃岐うどんの伝統の味を伝える老舗の製麺会社です。昭和44年（1969年）には株式会

社化し、乾麺、冷風除湿でゆっくりと乾燥させた手打式乾麺、半生麺の製造・販売を

行っています。中でも業界に先駆けて実現した手打式うどんの乾麺化は、同社が培っ

てきた乾麺技術の集大成であり、全国シェア８割を誇っています。また、国内最大級

の供給能力を持つ半生麺工場

の建設、革新的な製造ラインの

増設等により、１日の生産量は、

約20万食（１食100ｇ換算）に

も上ります。 

以下は、同社の４代目に当た

る石丸芳樹社長から伺った話

を中心に紹介します。 

 

イ 輸出の取組概要 

同社の商品は、以前から商社を通じて海外のスーパー等で販売していましたが、10

数年前からは、現地に社員を派遣し、試食販売や情報収集を行うなど積極的な販売促

進活動を展開し、現在では、手打式乾麺を中心とした多くの商品を台湾、香港、シン

ガポール、タイ、EU諸国、米国等に輸出しています。 

現地における販売価格は、日本国内の２倍程度になることから、購入者の多くは、

価格よりも食味や安全性を重視する富裕層です。 

同社が製造に使用する小麦の９割は、うどんには

欠かせないコシ、色、表面のつやを出すために適し

て い る と 言 わ れ る 豪 州 産 の ASW （ Australian 

Standard White）を使用していますが、香川県農業

試験場が、ASWを上回る品質を求めて開発した香川

県産小麦「さぬきの夢」を使用した商品についても

輸出を行っています。 

また、海外における日本食ブームの高まりとあい

まって、同社が輸出した乾麺の評判が良かったこと

から、最近では、半生麺の輸出にも取り組み始めて

います。ただし、半生麺の場合は、賞味期限が90日

間と短いため、輸出先は輸送時間を考慮して東アジ

アに限定しています。 

讃岐うどんの伝統の味を世界に伝える老舗製麺会社 



なお、同社が海外に輸出する

けに出荷する商品と同一であることから

ジは全て日本語表記となっています

要に応じて、輸出する商品の

重量等必要事項を英語で表記

売することもあります。 

 

ウ 箸食文化の東アジアを中心

現在、商品の輸出先の中心

同じ箸食文化の東アジアでは

と感じており、東アジアにおける

ただし、中国本土については

様であるが、中国本土では、

土と香港は、言葉の壁もなく

に食材を仕入れに来る人も多

拡大を期待しています。 

また、「特に、上海では、

（兵庫県神戸市）さんも出店

て、中国国内で製造された麺

と、本場の讃岐うどんとは、

要性についても指摘しています

海外における讃岐うどんの

までに食したことがない真新

スープについては、いりこだしは

最近になって、ようやく麺つゆを

ついては、特段の違和感は抱

ようである。それを『コシがある

を要する。」と巨大市場「中国

 

エ HACCP対応型工場による

同社では、平成４年（1992

手打式乾麺を製造する第２工場

次々に新工場を建設しました

新工場には、各種生産ロボット

生産性は従来よりも格段に向上

成度を重視する方針から、麺生地綾織

置しました。 
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輸出する商品の

する商品は、全て国内向

であることから、パッケー

となっています。このため、必

の裏面に、商品名、原料、

表記したシールを貼って販

中心とした輸出戦略 

中心は台湾と香港となっていますが、石丸社長

アジアでは、うどんやラーメン等の麺類は受け入

アジアにおける更なる輸出の拡大を検討しています

については、「台湾や香港では、基本的な貿易

、まだ異なる点が多いという現状がある

もなく、往来する人が増えており、土日には

多い。」と現状ではリスクが少ない香港

、はなまるうどん（東京都中央区）さんに

出店されて、うどんがブームとなっている

麺を使用したえせ讃岐うどん店が増えている

、味も見た目も全く異なるものだった。」

しています。 

うどんの受け止め方について、石丸社長は、「

真新しいものとして受け入れられている。一方

いりこだしはあまり馴染まないようで、肉のだしの

つゆを使ったかけだしを使う段階にはなりつつある

抱いていないようであるが、少し固くて

がある』という感覚が理解されるまでには

中国」における販路拡大の難しさを分析

による厳格な品質管理 

1992年）に乾麺を製造する第１工場、平成

工場、平成14年（2002年）に半生麺を製造

しました。 

ロボット、自動包装ライン、低温乾燥システム

向上しましたが、同社では、生産性よりも

麺生地綾織り機、熟成コンベア等独自の

の裏面に貼るシール 

石丸社長は、「日本と

入れられやすい。」

しています。 

貿易ルールが日本と同

がある。しかし、中国本

は中国本土から香港

香港を経由した需要の

さんに続いて丸亀製麺

うどんがブームとなっている。これに触発され

えている。食べてみる

。」と商標登録の重

「欧米の場合、これ

一方、中国の場合、

のだしの人気が根強い。

なりつつある。麺に

くて粘いと感じている

までには、まだまだ時間

分析しています。 

平成13年（2001年）に

製造する第３工場と、

システム等を導入し、

よりもあくまで味の完

の機械を開発して設
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熟成コンベア 麺生地綾織り機 乾燥室に並べられたうどん 

 

特に第３工場は、食品の安全性、健全性、品質を確保する視点から、HACCPに十分対

応可能な設備としています。清潔な新工場で製造される商品は、衛生管理について非

常に厳しい米国に本社を置く会員制大型スーパー「Costco」にも納品しており、平成

25年（2013年）には、Costcoの流通・衛生管理に関する監査において最高ランクであ

るＡ判定の評価を得ました。石丸社長は、「CostcoからＡ判定の評価を得たことが、

商品の品質の高さの裏付けとなり、世界中の人たちに認めてもらえるようになる。」

と自社商品に自信を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ポイント】 

○ 香川県産小麦「さぬきの夢」を使用した「讃岐うどん」を輸出 

○ パッケージに商品名、原料、重量等必要事項を英語で表記したシールを貼付し

て販売 

○ 箸食文化の東アジアでは、うどんやラーメン等の麺類は受け入れられやすい 

○ 香港には中国本土から食材を仕入れに来る人が多いため、リスクの少ない香港

を経由した需要拡大に期待 

○ HACCP対応型の清潔な工場で製造された商品が、米国の会員制大型スーパー

「Costco」の流通・衛生管理に関する監査において高評価 



 

 - 75 -

創業当時からの 
ロングセラー商品 
「遠赤青汁V1」 

にんにくを独自の製法により 
熟成発酵して栄養価を高めた 

「遠赤愛媛有機八片黒にんにく」 

 

 

 

 

【事例12】遠赤青汁(株)（愛媛県） 

 

ア 会社の概要 

遠赤青汁(株)は、有機農法によって

栽培されたケールを原料とする青汁

やにんにくの加工品を中心とした健

康食品を製造・販売する会社です。ま

た、原料に使用するケールやにんにく

は、放置されて荒廃していた近隣の農

地を、関連会社である(有)遠赤有機農

園が農家から借り受け、開墾・堆肥投

入を行って再生させたほ場で栽培した100％愛媛県産です。 

同社の主力商品である青汁は、ケールの葉や葉柄部分を捨てることなく丸ごと乾燥

し、乾燥の最終工程では、遠赤外線を利用しています（製法特許取得）。また、商品

には粉末タイプのほか、付加価値を高めるため、凝固剤、造粒剤等の添加物を一切使

用せずに、独自製法により圧力のみで固めた粒タイプも開発し、販売しています。 

石丸製麺(株)では、地域貢献の一貫として、障がい者雇用に取り組んでおり、本社近く

の建物を改装し、そこで乾麺とだし袋の袋詰め作業を実施してもらっています。 

また、平成25年（2013年）８月に、高松地域センターが同社の協力を得て開催した「親

子で『うどん工場の見学とちょっと得する食べ物の話』～夏休み！わくわく工場見学！～」

には、８家族21人の親子が参加し、食料自給率や食品表示について学習しました。その際、

石丸社長から、工場で発生するうどんの切れ端を、ボイラーの余熱を利用した機械により、

牛の飼料として利用するリサイクルの取組について説明がありました。 

   

 
機械の隣に掲げられているリサイクルの取組概要 

付加価値を高める有機農法による健康食品の販売拡大に伴い、減少する耕作放棄地 

 コラム５ 石丸製麺(株)が取り組む地域貢献と資源リサイクル 

うどんの切れ端から 
牛の飼料を作る機械 
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ゼオライト等をブレ 
ンドした「遠赤青汁 
V1 SUPER GOLD EX」 

物産展で商品の内容を説明する 
高岡代表取締役（右側の男性） 

台北市の百貨店で開催された 
四国物産展の様子 

なお、栽培に当たっては、連作障害を防止するため、「ケール→にんにく→休耕→

ケール」と休耕を挟んだ輪作を行っています。 

以下は、遠赤青汁(株)の高岡照海代表取締役から伺った内容を中心に紹介します。 

 

