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日本の農林水産物の輸出促進にあたっての根本的な課題の一つに、多くの小規模な産地が携わる農林水産

業の産業構造が挙げられる。単独で海外市場で新しい取引先を開拓して、マーケティング活動を行い、スペ

ックや規制に合わせていくということは、個別の小規模な産地にとっては大変難しい。仮に、相当なコスト

と労力を払って輸出を達成したとしても、それによって報われる利益と、単純に国内市場に出荷して得られ

る利益を比べた場合、それぞれの産地にとっては、国内市場に出荷した方が明らかに得という計算になるこ

とは普通である。 

一方で、人口減による需要の縮小が避けられず、加えて不安定な経済状況でデフレ傾向から脱却できない

等の国内市場の状況を考えると、農林水産業の業界全体の利益としては、農林水産物の市場を海外に拡大す

ることは、今後の業界発展と活性化、そして生き残りのためには必要不可欠の条件になりつつある。 

個別の産地が直面する損得勘定を乗り越えて、農林水産物の輸出促進を、業界全体の利益、業界全体の必

須要件としてとらえ、将来を見据えた活動としてより積極的に進めていくためにはどうすればよいのか？ 

実は、もちろん生産者の規模の違いは大いにあるとはいえ、工業製品と比べる視点から見れば、農林水産

業の生産者が小さく、多数の生産者から構成される、というのは世界共通の課題である。だからこそ、農林

水産物のマーケティング、特に輸出促進には多くの国が非常に苦労し、それを克服するために、それぞれ別

の経過をたどりながらも、現在では多くの場合、輸出促進に特化した品目別の業界団体を構成し、それを政

府が法制度と補助金等の両面から積極的にサポートするという体制をとるようになってきている。パイオニ

アとなったのは、米国や豪州、ニュージーランドなどであるが、今ではこれらのスタイルを真似て先進国・

発展途上国を問わず、類似した仕組みを取り入れてきた。 

特に、これらの品目別輸出促進団体に共通するのは、国内では生産者や業者らの間で輸出向け産品の品質

管理や基準順守等を徹底するとともに、一方で輸出相手国では現地の専門家に委託し、或いは現地の専門家

を雇用して、徹底して現地の個別事情に合わせたユニークな特色あるプロモーション活動を展開している点

である。 

農林水産省の「農林水産物・食品輸出戦略検討会」が平成 23 年 11 月にとりまとめた提言では、基本的

な方針として①福島第一原子力発電所事故等の影響への対応、②国家戦略的なマーケティング、③ビジネス

としての輸出を支える仕組み作り、④確かな安全性・品質の確保と貿易実務上のリスクへの的確な対応、⑤

海外での日本の食文化の発信の五つの戦略を柱として掲げている。こういった活動を支えるためには、個別

産地の利害を超えて業界全体の利益を追求するという理念を共有し、そして品目別に包括的な活動のできる

体制を整えること、そしてそのためにこれを政府が積極的に後押ししていくことがぜひとも重要である。こ

れまで弊社は日本産農林水産物・食品の輸出促進活動の様々な調査に携わらせていただいたが、その中でも、

輸出にすでに携わられている関係者それぞれも、他国産品と戦う意味で、あるいは情報を効率的に集める面

から等の様々な理由で、業界全体がまとまらなければいけないということを薄々、そして一部の人は切実に、

感じている。 

弊社プロマーコンサルティングは、農林水産省の補助事業「平成 21 年度農林水産物等輸出課題解決」に

おいて、米国とイタリアの農林水産物・食品輸出促進政策について調査を実施した。また、弊社はこれまで

の業務上、海外の品目別輸出促進団体と関わることが多く、それらがどういった予算を基礎に、どういった

人材を持ち、どういった戦略で行動しているかについて、比較的良く把握できる立場にあると思う。主要輸



 

出国と日本の現在の輸出促進事業の最も大きな違いは、輸出促進予算の多寡ではなく、輸出促進団体を支え

る国の制度や業界団体の構造、活動実態とその役割、戦略の立て方などの仕組みの面にあると考えている。 

このたび弊社では、農林水産省の委託事業「平成 23 年度輸出倍増リード事業」において、「主要輸出国

の輸出促進体制調査」として、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの農林水産物・

食品の輸出促進体制を深く調査し、それらを日本の農林水産物・食品の輸出促進政策推進にあたってどのよ

うに活かすことができるか、という調査・分析を実施する機会を得た。本報告書は、本事業における現地調

査や分析等の結果をとりまとめたものである。農林水産省及び日本の農林水産物等輸出促進に携わる方々が、

海外の農林水産物・食品の輸出促進体制について深く理解することによって、日本の輸出促進活動が一層の

進展を得る一助となれば幸いである。 

この興味深く価値ある事業を実施する機会を与えていただいたことに御礼申し上げる。また、本事業の成

果は国内外関係者に対するインタビューに基づいており、ご協力いただいた方々に深く感謝している。 

 

プロマーコンサルティング 

常務取締役 吉田 里絵 

 

 

【注意事項】 

本事業は、農林水産省食料産業局の委託により、「平成 23 年度輸出倍増リード事業のうち主要国輸出国の

輸出促進体制調査」を、プロマーコンサルティングが実施したものです。本報告書は、本事業の調査・分

析内容をとりまとめたものであり、農林水産省の見解を示すものではありません。 

【免責事項】 

農林水産省および委託事業者であるプロマーコンサルティングとその関連会社は、本報告書の記載内容

に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失につい

ては、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、

一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、農林水産省および委託事業者であるプロマーコ

ンサルティングとその関連会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証

するものではありません。農林水産省および委託事業者であるプロマーコンサルティングは、本報告書の

論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性があります。 
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プロマーコンサルティング 

  吉田 里絵 常務取締役  責任者 

小倉 千沙 シニアコンサルタント マネジャー（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・台湾現地調査及び全体執筆担当） 

川江 心一 コンサルタント   調査員（韓国現地調査及び執筆担当） 

黒木 彩子 コンサルタント   調査員（ﾌﾗﾝｽ・ﾉﾙｳｪｰ現地調査及び執筆担当） 

ルーシャ・ヴァンチュラ シニアコンサルタント 調査員（米国現地調査担当） 

林田 淳子 プロモーションコーディネーター 調査員（チリ現地調査担当） 

ポール・ツァイ マーケティングマネジャー  調査員（台湾現地調査・中国情報収集担当） 

アンドリュー・ランバート アナリスト  調査員（米国情報収集担当） 

渡辺 直子 アシスタント   調査補助（アシスタント・経理・校正担当） 

 

農林水産省食料産業局輸出促進グループ 

  野木 宏祐  海外展開専門官 

  杉山 友輝  海外展開企画第 1 係長 

  新見 友啓  海外戦略販売第 3 係長 

 

[ ] 

換算レートは特に注記の無い限り以下を使用した。 

 円/ドル 円/ユーロ 

2011 年 79.97 111.38 

2010 年 88.09 117.25 

2009 年 93.52 130.14 

2008 年 104.23 153.86 

2007 年 117.93 160.89 

2006 年 116.25 145.46 

2005 年 109.64 136.97 

2004 年 108.28 134.14 

2003 年 116.41 130.66 

2002 年 125.60 117.84 

出所）財務省貿易統計 
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本報告書では、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの 6 ヵ国を取り上げ、各国の輸出体制に

ついて報告する。各国の輸出体制にはそれぞれの得意とする品目や歴史的な経緯によって大きな違いがみられるが、こ

こでは各国の輸出体制で大きな役割を担っている輸出促進団体を、その担っている役割の性格から、大きく二つ、品目

別のジェネリックマーケティングを担当する「品目別輸出促進団体」と、品目横断的で全般的な輸出促進支援を担当す

る「輸出支援機関」の二つに分類し、各団体の活動とそれを支える各国政府の法制度や政策の観点から、各国の体制を

分析する。2 章以下で各国について順に報告するが、まず序章で「品目別輸出促進団体」と「輸出支援機関」がそれぞ

れどういった性格を持ち、どういった役割を果たしているかについて説明する。 

1.1 

 

各国の一般消費者が最も目にすることが多い農林水産物の輸出促進活動は、例えば「米国産ビーフ」、「ノ

ルウェー産サーモン」、「チリ産ワイン」、「ニュージーランド産キウイフルーツ」、「米国ワシントン産リン

ゴ」等、国別品目別プロモーション活動であろう。こういった国別で特定の品目に特化したプロモーショ

ン活動を行っているのは、各国の生産者あるいは輸出業者らが構成する品目別の協会や審議会等の業界団

体である。例えば、米国食肉輸出連合会（USMEF）、ノルウェー水産物審議会（NSC）、ワインオブチリ

（WOC）、ゼスプリ（ZESPRI）、ワシントン州リンゴ委員会（WAC）などの団体を挙げることができる。 

本稿では、このような品目別の輸出促進活動を行う団体を、「品目別輸出促進団体」と総称する。 

こういった品目別輸出促進団体は主に、ある特定の品目について国の各産地を包括したマーケティング

活動を行っている。これは、個別生産者や輸出業者のブランドを強調する個別ブランドマーケティングや、

各産地のブランドを強調する産地ブランドマーケティングに対し、国全体を一つのブランドと見立て、品

目別にカントリーブランドを強調する手法で、ジェネリック（generic：包括的）マーケティングと呼ばれ

ている。 

実際のところ、農林水産物では、もちろん個別の生産者や中間業者による選別等による差別化もある程

度は可能だが、それ以上に天候や土地柄、品種、そして生産国の生産構造や輸出制度によって最終品目の

品質差が大きく現れる。しかし、一つの生産者や、輸出業者のみで、自国の産品に関するマーケティング

を行った場合は、それは同国から同じ商品を輸出する他の輸出業者への利他行為になってしまう。そのた

めに、現在では多くの国で、こういった品目別輸出促進団体が構成され、活用されている。国全体の産品

に対する信頼感を高め、他国産との差別化を図ることによって、輸出促進効果が生まれやすいためである。 

さらに小売段階で原産地表示が重視されるようになっており、消費者の持つ生産国のイメージも大いに

影響してくるため、海外市場で農林水産物の販売促進を行う際には、生産国の差を強調することが常套手

段となってきており、ますます重要度は高まっている。加えて、残留農薬問題やトレーサビリティ、GAP

等の導入が進むにつれ、輸出国の業界・産地全体でそういった課題に対処するという点でも、品目別輸出

促進団体の役割は大きくなっている。 

以下では、品目別輸出促進団体が生まれてきた背景、品目別輸出促進団体の機能、輸出相手国での活動、

自国内での活動、そしてそれに対する政府の法制度や政策面での支援についてとりまとめる。 
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今日では、品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動は表面上、非常に類似しているが、それぞれ成り

立ちは少しずつ異なる。本事業の対象国 6 ヵ国の動きを簡単にとりまとめる。 

現在、穀物から食肉、果実、加工品に至るまで非常に様々な分野の品目別輸出促進団体が活動し、これ

を盛んに輸出促進に活用している米国で、こういった品目別輸出促進の動きが広まったのは、1950 年代の

末から 1970 年代にかけてのことである。米国では、第二次世界大戦後の 1940 年代末以降、余剰農産物が

深刻な問題となり、欧州の戦後復興によって、新たな海外市場を開拓する必要に迫られ、1950 年代の中旬

以降、こういった動きが加速した。同時に 1960 年代の日本は、ちょうど戦後復興から経済成長に至る時

期を迎え、食品消費が大きく転換する時期を迎え、日本での需要拡大の可能性を見て、アメリカ穀物協会

や米国食肉輸出連合といった品目別輸出促進団体が次々と形成されることになる。さらに、この 1950～

1960 年代にかけての時期は、米国消費社会も成熟を迎え、製品のマーケティング手法がこれまでの「生産・

販売志向」から「顧客志向」に、つまり消費者ニーズを的確につかみ、それに対応するという面がマーケ

ティングで最も重視されるようになった時代でもあった。米国農務省では、1955 年に海外市場開拓のため

の資金支援である海外市場開拓プログラムを導入、次いで 1978 年には品目別輸出促進団体がより大規模

に海外でのマーケティング活動を展開できるよう、マーケットアクセスプログラムを立ち上げている。 

フランスの農産物輸出促進では、特にボルドーやシャンパーニュなど地域別のワインの輸出促進活動が

目立っている。こちらもやはり 1960 年代に活動が活発化した。戦後のフランスでやはり農産物過剰生産

が問題となる一方、欧州以外でのワイン生産が急増し、フランスのワイン産業は苦境に陥った。打開策と

して、フランス政府は農産物・食品輸出国としての地位をとりもどすべく、1961 年に各地域のワイン同業

者委員会等の団体活動を輸出相手国現地でサポートすべく、SOPEXA を設立したのである。 

ニュージーランドでは、それまで農産物の生産調整のために活用されていた農業公社が、品目別輸出促

進団体として積極的に活動するようになった契機は、1973 年の英国の EC 加盟である。これによってそれ

まで優先的に安定的な輸出を確保していた英国向けの輸出が揺らぎ、米国やアジア等での新規市場開拓を

余儀なくされたためである。なお、ニュージーランドでは当初、国有の農業公社が輸出を独占しており、

農業公社が輸出促進の役割を担ったが、1980 年代後半以降の政府の大構造改革によって、農業公社は民営

化され、現在ではそれぞれ、ゼスプリやフォンテラ等の民間企業として経営されている。 

ノルウェーの水産物輸出促進では、米国やフランス、ニュージーランドからはやや遅れて、1990 年から

動きが開始した。この時期、ノルウェーでは水産資源保護のための厳格な漁獲規制の導入をすすめる一方、

養殖業の発展が順調に進んでおり、必ずしもノルウェーほど環境・資源規制が厳しくない他国産地と競争

するためには、ノルウェーとしての高付加価値ブランドを形成することが不可欠と認識されたからである。 

チリは、1960 年代から果実と食肉の輸出産業育成によって国の経済発展を達成するべく、輸出相手国調

査や国内産業育成を継続的に行ってきており、1980～90 年代にかけて、こういった産業の展開が軌道に

乗った。ただし、これまでチリの品目別輸出促進団体は国内の輸出品質管理や環境整備に特化しており、

海外現地市場では、価格競争力や収穫期が北半球と逆といった面で勝負できたため、他国に比べ現地での

マーケティング力は弱かった。しかし近年は高付加価値化とイメージ向上を図り競争力を強化するため、

2007 年にワインオブチリ（WOC）、2009 年にキウイフルーツ委員会等、海外でのマーケティング活動を

支える品目別輸出促進団体を相次いで設立し、活動を強化している。 

韓国は、UR 交渉後の自由化を見据えて 1990 年代から農産物の輸出促進を図ってきたが、調査対象国

の中では品目別輸出促進団体設立の動きは最も遅かった。しかし、現在は品目別輸出促進団体を形成する

ことが輸出促進対策の重点分野の一つとなり、例えば 2008 年に韓国ナシ輸出組合が誕生している。 



 

3 

 

23  

 

各国の品目別輸出促進団体の機能は次節以下に示すように相似しているが、その組織基盤については、

国や団体によって少しずつ異なっている。主なポイントを以下に挙げる。 

 

品目別輸出促進団体では、基本的には国の産地全てを包括したジェネリックプロモーションを担当する

団体が多いが、米国では団体成立の歴史的な経緯のために、フランスではワインやチーズ等の産地呼称制

度に対応して、産地別に品目別輸出促進団体が構成されていることがある。 

 

表 1 品目別輸出促進団体及び産地別品目別輸出促進団体の例 

国全体の例 産地別の例 

 米国食肉輸出連合会（USMEF） 

 ゼスプリ[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 フォンテラ[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 インターシリアル[仏] 

 ノルウェー水産物審議会（NSC） 

 韓国ナシ輸出組合 

 ワインオブチリ（WOC） 

 ワシントン州リンゴ委員会（WAC） 

 アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI） 

 産地別ワイン同業者委員会（ﾎﾞﾙﾄﾞｰ、ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ等）[仏] 

 

 

品目別輸出促進団体には、官営・民間の場合があり、主には以下の 4 種類が挙げられる。 

 

表 2 官営・民営別 

政府組織･行政法人 地方政府組織・行政法人 民間の協会等の業界団体 民間企業 

 ノルウェー水産

物審議会（NSC）

等 

 ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会

（WAC） 

 ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ協会（ASMI）等 

 米 国 食 肉 輸 出 連 合 会

（USMEF） 

 産地別の各ﾜｲﾝ員会[仏] 

 ﾜｲﾝｵﾌﾞﾁﾘ（WOC） 

 韓国農林食品輸出入組合等 

 ゼスプリ 

[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

 フォンテラ 

[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ] 

/  

品目別輸出促進団体の会員は、生産者のみの場合、加工業者やパッカー/輸出業者のみの場合、生産者・

加工業者・パッカー/輸出業者を全て含む場合とがある。 

 