イ 輸出の取組概要 

輸出商品の中心は、粒タイプの青汁です。また、主な輸出先は、台湾、香港、シン

ガポール、ハワイですが、マレーシアやインドネシアの人たちも、シンガポールを通

じて商品を購入しています。 

平成７年（1995年）に、検疫が支障とならない香港とシンガポールの百貨店で販売

を始めましたが、そこでの販売実績が認められ、台湾の百貨店でも販売することにな

りました。また、ハワイについては、愛媛県が開催した商談会において、現地の日本

人向け会員制スーパーの担当者が、同社の有機栽培商品に理解を示し、大量に購入し

てもらうことになりました。 

 

ウ 有機栽培の付加価値を付けた売り込み戦略 

アジアを中心に商品の人気が高い理由について、高岡代表取締

役は、「香港やシンガポールには、世界中を飛び回って活躍する

人が多く、日本の商品が世界中で最も安全・安心なことを知って

いる。また、中華圏の国や地域では、『医食同源』の考え方1が日

本以上に浸透しており、価格は高くても、富裕層の人たちに限ら

ず、中間層の人たちでも購入する人が多い。」ことを挙げていま

す。 

また、物産展における販売について、高岡代表取締役

は、「物産展は、新しい顧客を見つける場と考えており、

その後、顧客にインターネット販売により継続購入して

もらう狙いがある。」として、海外で開催される物産展

に積極的に参加しています。そして、代表取締役自らが

店頭に立ち、現地の店頭販売員とともに商品の特徴を説

明しています。その際には、自らが重機を操縦し、耕作

放棄地を開墾して有機栽培を行っている写真を見せる

ことにより、商品の安全性を理解してもらうようにして

います。現地の人たちからは、「さすがに日本の商品は

凄い。ここまでやっているのか。」と感動とともに信頼

が得られ、商品が現地に根付いていくことにつながって

います。このことについて、高岡代表取締役は、「この

ような写真を見せることが、海外の消費者たちに信頼し

てもらう一番の近道である。」と耕作放棄地の再生に意

                                                                                   
1 「病気を治す薬と食べ物とは、本来根源を同じくするもの」という考え方。 
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欲を燃やしています。 

また、海外における販売価格について、同社では、シンガポールの日系百貨店との

交渉の結果、日本国内と現地のバイヤーのマージンを考慮しても採算が見込める価格

を、日本国内の販売価格の1.7倍程度と算定し、その価格で販売してみたところ、それ

でも商品を購入する人が多かったことから、以降の販売価格をその価格に統一するこ

ととしました。 

 

エ 商品開発段階からの商標登録申請 

遠赤青汁(株)では、ケールの乾燥方法や粒状に固める方法、黒にんにくの熟成発酵

方法等独自の製法技術を使った付加価値の高い商品を製造・販売し、他社との差別化

を図っていることから、知的財産の侵害には注意を払っています。特に、海外では、

模倣品による被害や他者による先願問題が発生するため、可能な限り早期に商標登録

を行うように心掛けており、物産展等において展示する商品については、事前に商標

登録を済ませ、新商品の場合は、商品開発段階から申請を行っています。平成25年度

（2013年度）現在、同社が商標を取得している国・地域は、現在取引のある香港、シ

ンガポール、台湾、米国のほか、未取引の中国、韓国、インド等10か国・地域にも及

びます。 

なお、輸出先国・地域の商標を日本国内で登録しようとすると、翻訳に要する費用

がかさむことから、同社では、登録は現地で行うようにしています。 

 

オ 有機栽培へのこだわり「耕作放棄地は宝の山」 

遠赤青汁(株)では、平成４年（1992年）の会社設立当時から有機栽培による商品を

販売していましたが、平成13年（2001年）に有機JAS認証を取得し、本格的に有機栽培

に取り組むこととしました。そこで目を付けたのが、愛媛県西条市丹原町のなだらか

な傾斜地が続く一帯です。ここは、古くから「あたご柿」の産地として有名な地域で

すが、後継者不足による農業従事者の高齢化等により、耕作を続けられなくなった農

家が増えて、長期間、放置された畑が散在していました。高岡代表取締役は、「当社

の商品は、有機栽培を特長としており、長期間にわたって農薬や化学肥料が使用され

ていない耕作放棄地は宝の山である。農地に再生するために手間と費用がかかっても、

商品にそれ以上の付加価値を付けて売れば良い。」と考えて、借地が可能な耕作放棄

地を探し求めました。そして、平成16年（2004年）に(有)遠赤有機農園を設立し、平

成17年（2005年）には思い切って丹原町に第２工場を建設しました。 

平成25年（2013年）現在の借地面積は約18haですが、そのほぼ全てが耕作放棄地を

再生させたものです。同社では、国内外の売上げに応じて、更に借地面積（耕作放棄

地再生面積）を拡大していくこととしています。 
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【ポイント】 

○ 中華圏では「医食同源」の考え方が日本以上に浸透しており、高価格であって

も、有機栽培による健康食品の人気が高い 

○ 耕作放棄地（長期間農薬が使用されていない農地）を開墾し、有機栽培を行っ

ている写真を見せることが、海外の消費者たちに信頼してもらう一番の近道 

○ 物産展は、新しい顧客を見つける場として考え、その後のインターネット販売

による継続購入を期待 

○ 商品に高い付加価値を付けることにより、他社と差別化 

○ 模倣品被害や先願問題を防止するため、商品開発段階から商標を登録 
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遠赤青汁(株)では、地域貢献の一貫として、地元の高校生のビジネス実習と県内の障が

い者の農業体験に協力しています。 

 

【愛媛県立東温
とうおん

高等学校のビジネス実習の概要】 

同校では、商業科３年生の選択科目の一つである「ビジネス実習」において、平成22年

度（2010年度）から、水を使わずに圧力をかけて固める遠赤青汁(株)の製造技術を使った

「東温石けん」の商品開発を行っています。「東温石けん」には、同校にあるクヌギの葉

と海塩（高岡代表取締役の亡父の正明氏が初代社長を務めた伯方
は か た

塩業(株)の商品である

「伯方の塩」）が配合されており、合成着色料、香料、保存料等は使用していません。 

実習生は、初年度は２人のみでしたが、平成23年度（2011年度）は10人、平成24年度（2012

年度）は８人、平成25年度（2013年度）は15人とな 

り、中には、この経験を活かして同社に就職をした 

者もいます。 

また、毎年、高知県安芸市で開催される「商い甲 

子園」※ では、「東温石けん」等を販売し、平成23 

年度（2011年度）は岩崎弥太郎賞（優勝）と審査員 

長特別賞をダブル受賞、平成24年度（2012年度）は 

高知県知事賞（準優勝）、平成25年度（2013年度） 

は再び岩崎弥太郎賞を受賞しました。 
 

※ 「商い甲子園」とは、毎年８月、三菱グループの創始者である岩崎弥太郎の生誕地の高知県安芸

市において、全国の高校生が集い、商売の腕を競い合うことで、地元商店街の活性化を図るとと

もに、高校生に商いの面白さや大変さを学んでもらう大会。 

 

【障がい者の農業体験の概要】 

遠赤青汁(株)では、松山市内の５施設約80人の障 

がい者の皆さんに、農業体験の場を提供しています。 

障がい者の皆さんにとって過度な負担とならないよ 

うに、にんにくの種を１個ずつバラバラにする作業、 

ハサミによる根切り作業、植付作業等を行ってもら 

っています。また、平成25年度（2013年度）からは、 

ビジネス実習を行う東温高校生に、そのサポートを 

お願いしています。 

 

 コラム６ 遠赤青汁(株)が取り組む高校生と障がい者の就業体験 

ビジネス実習（商い甲子園）の様子 

障がい者の皆さんによる農業体験の様子 
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自然豊かな仁淀川沿いにある 
(有)高知アイスの直売店 

（左）高知市徳谷地区で生産される
高糖度トマトを使用した 
「徳谷とまとシャーベット」 

（右）さわやかな香りとさっぱりと
した味で海外でも人気が高い
「ゆずシャーベット」 

（左）高知産ゆず果汁に北海道産甜
菜糖をブレンドして作られた
「ゆずドリンク」 

（右）高知県を代表するかんきつの
一つである文旦とトマトをミ
ックスした「とまとぶんたん」 

【事例13】(有)高知アイス（高知県） 

 

ア 会社の概要 

(有)高知アイスは、高知県吾川郡いの町の山間部にある従業員25人の会社です。

「Made in 土佐」にこだわり、地元高知県産のゆず、文旦、小夏、ポンカン等のかん

きつやトマト、マンゴー等を素材に使ったアイスクリーム・シャーベット、ドリンク、

ゼリー等の製造・販売を行う会社です。商品の中には、アイスの上に高知県名産のお

菓子「芋けんぴ」を載せた「芋けんあいす」、同県南

国市のコメを使用したアイスで一度コメを炊いて混

ぜ込んだ「二期作アイス」、土佐湾の海水を天日乾燥

して作られた塩を使った「天日塩ジェラート」や「し

おキャラメルアイス」等アイデアあふれるユニークな

ものも揃えており、可愛らしいパッケージデザインと

あいまって、特に若い女性には大人気です。 

同社の浜町文也代表取締役は、中学卒業と同時に鰹

の一本釣り漁師となりましたが、結婚を機に高知市内

にある会社に就職しました。数年後、その会社に食品

部が設置され、物産展におけるアイスクリンの販売担

当となって全国各地を回っていましたが、昭和63年

（1988年）に食品部が廃止されたことから、退職して

独立することとしました。その後、平成14年（2002

年）には法人化し、現在の(有)高知アイスを設立しま

した。 

以下は、同社の浜町代表取締役から伺った内容を中

心に紹介します。 

 

イ 輸出の取組概要 

同社の主力商品がシャーベットや清涼飲料水ということもあり、日本国内における

需要は、５月から８月までに集中し、その他の期間は極端に落ち込みます。このため、

シンガポール、香港、ハワイ、マレーシアのクアラル

ンプールといった１年を通じて暖かい国・地域に輸出

を行っています。また、ターゲットは、それらの都市

部に住む富裕層の華僑の人たちです。 

同社の商品はバラエティーに富んでいますが、現在

のところ、輸出はゆずシャーベット、ゆずドリンク、

希釈ゆずといったゆず関連商品が中心です。このこと

について、浜町代表取締役は、「特に東南アジアや香

港では、ゆずは日本特産の果物であるが、トマト、マ

子どもの頃に母親から聞いた「打たん太鼓は鳴らん」の言葉を胸に突き進む行動力 
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ンゴー等は東南アジアでもたくさん収穫されているため、安価なものという価値観が

浸透しており、高いお金を払ってまで購入する人は少ない。また、文旦や小夏は『苦

い』と言う人もいるため、販売には苦労している。」と指摘しています。 

 

ウ 新たな販路開拓に向けた現地市場調査 

浜町代表取締役は、新たな販路を開拓するため、一人で世界各地を巡り、市場の可

能性を見極めています。「同じゆずの加工品を中心に販売する北川村ゆず王国(株)の

商品は、世界中に輸出されており、海外の主要都市にある問屋の冷蔵庫の中を見せて

もらうと、北川村ゆず王国(株)のマークが付いたゆず果汁等が並んでいる。このため、

後発の当社としては、それ以外の地域で新たな販路を開拓していくしかないと考えて

いる。アフリカのナイジェリアや南米のアルゼンチンやブラジルの内陸部の町にも行

き、現地を見て来た。ナイジェリアは、アフリカ最大で世界でも有数の原油産出国と

なり、また、前回選挙で大統領がキリスト教徒に変わったことから、どんなに国が変

化したか見たかった。内戦が続いているにもかかわらず、現地のスーパーには、ハー

ゲンダッツのアイスクリームが置いてあることに驚くとともにその営業マンに感心し

た。また、南米の国々は、日系人が多いため、日本人と好みが似ていると思い、観光

半分の気持ちで行った。さらに、米国のロサンゼルスにも行ってみたが、日系スーパ

ーの店舗数が少なく、単独で輸出を行うことは厳しいと思った。」と自分が興味を持

った国の現状を、自分の目で確認するため飛び回っています。 

このように浜町代表取締役を突き動かす行動力は、子どもの頃に母親から繰り返し

聞いた「打たん太鼓は鳴らん。」という言葉が源にあると思われます。 

また、多くの日系スーパーがあり、同社の中心的な輸出先の一つとなっている香港

について、「輸入に関する規制は比較的緩いが、乳製品の輸入に関しては、現地の植

物環境衛生署の許可が必要である。当社では、許可を得るまでに２年間の期間を要し、

その間、各種資料の提出を求められたことから、結果的に当社のレシピは丸裸となっ

てしまった。長年かかって作り上げてきた独自のレシピだけに、外部に漏れないか心

配している。」と手続きの大変さと懸念を口にしています。 

 

エ マレーシアからイスラム諸国への販路拡大 

マレーシアにおける販売拡大について、浜町代表

取締役は、「現地の百貨店に来る客は、土日は華僑

の人たちが中心であるが、平日は人口の３分の２を

占めるマレー人が多い。催事で販売した際、華僑の

人たちは多くが商品を購入してくれたが、マレー人

はほとんど購入してくれなかった。理由を聞いてみ

ると、マレー人の多くはイスラム教を信仰しており、

ハラールマークが付いていない商品は買わない。特

に、同国政府のハラール認証機関である『JAKIM』が

浜町代表取締役自らが現地へ 
出向いて行う店頭販売の様子 
（クアラルンプール伊勢丹） 
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認証したものでなければ、実質的にハラール食品として認めない人が多い。当社では、

他の機関のハラール証明書を取得しているものの、実際にはJAKIMが認証したロゴマー

クが付いていなければ、購入する人が限定されてしまう。JAKIMの証明書を取得したい

が、その認証条件は非常に厳しく、証明書を取得するためには多額の費用がかかる。」

と頭を悩ませています。 

また、同社では、マレーシア以外のイスラム諸国にも目を向けており、浜町代表取

締役は、「現状では、JAKIMの認証よりも、新たな設備投資を優先せざるを得ない状況

にあるが、世界で最も厳格と言われているJAKIMによるハラールの証明書が取得できれ

ば、他のイスラム諸国にも進出しやすくなる。」とインドネシアのジャカルタ、中東

のドバイ等への進出も視野に入れています。 

 

オ 郷土愛と「Made in 土佐」へのこだわり 

浜町代表取締役は、社名の「高知アイス」に、単に高知のアイ

ス屋さんというだけでなく、「高知を愛す」る気持ちを込めてい

ます。商談したインド人のバイヤーから、「メイド・イン・ジャ

パン」ならもっと売れると言われた際も、「I aｍ proud of TOSA」

(私は土佐を誇りに思う)と返答するほど頑なまでの郷土愛と高

知県産の素材へのこだわりを持ち続けています。 

また、加工食品の販売拡大について、「日本国内でヒットした

商品は、世界でも売れる。従来からある商品であっても、自慢で

きる地元の特産品を加えた商品を開発し、更にネーミングやキャッチコピー、パッケ

ージのデザインにも力を注ぐことにより、ヒット商品は生まれると信じている。『ゆ

ずの村』（ぽん酢しょうゆ）や『ごっくん馬路村』（ゆず果汁飲料）のヒット商品で

有名なJA馬路村は、日本国内で大ヒットしたため、初めて参加した香港の商談会では、

現地のバイヤーが競って取引を持ち掛けていた。水車亭
みずぐるまや

（(株)南国製菓）は、芋けん

ぴに塩を加え、『塩けんぴ』として販売することによって売上げが急増した。当社も

ヒット商品を出して、国内だけでなく海外でも売上げを伸ばしたい。売上高に対する

輸出割合は、現在は５％程度だが、これを20％ぐらいまで引き上げたい。」と高知県

内における成功事例を挙げて商品開発とＰＲ方法の重要性を指摘した上で、自社の将

来目標を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ 日本国内では、夏場に需要が集中するシャーベットや清涼飲料水を、１年を通

じて暖かい国・地域へ輸出 

○ 新たな販路を開拓するため、世界各地を巡り、市場の可能性を見極め 

○ イスラム諸国への販路拡大には欠かせない「ハラールマーク」の取得 

○ 商品のネーミング、キャッチコピー、パッケージデザインに力を注ぐことによ

り、ヒット商品は生まれる 
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第３章 農産物の輸出拡大に向けた留意点 

  

 

 

 

 

１ 「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」の概要 

（１）食文化・食産業のグローバル展開 

 

農林水産省は、日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日

本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に展開することにより、急速に拡大するグ

ローバルな食市場を獲得するため、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（以

下、本章において「国別・品目別輸出戦略」という。）を策定し、平成25年（2013年）

８月29日に公表しました。 

国別・品目別輸出戦略では、青果物、コメ・コメ加工品、花き、加工食品等を重点

品目に選定し、品目ごとに重点国・地域を定めて支援を集中することにより、平成32

年（2020年）までに輸出額を１兆円規模に拡大する目標を掲げています（図Ⅰ－３－

１）。 

 

 

第３章では、第１章において整理した農産物の輸出の現状と課題を踏まえつ

つ、第２章で紹介した中国・四国地域における先進的又は特徴的な取組事例を参

考として、輸出拡大に向けた留意点を整理します。 

FBI 戦略の推進により、2020 年までに輸出額を１兆円規模に拡大 

図Ⅰ－３－１ 農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略の概要 

資料：農林水産省「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（平成25年８月） 



 また、この目標達成に向けて

日本食材の活用推進（Made F

BY Japan）、日本の農林水産物

的に推進することとしており

 