会員の参加についても、輸出又は生産をするものは強制的に加盟する必要のある場合と、自主的に参加

を表明する場合とがある。これについては、1.1.7 節の法制度の説明の際に背景を捕捉する。 
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また、品目別輸出促進団体には、実際に商品を輸出・販売し、いわば「輸出業者」としても機能してい

る場合と、実際の輸出業務にはタッチせず、国内調整と海外でのマーケティング機能のみ持つ場合がある。

品目別輸出促進団体の多くは後者であるが、ゼスプリ等の力のある団体のうち一部が前者である。 

 

表 3 輸出業者機能の有無 

海外市場での輸出業者機能を持つ団体 海外市場での輸出業者機能を持たない団体 

 海外市場でのマーケティング及びプロモーショ

ン機能を持つ業界団体のうち、影響力が最も強

いものは、自身で産品の販売機能を持つ団体で

ある。販売機能を持つため、相手国の流通と直

接の関係を持ち、実際の販売、マーケティング

とプロモーションとを効果的に組み合わせるこ

とができる。 

 この分野の代表には、一国からの特定品目の一

元的な輸出窓口となっている団体や、完全な独

占ではないものの、相当のシェアを持って実際

に販売をしている団体が挙げられる。 

 ゼスプリはニュージーランドのキウイフルーツ

生産者によるマーケティング専門団体で、同国

の輸出向けキウイを独占的に扱う。ゼスプリの

日本でのマーケティング及びプロモーション活

動の成功は良く知られるところであり、日本市

場から他国産のキウイフルーツをほとんど締め

出しただけでなく、日本の国産キウイフルーツ

よりも高い値段で販売することに成功してい

る。フォンテラはニュージーランドの酪農生産

者 1 万人超によって所有される乳業会社で、世

界各地で事業買収を進め、世界最大級の乳業会

社となっている。サンキストは米国カリフォル

ニア州のかんきつ類生産 6 千名のメンバーが加

盟する農業協同組合連合会組織である。 

 実際は、ほとんどの品目別輸出促進団体は海外

での販売・マーケティング機能は持たず、それ

らは個々の輸出業者に任せている。しかし、PR

活動やプロモーション、相手国の業界との定期

的な情報交換など、業界共通の利益を生む分野

については、個々の輸出業者では実施困難であ

るため、輸出業者あるいは生産者、もしくはそ

の双方が協力して、資金を出し合い、さらに場

合によっては政府の補助を受けて、業界団体と

して活動を行う。 

 最も良くみられるのは、既に存在する生産者・

輸出業者・加工業者等の業界団体に、海外での

プロモーション機能を持たせ、品目別輸出促進

団体とするケースである。後述する米国の輸出

促進プログラムに関わる業界団体は、多くが生

産者や輸出業者による業界団体を母体としてい

る。 

 他に、海外でのプロモーション専業のために新

たに品目別輸出促進団体が設立される例もあ

る。例えば、メキシコの豚肉のケースでは、日

墨FTA締結を機に日本での豚肉輸出を伸ばすた

め、主要な加工・輸出業者の数社が中心メンバ

ーとなって周辺事業者に呼びかけ、新たに「メ

キシカンポーク輸出業者協会」を設立した。 

団体例： 

ゼスプリ、フォンテラ、サンキスト等 

団体例： 

ノルウェー水産物審議会（NSC）、ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員

会（WAC）、ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会（ASMI）、米

国食肉輸出連合会（USMEF）、産地別の各ﾜｲﾝ員会

[仏]、ﾜｲﾝｵﾌﾞﾁﾘ（WOC）、韓国農林食品輸出入組合等 
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品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動を支えているのは、現地活動の企画・運営を実際に行う現地

代表である。 

マーケティング活動が成功するためには、業界関係者と消費者のニーズ、市場の動向を的確に把握し、

迅速に対応して、現地の業界関係者や消費者の心を掴み、効果の高い活動を行うことが必要不可欠である。

マーケティングでは、それぞれの国や地域の文化や社会の雰囲気の微妙な違いによって、効果的な方法や

手段が大きく異なってくることも多い。このため、現地感覚を持つことが決定的に重要である。このため

に、現地でのマーケティング活動に対して、全て本国の担当者が計画・実施するというのでは、現地の状

況に鈍くなりすぎて効果的な対応が期待出来ない上に、またコストもかかりすぎる。また、農産物に関す

るプロモーション活動は１、2 年で結果が出るものではなく、その効果が出るまでには様々な複合的活動

と、長い期間がかかる。まず輸入業者・流通業者の信頼を得るのに、継続して活動し、彼らのサポートを

常に行う姿勢を示せなければ、他の生産国と比べた優位性を実感してもらうことが難しい。消費者の信頼

を得るまでには、さらに深い現地の理解と長い普及期間が必要である。 

このため、多くの品目別輸出促進団体は、現地に何らかの拠点を置き、現地の専門家に委託あるいは雇

用して、そこを現地代表として、現地での活動の企画の立案と実施を全て現地代表に任せる仕組みを取り

入れている。良い代表を選択し、そして現地の自主性を如何に引き出し、活気のある活動に繋げるかとい

うところが、品目別輸出促進団体本部が知恵を絞るところである。 

もちろん品目別輸出促進団体の本部も、活動の全体的な方針（健康効能や持続可能性をアピールする、

あるいは若年層をターゲットにする等）と輸出拡大の大まかな数値目標は示し、各現地代表から挙げられ

た計画について意見を出したり、改善を求めたり等のことは行うが、細かい活動の内容に関して全て指示

するようなことは無い。活動の具体的な内容は、本国から示されたマーケティング活動方針や目標に基づ

き、現地代表が最も効率が良く、また市場に喜ばれる面白みのある活動をチョイスすることになる。 

 

 

図 1 品目別輸出促進団体の輸出相手国での活動モデル 

 

現地代表 

（団体事務所、PR 会社等） 

品目別輸出促進団体本部 

 

広告会社 PR 会社 HP 作成・運営会社 イベント会社 調査会社 

輸入業者・流通業者・加工業者 消費者 

現地代表業務の委託 

目的・予算の指示 

報告・フィードバック 

定期連絡 

有事の対応 

 

関係 

構築 

 

各種業務の委託 

消費者向け・ 

業界関係者向け 

各種ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、 

PR 活動・調査の 

実施 
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以下に、品目別輸出促進団体の本部と、現地代表との間での現地でのマーケティング活動計画立案から

実施に至る流れについて図解した。 

 

 

図 2 現地代表におけるマーケティング活動計画から実施にいたる流れ 

目標方針・ 

予算設定 

•本部において、現地代表と相談の上で、当該国での年間予算とマーケティング
の方針・目標（機会創出や問題克服等）を立てる。 

•その際に必要に応じて市場調査や消費者調査を行い、新しい機会や問題の発見
を行う。 

計画立案 

•現地代表はそれに基づいて活動の内容を企画し、年間計画を立てる。 

•必要に応じて、PR会社や広告会社等からコンペ形式でアイディアを募る。 

計画承認 

•本部と現地代表で年間計画について協議する。 

•年間の活動計画を本部が了承する。 

事業実施 

•当該国において活動を実施する。 

事業報告 

•活動期間中は毎月、当該国での活動内容や結果、市場状況とを報告する 

事業評価 

•毎イベントごと、もしくは毎年か数年に一度、市場調査や消費者調査を行って、
上記活動の効果の評価をする。 

次期事業 

計画 

•活動期間中に上記と同様に来期の計画を立てる。 
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現地代表には、①品目別輸出促進団体自身で現地事務所を開設する、②現地広告代理店や個人等に現地

代表を委託する、③国の出先機関を品目別輸出促進団体の現地代表として活用する。の 3 種類が挙げられ

る。以下の表にそれぞれの代表的な団体や、特徴を挙げた。 

②の委託が最も簡単であるため、最も広く用いられている手段である。 

 

表 4 現地代表の種類 

 規模が大きく、重要な輸出先市場であれば、業界団体自身で現地事務所を開設することが最も確実

な方法である。日本でも、いくつかの県が中国や香港、米国等の主要市場に現地事務所を開設して

いる例があるが、それに似ていると考えてもらえば良いだろう。 

 ただし多くのケースで、本国からの派遣は 1 名程度乃至はゼロで、実務は、現地で採用する現地業

界に詳しい現地人スタッフに任せている。 

 カナダ小麦ボード、ゼスプリ、フォンテラやサンキストなど、輸出機能も持つ団体では、多くが海

外に自社拠点を置いている。さらに米国食肉連合会や、アメリカ大豆協会、アメリカ穀物協会、豪

州食肉家畜生産者事業団などの資金力が豊富な団体は、重要市場に団体自身で拠点を設立している。 

 また、ノルウェーは水産業と水産物の輸出が同国経済に与える影響が非常に大きいことから、水産

物生産・輸出主要企業をメンバーとするノルウェー水産物輸出審議会を設立し、主要国においては

大使館の敷地内に同審議会の事務所を設けている。こういった国家通商戦略と綿密に結びついたケ

ースも、自身で現地拠点を開設する傾向にある。 

 現地事務所では、必要な規模に応じて現地採用のスタッフを数名から数十名雇用し、販売・マーケ

ティングやプロモーション活動を行い、さらに現地の輸入業者とのコミュニケーションを密にし、

要望や問題点についてウォッチし、常に本国にフィードバックし、有効な対応が取れるような体制

を整えている。また、現地政府に対する働きかけも、現地事務所を通じ機動的に行うことができる。 

 ただし、現地事務所を独自に設立するためには、場所を確保し、職員を派遣し、そして本国から職

員を派遣しただけでは特に有効な活動ができないので現地スタッフを雇うとすると、それだけで相

当額の経費が必要になる。もちろんそれは事務所の維持費だけであるので、さらにプラスして活動

費が必要である。 
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 農林水産物の業界団体で最も一般的に行われているのは、現地の広告代理店や個人などに委託して、

代理人として現地代表を務めてもらうことである。状況によって異なるが、だいたいプロモーショ

ン費用の約 10％前後が代表事務所の管理費・事務経費となるため、海外活動全体で数千万円から数

億円の予算規模として、数百万円～数千万円で現地代表を委託できることになる。自社の事務所を

置き、職員を雇用することに比べると、大幅に経費を節減できる。こういった代理人を務める PR 会

社あるいは個人は、いくつかの団体の代理人をまとめて引き受けたり、あるいは他の事業も兼務し

ているため、こういった金額で引き受けることが可能となっている。 

 しかも、現地の輸入業者や消費者からみると、業界団体自身の現地事務所がある場合と、ほとんど

同じサービスを受けられるため、費用を節約できるにも関わらず、団体自身で現地事務所を設立す

るのとほぼ同じ存在感を示せる点にメリットがある。実際、日本にある多くの海外農産物の業界団

体はこのケースであるが、日本側の多くの関係者はそれを意識することなくサービスを受けている。 

 一般企業の営業あるいは広報と同じく、海外市場におけるマーケティングやプロモーション活動で

も、成功を導くためには、活動の主体である業界団体が、活動の受け手側となる輸入業者や流通業

者、小売店、あるいはサービス提供者となる PR 会社や広告代理店、調査会社等と、良い人間関係を

築くことがまずは基本となる。優秀な代理人を選定することができれば、この関係づくりの面にお

いても、委託の形で現地代表を置く形であっても、独自に現地事務所を設立する場合に比べて遜色

ない効果を得ることができる。 

 委託を行っている団体には、例えば前述のフロリダ州政府柑橘局をはじめ、日本のりんご産業が競

合している台湾市場に代理人 Steven Chu 氏を置いているワシントンりんご委員会など、一部の大型

団体を除く米国の主な農林水産物業界団体のほとんどが含まれるほか、カナダ、豪州、ニュージー

ランド、メキシコ、南アフリカ、チリ、トルコ等の業界団体も非常に数多くある。現地事務所を委

託する方法は、先進国、発展途上国を問わず、農産物のプロモーション活動では最もスタンダード

な手法となっているといえる。 

 現地への代表委託も難しい小規模な団体の場合は、自国の出先機関を利用する方法をとる例がある。

欧州諸国でよくみられるが、国、そして産業の規模が小さいため、自国の出先機関がある程度上記

の PR 会社等の代わりとなって、業界団体の求めに応じて様々なプロジェクトを代行する。 

 出先機関は、現地の事情に詳しい現地雇用スタッフを擁し、現地の事情に即した対応に努める。 

 フランスの SOPEXA はまさにこの典型的なケースであり、SOPEXA の各国の事務所が、フランス各地

のワイン協会やチーズ等の協会の現地出先機関として機能し、テイスティング等の様々なイベント

の開催、ウェブサイト運営、小売店やレストランへの働きかけ等を行っていた。ただし、SOPEXA は

完全に民営化され、現在はフランス以外の国の農産物でも扱えるようになったため、現在では②に挙

げた一般の広告代理店と全く同じ存在になってきているともいえる。 

 イタリアのケースでも、日本のジェトロにあたるイタリア貿易振興会（ICE）が多くの国に現地事務

所を持って、主要国には農産・食品担当者を置いているが、この現地事務所が、業界団体や地域政

府がそれぞれ持つ予算から委託を受けて、テイスティングイベントや広告事業等を代行して行う。 
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品目別輸出促進団体の輸出相手国でのジェネリックマーケティング活動内容は、お互いに活動の効果を

見ながら、切磋琢磨している中で、全体のマーケティング手法は非常に多岐にわたり、また多様性に富む

ものとなってきている。展示会への参加や、商談会の設定から始まり、小売店でのイベント、テレビ・ラ

ジオ・雑誌等での広告、スポーツやアートイベントの協賛、そして、益々盛んになっているのがウェブサ

イトの活用や、ブログやフェースブック等のソーシャルネットワークを活用した新しい消費者教育である。 

こういった現地国での活動内容は、大きく業界向けと消費者向けの二つに分けられる。業界向けとは、

輸入業者や卸売業者、レストラン、業界誌等の業界関係者に対する働きかけである。消費者向けとは、一

般広告やメディア、料理教室等のイベント等を通じて行う一般消費者とのコミュニケーション活動である。 

 (B to B) 

業界向け（B to B）のマーケティング活動には、まず基本的な活動として、主要関係者のリストを作成

し、これを常にアップデートさせておくこと、そのリストを基に、様々な情報提供や活動内容についての

お知らせを行う最も基本的な活動と、その他ノベルティーの配布やタイアップイベント等のオプショナル

なイベントがある。以下の表に代表的な活動の事例を挙げる。 

 