 

（２）国別・品目別輸出戦略

 

国別・品目別輸出戦略では

青果物、牛肉及び茶の８品目

において事例を紹介した青果物

出戦略の概要を紹介します。

ア 青果物の輸出戦略の概要

○ 輸出額目標（2020年）：

○ 重点国・地域 

（新興市場）シンガポール

マレーシア

（安定市場）台湾、

○ 方向性 

① 富裕層に加え、人口

ング等の強化により

② 産地間連携、卸売市場

産青果物が海外の店舗

資料：農林水産省「農林水産物・

「第２、第３のりんご、ながいも
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けて、日本食文化の普及を行うとともに

FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」

農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）、の３つの

することとしており、これを「FBI 戦略」と呼んでいます

品目別輸出戦略の概要 

では、水産物、加工食品、コメ・コメ加工品

品目について取りまとめられていますが、

青果物、コメ・コメ加工品、花き及び加工食品

。 

概要 

）：250億円 

シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア

マレーシア、カナダ、米国、EU、ロシア、中東

、香港 

人口の多い中間層もターゲットとし、マーケティ

により、売れる品目を発掘しつつ市場を開拓

卸売市場の活用等により、品目を組み合わせ

店舗に常時並ぶ「多品目周年供給」体制を

・食品の国別・品目別輸出戦略」（平成25年８月） 

図Ⅰ－３－２ FBI戦略 

ながいも」を目指す青果物をはじめとする

うとともに、世界の料理界で

」の海外展開（Made 

の３つの取組を一体

んでいます（図Ⅰ－３－２）。 

 

加工品、林産物、花き、

、ここでは、第２章

加工食品の４品目の輸

インドネシア、 

中東 

マーケティ 

開拓 

わせ、日本

を構築 

 

をはじめとする輸出戦略 



○ 環境整備 

 ① 原発事故による輸入停止措置

 ② 検疫等の制限に対する

 ③ 鮮度保持・長期保存技術

 

イ コメ・コメ加工品の輸出戦略

○ 輸出額目標（2020年）：

（ア）コメ（包装米飯含む）

○ 重点国・地域 

（新興市場）台湾、

（安定市場）香港、

○ 方向性 

現地での精米の取組

売等、日本米のプレゼンスを

 

（イ）米菓 

○ 重点国・地域 

（新興市場）中東、

（安定市場）台湾、

○ 方向性 

相手国のニーズに合

てのプロモーション

 

（ウ）日本酒 

○ 重点国・地域 

（新興市場）EU、台湾

（安定市場）米国、

○ 方向性 

発信力の高い都市や

か、セミナー等を通

の生産増に対応した

 

ウ 花きの輸出戦略の概要 

○ 輸出額目標（2020年）：

（ア）植木・盆栽 

○ 重点国・地域 

（新興市場）EU 

（安定市場）中国 
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輸入停止措置の解除 

する戦略的な働きかけ 

長期保存技術の開発 

輸出戦略の概要 

）：600億円 

） 

、豪州、EU、ロシア等 

、シンガポール 

取組や炊飯ロボットと合わせた外食への販

のプレゼンスを高める取組を推進 

、中国、EU 

、香港、シンガポール、米国 

合った商品の開発、手軽なスナックとし

てのプロモーション強化 

台湾、中国、ブラジル、ロシア、韓国 

、香港 

や重点市場でのイベント・事業を実施するほ

通じて、日本酒の良さについて普及。日本酒

した酒造好適米の増産が可能となるよう措置

 

）：150億円 

 

販

なスナックとし

 

するほ

日本酒

措置 



○ 方向性 

海外からのバイヤー

 

（イ）鉢もの 

○ 重点国・地域 

 （新興市場）シンガポール

（安定市場）中国、

○ 方向性 

① 産地間連携による年間

② 品種識別技術の開発等

 

（ウ）切り花 

○ 重点国・地域 

（新興市場）シンガポール

（安定市場）米国、

○ 方向性 

① 産地間連携による安定的

② 統一規格、ロゴ等によるジャパン・ブランドの

③ 見本市の開催等による

④ 長時間輸送に耐えうる

 

エ 加工食品の輸出戦略の概要

○ 輸出額目標（2020年）：

（ア）調味料類 

○ 重点国・地域 

（新興市場）EU、ロシア

ベトナム

中国、

（安定市場）米国、

○ 方向性 

みそ、しょうゆといった

 

（イ）菓子類（米菓以外）、

○ 重点国・地域 

（新興市場）インドネシア

シンガポール

（安定市場）香港、
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からのバイヤー招へい、見本市等を通じ、新たな輸出品目

シンガポール 

、香港 

年間を通じた安定的な供給体制の整備 

開発等、知的財産権の保護強化 

シンガポール、カナダ、EU、ロシア 

、香港 

安定的な供給体制の構築 

によるジャパン・ブランドの浸透 

による花文化と併せた効果的な発信 

えうる鮮度保持技術の開発・普及 

概要 

）：5,000億円 

ロシア、インドネシア、マレーシア、 

ベトナム、タイ、シンガポール、フィリピン

、中東、ブラジル 

、台湾、韓国、香港、豪州 

といった日本食を象徴するコンテンツを普及

）、清涼飲料水 

インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ

シンガポール、フィリピン、インド 

、台湾、米国、韓国 

輸出品目を開拓 

 

 

フィリピン、

普及 

タイ、
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○ 方向性 

大手メーカーの商品販売を促進するとともに、中小企業の商

品についてジャパン・ブランドの確立を支援 

 

（ウ）レトルト食品、植物性油脂、麺類、健康食品、牛乳・乳製品、アルコール飲料

（日本酒を除く）、その他 

○ 重点国・地域（新興市場） 

〈レトルト食品等〉 

EU、ロシア、インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、

シンガポール、フィリピン、中国、中東、ブラジル、インド 

〈アルコール飲料〉 

EU、ロシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国、シンガポ   

ール 

○ 方向性 

   日本の高度な製造技術を活かしたレトルト

食品、牛乳・乳製品、植物性油脂、麺類及び

食品製造用原料等について、日本食の普及や

Made BY Japanの取組と併せて推進 
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２ 取組事例等から学ぶ農産物の輸出拡大に向けた留意点 

（１）輸出先国・地域が求める条件等への対応 

 

農産物を輸出しようとする場合、事前に輸出先国・地域が求める食品安全、表示、

植物検疫等に関する諸規制を把握し、輸出対象品がこれらの条件を満たしているか確

認しておく必要があります。また、これらの条件は、各国・地域の事情やその時々の

状況によって変更されることが少なくないことから、継続的に輸出を行う場合であっ

ても、常に最新情報を確認しておく必要があります。 

 

ア 食品安全規制等に関する対応 

輸出先国・地域や商品によっては、保健所発行の衛生証明書、商工会議所等が発行

する原産地証明書等各種証明書の添付や、GAPに基づく認証、HACCP認定も必要となる

場合があります。 

（ア）HACCPへの対応 

HACCPについては、大手企業への導入は進んでいますが、食品製造業界の太宗を占め

る中小事業者への導入は伸び悩んでおり、引き続き食品の安全性の向上の取組を後押

しする必要があります。また、EU諸国や米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める

国際的動向がある中で、輸出促進を図るためには、輸出先国・地域が求めるHACCPに対

応できるような輸出環境の整備が必要となっています。 

このような状況を踏まえ、時限法として制定された「食品の製造過程の管理の高度

化に関する臨時措置法」（HACCP支援法）が、平成25年（2013年）６月に、平成35年（2023

年）６月30日まで10年間延長されるとともに、必要な改正が行われました。 

なお、【事例11】で紹介した石丸製麺(株)では、工場を新設する際に、必要な衛生管

理設備を整えたHACCP対応型工場として、厳格な品質管理を行っています。 

 

（イ）残留農薬基準への対応 

青果物の輸出に当たっては、輸出先国・地域が定めた残留農薬基準を満たす必要が

あります。日本の基準を満たしていても、輸出先の検査において不合格となり、持ち

込むことができなかった事例も発生しており、注意が必要です。輸出する前には、生

産履歴が確実に保持されていることを確認するとともに、必要に応じて、輸出者又は

産地において、残留農薬分析を実施し、輸出先国・地域の残留農薬基準に適合してい

るか確認しておくことも重要です。 

なお、【事例１】で紹介したJA全農とっとりでは、なしを台湾まで輸送した後、残

留農薬検査で不合格となることがないように、選果場においてサンプリングによる事

前検査を実施し、リスクの軽減を図っています。 

  

相手先国・地域の諸規制の最新情報を把握することが輸出の前提 
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イ 表示規制等に関する対応 

（ア）輸出先ごとに異なるルールへの対応 

加工食品については、国・地域によって、認められていない添加物や、天然由来物

質等に関する衛生基準、成分表示の内容・方法、賞味期限等にも国内販売と異なるル

ールがある場合があります。このため、詳細については、現地のビジネスパートナー

等から最新情報を入手すると、より確実な対応が可能となります。 

添加物に関しては、特に、イスラム教徒の場合は「ハラール」、ユダヤ教徒の場合

は「コーシャ」の証明書を取得した商品でなければ購入してもらえないため、これら

の方々に購入してもらうためには、証明書を取得した上で、商品へのマークの明示が

必要となります。本章１の（２）に示す重点国・地域に位置付けられている中では、

中東、マレーシア及びインドネシアはイスラム教徒の割合が非常に高いため、ハラー

ルの証明書を取得することが有益です。また、米国は、イスラエルと並んでユダヤ人

の人口が多い国であり、特にニューヨークやロサンゼルスといった大都市に居住者が

多いことから、これらの都市を販売先として考えている場合は、コーシャの証明書を

取得することが有益です。 

なお、【事例13】で紹介した(有)高知アイスは、マレーシアやインドネシアを念頭

に置いて、ハラールの証明書を取得しています。また、【事例８】で紹介した旭酒造(株)

は、米国内の販売を促進するため、コーシャの証明書を取得しています。 

 

（イ）現地の消費者に商品を理解してもらう工夫 

商品のパッケージについては、現地の多くの消費者に内容を理解してもらえるよう

に、現地語又は英語による表記を行うことが有益です。なお、国内向けと同じ日本語

表記のパッケージの商品を輸出する場合に、商品名、原料、重量等必要事項を求めら

れる言語で表記する必要があるときは、【事例11】で紹介した石丸製麺(株)のように、

シールを貼って販売する方法もあります。 

また、現地の消費者への産品の宣伝方法としては、【事例２】で紹介した(有)アグ

リ元気岡山のように、こだわりの栽培技術等を英語で記載したリーフレットを入れて

販売する方法や、【事例３】で紹介したJA広島果実連のように、店頭販売の際に使用

する「はるかの美味しい食べ方」のDVDの説明文を、多くの国・地域で使用できるよう

に、５か国版を作成している事例が参考となります。 

 

ウ 植物検疫に対する対応 

輸出先国・地域や商品によっては、輸出が禁止されていたり、輸出先国・地域から

の園地や選果梱包施設等の登録・現地確認、空港や港湾における植物検疫の受検を求

められたりする場合があります。なお、【事例６】で紹介した北川村ゆず王国(株)は

青果ゆずを、【事例10】で紹介した(株)小西松楽園は松盆栽・植木を、それぞれの登

録園地において、厳しいEUの基準に則って栽培し、検査を受けた上で輸出を行ってい

ます。 
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日本産果実の最大の輸出先である台湾は、我が国で発生

するモモシンクイガ等の病害虫の侵入を防止するため、り

んご、なし、もも及びすももの生果実を、平成18年（2006

年）２月１日から輸入禁止とする旨を公表しましたが、輸

出継続に向けて台湾側と検疫措置について協議が重ねられ

た結果、同年２月７日、一定の条件の下で輸出が再開され

ることとなりました。しかし、【事例１】のJA全農とっと

りで紹介したとおり、台湾植物検疫当局の輸入検査において、モモシンクイガが同一

年度に２回発見されると、全国からの輸出が制限されてしまうことになります（詳細

については、「台湾向け生果実検疫実施要領」1により確認してください）。これは、

残留農薬基準との関係で難しい条件ですが、発見された場合、県内のみならず全国の

他産地にも不利益を及ぼすことになるため、各産地において、厳格な栽培管理、事前

の自主検査等の対策を講じることが求められます。 

また、これまでに輸出を行ったことがない国・地域へ進出する場合又は新たな産品

を輸出する場合は、事前に植物検疫に関する最新情報を入手し、問題がないことを確

認するとともに、特に新たな産品の場合は、試験的に輸出し、植物検疫に要する時間

を確認した上で、本格的な輸出に取り組むことが良策です。なお、【事例３】で紹介

したJA広島果実連では、本格的な輸出を行う約１か月前に、通関テスト用としてサン

プルを輸出して確認するようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   
1 「台湾向け生果実検疫実施要領」については、農林水産省植物防疫所のホームページ 

（http://www.pps.go.jp/law_active/Notification/basis/8/201/html/201.html）を参照。 

「『我が国農畜産物の輸出と動植物検疫』に関する地方説明会」 

農畜産物の輸出拡大に向けて、輸出に携わる関係者 

（生産者、県、流通等）の方々に対し、動植物検疫制 

度や動植物検疫の手続等に関する理解を深めていただ 

くとともに、輸出可能な農畜産物や検疫条件に関する 

情報等を提供し、今後の農畜産物輸出の具体化に資す 

るよう、平成25年（2013年）10月及び11月に、全国９ 

の地方ブロックにおいて、「『我が国農畜産物の輸出と 

動植物検疫』に関する地方説明会」が開催されました。 

説明会において使用された資料をご覧になりたい方 

は、農林水産省のホームページを参照してください。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/yusyutu/kaigi.html 

中国四国農政局において開催された地

方説明会の様子（平成25年10月22日） 

モモシンクイガ 
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（２）ビジネスパートナーとの信頼関係の構築 

 

これから輸出を始めようとする場合又は新たな国・地域へ進出しようとする場合は、

いかにして信頼がおける現地のビジネスパートナー（以下「パートナー」という。）を

見つけるかが重要なポイントとなります。相手先国・地域のパートナーによっては、

代金の支払い等でトラブルが起こることがあるため、商談に当たっては、事前の情報

収集が大切です。また、決まったパートナーとは、商談成立後も頻繁に連絡を取り合

い、顔を合わせることによって強固な信頼関係を構築することが、継続的・安定的な

輸出につながります。 

【事例９】で紹介したJAくにびき営農部園芸産直課の石倉課長は、直接輸出を始め

てから、特にパートナーの重要性を実感しています。台湾では、毎年、現地へ出向い

て、ボタンの温度管理や水管理の方法を細かく指導する一方、パートナーからは、現

地の市場の情報等を入手しています。また、ロシアでは、ウラジオストクのパートナ

ーを通じて、モスクワやサンクトペテルブルクにも販路を拡大しています。なお、商

談時の重要なポイントとして、石倉課長は、「日本での商談方法は、海外のバイヤーに

は通用しないと考えておく必要があり、『する・しない』あるいは『できる・できない』

をはっきりと伝え、曖昧な返答はしないこと。日本では良く使う『検討します』は『で

きる・してもらえる』と解釈されてしまうため、特に注意が必要である。また、お互

いの文化を理解・尊重することも大切である。」と指摘しています。 

【事例７】で紹介した農事組合法人「宇山営農組合」と(有)藤本米穀店は、単なる

生産者と取引業者の関係にとどまらず、(有)藤本米穀店の藤本専務が、宇山集落で行

われる行事にも参加するなど親密な関係を築いており、営農組合は全幅の信頼を寄せ

ています。 

【事例５】で紹介したえひめ愛フード推進機構事務局の愛媛県農林水産部管理局ブ

ランド戦略課は、将来の農産物の国内需要の減少を見越して、海外へ多品目を提案で

きる素地を作っておくことの必要性と、そのために早い段階から海外のパートナーと

の信頼関係を築いておくことの重要性を指摘しています。 

 

（３）知的財産の保護対策 

 

近年、海外において、高品質かつ高価な日本産の果実、日本企業の加工食品等を装

った模倣品等が横行している事例や、中国、台湾等において日本の地名が商標出願さ

れる事例が見受けられます。 

輸出先国・地域において、商標を含む自らのブランドを守るためには、輸出先国・

地域の制度に基づいて、商品の商標等の出願、自らの商品の商標等が登録出願されて

いないかの確認等を行うとともに、制度の運用実態等も理解した上で、商標等が出願

された場合の異議申立て等適切な対応措置を執ることが必要です。なお、【事例12】で

紹介した遠赤青汁(株)では、物産展等において展示する商品については、事前に商標

ブランドを守るための事前の商標登録の出願 

継続的・安定的な輸出のためのビジネスパートナーとの信頼関係の構築 
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登録を済ませており、新商品の場合は、商品開発の段階から商標登録を行うようにし

ているため、特に問題は生じていません。 

また、【事例１】で紹介したJA全農とっとりでは、過去に、韓国産のなしが、台湾で

「鳥取」の名前を使用して販売されていたこと等から、「日本国 鳥取 二十世紀梨」と

書いたシールを作成し、なし１個ずつに貼り付けて、消費者が類似産品と区別が付く

ようにしています。 

なお、農林水産省では、日本産農林水産物・食品の輸出に当た

り、日本産品であることの識別を容易にし、その品質やおいしさ

等を海外の消費者にアピールするため、「農林水産物・食品輸出促

進ロゴマーク」を作成しています。このロゴマークには、英語版、

中国語版（簡体字、繁体字）、タイ語版、韓国語版、フランス語版

等10数か国語版があります。 

また、同様に、日本産果実の輸出に係る海外市場において、高

品質な日本産品であることを海外のバイヤー、消費者等が容易に

識別できるように、統一ブランドマークとして、「日本産果実マー

ク」を策定しています。これらのマークは、使用料は無料ですが、

農林水産省が商標権を所有していることから、使用を希望される

方は、「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾要領」 1又

は「日本産果実マーク使用許諾要領」2に基づき、定められた内容

に適合していることを確認の上、申込みを行ってください。 

 