表 5 農林水産物・食品分野での業界向けマーケティング事例 

基本的な活動 B to B 

コンタクトリストの

作成 

 主要な輸入業者、流通業者、卸売業者、スーパーのバイヤー、業界有力者等のコン

タクトリストを作成し、常に情報をアップデートする。質の良いコンタクトリストの作成

がプロモーション活動成功の最も重要なベースとなる。 

 また、レベルの高い団体では業界の直接関係者のほか、有力な政財界や政府関係

者等との繋がりを深めて、問題発生を予防したり、発生時に迅速に対応できるように

している。 

キックオフイベント  活動年度の始まり（青果物などの場合は収穫シーズンの直前、その他は予算年度

等）に合わせて、プロモーション活動の年間活動についてのキックオフイベントを行

う。本部代表や輸出業者・生産者等のメンバーが参加することが望ましい。 

 当該国の輸入業者や業界誌記者等、業界の関係者を集める。本年度の一年間でど

のような活動をするのか、今年の生産・収穫・品質動向についてプレゼンテーション

を行い説明する。また、当該産品が他の産地と比べてどういう利点があるのかなどを

改めて強調。 

 立食程度の試食会を合わせて行うこともある。 

業界向け PR  業界専門誌等に対する情報発信 

 大きなイベントや新しい動き等について、記者等を集めてプレス発表を行う。 

 業界専門誌・総合新聞等の業界に関する記事のクリッピング（本部に提出する。） 

ウェブサイト  ウェブサイトを通じて情報発信を行う。（消費者向けのウェブサイトと兼用して運用す

るケースが多い。） 
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その他活動事例 B to B 

本国及び当該国

関係者らのミーテ

ィング 

 本国の生産者や輸出業者らの関係者と、当該国の輸入業者やバイヤー等の関係者

が一堂に会して、ミーティングを行う機会を提供する。大きな団体では毎年、小規模

の団体では数年に一度。 

在庫情報や産地

情報の提供 

 生産国からの各業者の配船の状況や、当該国での輸入業者らの品目在庫の状況等

の情報を提供する（米国や南アのかんきつ類輸出促進の例）。 

 生産や収穫状況、品質、天候等についての情報を業界関係者に定期的に提供す

る。 

セミナー  産地の状況、他産地との差異、栄養・機能性等の面の紹介等の様々な観点に関す

るセミナーを開催する。 

ノベルティー配布  関係者や卸売業者らに、プロモーションロゴ等の入ったカレンダー、ペン、エプロンや

シャツ、電卓等のノベルティーを配布して、使ってもらう。 

販売促進 POPグッ

ズの提供 

 トレイステッカー（産地表示等のシール）、レシピカード、説明パネル、のぼり/旗、など

の各種 POP グッズを作成・配布し、店頭で自由に使ってもらう。 

スーパーマーケッ

ト等での試食・マ

ネキンの提供 

 スーパーへマネキンを派遣し、試食等をしてアピール。食べてもらうのは一般の買い

物客だが、これを機会にそれまで取扱いのなかったスーパー等に対して売り込むき

っかけとする。 

バイヤー、レストラ

ン向け試食会・試

飲会 

 ホテルなどを会場に、シェフに当該産品を用いたさまざまなメニューを作ってもらい、

数十人ほどのレストランオーナー、バイヤーなどお店で扱ってくれる可能性のある方

を招待して試食会や試飲会を行う。（ノルウェーサーモンでは、中国でこういった活動

を、高級ホテル内レストランを会場に繰り返し何度も行った。） 

レシピコンテスト  プロフェッショナルなシェフや職人、商品企画開発担当者等を対象にした対象産品を

用いたレシピコンテストを行う。対象商品が使われるメニューや商品を増やす。 

レストランやファー

ストフードとのタイ

アップ 

 レストランやチェーンでメニューを出してもらう。やはり食べてもらうのは一般の買い

物客だが、これを機会にそれまで取扱いのなかったレストラン等に対して売り込むき

っかけとする。 

給食関係者への

働きかけ 

 給食関係者に試食等を行い、給食で取り上げてもらえるように働きかけを行う。 

スーパーや小売

業者のディスプレ

イコンテスト 

 当該産品の POP等を用いたディスプレイのアイディアを競う。これによって売り場を盛

り上げてもらう。 

展示会への出展  業界の方向けの展示会への出展、商品の優位性・安全性についてまとめたリーフレ

ットを作成するなどしてバイヤーの方への認知を促すもの。また輸入業者を増やした

り、すでに輸入している企業と共に買い手を探すことも。 

業界関係者の生

産地への招待 

 業界関係者を産地に招待して、業界への理解を促すとともに、購買に繋げる。 

業界関係者との親

睦旅行 

 業界関係者らを生産地以外の国や地域への視察旅行に招き、親睦を深める。 

メディアツアー  業界のメディア関係者らを産地に招待して、記事等を書いてもらうことで、イメージの

向上につなげる。（消費者向けメディアも一緒に招待するケースも。） 

当該国の業界団

体等の活動への

賛助 

 当該国における業界団体（輸入業者協会やレストラン協会）などの活動に対して協賛

し、関係深化をはかる。 
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B to C  

一般向け（B to C）のマーケティング活動としては、一般誌等に対する PR 活動や、テレビ番組タイア

ップ、街頭広告、ウェブサイト、ソーシャルメディア活用等の手法がある。消費者を驚かせ、また喜ばせ

る新奇性のある活動が求められる。 

 

表 6 農林水産物・食品分野での一般向けマーケティング事例 

一般向け活動 B to C 

一般向け PR  一般誌等に対する情報発信 

 大きなイベントや新しい動き等について、記者等を集めてプレス発表を行う。 

 一般誌・新聞等の業界に関する記事のクリッピング（本部に提出する。） 

ウェブサイト  ウェブサイトを通じて情報発信を行う。（業界向けのウェブサイトと兼用して運用する

ケースが多い。） 

TV・ラジオ広告  TV 広告あるいはラジオ広告を流す。 

雑誌・新聞への記

事広告 

 雑誌や新聞等とタイアップして、企画記事を作成してもらう。 

街頭・店頭・電車

広告 

 店頭や電車等、街頭での広告。 

バス・電車・トラッ

ク等のラッピング 

 バス等の外面に広告を大きく表示する。 

店頭での試食・試

飲 

 マネキンを派遣し、スーパー等の店頭で試食・試飲を行ってもらう。 

 

試食・試飲ｾﾐﾅｰ  消費者を招いて、試食や試飲のセミナーを開催する。 

レストラン等でのフ

ェア 

 レストランでフェアを開催する等、新しいメニューに素材を使ってもらい、消費者にア

ピールする。 

料理番組、情報番

組などタイアップ 

 提供素材を使ってもらい、おいしさや安全性等の利点を説明してもらったり、食べら

れる店舗やレストランを紹介してもらう。消費者プレゼントも。 

ラジオやテレビ番

組のスポンサー 

 番組のスポンサーになり、イベントの告知を行ったり、お店等の紹介など。 

クッキングクラスと

のタイアップ 

 クッキングクラスの先生にレシピを考案してもらい、クラスで使ってもらう。あわせてど

うやって品質や安全を確保しているのか、どこで買えるのかなど情報も渡してもらう。 

高級専門店等との

タイアップ 

 高級感をアピールするため、特別な商品を高級店に置き、顧客に丁寧に説明しても

らう。 

イメージキャラクタ

ーの活用 

 芸能人等をイメージキャラクターに活用し、広告塔になってもらうほか、ブログ等でも

良さをなにげなく説明してもらう。 

一般イベントへの

参加 

 マラソンやサッカー等のスポーツイベント等に協賛し、試食を提供したりする。 

スーパーマーケッ

トやデパート等で

のイベント 

 スーパーマーケットやデパートの店頭でお祭りのようなイベントを開催し、消費者の認

知を高める。 

ブログ・フェースブ

ック等を利用した

情報発信 

 ウェブツールを利用し、消費者の認知やロイヤリティーを高める。 

懸賞  消費者プレゼント等の企画。 
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次頁以下に、日本産の農林水産物・食品と競合する事例として、台湾の果実市場（競合：日本産リンゴ・

ナシ・モモ等）、ニューヨークの高級ワイン市場（競合：日本酒）、中国の高級ホテル・レストラン向け水

産物（競合：日本産サケ・ブリ等）で、各国の品目別輸出促進団体の活動事例を挙げた。  
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リンゴ・チェリー関連団体 

 展示会への出展 

 台湾市場の調査と今後の活動に向けた計画立案 

 

 

ナシ・リンゴ関連団体 

 バイヤーの韓国産地への招待 

 試食・PR イベント、「韓流」ブームの活用 

 輸出物流費一部補助 

 ナシ・リンゴの残留問題払拭アピール 

 リンゴ DAILY ブランドの立ち上げ 

 バスラッピング 

 卸売市場の仲卸に対してエプロン配布 

 

 

ワシントン州リンゴ委員会、 

その他ナシ、ブドウ、ザクロ、モモ、チェリー等の団体 

 米国産 5 品種果実合同プロモーションイベント 

（小売店での大規模イベント、栄養講座、記者会見、

POS イベント） 

 フェースブックの活用、レシピ提供 

 小売店でのディスプレイコンテスト 

 消費者調査と懸賞イベント 

 輸入業者との定期的な会合による情報交換 

 

ゼスプリ（キウイフルーツ） 

 ホテル等での卸売業者向けパーティー・講習会 

 テレビ CM、番組タイアップ 

 屋外広告、ベンチ等のラッピング 

 「ロードショー」：小売店での大型の試食イベント 

 卸売市場の仲卸に対してシャツやエプロン等の配布 

 スポーツ・音楽・アートイベント協賛 

 レストランやカフェ・スパ等との提供 

 ウェブサイト運営 

 フェースブックを活用したマーケティング 

 関係業者の親睦旅行・産地見学 
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ワインオブチリ 

 国営航空会社やチリ観光局等とともにメインスポンサ

ーとして、ソーホーの高級なチリ物産店「Puro Chile」

をオープン 

 見本市への参加、個別商談会開催 

 大規模な試飲イベント 

 一般のワイン好きブロガー向けのワインイベント 

 ソムリエ・サミット 

 業界誌広告、ウェブサイトやニュースレター 

 バイヤーやメディアのチリ産地訪問企画 

 

 

ニュージーランドワイングロワラーズ 

 高級ワインショップチェーンで「ニュージーランド

ワイン月」の開催（スタッフのトレーニング、消費

者の試飲、POS 等） 

 ニューヨークワインエキスポへの参加 

 ニュージーランド産ピノノワールの世界（テイステ

ィングセミナー等） 

 ラジオプロモーション 

 米国高級ワイン市場イニシアチブ 

公募の中から 21 ヶ所のワイナリーを選択して、 

米国の高級ワイン市場での地位確立のイベント 

 

フランス各地域ワイン同業者委員会 

 フランスワインキャンペーン 

  消費者への啓もう（広告・メディア・ネット） 

  ソムリエ等への教育活動 

  業界関係者へのサポート 

 高級レストランや卸売業者を招いて、産地別ワイン協

会のためのプロモーション・試飲・商談イベント 

 フェースブックやツイッター、ブログ等のソーシャル

メディア活用（オンライン試飲会、バーチャルワイン

用ブドウ農園見学等） 

 ワイン業界全体の拡大のための他国産ワインとのジョ

イントプログラム 



 

15 

 

23  

 

 

 

 

アワビ、刺身用エビ等高級水産物 

 業界関係者を招いた高級水産物紹介イベント 

 市場調査 

 

 

アラスカシーフードマーケティング協会 

 各都市における小売店での「アラスカシーフードフ

ェスティバル」フェアの開催 

 小売店冷凍魚・鮮魚担当者の教育イベント 

 小売店における米国フードフェアへの参加 

 ホテルや高級レストランでのシーフードショー 

 レストラン業界関係者に対するメニュー提案 

 メニュー開発のためのシェフコンテスト 

 トレード関係者のための会合やレセプションの開催 

 メディアテイスティングイベント 

 メディアキャンペーン 

 消費者テイスティングイベント 

 テレビの料理番組への協賛 

 販売用ウェブサイト開設 

 

ノルウェー水産物審議会 

 市場情報収集・分析 

 高級ホテルでのシェフ向けクッキングイベント 

 高級ホテルでの卸売業者向けイベント・研修会 

 小売店でのサーモン刺身販売イベント 

 ノルウェー産地への招待 

 プレスイベント、デモンストレーション 

 消費者向け・業界向けウェブサイト 

 レシピブック、バッグ、フォルダー等のグッズ提供 

 ソーシャルメディア活用 

 ノルウェーロゴ 

 ジョイントキャンペーン 
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実は多くの品目別輸出促進団体は、1.1.3 節で挙げたような輸出相手国現地での様々なマーケティング活

動の他に、もう一つ非常に重要な役割を持っている。 

それは、国内における業界の調整・支援活動である。 

実際のところ、国内における、輸出向け品質規格の統一や、輸出量調整、輸出業者や生産者への教育普

及、研究開発、政府へのロビー活動は、品目別の輸出を継続的に行って現地の信頼を得ていく上では、現

地における様々なマーケティング活動以上に大切な要素である。特に、残留農薬やトレーサビリティが年々

重要視されている状況にあって、常に輸出業者や生産者らがコミュニケーションをとりながら対策を行い、

有事には即座に対応する仕組みを整えておく必要がある。例えば、チリやニュージーランドの品目別輸出

促進団体の中には、輸出相手国での活動は特に派手に行っていないが、国内での情報共有や研究開発、教

育普及、そして政府へのロビー体制については、きちんと整えているような例もしばしば見受けられる。 

 

表 7 品目別輸出促進団体の国内での活動事例 

 残留農薬プログラムの導入と残留農薬検査実施 

 その他添加物や抗生物質等、食品安全規制関連のプログラム 

 業界で定めた輸出品質基準・サイズ・規格基準の順守 

 各社の輸出量と輸出相手国での在庫量についての情報共有 

 現地相手国の市況等についての情報共有 

 不作時の輸出価格暴騰を防ぐための上限価格の設定 

豊作時の輸出急増を防ぐための輸出数量調整 

 新規市場開拓における共同的アプローチへの協力義務 

 共通ラベル・パッケージの利用 

 業界における GAP 等の導入教育 

 市場アクセス改善に向けた政府へのロビー活動 

 海外有望市場の市場調査 

 技術講習・ワークショップやセミナーの開催 

 持続可能性や社会責任・労働条件整備等に係る調査研究・教育活動 

 輸出市場向けの新品種やポストハーベスト・輸送手段等の研究開発 

 輸出市場向けの作物の「機能性」研究 

 ダンピングや偽ブランド等、他国の輸出体制のウォッチングと改善に向けた政府への働きかけ等 
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品目別輸出促進団体の現地代表における予算には、活動の内容や規模によって数百万円～数億円程度の

大きな差がある。 

一般的には、活動費用全体のうち、約 10%程度が現地代表のコーディネーション費用となり、90%が活

動費用として各種の活動に充てられる。 

また、現地相手国に対するその品目の輸出額との比では、だいたい 1~10%程度の範囲になる。 

また、これらの活動は相手国の文化や社会経済状況によって大きく異なる内容となる上に、相手企業の

協力等や突発的な事情によって左右されるため、予算の使途や変更の制限が少ない「自由度が高い」予算

であることが絶対的に必要である。 

 

品目別輸出促進団体の予算源としては、一般に、一部を各輸出業者や生産者から徴収する賦課金等の民

間資金を活用し、残りを中央、あるいは地方政府からの補助金で賄うことが多い。 

民間資金：賦課金・会費/寄付金 

民間資金源として、最も広く用いられているのは、生産者、又は輸出業者から徴収する義務的な賦課金

である。パッカーや税関の段階で徴収することによって、徴収漏れを防ぎ、フリーライダーの問題を解消

している。こういった義務的な徴収は、1.1.7 節に挙げるような政府の法制度を背景にして、はじめて可能

になる。 

この他に、義務的な賦課金の徴収は行わず、加盟企業が自主的に支払う会費や寄付金を用いているケー

スもある。 

政府資金：補助金 

国と民間資金からの予算配分は、国の補助が全くないケースから、ほぼ全て国の補助金で運営されてい

るケースまで幅がある。例を以下に挙げる。 

 

表 8 国：民間資金の予算配分比率の例 

 ニュージーランドのゼスプリの例では、民間 100%で、国の補助は無し。 

 ノルウェー水産物審議会の例では、税関を通して輸出業者から徴収する輸出税が 100%（一般財源は

活用していない） 。 

 米国の品目別輸出促進団体の例では、基本は政府 50%、民間 50%だが、実際には政府からの補助金

が 90%近くを占める例もある。（ワシントン州リンゴ委員会の例では 70%が政府、30%が民間。アラ

スカシーフードマーケティング協会では 60%が中央政府、20%がアラスカ州政府、20%が民間。） 

 フランスの産地別ワイン同業者委員会では、政府補助金と、EU 補助金が活用できる。団体によって、

補助金をほとんど受け取っていないところもあれば、半分以上を政府や EUに依存している例もある。 

 チリや韓国の団体は、政府依存度が高いとみられるが、毎年決まった予算では無い。 
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品目別輸出促進団体は、その国の輸出において非常に大きな役割を担っており、産業発展に不可欠との

認識から、制度面と資金面の両面から、各国で中央政府によるサポートがあることが一般的となっている。

なお、マーケティングへの支援は WTO 上で緑の政策として国内農業支持の削減対象から除外されている1。 

 

まず、法制度面として、調査対象国の米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェーでは、品目別輸

出促進団体の設立にあたって、それが依拠することのできる法制度を整えていることが特筆される。 

米国ではマーケティングオーダー法や類似の州法、チェックオフ制度がこれに挙げられ、フランスでは

「農業同業者委員会に関する 1975 年７月 10 日法」、ニュージーランドでは農産物賦課金法と各品目に係

る業界法、ノルウェーでは「1990 年魚介・魚介製品の輸出に関する法律」がある。 

もちろん、こういった品目別輸出促進団体の設立は各業界の関係者らの希望と過半数の賛同によって設

立されるのであるが、こういった法制度があることによって、一度団体が成立した際には、生産者あるい

は輸出業者らに、この団体に加盟し、団体が設定したルールに従うことを義務付け、違反に対して罰則を

もってあたることができる。これによって「フリーライダー」や違反業者問題を防いでいる。 

これは、品目別輸出促進団体の設立にあたっての政府支援として、最も望まれる形である。 

ただし、チリや韓国の例ではこういった法制度はまだ導入されていない。チリの農林水産物・食品輸出

では、果実や食肉、水産物の比率が高いが、こういった作物では、大規模輸出業者はすなわち大規模生産

者でもある。このため、十数社から数十社のトップの企業が合意に達すれば、業界の規律を保つことが比

較的容易に行えるため、問題となっていないと思われる。韓国の場合は、品目別輸出促進団体の設立は最

近の事例であるため、今後の動向が注目される。 

 

資金面からは、政府が補助を行っていない例もあるものの、多くの国で政府が、品目別輸出促進団体が

活用できるファンドを提供している。繰り返しになるが、こういったファンドでは、それぞれの品目別輸

出促進団体の活動目的に併せて、多様な形で柔軟に利用できるようになっていることが重要である。 

 

表 9 品目別輸出促進団体の活動を支えるファンドの例 

 米国では、品目別輸出促進団体への政府拠出金が、輸出農林水産物輸出促進予算の大部分を占め、

農業法で金額が示される。ﾏｰｹｯﾄｱｸｾｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（MAP）や海外市場開拓ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（FMDP）等がある。 

 フランスでは、フランスアグリメールを通じ、フランス政府及び EU のファンドが利用可能である。 

 ニュージーランドでは、基本的に政府補助は少ないが、一部にワイン協会等に資金提供する例もあ

り、品目別輸出促進団体も利用できる多目的ファンドがある。 

 チリでも、水産・食品加工業の分野別アプローチとしてファンドがある他、産業育成のためのその

他ファンドも活用可能である。 

 また、韓国でも品目団体活動資金支給、物流費補助、政府予算での産学提携支援をしている。 

                                                      
1
 WTO 農業交渉において、国内農業支持を黄（青・緑以外の全ての農業支持で、削減対象）、青（生産調整を伴った生

産支援策）、緑（①調査研究②病害虫管理③普及④マーケティング及びプロモーション⑤インフラについては削減対象

から除外）の三種に分類している。 
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最後に一点付け加えるが、品目別輸出促進団体は、業界の個別企業に義務的に課された賦課金や、政府

予算をベースに活動しているため、輸出相手国でのジェネリックマーケティングの成果について、活動効

果の測定を定期的に行い、活動の継続の是非や、活動内容の調整を行っている例が多い。 

活動効果の測定をきっちり行う例では、個別の活動毎に、参加者数や売上高増加率等の数値指標を用い

て評価を行うと共に、毎年あるいは数年に一度、総体的な活動全体の効果についても、第三者機関に委託

して質的・量的な評価を行う。 

ただし、活動規模が非常に小さい事例では、こういった評価活動を行っていない団体もある。 

 

表 10 活動効果の測定・評価事例 

 例えば米国では、補助金支給の条件として、数年に一度、輸出相手国でのマーケティングの成果や

方針等についての評価活動を実施することが義務付けられている。この評価活動には、数値的な輸

出額の増加目標や、小売イベントでの販売高、イベント参加者へのアンケート等の数値目標だけで

なく、民間の調査会社等の第三者機関に委託して、輸出相手国の輸入業者や小売業者に対して実際

にヒアリングを行い、どのような効果があったか、活動の効率性はどうであったか、どのように改

善すべきか等の様々な観点から評価と改善案についての提案を求めるものである。場合によっては、

こういった評価の結果、活動実績がはかばかしくないと判断された場合、現地代表を委託していた

広告代理店を解任し、新しいところを探す等の必要が出てくる。こういった評価活動はまた、業界

団体にとっても輸出促進戦略を見直す良い機会となる。 

 フランスでは、ワイン等の品目別輸出促進団体の活動の多くを、SOPEXA が担っているが、SOPEXA

では、小売や試飲イベントについては実際の売上向上に対する直接の数値的成果を評価し、メディ

アキャンペーン等については露出度等の貢献度を総合的に評価する仕組みを取り入れている。 

 ノルウェー水産物審議会（NSC）の場合は、事業の評価はプロジェクト毎、年間計画、中期戦略等各

段階で行われ、数値化できる目標が設定されている場合が多い。例えば大きなキャンペーンを実施

した場合には、販売額、リーフレット配布数、消費者のアクセス数などを指標とし、やはり第三者

機関となる現地のコンサルタント等に調査を委託して、質的・定量的評価を行う。また、年に一回、

消費者調査を行ってノルウェー産水産物への認知度がどれくらい向上したかを常にモニターしてい

る。 

 ニュージーランドのゼスプリの例では、ゼスプリの監視機構として、生産者らの代表がメンバーと

なる理事組織を形成している。ここが、ゼスプリの輸出やマーケティング活動の監督をする形とな

っている。 

 韓国水産物貿易協会（KFTA）でのプログラム評価は、年度末に開かれる事業ごとの評価会議で行わ

れる。ただし、明確な評価基準はなく、会員企業との話し合いにより良かった点や反省点を洗い出

し、反省点については改善方法を決めるに留まっている。また、評価会議に加えて会員企業にアン

ケートを取り、集められた意見は来年度事業に反映される。 
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1.2  

品目別輸出促進団体の他に、輸出相手国で広く活動がみられるのは、農林水産物・食品の品目横断的な

活動や、様々な側面的サポート、中小企業への個別支援を行うために、政府が設立した官制の輸出促進組

織で、海外現地事務所を有するような団体である。日本のジェトロに近い機能を持つ団体として理解され

たい。こういった団体について、本稿では「輸出支援機関」と呼ぶこととする。 

本事業の調査対象国で輸出支援機関にあたるのは、以下の団体である。 

 米国農務省海外農務局（FAS）と海外事務所（ATO 等）、地域別輸出協会（WUSATA 等計 4 ヵ所） 

 フランス食品振興会（SOPEXA）、フランス企業振興機構（UBIFRANCE） 

 ニュージーランド貿易経済推進庁（NZTE） 

 イノベーションノルウェー（IN） 

 韓国農水産物流通公社（aT）、大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 

 チリ外務省輸出振興局（ProChile） 

 

 

輸出支援機関は、いずれも国による設立で、果たす機能としては類似している面が多いが、組織基盤に

ついては、政府内局であるか、独立法人であるか、といった違いが若干みられる。 

フランス食品振興会（SOPEXA）は、既に完全に民営化され、独立採算制となって、他国の産品も扱え

るようになって、前述の通り広告代理店として機能している。このため他の輸出支援機関と性格は大きく

異なるものの、現在もフランス食品全体を扱った事業等も扱い、あるいは企業支援等も一部で行っている

ので、便宜上、本稿では「輸出支援機関」の一つとして扱うこととした。 

米国農務省海外農務局（FAS）は農務省の一部局、またニュージーランド貿易経済促進庁（NZTE）と

チリ外務省輸出振興局（ProChile）は、いずれも外務省の一部局という位置づけであり、海外事務所は在

外公館のいわゆる「商務部」という扱いとなっている。 

フランス企業振興機構（UBIFRANCE）、イノベーションノルウェー（IN）、韓国農水産物流通公社（aT）

と大韓貿易投資振興公社（KOTRA）については、政府の傘下にある独立行政法人として活動しており、

日本のジェトロに近い位置づけである。 

 

本稿で取り上げる輸出支援機関には、農林水産物・食品へ特化した機関と、工業製品やサービス貿易等

も担う総合的輸出支援機関とがある。 

表 11 農林水産物・食品への特化の有無 

農林水産物・食品専門輸出支援機関 総合的輸出支援機関（貿易・投資促進機関） 

米国農務省海外農務局（FAS） 

フランス食品振興会（SOPEXA） 

韓国農水産物流通公社（aT） 

仏企業振興機構（UBIFRANCE）、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ貿易経済推進庁（NZTE） 

イノベーションノルウェー（IN）、大韓貿易投資振興公社（KOTRA） 

チリ外務省輸出振興局（ProChile） 
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輸出支援機関は一般に、本部の各部局（情報収集や品目別支援担当、中小企業担当、国別担当等に分か

れる）に加えて、国内の各地域からの輸出を地域レベルでサポートするための国内各地に設置された国内

地域事務所、さらに輸出相手国での活動を現地でサポートするための海外現地事務所から成る。 

 

 

図 3 輸出支援機関の組織 

 

 

海外事務所数は 2011 年時点で最も少ない韓国農水産物流通公社（aT）が 10 ヵ所、最も多いフランス企

業振興機構（UBIFRANCE）が 65 ヶ所である。平均的には 30～40 ヶ所程度の拠点を有し、主要市場か

ら新興市場まで幅広く押えている。 

米国農務省海外農務局（FAS）の海外事務所は、在外公館の「農務部」扱いである。本国から派遣され

る外交官身分を持つ農務官の他に、経験の深い専門スタッフを多く現地雇用している。ニュージーランド

貿易経済促進庁（NZTE）とチリ外務省輸出振興局（ProChile）では、海外事務所は在外公館の「商務部」

扱いである。いずれも外交官身分を持つ商務官が本国から派遣されるほか、各種の活動実施を実際に担う

現地雇用のスタッフを採用している。NZTE は重点国では十数名を雇用して充実したサポートを行ってお

り、ProChile では現地雇用は 2～4 人程度と少ないが、商談サポートを中心に機動的な活動をしている。 

UBIFRANCE や aT、KOTRA、SOPEXA 等の機関は、独立行政法人、あるいは民間企業として、大使

館内の商務部や農務部とは別に、現地に独立した事務所を構えている。 

 

ほとんど全ての団体が、地域産業をサポートするために、国内の各地に地域事務所を設けている。 

ただし米国農務省海外農務局（FAS）はこれを持たないため、4 つの地域別に地域別輸出協会（WUSATA

等）を設けている。地域別輸出協会は組織基盤としては、管轄する複数の州政府が設立する独立法人とな

っているが、FAS の地方組織のような形で中小企業支援を主体とする活動を行っており、他の団体の地域

事務所と類似の役割を果たしている。 

輸出支援機関本部 

本部部局 

情報収集部局 

品目・分野別部局 

中小企業支援部局 

地域・国別部局 

その他 

国内地域事務所 

地域A 

地域B 

地域C 

等 

海外現地事務所 

国A 

国B 

国C 

等 
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輸出支援機関による輸出促進サポートは、輸出にまだ興味のない国内産地や企業に対する動機づけから、

輸出経験の浅い中小企業の強化支援、実際に輸出経験のある企業等に対する輸出相手国での個別ブランド

の販売促進活動、国全体に対するイメージの総合的向上のための活動実施等の各段階に亘る。下図のよう

にまとめられる。 

 

 

図 4 輸出支援機関の自国における活動と輸出相手国における活動の区分 

 

以下では、輸出相手国における活動と、自国における活動の二つに区分して、輸出支援機関の主な役割

をとりまとめる。 

また、一か国に複数団体がある場合（例えば、フランスで食品振興会（SOPEXA）と企業振興機構

（UBIFRANCE）など）は、これらの活動をそれら複数機関の間で適宜分担して活動を行っている。 

 

輸出相手国における活動では、輸出支援機関の海外事務所が主体となる。品目別輸出促進団体の場合と

同じく、大枠の方針は本部事務所が示し、具体的な活動については現地の海外事務所で企画・実施すると

いう場合が多く、やはり現地の事情をどれだけ丁寧に汲み取りながら、活発で有益な活動が行えるかとい

う点が成功のカギとなる。 

大きく分けて、a) 国全体のカントリーイメージ向上のための活動と、b) 中小企業や団体に対する支援、

c) 品目別輸出促進団体に対する支援、d）現地情報の収集・分析の 4 つの活動がみられる。 

ただし、国と団体によって、これらのそれぞれの支援の重要度は大きく異なっている。 

  

輸出市場の情報提
供やワークショッ
プ開催、見本市や
セミナーの紹介な
どの支援 

輸出障壁を軽減し、
実際に輸出に繋げ
るサポート 

－商談サポート 

－商材開発 

－技術力向上 

－ｺｰﾁﾝｸﾞ 

 

 

輸出経験のある企
業や協会に対して、
新規顧客獲得や 
販路拡大 
等のサポート 

   + 

国全体のカントリ
ーイメージ向上等
の総合的活動 

 

 

輸出に興味が無い 

生産者・企業等へ 

動機づけ 

輸出経験の浅い 

中小企業の 

強化支援 

輸出相手国での 

販売促進活動 

自国における活動 輸出相手国における活動 
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a) 全体的な農産食品全体のカントリーイメージ向上のための活動 

輸出支援機関による輸出相手国での活動のうち、全体のカントリーイメージを向上させるための活動は、

品目別輸出促進団体が担えない、輸出支援機関に特異的な活動である。以下のような活動事例がある。た

だし、フランスや米国はこういった活動を重視しているが、ニュージーランドは具体的効果が少ないとし

てほとんど行っていない。 

 国際展示会ブースの運営 

 総合農産物フェア、食文化フェア 

 ウェブサイト運営、情報発信 

 その他 PR、広告、企業ディレクトリー提供等 

b) 中小規模企業・団体等に対する支援 

また、輸出実績の少ない中小規模の企業や団体が、海外で新しい顧客を見つけたり、現地の専門家から

アドバイスを受けたりすることによって、輸出拡大につなげる活動も広く行われている。多くの場合、中

小企業に対してはブランドマーケティングもサポートする。以下のような活動事例がある。 

 商談支援 

 個別ブランドマーケティングに対するファンド提供 

 現地の農産物市場専門家によるコンサルテーション 

 現地での輸出に係る法律・国際規制、投資環境等のコンサルテーション・情報提供 

 その他個別カスタマイズサービス 

c) 品目別輸出促進団体の活動支援 

フランスの SOPEXA をはじめ、イタリアやスイス等の欧州の輸出支援機関は、現地代表を担ういわば

広告代理店としての機能を持っているケースがある。ただし、欧州の輸出支援機関を除けばこういったサ

ービスを行っている所は少ない。 

ただし、多くの輸出支援機関も、品目別輸出促進団体に対して、輸出実績が少ないために現地代表を置

いてない新興国市場や新規開拓市場等における活動については、上記②の中小企業支援と同じく、商談開

催支援や、コンサルティング、情報サービス等を提供している。 

d) 情報収集・分析 

また、現地市場の需給や市況等の情報収集と分析を常時行って、広く情報提供を行っている団体が多い。 

e) 活動効果の分析 

多くが税金で運用されている団体であるため、輸出相手国における活動効果の分析を厳密に行うことで、

費用対効果を明確に示すようになってきている団体が多い。ただし、国によって方式はそれぞれ異なる。

例えば、ニュージーランドの NZTE は「直接経済インパクト」をプログラムごと及び全体の評価基準とし

ており、これは実際の輸出契約や輸出合意書の数と金額とプログラムにかかった費用を比較し、数値化し

たものである。フランスの SOPEXA は小売イベント等については売上高や参加者数等の指標を評価基準

とし、国のイメージ戦略等では露出度重視のために金額や数値指標は用いていない。  
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自国における活動は、輸出支援機関の本部事務所及び国内地域事務所が主体となって実施する。 

輸出支援機関は、輸出に興味が無い、あるいは輸出実績が少ない企業や産地に対しては、輸出に対する

興味を喚起し、また輸出に向けた支援を行うために、これら企業や産地に対して積極的に情報提供やセミ

ナー、コーチングの提供とのプログラムを実施している。 

また、NZTE や ProChile 等の一部の輸出支援機関は、企業側からのアプローチを待つだけでなく、国

内の有望企業を主体的に発掘し、集中的にサポートをするような機能も持つ。 

また、スムーズな輸出に繋げるためには、国内から海外現地での活動に至るまでのシームレスなサービ

スの提供が求められるため、本部事務所・国内地域事務所、海外現地事務所は常に連絡を密にし、情報を

共有することが必要である。 

 

 輸出市場や見本市等の情報提供 

 各種支援制度等の情報提供 

 ワークショップやセミナーの開催 

 国内の輸出専門家によるコーチング 

 商材開発や技術力向上プログラム 

 国内有望企業の発掘 
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1.3  

次頁見開き表に、調査対象国の輸出促進体制についてとりまとめた。 

次章以下で、米国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、チリの各国の状況について、詳

しく説明していきたい。 
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  日本 米国 フランス ニュージーランド ノルウェー 韓国 チリ

農林水産物・食品輸出額 （2010年） 4580億円 10兆8550億円 5兆9390億円 1兆6630億円 8710億円 4910億円 1兆2390億円

総輸出における農林水産物・食品輸出シェア 0.7% 9.6% 13.2% 61.0% 7.5% 1.2% 19.9%

主要輸出産品

歴史的経緯 - 1950年代から農産物余

剰により日本をはじめと
する新規市場開拓のた
めに輸出促進政策本格
化。

農産物余剰とEU共通市
場形成を機に、1961年に
はSOPEXA設立、包括的
輸出促進活動振興へ。

1970年代から英国以外

の市場開拓のために
ボードを活用した輸出促
進、1980年代末以降ボー
ドは民営化。

水産資源保護の厳格化
と水産物輸出促進を並行
して行うため、1991年に
NSEC(現NSC)設立へ。

UR対策のため1990年初

頭から食肉・果実野菜の
輸出促進へ。FTA締結等
に向け2000年代に促進
活動本格化。

1960年代より経済発展基

盤としての輸出志向型農
水産業育成開始、1974
年にProChile設置。

政府輸出促進関連省及び
傘下の関連行政法人等
うち、青色は輸出支援機関

（なお輸出支援機関には政府部
局・行政法人・民間*を含む）

• 農林水産省
• 経済産業省

- JETRO

• 農務省
-海外農業局(FAS)