 

 

 

  

                                                                                   
1 「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク使用許諾要領」については、農林水産省のホーム

ページ（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_logo/kyodaku.html）を参照。 
2 「日本産果実マーク使用許諾要領」については、農林水産省のホームページ

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/f_yusyutu/index.html）を参照。 

輸出促進ロゴマーク 

（英語版） 

日本産果実マーク 
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（４）産地間連携の強化 

 

ア ジャパン・ブランドの重要性 

農産物の輸出に関し、海外で商談会やフェアを行うことが増えていますが、県ごと

にJAや自治体が開催することが多いようです。各県がトップセールスとして、知事の

参加の下で、「県産ブランド」の売り込みをかけるケースも増えてきました。このよ

うな各県の動きは、自らの戦略として輸出への取組を行っている証左であり、重要な

ポイントです。 

一方で、第１章２の（３）で示したように、農産物については検疫や鮮度保持等の

問題から輸出先が限定され、各県による産地間競争が激化しているという面もありま

す。また、海外では、「日本産」がセールスポイントで、「○○県産」はあまり重視

されないのも事実です。したがって、各産地がそれぞれの利害を超えて、ジャパン・

ブランドとして連携していけるかが、今後安定的な輸出が実現するかどうかの鍵にな

ります。さらに、連携に当たっては、そもそも連携のコンセプトをいかに考えるのか、

どのような分野で連携を図るのか、戦略的・総合的な判断が求められることは言うま

でもありません。新たな情報やストーリー性の付与も必要でしょう。 

日本産果物の周年供給体制の確立や輸送コストの抑制を目指した産地間連携 

「農林水産知的財産保護コンソーシアム知的財産講演会」 

農林水産知的財産保護コンソーシアム、中国・四国地域産業連携ネットワーク及び中国

四国地域農林水産物等輸出促進協議会（事務局：中国四国農政局 経営・事業支援部 事業

戦略課）は、平成25年（2013年）12月17日、岡山第２合同庁舎において「海外への販路開

拓のための知的財産の保護と活用」をテーマに、「農林水産知的財産保護コンソーシアム

知的財産講演会」を開催しました。 

同講演会は、農産物の輸出促進の一環として、知的財産分野をめぐる状況や商標問題に

関する知識の向上を図ることを目的として開催したものであり、当日は、農業者、食品企

業、行政関係者等88人が出席しました。 

講演会では、三枝国際特許事務所弁理士の松本尚子氏より「国内外での商標問題につい

て」、アジアネット代表の田中豊氏より「東アジア市場に向けた農産物・食品輸出のブラ

ンド戦略」について説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四国農政局において開催された「農林水産知的財産保護コンソーシアム知的財産

講演会」地方説明会の様子（平成25年12月17日） 
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産地間連携にはいくつかのパターンがありますので、以下でその事例を紹介します。 

 

イ 青果物（同一品目）の産地間連携 

（ア）安定供給体制の構築 

近年、店舗数の多い日系大手スーパーが取引先となる場合が増えており、消費者の

需要に合わせてまとまった供給量を求められることがあります。一方、日本各地の産

地では、天候等の影響により、青果物の出荷量は安定しません。特に、果実の場合、

高温障害による品質低下、強風による落果、豪雨による浸水等により、収穫量が大き

く左右されることがあります。 

このため、新たな市場に産品を売り込み、その後も継続的な取引を求めようとする

のであれば、【事例３】で紹介したJA全農とっとりとJA広島果実連との連携によるなし

の穂木の輸出のように、数量を安定的に確保できる産地間の協力体制を整えることも

考えておく必要があります。ただし、この場合、消費者の信頼を損なうことがないよ

うに、産地間で価格、品質等に大きなばらつきが生じないように調整する必要があり

ます。 

 

（イ）産地間のリレー出荷 

国内の各産地が、同一品目を同一相手先に輸出しようとする場合、出荷時期の調整

が可能であれば、【事例１】で紹介したすいかや【事例３】で紹介したうんしゅうみか

んのように、産地間のリレー出荷を行うことにより、競合による価格競争の回避や日

本産による長期間の売場の確保が可能となります。ただし、他国産とも競合する品目

の場合、国内の各産地は、品質、食味等の面で他国産と一線を画すジャパン・ブラン

ドとしての価値を追求する努力が求められます。 

  

ウ 青果物（異種品目）の産地間連携 

（ア）日本産果実等の周年供給体制の構築 

日本産の果実やいちご、すいか、メロン等の果実的野菜は、海外でも高い評価を得

ていますが、ほとんどの品目は、産地ごとに収穫時期が短期間に集中する上に、鮮度

保持の問題上、販売可能な期間は長くはありません。このため、単独産地による単一

品目の輸出では、供給期間が限定的となり、その期間以外は、他国産の果物に売場を

奪われてしまうことになります。特に、日本産果実の最大の輸出先である台湾には、

中国・四国地域の代表的な果実であるなし（「二十世紀」）、ぶどう、もも、かんきつ（ハ

ウスみかん）等は中秋節に、中晩柑やなし（「あたご」）等は春節に合わせて、贈答用

の高品質な産品が集中的に輸出され、現地の消費者にも高い人気を得ていますが、そ

の時期が過ぎると輸出量は激減してしまいます。 

ちなみに、果実の購買・消費行動に関して日本と台湾の比較を行った報告論文1は、

                                                                                   
1 大浦裕二、佐藤和憲、土屋仁志、井上荘太朗、関復勇、鄭尹恵（2010年6月）：「果実の購買

・消費行動の日台比較－日本及び台湾の大都市住民を対象としたアンケート調査結果から

－」（「農業経営研究」第48巻第１号） 
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台湾へのりんごとなしの輸出における販売対応として、「これまでは、春節などの特定

の日をターゲットとしてきたが、通年で購入されていることから、日本国内において

もかなり高品質と評価されるようなものだけでなく、それよりは品質がやや劣っても

やや値頃感があるものを年間通して販売していくことが考えられる。」と考察していま

す（表Ⅰ－３－１）。 
 

 

 

りんご な し いちご 

台湾 日本 台湾 日本 台湾 日本 

１年中 70.9 50.3 64.8 11.4 53.1 18.7 

１月 8.8 31.0 3.6 2.1 18.5 28.3 

２月 11.9 22.8 5.4 0.8 19.5 35.1 

３月 9.5 9.5 3.8 0.5 16.7 50.9 

４月 7.7 4.9 2.6 0.5 12.6 54.0 

５月 9.0 3.0 4.6 0.5 6.2 41.3 

６月 10.8 1.1 11.0 1.1 2.3 11.4 

７月 11.9 0.3 21.9 6.1 0.8 2.1 

８月 9.8 1.6 19.4 38.1 0.8 0.5 

９月 7.0 4.3 8.2 63.2 0.8 0.3 

10月 9.3 18.5 5.6 53.2 1.5 1.6 

11月 9.0 32.1 4.8 20.6 7.4 4.4 

12月 10.3 37.2 4.1 4.8 17.4 23.4 

 

 
 

中国・四国地域は、日本海側、瀬戸内、太平洋側で大きく気候が異なることから、

各県特産の果実は、近隣県であっても品目の重複が比較的少なく、また、同一品目で

あっても出荷時期が異なる場合があります。さらに、輸出に使用する港湾が同一港の

場合もあることから、異種品目の産地間連携が組みやすい環境にあると思われます。

このような異種品目の産地間連携が、中国・四国地域内に限らず、全国各地の産地に

も広がることにより、日本産果実等

が、海外の百貨店、スーパー等の売

場に１年を通して常時並ぶ供給体

制を確立し、高級フルーツと言えば

「日本の○○」というようなジャパ

ン・ブランドが、海外で定着するこ

とが期待されています。 

 また、【コラム１】で紹介した鳥取県産のなしのリレー出荷構想や【事例５】で紹介

した愛媛県の「かんきつ食べ頃カレンダー」のように、同一県内の同一品目の中でも

オリジナル品種の育成が進められたことにより、長期間にわたる産品の供給につなが

っている事例もあります。 

表Ⅰ－３－１ 果実の購入時期 （単位：％） 

資料：大浦裕二、佐藤和憲、土屋仁志、井上荘太朗、関復勇、鄭尹恵（2010年6月）

：「果実の購買・消費行動の日台比較 －日本及び台湾の大都市住民を対象

としたアンケート調査結果から－」（「農業経営研究」第48巻第１号） 



（イ）共同輸送や混載による

既に海外でもブランドが定着

では限られています。このため

めて輸出を開始又は拡大するため

輸送コストの抑制を検討する

なお、他県との産地間連携

ては、【事例３】で紹介した鳥取県

げられます。 

 