• 食料農業漁業省
- FranceAgriMer
- SOPEXA*
- ADEPTA
- CENECA

• 経済産業雇用省
- UBIFRANCE

• 外務貿易省
- NZTE

• 農林省
• 水産省
• 経済発展省
• 食品安全機構

• 漁業省
- ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会

• 農業食料省
• 貿易産業省

- Innovation Norway 
(IN)

• 農林水産食品部
- aT

• 知識経済部
- KOTRA
-韓国食品研究院

• 外務省
- ProChile

• 農業省
- ODEPA

• 経済発展観光省
- CORFO
-水産庁

政府の国庫からの輸出促進予算
推計**
（2010年又は2011年）

12億円(農林水産省
*22年度当初予算)
7億円(経済産業省
*JETRO23年度推計)

202億円(農務省)
輸出信用供与事業を除く。

40億円(食料農業漁業省)
(但し、一部国内消費促進含む。)

3~5億円(経済産業雇用省)

45億円(EU補助)
(但し現在のところ完全には消化され
ていない)

82億円(外務貿易省)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。この他
に経済発展省に汎用基金有
り。

4 億円(農業食料省)
なお、NSCの活動資金40億円

は全て輸出業者から輸出税
で徴収。農業食料省予算は
輸出加工食品への価格補助。

na (貿易産業省)

93億円(農林水産食品部)

農食品輸出拡大予算から融資基
金を除き、韓食世界化戦略を加
えたもの。活用可能な基金も有。

na（知識経済部）

22億円(外務省・農業省)
ProChileへの外務省・農務省
拠出の計44億のうち半分とし
て。この他にCORFO等基金有
り。

農林水産物・食品輸出額との比較 0.41% 0.19% 0.13% 0.49% 0.05% 1.89% 0.18%

輸出支援機関の農林水産物・食品
輸出促進予算（各団体や民間企業
からの拠出金を含む）
（2010年又は2011年）

７憶円 (JETRO)
*23年度推計(新聞記事より)

202億円(FAS)
輸出信用供与事業を除く。

73億円(SOPEXA)
政府・民間・各種団体からの

委託費で運営

3~5億円(UBIFRANCE)
農林水産食品関連で

82億円(NZTE)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。民間か
らの拠出金はごくわずか。

8.5億円(IN)
ただし人件費を除く。漁業省
海産価値創造プログラム。こ
のほか各種ローンプログラム

等あり。

67億円(aT)
この他資材費・物流費補助及

び低利融資基金有り

na(KOTRA)

22億円(ProChile)
民間からの拠出は
ごくわずか。

輸出支援機関海外現地事務所数 73ヶ所(JETRO) 57ヶ所(FAS) 42ヶ所(SOPEXA) 
76ヶ所(UBIFRANCE)

37か所(NZTE) 34ヶ所(IN) 10ヶ所(aT) 
111ヶ所(KOTRA)

52ヶ所(ProChile)

輸出支援機関国内地域事務所数 38ヶ所(JETRO) 4つの
地域輸出促進団体

各地にワイン専門家(SOPEXA)

23ヵ所 (UBIFRANCE)
9ヶ所(NZTE) 15ヶ所(IN) 11ヶ所(aT) 

na (KOTRA)
14ヶ所(ProChile)

品目別輸出促進団体 - 約70団体
（FASコーポレーター）

74団体
（農産物同業者委員会）

ただし、海外現地での輸出促
進活動に携わっていない団体

を含む。

約15～20団体
業界団体と民間企業(民営化

された旧農業公社)
を含む

1団体(NSC)のみ 18団体
（農林水産食品部支援の農
産物・食品輸出組織）

約15～20団体
但し海外現地での活動実績は少

ない。

品目別輸出促進団体関連法制度 - 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務有り） 無（自主的参加） 無（自主的参加）

本事業で調査対象とした
品目別輸出促進団体
[輸出促進予算・海外拠点・本部ｽﾀｯﾌ
数]

- ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会
[4.7億円・14ヶ所・9人]
ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会

[6.6億円・5ヶ所・19人]
米国食肉輸出連合会
[32億円・12ヶ所・28人]

ﾍﾞﾙｼﾞｭﾗｯｸﾜｲﾝ同業者委員会

[2200万円・無・12人]
フランス穀物輸出協会

[2億円・4ヶ所・4人]

ゼスプリ(キウイ)
[60億円・17ヶ所・na]
フォンテラ（乳製品）

[na・50ヶ国・na]
ﾋﾟｯﾌﾟﾌﾙｰﾂﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

[2.8億円・無・na]

ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会
[40億円・11ヶ所・21人]

韓国農林食品輸出入組合

[na・無・5人]
韓国水産貿易協会

[2億円・無・7人]
韓国ナシ輸出組合

[na・無・na]

ワイン・オブ・チリ
[na・2ヶ所・6人]
サーモン・チリ

[na・無・27人(業務全て)]

ASOEX(果実)
[na・2ヶ所・60人(業務全て)]

注）

農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HSコード1～24、44の計、88.09円/ドルで換算
na : 不明

*SOPEXAは既に民営化されている。
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴むためという形で利用されたい。
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農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HS コード 1～24、44 の計、88.09 円/ドルで換算 
na : 不明 
*SOPEXA は既に民営化されている。 
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴
むためという形で利用されたい。 
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日本 米国 フランス ニュージーランド ノルウェー 韓国 チリ

農林水産物・食品輸出額 （2010年） 4580億円 10兆8550億円 5兆9390億円 1兆6630億円 8710億円 4910億円 1兆2390億円

総輸出における農林水産物・食品輸出シェア 0.7% 9.6% 13.2% 61.0% 7.5% 1.2% 19.9%

主要輸出産品

歴史的経緯 - 1950年代から農産物余

剰により日本をはじめと
する新規市場開拓のた
めに輸出促進政策本格
化。

農産物余剰とEU共通市
場形成を機に、1961年に
はSOPEXA設立、包括的
輸出促進活動振興へ。

1970年代から英国以外

の市場開拓のために
ボードを活用した輸出促
進、1980年代末以降ボー
ドは民営化。

水産資源保護の厳格化
と水産物輸出促進を並行
して行うため、1991年に
NSEC(現NSC)設立へ。

UR対策のため1990年初

頭から食肉・果実野菜の
輸出促進へ。FTA締結等
に向け2000年代に促進
活動本格化。

1960年代より経済発展基

盤としての輸出志向型農
水産業育成開始、1974
年にProChile設置。

政府輸出促進関連省及び
傘下の関連行政法人等
うち、青色は輸出支援機関

（なお輸出支援機関には政府部
局・行政法人・民間*を含む）

• 農林水産省
• 経済産業省

- JETRO

• 農務省
-海外農業局(FAS)

• 食料農業漁業省
- FranceAgriMer
- SOPEXA*
- ADEPTA
- CENECA

• 経済産業雇用省
- UBIFRANCE

• 外務貿易省
- NZTE

• 農林省
• 水産省
• 経済発展省
• 食品安全機構

• 漁業省
- ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会

• 農業食料省
• 貿易産業省

- Innovation Norway 
(IN)

• 農林水産食品部
- aT

• 知識経済部
- KOTRA
-韓国食品研究院

• 外務省
- ProChile

• 農業省
- ODEPA

• 経済発展観光省
- CORFO
-水産庁

政府の国庫からの輸出促進予算
推計**
（2010年又は2011年）

12億円(農林水産省
*22年度当初予算)
7億円(経済産業省
*JETRO23年度推計)

202億円(農務省)
輸出信用供与事業を除く。

40億円(食料農業漁業省)
(但し、一部国内消費促進含む。)

3~5億円(経済産業雇用省)

45億円(EU補助)
(但し現在のところ完全には消化され
ていない)

82億円(外務貿易省)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。この他
に経済発展省に汎用基金有
り。

4 億円(農業食料省)
なお、NSCの活動資金40億円

は全て輸出業者から輸出税
で徴収。農業食料省予算は
輸出加工食品への価格補助。

na (貿易産業省)

93億円(農林水産食品部)

農食品輸出拡大予算から融資基
金を除き、韓食世界化戦略を加
えたもの。活用可能な基金も有。

na（知識経済部）

22億円(外務省・農業省)
ProChileへの外務省・農務省
拠出の計44億のうち半分とし
て。この他にCORFO等基金有
り。

農林水産物・食品輸出額との比較 0.41% 0.19% 0.13% 0.49% 0.05% 1.89% 0.18%

輸出支援機関の農林水産物・食品
輸出促進予算（各団体や民間企業
からの拠出金を含む）
（2010年又は2011年）

７憶円 (JETRO)
*23年度推計(新聞記事より)

202億円(FAS)
輸出信用供与事業を除く。

73億円(SOPEXA)
政府・民間・各種団体からの

委託費で運営

3~5億円(UBIFRANCE)
農林水産食品関連で

82億円(NZTE)
NZTE予算計164億のうち半分

を農産物向けとして。民間か
らの拠出金はごくわずか。

8.5億円(IN)
ただし人件費を除く。漁業省
海産価値創造プログラム。こ
のほか各種ローンプログラム

等あり。

67億円(aT)
この他資材費・物流費補助及

び低利融資基金有り

na(KOTRA)

22億円(ProChile)
民間からの拠出は
ごくわずか。

輸出支援機関海外現地事務所数 73ヶ所(JETRO) 57ヶ所(FAS) 42ヶ所(SOPEXA) 
76ヶ所(UBIFRANCE)

37か所(NZTE) 34ヶ所(IN) 10ヶ所(aT) 
111ヶ所(KOTRA)

52ヶ所(ProChile)

輸出支援機関国内地域事務所数 38ヶ所(JETRO) 4つの
地域輸出促進団体

各地にワイン専門家(SOPEXA)

23ヵ所 (UBIFRANCE)
9ヶ所(NZTE) 15ヶ所(IN) 11ヶ所(aT) 

na (KOTRA)
14ヶ所(ProChile)

品目別輸出促進団体 - 約70団体
（FASコーポレーター）

74団体
（農産物同業者委員会）

ただし、海外現地での輸出促
進活動に携わっていない団体

を含む。

約15～20団体
業界団体と民間企業(民営化

された旧農業公社)
を含む

1団体(NSC)のみ 18団体
（農林水産食品部支援の農
産物・食品輸出組織）

約15～20団体
但し海外現地での活動実績は少

ない。

品目別輸出促進団体関連法制度 - 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務化可能） 有（拠出義務有り） 無（自主的参加） 無（自主的参加）

本事業で調査対象とした
品目別輸出促進団体
[輸出促進予算・海外拠点・本部ｽﾀｯﾌ
数]

- ﾜｼﾝﾄﾝ州ﾘﾝｺﾞ委員会
[4.7億円・14ヶ所・9人]
ｱﾗｽｶｼｰﾌｰﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会

[6.6億円・5ヶ所・19人]
米国食肉輸出連合会
[32億円・12ヶ所・28人]

ﾍﾞﾙｼﾞｭﾗｯｸﾜｲﾝ同業者委員会

[2200万円・無・12人]
フランス穀物輸出協会

[2億円・4ヶ所・4人]

ゼスプリ(キウイ)
[60億円・17ヶ所・na]
フォンテラ（乳製品）

[na・50ヶ国・na]
ﾋﾟｯﾌﾟﾌﾙｰﾂﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

[2.8億円・無・na]

ﾉﾙｳｪｰ水産物審議会
[40億円・11ヶ所・21人]

韓国農林食品輸出入組合

[na・無・5人]
韓国水産貿易協会

[2億円・無・7人]
韓国ナシ輸出組合

[na・無・na]

ワイン・オブ・チリ
[na・2ヶ所・6人]
サーモン・チリ

[na・無・27人(業務全て)]

ASOEX(果実)
[na・2ヶ所・60人(業務全て)]

注）

農林水産物・食品輸出額 出所：ICT、HSコード1～24、44の計、88.09円/ドルで換算
na : 不明

*SOPEXAは既に民営化されている。
**政府予算は予算計上方法や公表方法が各国大きく異なるため、プロマーが様々な資料から大枠を推計したものであり、金額のイメージを掴むためという形で利用されたい。
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2  
 

本章では、米国の農林水産物・食品の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 2.1 節で米国の農産物・食品の輸出

概況を示し、続いて 2.2 節において米国の農産物輸出促進とそれを支える官民の機構について示す。次いで 2.3 節では、

政府組織及び輸出支援機関として米国農務省海外農務局（FAS）を挙げる。最後に品目別輸出促進団体の活動事例とし

て、2.4～2.6 節において、ワシントン州リンゴ委員会（WAC）、アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）、米

国食肉輸出連合会（USMEF）について説明する。 

2.1  

米国は世界最大の農林水産物・食品輸出国で、2010 年の輸出額は 1,232 億ドル（約 10 兆 9 千億円、米

国総輸出額のうち 9.6%）である。世界的な農産物価格の高騰、NAFTA の完全発効によるカナダ・メキシ

コへの輸出増、中国やインド等の新興アジア諸国に対する輸出増等に後押しされ、2000 年代後半に入って

農産物輸出を大きく伸ばしている。 

品目別には、油糧種子（主に大豆）が 17.8%、穀物（主に小麦・コーン）が 16.3%で、これらの耕種作

物が輸出増を牽引している。次いで、食肉（主に牛肉・牛肉）が 9.8%、果実・ナッツが 8.2%、残留物・

飼料が 6.8%、木製品が 5.7%と続いている。 

 

図 5 米国の農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 

国別には、カナダが最大の輸出相手国であり、メキシコが 2 位である。いずれも NAFTA 加盟国で、

NAFTA の全面的発効が米国の利益に役立っている。次いで EU、日本が主要相手国であるが、中国、韓

国といった日本以外のアジア諸国、そしてロシアが急速に成長しており、米国農産物輸出の新たな市場と

なることが期待されている。 
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2.2  

 

米国では、1950 年代から農産物の輸出促進のための機構として米国農務省の下に海外農務局（FAS）が

置かれており、世界中の穀物や油糧種子、果実等の需給やマーケット情報を収集・分析し、世界主要地域

の海外事務所の運営をしているほか、品目別輸出促進団体に補助金を支給するなど、米国産の農産物輸出

に対して、全般的・包括的な支援を行っている。 

FAS による輸出促進施策の中心をなすのは、マーケットアクセスプログラム（MAP）と海外市場開拓

プログラム（FMDP）という二つの品目別輸出促進団体等への資金提供プログラムである。支援先には、

食品や農産物の生産者や輸出業者による品目別輸出促進団体や協同組合等が含まれるが、まとめて「コー

ポレーター（協力者）」と呼ばれている。米国では「米国の輸出拡大プログラムでの最大の強みは、FAS

とコーポレーターのつながりである」と強く認識されており、FAS とコーポレーターの間でよく連携がと

られている。FAS 本部は補助金の配分を通じ、対象国や品目の重要性についての方向性を提示し、監督を

行うが、実際にそれぞれの品目の輸出促進が、どこで、どのように実施されるかに関しては、コーポレー

ターが決定し、計画を立て、活動に必要な人員と資金を確保し、実施し、活動経過を管理する。 

実績の少ない小規模な団体や民間企業に対しては、FAS は地域別に 4 つの地域輸出促進団体を設立して

おり、ここを通じて地域別の活動や、個別ブランドの輸出促進活動に対しても支援を行っている。 

 

現在「コーポレーター」と呼ばれている米国の農林水産物輸出に係る品目別輸出促進団体の多くは、1937

年に成立した連邦法である「農産物マーケティング協定法（Agriculture Marketing Agreement Act of 

1937）」およびその他の州法に基づいた出荷流通制度である「マーケティングオーダー（Marketing 

Orders）」、あるいは、協定に基づく出荷流通制度である「マーケティング協定（Marketing Agreements）」

等に基づいて設立されており、これによってチェックオフ（Checkoff）2等と呼ばれる義務的な賦課金を生

産者らから収集し、輸出促進活動の財源としている。 

米国では、第一次大戦後に世界的な穀物過剰によって農産物価格が大きく下落したことにより、農場経

営が急速に悪化、これが米国で 1929 年以降の深刻な不況の一因につながった。これに対処するために、

連邦政府は 1933 年に農産物価格安定と農家救済のために「1933 年農業調整法」を策定、小麦、トウモロ

コシ、綿花、食肉、牛乳などの生産調整と価格支持を開始した。価格安定のための出荷量調整は、従来の

任意参加の協同組合形態ではフリーライダーが生じる問題があるため、生産者が強制的に加盟する流通制

度の設立を行うことができるようになった。この強制参加制度は、当初は主に農産物出荷量の調整を行う

ことによる不況対策の一環の暫定的制度として立ち上げられたが、1937 年にマーケティング協定法が策定

されるに至ってこの義務的な出荷流通制度が恒久的な制度となった。その後、この制度が農産物流通制度

改善のために様々に活用されるようになる。3  

また連邦政府と同時期に、州レベルでも類似した法制度が策定された。州レベルで立法された制度は、

                                                      
2
 州法に基づく賦課金は、主に「課税（Tax）」、「賦課金（Levy）」、「協賛金（Assessment）」等と呼ばれているが、連邦

レベルと同じく「チェックオフ（Checkoff）」と呼ぶ場合もある。 
3
 (桜井 1982, pp.167–189) 
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量的出荷調整を主とする連邦政府とは若干異なり、設立当初からサイズや等級、広告・販促等のいわば州