エ 物産展等の共同開催による

近年、複数の県や県を跨いだ

ケースが増えています。連携

産品や企業によるオリジナル

イヤーの高い関心を引くとともに

れらを合同で開催することにより

例えば、平成25年（2013年

取・島根両県に跨がる中海・

山圏域ブランド展inロシア」

振興機構とっとり国際ビジネスセンター

県ウラジオストクビジネスセンター

取ブランド展inロシア」の２つの

催され、２日間で約４千人が

「鳥取ブランド展inロシア」

（「二十世紀」、「新甘泉
しんかんせん

」）、

岡山県産のぶどうや広島県産

の試食販売が行われました。

四国４県と(独)日本貿易振興機構

易情報センターが構成員となり

出振興協議会」を設立し、成長著

路開拓を連携して支援しており

て商談会が開催されました。

も参加しました。 

さらに、中国・四国地域の

携も行われています。【事例４

平成25年（2013年）９月に開催

による「関西物産展in香港」

からは鳥取県と徳島県が参加

プニングセレモニーでは、連合
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による輸送コストの抑制 

定着し、まとまった量をまとめて輸出できる

このため、それ以外の産地が、他国産との価格差

するためには、産地間連携による共同輸送

する必要があります。 

間連携により、コンテナに混載して輸出を行

鳥取県が中心となって行っている極東ロシアへ

による多様な商品の品揃えと費用負担の軽減

いだ企業、自治体等が連携して商談会や

連携して開催することにより、各県・各地域

によるオリジナル商品等多様な品揃えが可能となり、商談会

くとともに、物産展では多くの集客が期待できます

により、会場費等費用負担の軽減にもつながっています

年）９月には、極東ロシアのウラジオストクにおいて

・宍道湖・大山圏域市長会が主催する「

」と、(公財)鳥取県産業

ビジネスセンター及び鳥取

ウラジオストクビジネスセンターが主催する「鳥

の２つの物産展が合同で開

が来場しました。なお、

」では、鳥取県産のなし

」）、すいか等とともに

広島県産のぶどう及びレモン

。また、四国地域では、

日本貿易振興機構（JETRO）の各貿

となり、平成22年（2010年）６月に「四国

成長著しい中国をはじめとした東アジアへの

おり、平成25年（2013年）８月には、中国

。なお、その商談会には、【事例12】で紹介

の枠を超えた広域的な連

４】で紹介したとおり、

開催された関西広域連合

」には、中国・四国地域

参加しています。そのオー

連合に加盟する各府県の 試食コーナーを

「関西物産展 in

「鳥取ブランド展

広島県産のぶどう

できる産地は、現状

価格差を少しでも埋

共同輸送や混載によって、

行っている事例とし

ロシアへの輸出が挙

軽減 

や物産展を開催する

各地域の品質の高い特

商談会では海外のバ

できます。また、こ

にもつながっています。 

ロシアのウラジオストクにおいて、鳥

「中海・宍道湖・大

四国４県・東アジア輸

アジアへの四国産品の販

中国の上海市におい

紹介した遠赤青汁(株)

コーナーを設けてにぎわう 

in 香港」の徳島県ブース 

展 in ロシア」における 

のぶどう等の試食販売の様子 
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知事等によるトッププロモーションが行われ、注目を集めました。また、同年４月に

設立された「瀬戸内ブランド推進連合」は、瀬戸内を共有する７県（兵庫県、岡山県、

広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県）により構成され、「瀬戸内ブランド」の

浸透・定着を図りつつ、海外からの誘客を目指しており、同年12月には、兵庫県を除

く６県が共同で企画し、香港で「瀬戸内フェア」を開催しました。 

 

（５）海外からの観光客誘致と併せた国産農産物のＰＲ 

 

（４）のエで紹介した「中海・宍道湖・大山圏域ブランド展inロシア」、「関西物

産展」等海外における共同開催の物産展等や、【事例５】で紹介した「台日交流瀬戸

内しまなみ海道サイクリング」のように、複数の県や市町村が協力し、海外からの観

光客誘致と併せて、特産の農産物をＰＲするイベントが盛んに行われています。 

また、平成25年（2013年）９月には、平成32年（2020年）の夏季オリンピック・パ

ラリンピックの東京開催が決定するとともに、平成25年（2013年）12月には、「和食；

日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録が決定し、世界各国の日本に

対する注目度が高まってきています。 

このような機会を捉え、アジアを中心に増加しつつある海外からの観光客（図Ⅰ－

３－３、表Ⅰ－３－２）に対して、和食の深い魅力や日本産の農産物の品質の高さを

ＰＲすることは、極めて安上がりな広報戦略であり、長い目で見れば、農産物の輸出

拡大につながると考えられ、積極的な取組が期待されます。 
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図Ⅰ－３－３ 年別訪日外客数の推移（2003年～2013年） 

資料：日本政府観光局（JNTO）。 

注１：2003年～2012年の数値は確定値、2013年の数値は推計値。 

注２：訪日外客（確定値）とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、日本を主 

たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人 

旅行者のこと。駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。 

海外からの観光客へのＰＲは、将来の輸出拡大につながる安上がりな広報戦略 
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国・地域 
訪日外客数（人） 

 伸率（％） 
2012 年 2013 年 

韓国 2,042,775 2,456,100 20.2 

中国 1,425,100 1,314,500 ▲ 7.8 

台湾 1,465,753 2,210,800 50.8 

香港 481,665 745,800 54.8 

タイ 260,640 453,600 74.0 

シンガポール 142,201 189,200 33.1 

マレーシア 130,183 176,500 35.6 

インドネシア 101,460 136,800 34.8 

フィリピン 85,037 108,300 27.4 

ベトナム 55,156 84,400 53.0 

インド 68,914 75,000 8.8 

豪州 206,404 244,600 18.5 

米国 716,709 799,200 11.5 

カナダ 135,355 152,800 12.9 

英国 173,994 191,900 10.3 

フランス 130,412 154,900 18.8 

ドイツ 108,898 121,800 11.8 

ロシア 50,176 60,500 20.6 

その他 577,273 687,200 19.0 

総数 8,358,105 10,363,900 24.0 

 

 

（６）相手先国・地域の嗜
し

好やニーズに合わせた輸出 

 

農産物の輸出に当たっては、単に、国内の需給調整のためだけに行うのではなく、

相手先国・地域の嗜好やニーズに合わせて行うことが重要です。 

時期的に需要が高まる代表的な品目としては、事例等で紹介した台湾等中華圏にお

ける中秋節及び春節の贈答用としての果実や、春節時期に家に飾るためのボタンのほ

か、クリスマス需要としてのうんしゅうみかん、かき等が挙げられます。第１章１の

（図Ⅰ－１－７）のとおり、うんしゅうみかんはカナダへ、かきはタイへ多く輸出さ

れていますが、これらは、「旬」の時期にクリスマス用として輸出されています。ちな

みに、カナダでは、うんしゅうみかんは「クリスマスオレンジ」と呼ばれ、親しまれ

ています。 

果実に関する食味の嗜好としては、東南アジアでは、【事例３】及び【事例13】で紹

介したように、トロピカルフルーツのような甘みのあるものは好まれますが、酸味が

強い又は苦みがあるものは敬遠される傾向があることが挙げられます。また、外観の

嗜好としては、台湾では、満月を連想させる丸い形状のものや、【事例１】で紹介した

ように、大玉なものほど人気が高いこと等が挙げられます。 

国内需要調整だけでなく、相手先国・地域の嗜好やニーズに合わせることが重要 

表Ⅰ－３－２ 国・地域別訪日外客数（2012年､2013年） 

資料：日本政府観光局（JNTO）を基に中国四国農政局作成。 

注：2012年の数値は確定値、2013年の数値は推計値。 
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（７）商品の品質低下防止と鮮度保持技術の活用 

 

ア 梱包及び輸送方法の工夫 

果実の中には、ももやぶどうのように、衝撃、温度変化等によって傷みやすい品目

もあることから、【事例２】で紹介した(有)アグリ元気岡山のように、輸送時の産品の

品質低下を最小限に抑えつつ、作業の効率化を図るような梱包及び輸送方法の工夫が

必要となります。 

なお、鮮度が重要視される生鮮食品の輸出に当たっては、【コラム２】で紹介した国

際クール宅急便サービス等の活用による輸送の迅速化とコールドチェーン 1の体制整

備を検討することも一つの方法です。特に、贈答品やインターネット販売のような小

口取引の場合には有効な方法と言えます。 

また、盆栽や植木を輸送する場合は、温度や湿度の管理が重要であることから、【事

例10】で紹介した(株)小西松楽園のように、植物の特性、輸送経路の気象条件等を把

握した輸送方法の検討が必要となります。 

 