産品のブランド化が主目的であった。連邦政府におけるマーケティング協定法制定に二年先立つ 1935 年

には、フロリダ州政府が消費拡大のための生産者に対する課税制度（出荷箱あたりの課税）を法制化し、

その運用のための機関であるフロリダ州柑橘局（Florida Citrus Commission）を設立した。これが米国

における農産物プロモーションのための賦課金制度の初めてのケースであると考えられている。次いで

1937 年にはカリフォルニア州でカリフォルニアマーケティング法（California Marketing Act）が制定さ

れて、同年にはワシントン州でも州法に基づきりんごの消費拡大のために、生鮮りんごの出荷に対する賦

課金制度が導入された。 

マーケティング協定やマーケティングオーダーで実施される内容としては主に、①出荷量の規制、②サ

イズ・等級、③包装・容器の規制、③広告・販売促進、④調査研究、⑤不正取引の禁止、の 5 点が含まれ

ている。当初、連邦のマーケティング協定法では、連邦レベルでのマーケティングオーダーでは①出荷量

の規制が最も主要な要素であり、③広告・販売促進は含まれてこなかった。4 

1940 年代末から 1950 年代にかけて、米国の農産物生産が国内市場での需要を恒常的に上回るようにな

り、一方で戦後復興によって欧州等での農業生産も回復、余剰農産物輸出促進のための新規市場開拓が不

可欠との認識が強まったことから、1953 年に米国農務省の一機関として、海外市場と各国の需給情報を収

集するために海外農務局（Foreign Agricultural Service – FAS）が設立された。海外市場開拓のための資

金支援である海外市場開拓プログラム（FMDP）は、設立 2 年後の 1955 年から既に実施されている。 

同時にこの時期、第二次世界戦後の日本での需要を開拓する動きが強まり、新しい市場である日本を攻

略するためのマーケティング活動が必要であることが認識され、これが品目別輸出促進団体の設立に繋が

っていった。例えば米国を代表する大規模なコーポレーターの一つであるアメリカ穀物協会は、1959 年に

台風で甚大な被害を受けた山梨県の養豚業界に対して、アイオワから 36 頭の豚及びそれの飼養に必要な

飼料を寄贈した「ホッグリフト」と呼ばれるプロジェクトがきっかけとなって、1960 年に設立された5。

また、米国食肉輸出連合（USMEF）の成立は 1976 年であるが、これは 1975 年に FAS 職員の勧めで全

米肉牛生産者協会（NCA）の視察団が豪州への視察ツアーのついでに日本に立ち寄り、日本での需要拡大

の可能性を見て輸出推進のための団体設立に至ったもので、協会設立の翌 1977 年には USMEF 初の海外

事務所が東京に設立されている6。 

こういった品目別輸出促進団体の動きをサポートするために、1978 年農産物貿易法に基づいて、マーケ

ティング及びプロモーション活動を積極的に行えるよう、品目別輸出促進団体や地域別団体、小規模ビジ

ネス支援する目的で、マーケットアクセスプログラム（MAP）が 1978 年に開始され、現行の輸出拡大プ

ログラムの基礎が形作られた。 

  

                                                      
4
 (桜井 1982, pp.167–189) 

5
 (USDA FAS 2008) 

6
 (USDA FAS 2009) 
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/  

また 1980 年代以降、連邦レベルの団体でも賦課金制度が広く用いられるようになった。輸出価格に対

する補助金の支給が制限されるようになったため、海外市場での価格以外の面でのマーケティング活動が

より重視されるようになり、国内外でのジェネリックプロモーションや海外市場調査等の活動を充実させ

るための資金が必要とされたことが背景にある。7 

連邦レベルでの賦課金である「チェックオフ」の最初のきっかけは羊毛業界の要望に応じて 1954 年に

国家羊毛法が成立し、農産物マーケティング協定法が改訂されたことで、これにより出荷物に「チェック

オフ」と呼ばれる賦課金を徴収することができる

ようになった。乳製品には 1984 年に、牛肉、豚

肉においては 1986 年にはチェックオフが導入さ

れている。 

1996 年には連邦農業向上改革法によって、米国

農務省に連邦レベルで農産物品目別のジェネリッ

クプロモーションと調査プログラムを設立するた

めの権限が与えられ、立法措置を経なくてもチェ

ックオフ制度を導入することができるようになっ

た。また 1996 年連邦活動棚卸法（Fair 法）にお

いて、チェックオフ・プログラム効果の経済的評

価を 5 年毎に行うことが義務付けられている。8  

チェックオフを活用したプログラムについては、

2000 年以降に新たに導入される例もあり、有効性

が認識されているが、一方では常に義務的な課金

に対する批判も存在しており、例えば花きでは、

導入されたものの、その後の生産者による投票に

よって否決され、2 年を待たずして撤廃となった。

他にも、菜種、小麦、キウイフルーツ、ライム、ピーカンナッツ等では生産者の反対等によりチェックオ

フは現在導入されていない。後述するように、州政府による賦課金制度であるワシントン州リンゴ委員会

のケースでも、国内市場におけるジェネリックプロモーションは廃止となり、規模が縮小されている。 

 

米国の行政機関のうち、農林水産物・食品の輸出促進を担うのは、米国農務省海外農務局（Foreign 

Agricultural Service – FAS）である。品目別輸出促進団体への補助金支給、市場情報の収集・分析、海外

事務所運営に加え、農産物輸出信用供与、多国間・二国間貿易交渉とアクセス改善、海外食糧支援・農業

開発支援等を担当している。また、FAS は地域別に設立した 4 つの地域輸出促進協会によって、実績の少

ない小規模な団体や企業への支援を行っている。 

                                                      
7
 現在は、賦課金のほか、会員の会費や寄付金等が活動資金として用いられている。 

8
 (Armbruster & Nichols 2007) (Becker 2008) 

表 12 連邦レベルでのチェックオフ導入時期 

1954 羊毛 

1966 綿花 

1972 ジャガイモ 

1976 鶏卵 

1984 乳製品 

1986 牛肉、豚肉 

1987 ハチミツ 

1990 スイカ 

1991 大豆 

1993 マッシュルーム、飲用乳 

1997 ポップコーン 

1999 ピーナツ 

2000 ブルーベリー 

2002 アボガド、ラム（羊肉） 

2005 マンゴー 

2008 ソルガム 

出所) プロマーコンサルティング 
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FAS のコーポレーターとなっている品目別輸出促進団体は約 70 程度ある（次頁表参照）。品目別輸出促

進団体は前述の歴史的経緯を反映して、綿花や穀物、食肉等の主要なコモディティ業界団体等は 1 業界 1

団体に集約されているが、いくつかの作物では州や地域別に複数組織が登録されており、例えばチェリー

はカリフォルニア、オレゴン、ワシントンの 3 地域、ワインはカリフォルニアと北西部、ニューヨークの

3 地域で生産されており、それぞれ地域別に組織が登録されている。 

この他に、一部に、オーガニック貿易協会（オーガニック農産物の貿易促進）、米国農務部全米協会（各

州の農務部の連合）等の品目横断型の組織もある。 

また、サンキスト（カリフォルニア州及びアリゾナ州産柑橘類生産者の協同組合（カリフォルニアでの

シェアは 6 割程度））と、ウェルチ（全米ブドウ協同組合協会が所有するブドウジュース等食品製造企業）

の 2 組織は、いずれも協同組合を母体とする民間企業で、それぞれ自社ブランドと販売機能を持ち、協会

組織とは性格が多少異なるが、この 2 組織もコーポレーターとして指定されている。  
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表 13 MAP 及び FMDP を受けたコーポレーターと補助額一覧（2009、2010 年度） 

単位：千ドル 

コーポレーター名（日） コーポレーター名（英） FAS補助金(2009) FAS補助金(2010) 

  
合計 MAP FMDP 合計 MAP FMDP 

①主要なコモディティ業界団体   106,861  76,518  30,343  103,806  74,326  29,480  

国際綿花協議会 Cotton Council International 24,218  20,031  4,187  25,698  20,646  5,052 

米国食肉輸出連合 U.S. Meat Export Federation 17,705  15,925  1,780  18,341  16,495  1,846 

アメリカ林業・紙組合 American Forestry and Paper Association 14,286  10,950  3,336  11,887  8,357  3,530 

アメリカ穀物協会 US Grains Council 13,086  8,355  4,731  12,574  8,232  4,342 

アメリカ小麦協会 US Wheat Association 12,961  6,303  6,658  9,970  5,791  4,179 

アメリカ大豆協会 American Soybean Association 11,624  4,970  6,654  13,024  5,751  7,273 

米国家禽・鶏卵輸出協会 USA Poultry and Egg Export Council 6,815  5,347  1,468  6,832  5,219  1,613 

米国米連合/米国米生産者組合 USA Rice Federation/U.S. Rice Producers Association 6,166  4,637  1,529  5,480  3,835  1,645 

     
   

②それ以外の業界団体   90,190  86,039  4,151  92,936  88,268  4,668  

生鮮果実   27,819  27,819    30,880  30,880  0  

フロリダ州政府柑橘局 Florida Department of Citrus 4,900  4,900  
 

5,285  5,285   

ワシントンりんご委員会 Washington Apple Commission 4,863  4,863  
 

5,382  5,382   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱチェリー顧問委員会 California Cherry Advisory Board 701  701  
 

574  574   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ食用ブドウ委員会 California Table Grape Commission 3,648  3,648  
 

3,581  3,581   

ノースウエスト洋ナシ局 Pear Bureau Northwest 3,432  3,432  
 

3,497  3,497   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ果樹協定（ﾓﾓ・ﾌﾟﾗﾑ・ﾈｸﾀﾘﾝ） California Tree Fruit Agreement 2,375  2,375  
 

2,499  2,499   

サンキスト Sunkist Growers, Inc. 2,137  2,137  
 

4,073  4,073   

ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ委員会 Cranberry Marketing Committee 1,600  1,600  
 

1,657  1,657   

ワシントン州果実委員会 Washington State Fruit Commission 1,099  1,099  
 

1,128  1,128   

米国りんご組合 U.S. Apple Association 861  861  
 

885  885   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱイチゴ協会 California Strawberry Commission 619  619  
 

800  800   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ洋ナシ顧問委員会 California Pear Advisory Board 479  479  
 

471  471   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱキウィフルーツ委員会 California Kiwifruit Commission 290  290  
 

302  302   

ハワイパパイヤ協会 Hawaii Papaya Industry Association 269  269  
 

139  139   

ﾁｪﾘｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会 Cherry Marketing Institute 268  268  
 

267  267   

全国スイカ促進協会 National Watermelon Promotion Board 195  195  
 

235  235   

テキサス農産物輸出組合 Texas Produce Export Association 83  83  
 

105  105   

ナッツ   11,531  10,897  634  10,056  9,318  738  

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱくるみ委員会 California Walnut Commission 4,604  4,604  
 

4,622  4,622   

アメリカ落花生協議会 American Peanut Council 3,108  2,474  634  2,914  2,176  738 

ﾌﾞﾙｰﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ生産者協会/ｱｰﾓﾝﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ Blue Diamond Growers/Almond Board of California 2,869  2,869  
 

1,592  1,592   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ ピスタチオ輸出協会 California Pistachio Export Council/Cal-Pure Pistachios, Inc. 950  950  
 

929  929   

飲料   9,957  9,957    9,925  9,925  0  

ワイン協会 Wine Institute 7,171  7,171  
 

7,152  7,152   

ノースウエストワイン促進連合 Northwest Wine Promotion Coalition 952  952  
 

942  942   

ウェルチ食品 Welch's Food, Inc. 927  927  
 

907  907   

醸造者組合 Brewers Association 343  343  
 

372  372   

ニューヨークワイン・ぶどう基金 New York Wine and Grape Foundation 322  322  
 

362  362   

米国蒸留酒協議会 Distilled Spirits Council of the United States 187  187  
 

191  191   

ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｺｰﾋｰ組合 Specialty Coffee Association of Puerto Rico 55  55  
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コーポレーター名（日） コーポレーター名（英） FAS補助金(2009) FAS補助金(2010) 

  
合計 MAP FMDP 合計 MAP FMDP 

加工果実   7,068  7,068    7,420  7,420  0  

カリフォルニア プルーン協会 California Prune Board 3,500  3,500  
 

3,660  3,660   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ・ﾚｰｽﾞﾝ協会 Raisin Administrative Committee 2,905  2,905  
 

3,275  3,275   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱクリングピーチ協会 California Cling Peach Board 663  663  
 

485  485   

生鮮・加工野菜   6,951  6,644  307  8,700  8,376  324  

全国ジャガイモ促進協会 National Potato Promotion Board 4,396  4,396  
 

5,232  5,232   

米国乾燥豆協議会 U.S. Dry Bean Council 1,236  1,105  131  1,218  1,080  138 

米国乾燥エンドウ・ﾚﾝﾃｨﾙ協議会 USA Dry Pea and Lentil Council 1,059  883  176  1,194  1,008  186 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ協議会 California Asparagus Commission 138  138  
 

142  142   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ生鮮ﾄﾏﾄ栽培者組織/ 

ﾌﾛﾘﾀﾞﾄﾏﾄ委員会 

California Fresh Tomato Growers/Florida 

Tomato Committee 122  122  
 

914  914   

チーズ   5,141  4,501  640  5,268  4,516  752  

米国乳製品輸出協議会 U.S. Dairy Export Council 5,141  4,501  640  5,268  4,516  752 

水産物   5,023  5,023    4,922  4,922  0  

アラスカ水産物ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ協会 Alaska Seafood Marketing Institute 4,667  4,667  
 

4,631  4,631   

ナマズ協会 Catfish Institute 356  356  
 

290  290   

食肉・家畜   3,585  1,620  1,965  4,657  2,430  2,227  

米国家畜種輸出協会 U.S. Livestock Genetics Export, Inc. 1,800  1,137  663  1,733  969  764 

全国ﾚﾝﾀﾞﾗｰｽﾞ協会 National Renderers Association 860  
 

860  1,771  825  946 

アメリカ羊産業組合 American Sheep Industry Association 641  483  158  593  410  183 

皮革協会 U.S. Hide, Skin and Leather Association 144  
 

144  264  108  156 

アメリカ皮革産業 Leather Industries of America 140  
 

140  162   162 

アメリカモヘア協会 Mohair Council of America 
   

134  118  16 

その他の加工食品   2,447  2,333  114  1,481  1,420  61  

全国糖菓製造組合 National Confectioners Association 2,046  2,046  
 

1,420  1,420   

全国蜂蜜ﾎﾞｰﾄﾞ National Honey Board 232  232  
 

   

全国蜂蜜組合 National Honey Association 112  55  57     

北米製粉組合 North America millers Association 57  
 

57  61   61 

その他   8,988  8,497  491  9,626  9,060  566  

全国農務部全米協会 National Association of State Departments of Agriculture 2,711  2,711  
 

3,676  3,676   

全国ひまわり組合 National Sunflower Association 1,552  1,289  263  1,428  1,168  260 

ペットフード協会 Pet Food Institute 1,454  1,454  
 

1,460  1,460   

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ農業輸出協議会 California Agricultural Export Council 1,120  1,120  
 

860  860   

種族間農業協議会 Intertribal Agriculture Council 793  793  
 

825  825   

オーガニック貿易協会 Organic Trade Association (& Sustainable Strategies) 367  367  
 

377  377   

米国種子貿易協会 American Seed Trade Association 228  
 

228  258  30  228 

ウィスコンシン朝鮮人参協会 Ginseng Board of Wisconsin 357  357  
 

186  186   

ポップコーン協会 Popcorn Board 226  226  
 

251  251   

アメリカ ホップ生産者協会 Hop Growers of America 180  180  
 

190  190   

米国ヘイ協会 Naitonal Hay Association 
   

115  37  78 

評価事業 Evaluations 1,680  1,680    0 0  

     
   

③地域別輸出協会   37,095 37,095 
 

34,848 34,848  

米国中西部食品輸出協会 Food Export Association of the Midwest USA 11,060  11,060  
 

10,691 10,691  

米国北東部食品輸出協会 Food Export USA Northeast 8,134  8,134  
 

7,903 7,903  

米国南部農産物輸出協会 Southern United States Trade Association 7,119  7,119  
 

6,580 6,580  

米国西部農産物貿易振興協会 Western United States Agricultural Trade Association 10,782  10,782  
 

9,674 9,674  

出所：FAS  
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2.3  FAS  

 

FAS の役割は、海外の市場アクセスの改善、海外市場開拓、海外市場での米国農業の競争力強化、その

ための情報収集といった輸出促進活動と、発展途上国に対する食糧援助及び農業技術支援の二つの柱から

なる。本稿では、輸出促進活動のみを取り上げる。 

輸出促進活動は、①農産物貿易政策・国際交渉、②海外市場及び国際需給情報の収集と分析、③輸出促

進のためのサポート提供、④農産物輸出金融の提供の 4 つに大きく分類できる。 

①農産物貿易政策では、米国通商代表部（USTR）と緊密な連関関係の下で、WTO 対応、二国間/地域

間交渉等において、農業分野の市場アクセス改善と米国産農産物の競争力強化の観点から対応を行う。 

②情報収集と分析は、①及び③の活動を支えるものである。現地情報としては、主要国大使館内に設置

されている FAS 海外農務事務所（OAA）のスタッフ、あるいは FAS 傘下で主要消費市場に設置されてい

る米国農産物貿易事務所（ATO）のスタッフらによって、米国の輸出、貿易、経済政策に影響を与えうる

各国の需給動向や政策、新しい動き等を盛り込んだ報告書が定期的に提出される。場合によっては、海外

事務所が民間の専門調査会社に委託して、より専門的・広範な調査事業を実施することもある。また、FAS

は米国農産物輸出業者、リモートセンシングシステム、その他の情報源を基に、世界の食糧需給報告シス

テムを管理している。これら国内外から集められた情報やデータを用い、本部に所属するアナリストが生

産予測を立て、輸出拡大の可能性を査定し、各国政策を監視する。これら集積された情報と分析が、米国

の輸出拡大サポートに役立てられる。多くの統計や報告が公開されており、FAS や農務省だけでなく、業

界団体、個人の輸出業者や生産者らの計画や意思決定に際し、影響を与えている。 

③輸出促進のためのサポート提供は、業界団体等へのサポートを通じて直接的に農産物輸出促進活動を

支えるものである。2.3.4 節で FAS の輸出促進プログラムについて、詳しく説明する。 

④農産物輸出金融の提供には、穀物・油糧種子等の輸出業者に対し、相手国側の銀行で支払不能になる

リスクを緩和するために提供されている短期・中期の信用保証プログラムと、発展途上国での農業開発に

関わる信用供与プログラムが含まれる。 

 

FAS 組織は直近では 2006 年に改変され、下図に示す 8 部門に整理されている。FAS は、本部に 830 名、

その他の国内事務所 10 名、57 か所の海外事務所に 110 名、計 950 名の職員を擁する。 

FAS が同局の海外事務所としてカウントしている事務所には、前述の主要国の大使館内に設置されてい

る FAS 直属の農務事務所（OAA）と、主要消費市場に設置されている FAS の傘下でマーケティング・情

報専門の米国農産物貿易事務所（ATO）、さらに米国 EU ミッション、米国国連ミッション等が含まれ、

全部で 77 ヶ国、100 事務所にのぼる。同局は、さらにその他の 79 ヶ国からも定期的に情報を収集してい

ると報告している。 

なお、米国農産物貿易事務所（ATO）は、FAS の傘下に、特に主要な米国産農産物の消費市場における

マーケティングと情報収集のために設置された現地事務所組織である。現在はブラジル、中国（5 ヵ所）、
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香港、日本（大阪・東京）、韓国、メキシコ（2 ヵ所）、ロシア（3 ヵ所）、サウジアラビア、台湾、ドバイ、

カリブの計 19 ヵ所に事務所を有する。戦略的な市場調査・分析、広報活動、トレードショーの米国ブー

ス運営、PR のためのウェブサイト運営や情報発信等を、大使館内の農務事務所（OAA）と緊密な協力の

上で遂行している。本国からスタッフを数名派遣し、他に現地採用のスタッフを数名置いている。現地採

用スタッフは上記の職員数に含まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

局 業務内容 

科学技術 
新規生産品及び作物開発に関する活動を調整する。貿易と市場アクセスの課題となる技

術的障害に取り組む。WTO の下、技術的な問題に関わる際には主導的な立場をとる。 

貿易プログラム 

民間企業の輸出市場開拓プログラム、とりわけ民間企業の国際輸出促進プログラムへの

財政支援を管轄する。政府の輸出信用保険制度並びに乳製品輸出奨励計画を管轄する。

砂糖、乳製品を含む輸入プログラムと貿易支援を監督する。 

国家通商政策 

行政業務 

二国間交渉の支援、貿易問題解消に至る戦略を立案する。農産物貿易、マクロ経済に関

する問題、経済政策、その他交渉中の輸出相手国の位置づけを分析する。世界の主要国・

地域の政策を研究する。 

海外業務 FASの海外職員を支援、管理する。 

交渉及び契約 
米国通商代表部と協力し、国際交渉に対する戦略と指針を立てる。通商契約のコンプライ

アンスを監視する。国際機関との農務省の政策の位置づけを調整するサポートを行う。 

国際分析 
FAS プログラム、業界全体の課題にまたがる政策に重点を置く。FAS の国際供給データ、生

産データ、需要データ分析を管理する。必要な際は、専門的リサーチを行う。 

行政業務 予算、人権、規制、公務を含む FASアドミニストレーターの本部のサポートを行う。 

生産能力・ 

構築開発 

米国の国際経済発展プログラムを支援する農務省の業務を取り扱う。米国の食料支援プロ

グラム、発展途上国に対する研修、技術的指導を含む貿易、科学、法令分野の能力開発

事業を実施する。 

図 6  FAS 組織図と各局の業務内容 

出所）FAS 

FAS長官事務局 

アドバイザー 法務・公務 

副長官事務局 

科学技術 貿易 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

国家通商政策 

行政業務 

海外 

業務 

交渉及び 

契約業務 

国際 

分析 

行政 

業務 

生産能力 

開発構築 
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FAS の基本的な予算は右図に挙げた通り、2011

年実績で 26 億ドルあり、大部分が途上国支援に

充てられており、情報収集・分析や海外事務所運

営等に充てられる職員経費を除くと、輸出促進事

業に充てられている予算は 10％、約 2 億 5 千万ド

ル（約 202 億円）となる9。次節で説明するよう

に、品目別輸出促進団体等に補助金として供与さ

れるMAPやFMDP等の 5種が主な輸出促進事業

予算となっている。輸出促進事業の予算の大枠は、

米国議会によりほぼ 5年毎に制定される農業政策

の枠組みである農業法（Farm Bill）の中で金額を

定められている。 

これら事業予算の他に、別途 54 億ドルが基金

として準備され、穀物や油糧種子の輸出等に関わ

る信用事業の運営に活用されている。 

 

MAP 等の 4 種の通常の輸出促進事業予算とは

別に、2010 年 1 月にオバマ大統領が一般教書演

説で単発のプログラムとして「国家輸出イニシア

チブ（National Export Initiative）」の立ち上げ

を打ち出し、輸出促進用として農務省予算に 20

百万ドルが追加的に配分された（右図参照）。これ

は主にアジア市場やその他の新興市場の開発のために用いられるもので、調査研究等のプログラムをコン

ペ形式で募って補助金を供与しており、2011～2012 年度中に全額を消化する。 

 

現行の 2008 年農業法は 2012 年までを対象とし、2013 年以降の枠組みについては、次期農業法の成立

を待たなければならないが、連邦政府の財政悪化を受けて、農業関連の補助金等に対する見直しの機運も

高まっている。コーポレーターへのヒアリングによれば、米国の輸出促進予算の大部分を占めるマーケッ

トアクセスプログラム（MAP）について、補助額増加は見込めず、さらに全て廃止すべきではないかとい

う案についての討議も最近になって表面化しており、新興国以外の地域への輸出促進の補助は減額される

可能性が高いと述べている。一方で、農務長官は「MAP ファンドへの投資 1 ドルが 35 ドルの輸出を生ん

でいる」として、米国産農産物輸出促進をはかるために次期農業法でも MAP 資金を維持する考えを示し

ている10。2012 年 9 月頃を目途に時期農業法が策定される方向であり、動向が注目される。 

                                                      
9
 図中その他の予算に分類されているもののうち輸出促進に関わりがある特殊な資金としては、乳製品輸出奨励計画

（DEIP）が挙げられる。これは、競合相手が補助金を受けている場合、乳製品の輸出業者を助成する特別な現金補助

システムである。また、これとは別に、綿花に関しては、ブラジルとの WTO 提訴に係る問題から、ブラジルに対する

技術支援として 2010 年 7100 万ドル、2011 年 1 億 4700 万ドルが予算に計上されているが、米国農務省においては、

これも輸出プログラムの一つとして分類されている。 
10

 USDA 2012 年 2 月 14 日付リリース U.S. Agriculture Secretary Unveils ‘Stable’ Budget for 2013 

 

計 26 億ドル 

図 7  米国の FAS 予算構成（2011 年度） 

出所）農務省 

輸出促進

10%
給与・経費

7%

途上国支援

79%

その他

4%

 

図 8 米国の農産物輸出促進費 

出所）農務省 

  注）それぞれのプログラム詳細については次頁参照 
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輸出促進事業は、次頁に挙げる 5 種類のプログラムで構成されている。 

 

表 14  米国の農産物輸出促進輸出予算構成（2011 年度） 

単位：百万ドル      

 2011 割合 

1．マーケットアクセスプログラム (MAP) 200 79% 

2．海外市場開拓プログラム (FMDP) 35 14% 

3．品質サンプルプログラム (QSP) 2 1% 

4．特殊作物の技術的支援 (TASC) 8 3% 

5．新興市場プログラム (EMP) 8 3% 

計 253 100% 

出所）農務省 

 

輸出振興予算のうち 80％を占めるのがマーケットアクセスプログラム（MAP）である。MAP とは、「米国

農産物の商業輸出市場の開拓、維持、拡大を奨励する」という目的で設けられたもので、FAS が民間業界

団体等によるそれぞれの品目別の輸出促進活動を財政支援するための補助金交付プログラムの一つであ

る。MAP の補助交付対象に含まれる促進活動としては、消費者販売促進、市場調査、広報、技術的援助、

貿易業務等が挙げられる。 

MAP 資金は、基本的には UES と呼ばれるインターネット上のサイト（Unified Export Strategy－UES）にお

いて、現状や目標数値、主要なターゲットやマーケティング計画を書き込んで申請する。補助金は、農務

省の商品金融公社(Commodity Credit Corporation – CCC)を通じて交付される。なお、こういった計画につい

ては、実施段階では市場の最新状況や実施可能性等に応じて調整されることもある。 

基本的に半額補助となっているが、FAS は業界団体が輸出促進プログラムを取り入れやすいよう、運用は

厳格ではなく、融通が利くシステムである。FAS の規定では、十分な自己資金の準備が出来ない団体に対

しては、団体の発展を支援するため、当初は自己資金が 10％あれば良いとし、その後徐々に自己出資比

率を上げ、最終的には補助額と同額が準備できるよう、監督・指導を行っている。この措置によって新し

い農産物団体が FAS の輸出促進事業を利用しやすくなり、FAS はコーポレーターの全体数を増やし続けて

きている。クランベリー、トマト、有機食材といった多くの比較的小規模な組織が、この 10 年間で新た

に加わった。実際のところ、既に活動実績の長い組織においても、2.4～2.6 節で取り上げる各品目別輸出

促進団体の予算を見ると分かる通り、MAP/FMDP 予算が 6～7 割を占める例も珍しくない。 

なお、MAP 予算は農業法の中で定められており、例えば 80 年代後半は 5 千万ドルであったが、レーガン

政権時代には 3 億ドルを超え、1996 年農業法では 2002 年まで各年 9,000 万ドル、2002 年農業法では総額

8 億 7,500 万ドルで 2002 年 1 億ドルから 2007 年 2 億ドルまで毎年徐々に増額、2008 年に制定された新農

業法では 2012 年まで毎年 2 億ドルと設定されている。 
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輸出振興予算のうち 14％を占めるのが海外市場開拓プログラム（FMDP）である。FMDP は、MAP と同じ

く民間業界団体等による活動を支援するために補助金を交付するプログラムだが、米国農産物のより長期

に渡る輸出市場を開拓、維持、拡大する目的で設けられた。FMDP では、業界全体を代表している組織や、

全国的な組織が優先的に資金提供を受けられる。また、対象活動には、市場障壁の解消、輸入業者の加工

能力の向上、海外市場の規制及び基準の改善、米国生産品の新規市場あるいは新規顧客の特定に重点が置

かれ、業界団体の海外事務所や関連施設の維持費に充てることもできる。MAP と同じく農業法に基づい

て定められている。基本的に半額補助となっているが、MAP と同様に運用は厳格ではない。 

品質サンプルプログラム（QSP）は、新しい市場における輸入業者の関心を高めるべく米国農産物の試験

輸出を行うことを支援し、また海外の製造業者が米国農産物のサンプルを試すことを促進するために設け

られている。 

特殊作物の技術支援（TASC）は、技術的貿易障壁や検疫障壁に対応するため資金提供を行うことにより、

米国輸出業者を支援するもので、セミナー、視察旅行、技術研究等に充てられる助成である。 

新興市場プログラム（EMP）は、発展途上の市場志向型経済へ輸出を維持、強化できる見込みのある事業

を支援するものである。 

 

地域別輸出協会は、全米各州が農産物並びに食品輸出拡大にもっと積極的に関わることを目的として、

FAS が全米を 4 つの地域に分け、それぞれに地域レベルの輸出促進のための協会組織を立ち上げている。

実際的には FAS の地方組織のような形で運営されているが、法人としての 4 団体の組織はそれぞれ管轄

範囲の州政府らが所有するもので、FAS からは独立している。これら地域別輸出協会の理事会は、州政府

の通商関係担当者らにより構成される。4 つの協会は、それぞれ 5～8 名程度の職員を擁する。 

 

図 9 4 つの地域別輸出協会の地区管轄 

出所）FAS 

米国中西部食品輸出協会 

米国北東部食品輸出協会 

食品輸出協会 

アメリカ西部農産物貿易協会 

アメリカ南部貿易協会 
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地域別輸出協会には、その地域で輸出促進事業に興味のある民間企業や協同組合、業界団体等が会員と

して加盟できる。 

地域別輸出協会では、小規模事業者及び協同組合に限定して、個別ブランドの輸出促進に対して支援を

提供している。「ブランドプログラム」と呼ばれるこの制度では、対象国 1 ヶ国あたり 5 年間までの計画

に対して、販促資材作成、海外展示会における展示費用と旅費、デモンストレーターの派遣費、海外貿易

セミナーへの参加費、通訳・翻訳費、運送費、梱包とラベルの変更経費、広告・広報費等がに対して 50％

補助で年間 30 万ドルまで拠出を受けられる。 

上述のブランドプログラムに加えて、地域の小規模な業界団体等がジェネリックプロモーションを行っ

たりイベント等の活動に参加したりする際の補助金提供（「ジェネリックプログラム」）、さらに会員企

業に対するセミナーの開催やワークショップ、オンライン製品カタログの作成、輸出相手国での独自の地

域包括的な輸出促進イベント開催等の一般的なサービス等を提供している。 

地域別輸出協会では、例えば米国北東部輸出協会ではホタテの輸出振興を行ったり、アメリカ西部農産

物貿易協会では米国西部産コーヒーや観賞植物の輸出振興を行う等、それぞれニッチ分野で独自の活動を

行っているが、一部では投資に比べ実際の貿易促進効果は低く、集票用の活動に過ぎない等の批判もある。 

 

 STEP（State Trade & Export Promotion Grants）：中央政府から、輸出を行う中小企業のプロモ

ーション活動支援を州別に行うために、様々な活動に対して補助を行うファンドが提供された。

2010～2011 年に支援されたもので、米国小規模ビジネス局（SBM）が管轄した。農産物や食品企

業も多く支援の提供を受けた。 
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2.4 WAC  

 