イ 鮮度保持技術の活用による出荷時期の調整等 

 近年、各県試験研究機関等において、農産物の鮮度保持技術が開発されており、出

荷時期の調整等輸出においても活用されています。このような技術を駆使すれば、新

たな市場の開拓につながることが期待されます。 

 例えば、【事例５】で紹介したえひめ愛フード推進機構では、【コラム３】で紹介し

た中晩柑の鮮度保持技術を活用し、長期間の売場を確保する新たな輸出戦略を検討し

ています。また、【事例９】のJAくにびきでは、【コラム４】で紹介した「ボタン切り

花真空パック」技術を活用し、イベント展示用のボタンの開花時期の調整を行ってい

ます。 

 

  

                                                                                   
1 生産・輸送・消費の過程において、生鮮食品を一貫して低温に保ち流通されること。 

梱包及び輸送方法の工夫や鮮度保持技術の活用による新たな市場開拓の期待 
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第４章 農産物の輸出が農林水産業や地域に与える効果 

  

 

 

 

 

１ 雇用と栽培面積の拡大 

 

 輸出を始めたきっかけには、日本食ブームや健康食ブームに伴い、海外からのニー

ズに応えたというものもあれば、人口減少等による国内消費量の縮小に伴い、販路を

海外に求めざるを得なかったというものもありますが、結果的に輸出が軌道に乗り、

商品の生産量の拡大に伴って、従業員の増員や輸出品の原料となる国産農産物の購入

量の増加を計画している企業があります。このような企業は、過疎化が進む地域や原

料となる農産物を生産する地域にとって、既になくてはならない存在となっています。 

 【事例６】で紹介した北川村ゆず王国(株)では、国内においてもゆずの出荷に取り

組んできましたが、EU諸国を中心としたゆずの人気の高まりに伴って、ゆずの加工品

（果汁、コンフィ等）や青果ゆずを輸出し、売上げを伸ばし続けており、平成25年度

（2013年度）には、輸出が売上額の14～15％を占めるまでになっています。同社の加

藤取締役は、このまま売上げを伸ばし、その割合が20％まで伸ばすことができれば、

輸出専門の課を新設し、新たな従業員を採用することを検討しています。 

また、同社がある高知県安芸郡北川村は、山間部にある人口約1,400人の小さな村で

あり、林業とともに特産のゆずの生産・加工が産業の中心となっていますが、高知県

内には、北川村以外にもゆずを特産とする市町村が多く、国内外におけるゆずの人気

の高まりにより、高知県内におけるゆずの栽培面積は、順調に伸びてきています（図

Ⅰ－４－１）。 
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資料：農林水産省「特産果樹生産動態等調査」を基に中国四国農政局作成 

第４章では、農産物の輸出が農林水産業や地域に与える効果について、第２章

で紹介した中国・四国地域における先進的又は特徴的な取組事例を参考に整理し

ます。 

商品生産の増大等に伴う従業員の増員と原料となる農産物の栽培面積の拡大 

図Ⅰ－４－１ 高知県内におけるゆずの栽培面積の推移 
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【事例８】で紹介したとおり、旭酒造(株)は、積極的な海外への販売戦略により急成

長を遂げた現在でも、「山口の山奥の小さな酒蔵」として地元を大切にしています。新

酒蔵の完成後、生産能力の拡大に合わせて、従業員を現在の約３倍に当たる 300 人規

模に増員することとしていますが、その８～９割は地元から採用することを検討して

います。 

また、同社では、「獺
だっ

祭
さい

」の生産量の拡大に伴って、原料米である「山田錦」の不足

に頭を悩ませています。現在の同社の「山田錦」の入手先は、７割が主産地の兵庫県

産ですが、その他は岡山県、山口県、徳島県等中国・四国地域が中心となっています。 

なお、農林水産省では、平成26年産（2014年産）米から、酒造会社等における清酒

の生産増に対応した酒造好適米の増産分等については、主食用米の生産数量目標の増

減に左右されることなく、その枠外で生産できる等の運用見直しを行いました。また、

水田フル活用の観点からも、新規需要米の生産拡大と原料の安定供給が期待されると

ころです。 

 

２ 耕作放棄地の再生等 

 

自社の加工商品に使用する原料を、地元産又は有機栽培の農産物にこだわることに

より、周辺における耕作放棄地の再生や耕作放棄地化の回避に寄与している企業があ

ります。 

 【事例12】で紹介した遠赤青汁(株)は、地元愛媛県産の有機栽培によるケールやに

んにくを使用した健康食品等を製造し、国内外で販売しています。同社は、有機栽培

をアピールポイントにしていることから、あえて後継者不足等により長期間にわたっ

て耕作されずに放置されていた畑を選んで地権者から借地し、自社で開墾、堆肥投入

等を行って栽培しています。そうして再生させた面積は、輸出拡大に伴って年々広が

り、平成25年（2013年）現在、約18haまで拡大しています。同社では、これからも国

内外の売上げに応じて借地面積を拡大していくこととしており、更なる耕作放棄地の

再生が期待されます。 

【事例13】で紹介した(有)高知アイスは、平成16年（2004年）に高知県吾川郡いの

町に移転して来ました。現在、同社の工場となっている建物の裏山には、以前からゆ

ず園がありましたが、生産者の高齢化により、せっかく実ったゆずが収穫されずに放

置されたままとなっており、廃園となるのも時間の問題でした。そこで、同社は、そ

のゆずを自社で製造するシャーベット等の原料に使用することとし、収穫作業を当時、

公共事業の縮小により仕事が減少し、頭を悩ませていた町内の建設会社に依頼するこ

ととしました。このことが、結果として、建設会社の従業員の雇用を確保することに

つながり、さらに、現在では、ゆず園の維持管理もその建設会社に依頼しています。

また、同社では、ゆず以外の原料もほとんどを地元高知県産の農産物にこだわってお

り、生産者とは固い絆で結ばれています。 

 

加工食品の原料に地元産の農産物を使用することより、耕作放棄地を再生 
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３ 生産者の生産意欲、国内ブランド価値等の向上 

 

 【事例２】で紹介した(有)アグリ元気岡山の契約農家や【事例７】で紹介した農

事組合法人「宇山営農組合」のように、輸出を行っていることがテレビ、新聞等で

報道されて、産地や産品の知名度が上がることにより、当該産地の生産者が、産品

の更なる品質向上を目指して生産技術を磨いている事例があります。 

また、そのことが相乗効果を生み、国内におけるブランド価値の向上につながっ

ている事例もあります。【事例３】で紹介したJA広島果実連販売部の下岡
したおか

次長は、

「産地では、高齢化や苦しい経営等暗い話題が多い中、輸出は明るい話題の提供に

なっている。産品が海外でも消費者の評価を得て購入してもらっていることが、生

産者の耳にも入っている。このことが新聞等で取り上げられたことにより、国内に

おける知名度や産品の評価の向上につながり、それが生産者の生産意欲の向上にも

つながっている。」と輸出が地域に与えた効果を挙げています。 

 

４ 地域の活性化 

 

過疎化や後継者不足に悩む地域が、輸出をきっかけとして、活力を取り戻しつつあ

る事例があります。 

【事例７】で紹介したとおり、農事組合法人「宇山営農組合」のある宇山集落は、

広島県との県境に程近い山間部に位置し、来訪者はそれほど多くはありませんが、輸

出を始めたことをきっかけに、県内外からの視察者、報道関係者等の来訪者が増える

とともに、周りの集落の人たちからも声を掛けられることが多くなりました。そのよ

うな中、平成 25 年（2013 年）には、宇山営農組合が主催者となり、地元雲南市や(有)

藤本米穀店等の協力を得ながら、親子参加型の農作業体験イベントを開催し、交流を

深めました。 

また、【事例10】で紹介したとおり、(株)小西松楽園のある高松市は、松盆栽の

日本一の産地として知られていますが、盆栽や植木の栽培には、高い技術と経験や

大変な手間と年数を必要とすることから、後継者不足が深刻な問題となっています。

しかし、近年のEU諸国等における盆栽等の人気の高まりを受けて、新たに輸出に取

り組むことを目指して勉強し、家業を継いだ若い後継者も育ってきています。 

 

５ 生産者の所得向上、輸出業務担当職員の人材育成等 

 

【事例９】で紹介した JA くにびきのように、国内の輸出業者を通さずに、農協が直

接輸出の販売ルートを確立することにより、生産者の手取りを増やすとともに、輸出

業務に携わる農協職員の人材育成が図られることが期待されます。また、直接輸出に

より確立された販売ルートを利用した輸出品目の広がりも期待されます。 

ただし、直接輸出を始める場合は、慣れない海外からのクレームの対応策について、

事前に検討しておく必要があります。 

輸出が報道されることによる生産者の生産意欲、国内ブランド価値等の向上 

過疎化や後継者不足に悩む地域が、輸出をきっかけに取り戻しつつある活力 

農協の直接輸出による生産者の所得向上、職員の人材育成等 