米国のリンゴの輸出額は 2009 年実績で 7 億 5 千万ドル（675 億円）あり、重要な輸出先は NAFTA 加

盟国のメキシコ（25%）とカナダ（17%）で、次いで台湾、アラブ首長国連邦、中国・香港、インド、イ

ンドネシア、英国、サウジアラビア、タイとなっている。ワシントン州が最大の産地で、米国総生産量の

約 6 割を占める。現在ワシントン州産りんごは約 70％が国内で消費され 30％が輸出されている。 

ワシントン州リンゴ委員会（Washington State Apple Commission – WAC）は 1937 年にワシントン州

の経済活性化のために、ワシントン州議会法に基づき設立された。米国で最も早くに設立された農産物の

業界団体の一つである。委員会はリンゴ栽培農家、出荷業者、マーケッターの利益代表の役割を担ってお

り、ワシントン州のリンゴが販売されている海外 30 カ国における宣伝、プロモーション、PR、教育、市

場開拓活動を実施している。また、必要に応じて政府に対するロビー活動も行う。なお、WAC はナシ生

産者と協力体制をとって活動することも多い。リンゴ生産者の多くがナシも生産しているためである。 

同委員会はもともと、ワシントン州産リンゴに関する国内外での宣伝、プロモーション、PR、教育、市

場開拓を目的として設立されたが、2002 年に WAC の課徴金徴収の合法性を巡り有機栽培のリンゴ農家

が訴訟を起こした。業界大手パッカーらもこういった動きに同調し、WAC の活動縮小を求める動きへと

つながった。最終的に憲法判断により生産者がその競合相手に有利となるプロモーションに対し手数料を

強制することは「表現の自由の侵害」との判決が下った。これを受け、同委員会は生産者らの総意に基づ

き、それ以降、米国内の販促活動は停止し、海外 30 ヶ国余りにおける活動に集中することとなった11。 

WAC の戦略目標はロゴのブランド化とパッケージへのロゴ利用促進を通じて、ワシントン産リンゴブ

ランド価値を向上させることに重心を置いている。WAC は全生産者が栽培可能な品種のジェネリックプ

ロモーション活動を行い、個別ブランドのリンゴのプロモーションは行うことができない。ただし、個別

ブランドのリンゴが多く販売されている地域や小売店で集中的にプロモーション活動を行って、結果とし

て特定のブランドに対して利益がある、ということがあるが、これは避けられないことだとして認められ

ている。また、クラブ制品種のリンゴについては、これらの品種を入手できるのは限られた生産者であり、

MAP あるいは賦課金の資金を活用することは公平さを欠くため、プロモーションは行っていない。 

なお、WAC は今後の予算動向について懸念を示している。賦課金増額の計画は頓挫し、MAP 補助金の

引き上げは経済情勢を考えるとあまり見込まれず、逆に成熟市場や成長の見込めない市場では縮小される

と考えられるためである。WAC によれば、この他、現在海外市場での最大の課題は次の通りである： 

 自社ラベルの使用を希望する輸出業者や、成熟市場の小売業者（自社店舗でのプロモーション

に WAC のロゴは不要と言われることがある。）への対応。 

 検疫の問題。 

 反ダンピング税。WAC ではこういった課題に対してロビー活動も行う。 

 最近の中東情勢等の政治的不安。 

 他の産業での貿易摩擦で生じた不満による報復的措置（特に中国）。 

                                                      
11

 なお、現在では国内マーケティングは小売りと自社ブランドのプロモーションを行うマーケッターによって行われ

ており、米国では国内向けの一般的なりんごのマーケティングは存在しない。国内リンゴ業界のロビー団体である後

述の米国リンゴ協会は国家のリンゴ産業に関する法律や政策を中心に扱っており、マーケティング組織とは異なる。

一般的なマーケティングのために生産者から課徴金を徴収することは合法であるが、課徴金を引き上げて再び国内マ

ーケティングを行うことに WAC は関心を示していない。 
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同委員会は、州法に基づき、州からの委任によって成立している公的な機関である。 

理事は 14 人で、うち 9 名が生産者、4 名が輸出業者やマーケッターの代表で、1 名がワシントン州

農務局長である。会員組織ではなく、ワシントン州の約 25,000 戸のリンゴ生産者全てを代表している。 

ワシントン州に置かれている WAC の本部には 9 名のスタッフがおり、管理業務並びに事務所内支援作

業を担当している。本部は、広告代理店やイベント会社といった下請業者を使用することはない。 

海外には、約 30 ヶ国/地域について、計 14 名/社（複数国を担当：ベトナム/ラオス/カンボジア、インド

ネシア、インド/スリランカ/バングラディシュ/パキスタン、タイ、香港/中国、台湾、マレーシア/シンガポ

ール、カナダ、中東、英国/西欧州/北アフリカ、南米、中米、ロシア西部、ロシア極東）に代表を委託し

ている。例えば、台湾では、Steven Chu & Associates 社が同団体の代表を務めている。現在は米国国内

ではプロモーション活動を行っておらず、海外市場ではこれら国代表を置く 30 ヶ国/地域でプロモーショ

ン活動を実施し、市場の開拓に努めている。 

各事務所では、WAC の現在のテーマ「ヘルシー、アットホーム、降り注ぐ太陽（Healthy, At Home, 

Sunny）」に沿って、毎年の戦略とプログラムを提案し、WAC 本部と国代表の間で話し合いがなされ決定

する。必要に応じ、広告代理店やイベント会社等を活用する。WAC 本部は海外事務所との齟齬のないコ

ミュニケーションを保つため、各国/地域代表と少なくとも 3カ月に 1度スカイプで電話会議を行っている。 

/  

ワシントン州の 2010 年のリンゴ生産量は 2.5 百万トンで、全米生産量 4.3 百万トンの約 6 割を占める。

全米のリンゴ輸出量は 78 万トンであるが、ワシントン州は輸出割合が高いため、輸出量の約 8 割を占め

る。ワシントン州のリンゴ生産面積は 8,360 ヘクタールで、生産者は約 3,200 農家/社である。輸出向けが

多くなるなかで、一部の生産者では大規模化が進行している。 

WAC に登録されているパッカー/輸出業者は全部で 75 社。うち 15 社がパッカー兼輸出業者、10 社が輸

出業者、50 社がパッカーである。 

 

WAC の海外輸出促進活動は、FAS の MAP 補助金と、賦課金によって運営されている。 

WAC はワシントン州議会法に基づき、生鮮用として出荷されるすべてのリンゴについて生産者から賦

課金を強制的的に徴収する権利を持つ。法的根拠に基づき、ワシントン州の全ての生鮮リンゴの出荷から

1 箱（42 ポンド/約 19 キログラム）あたり 3.5 セントの賦課金（WAC は「協賛金（Assessment）」と呼ん

でいる。）を徴収している。ジュースやソース等の加工用途向けの出荷には課金されない。ただし、賦課金

3.5 セントのうち、1.0 セントは米国リンゴ協会、0.5 セントはノースウェスト果樹協会に対する拠出金、

0.4 セントが管理費で、1.6 セントが輸出促進予算となっている。 

同委員会はもともと、ワシントン州産リンゴに関する国内外での宣伝、広告、プロモーション、PR、教

育、市場開拓を目的として設立され、1998 年には出荷 1 箱あたり 40 セントまで増加したが、前述の賦課

金強制徴収に係る敗訴を経て、2003 年に 25 セントから 3.5 セントに引き下げとなった。委員会では 2008

年に 4.5 セントへの査定の引き上げに対し生産者の是非を巡る投票を実施したが、小規模生産者らが賦課
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金の値上げに反対していたことがネックとなり投票は失敗に終わった。WAC は賦課金の引き上げなしに

今後の国際プログラム全てを維持するのは難しく規模の縮小を考えなくてはならないと述べている。 

現在 WAC は、資金のおよそ 70％を MAP 補助金、30％を生産者賦課金から受けている。2012/13 年に

は MAP 補助金が 470 万ドルで、賦課金が 200 万ドルと推定される。さらに賦課金の約 40％が米国リン

ゴ協会とノースウェスト果樹協会に拠出されていることから、WAC には事務経費（10～12％）と海外事

務所での活動予算のための 600 万ドル弱が手元に残る計算である。2010/11 年度は WAC 予算が計 910 万

ドル、うち 550 万ドルが輸出促進予算で、MAP 資金が 470 万ドルに対し、賦課金は 89 万ドルであった12。 

 

WAC の国内での活動は予算削減を受けて大幅に削減されたが、リンゴの輸出に係る会合や講習等、輸

出に係る活動を実施している。 

 

WAC では、連邦規格より厳しいリンゴの統一的な品質規格を設けており、全ての輸出業者がこの規格

を導入している。これに従って価格交渉も行われるため、この点については輸出相手国側の輸入業者には

基準が明確で分かりやすいとして非常に好評である。 

 

 

図 10 WAC の輸出規格 

出所）WAC 

 

                                                      
12

 (Apple & Pear Australia Limited 2010) 

品質

品質区分 No 重さ 直径

Washington Extra Fancy 48 14.0 oz. 3.64" / 92.5 mm

U.S. Extra Fancy 56 12.0 oz. 3.52" / 89.4 mm

Washington Fancy × 64 10.5 oz. 3.40" / 86.4 mm

U.S. Fancy 72 9.3 oz. 3.29" / 83.6 mm

U.S. No. 1 80 8.4 oz. 3.19" / 81.0 mm

U.S. No. 1 Hail 88 7.6 oz. 3.05" / 77.5 mm

100 6.7 oz. 2.93" / 74.4 mm

113 5.9 oz. 2.84" / 72.1 mm

125 5.4 oz. 2.75" / 69.9 mm

138 4.8 oz. 2.68" / 68.0 mm

150 4.5 oz. 2.62" / 66.6 mm

163 4.1 oz. 2.54" / 64.5 mm

175 3.8 oz. 2.46" / 62.5 mm

198 3.4 oz. 2.39" / 60.7 mm

216 3.1 oz. 2.31" / 58.7 mm

サイズ
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ワシントン州産リンゴの主な相手国は以下の表のようになっている。 

表 15 ワシントン州産リンゴの主要市場 

2010/11 年度 
 

2009/10 年度 

相手国 トン 
 

相手国 トン 

メキシコ 176,696  
 

メキシコ 195,183  

カナダ 101,345  
 

カナダ 97,334  

インド 63,807  
 

中国・香港 47,881  

中国・香港 56,687  
 

台湾 39,669  

インドネシア 50,174  
 

インドネシア 33,097  

台湾 44,613  
 

インド 26,305  

UAE 31,884  
 

UAE 24,155  

サウジアラビア 18,978  
 

英国 16,068  

タイ 17,898  
 

タイ 14,718  

ロシア 12,150  
 

サウジアラビア 14,300  

出所）WAC 

 

ワシントンリンゴ委員会は海外市場を 3 つのタイプに分類している： 

 成熟国（輸出量が多いが増加率は低い） ：カナダ、イギリス、メキシコ、台湾 

 途上国 （輸出量は少ないが増加率が高い） ：インドネシア、中国、インド 

 未開拓国（今後新たな輸出可能性が高い） ：南アフリカ、豪州* 

イギリスやカナダ等の成熟市場では WAC ブランドの拡大は容易ではない。これらの市場では 95％が小

売りチェーンを通した販売であるが、輸出業者と小売業者の関係は深くなっており、リンゴに WAC のロ

ゴで無く、パッカー/輸出業者等の個別ブランドのロゴを貼るケースが多くなっていると WAC は嘆いてお

り、とりわけイギリスにおいて、プログラムの実施が果たして役立つのかどうか疑問視されている。 

リンゴ生産者にとっては、全体的な消費の増加が見込めるインド、メキシコ、中国、インドネシアが最

優先であると述べている。特に WAC は、リンゴ消費が多いが、ワシントン州にとっては未開拓国である

インドネシアに注目している。もちろん、中国も市場として狙っているが、現在、中国には米国産リンゴ

は 3 州 2 品種（ワシントン州、アイダホ州、オレゴン州のレッドデリシャス及びゴールデンデリシャス）

が輸出を認められているのみである。ただし、実際にはガラやグラニースミス等のその他の米国産リンゴ

も量販店で販売されており、香港を経由して中国に流入しているとみられている。米国はかねてより中国

に対して認可品種の拡大若しくは品種制限の撤廃を求めている。ただし、WAC は品種認可拡大を中国政

府に強く要求することで、香港経由ルートで面倒が起きることを警戒しているほか、中国産リンゴの米国

向け輸出解禁要求が強まることを恐れて、香港経由ルートではブランドや品質の管理ができない等の問題

は認識しているものの、認可品種拡大に対してはあまり積極的な政治的働きかけは行っていない。 

ロシアでは、WAC はマーケティングのために 2 つの現地代表を擁し、一方がロシア西部、他方が東部

を担当している。ただし、人口が減少していることから成長市場とは見なされておらず、また国内で時差

が 9 区分もあるロシアでのマーケティングは大きな困難がつきまとって難しいので、予算上プログラムの

縮小が必要になった場合は、ロシアの代表を減らすことを考えている。 
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なお、豪州は海外産リンゴに対して検疫上の問題を指摘して輸入してこなかったが、WTO で敗訴した

ために輸入規制を緩和しており、最近になってニュージーランド産や中国産リンゴの輸入を解禁した。米

国産はまだ解禁されていないが、WAC は豪州への輸出に意欲を示している。  
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今後、活動の重点は中国、インド、インドネシア、メキシコの四地域に集約する方向になっている。WAC

の 2011/12 年の予算額 530 万ドルの地域別振り分けを以下に示す。 

 

海外経費総額 530 万米ドル 

図 11 2011 年 WAC 輸出経費の割合区分 

出所）WAC 提供資料 

 

海外へのリンゴ輸出の大部分は小売店で販売されるため、現在のマーケティング活動は消費者向けに的

を絞るようになった。 

プログラムは消費者中心であるためメディアを引き付けるものが注目される。これは国よって異なり、

例えばメキシコでは子供を対象にしたマーケティングを重要視している。 

途上国の市場では、WAC はリンゴの保存方法や陳列方法について、小売業者に対するトレーニングを

多く行っている。最近では、ロシアとインドネシアでこの種の活動が行われた。WAC は、こういったト

レーニングを行うために、豪州人の小売業スペシャリストを擁している。 

小売業者の創造性やモチベーションを上げるため、WAC はしばしば小売店舗対抗の「売り場作りコン

テスト」を主宰しており、一番美しく、また消費者の興味を惹くようなワシントン州産リンゴの陳列をし

た業者を表彰している。 

WAC は小売業者を中心とした活動に的を絞っており、現在は輸入/卸売業者の視察旅行等はほぼ行わな

くなった。ただし、場合により FAS 等からの希望によって実施する場合がある。基本的に WAC の哲学で

は視察に「不必要な人々」は呼び寄せないことであるが、ロシアの使節団を近々招聘することには価値を

感じている。 

展示会は、近年は参加を効果が高い専門見本市に限っている。ベルリンと香港で行われたフルーツロジ

スティカは非常に有意義であったと考えており、その他にカナダ青果物販売協会コンベンションと展示会

（Canadian Produce Marketing Association Convention & Trade Show）と生鮮食品販売共同組合

（Produce Marketing Association―PMA）のイベントに参加している。一般の食品・農産物関連の展示

メキシコ

21%

インド

14%

中国

12%インドネ

シア
6%

中東

6%
マレーシア/シンガ

ポール
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中央アメリカ
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タイ

5%

ロシア西部

5%

コロンビア

4%

ヨーロッパ西部

4%

ベトナム

4%

香港

3%

カナダ

3%

台湾
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極東ロシア

2%
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会に多く出品しても、あまり反響が大きくなく、以前に比べると出店回数は減少している。 

小売店での活動について、WAC ではその効果をはかるため、店内プロモーション時の売上等の数値的

な評価指標を活用している。また市場での活動の進捗状況の追跡のために、市場によっては消費者あるい

は輸入業者等に対し 2 年毎に評価のための調査を行っている。 

 

台湾は WAC にとって、「ふじ」では唯一の市場で重要性は高いが、成熟市場と考えられており、今後の

大きな成長はあまり期待されていない。同国は過去にはワシントン州にとって上位 3 番目の市場であった

が、現在は 6 番目に転落しており、活動も徐々に縮小している。市場の成熟度が高いことから、MAP 補

助金が著しく削減された場合、台湾プログラムはさらなる縮小、あるいは取り止めになるのではないかと

いう見方もある。日本産リンゴのプロモーション活動を活発化させることはチャンスとなるかもしれない。 

2011 年の WAC の台湾プログラムには以下の活動が含まれている。この他に、年度の初頭には必ず輸入

業者やバイヤーらとの会合を開催し、年間の活動ブログラムや収穫見込み等についての説明を行っている。  

 

これは米国産果物数種類（ワシントン産リンゴ、米国産なし、ぶどう、ざくろ、桃）の合同の小売りプロ

モーションである。大手小売チェーンであるカルフール、台湾楓康超市（Taiwan Fresh）、頂好超市

（Wellcome/Jasons）によって実施された。プロモーションでは記者会見、栄養講座、会場での子供向けゲ

ームやぬりえ、オンライン調査のウェブページ、POS 材料等の様々な要素が一同に会した。 

これによって大きな成果が得られ、WAC 台湾はワシントン産リンゴの売上が台湾楓康超市で 32％、カルフ

ールで 22％、Wellcome & Jasons で 12％伸びたと報告している。台湾がかなりの成熟市場をあることを考え

れば、これらの数字の意味するところは大きい。 

プロモーションによって、栄養に関する習慣に関するオンラインアンケートの 6,507 人分の回答、1,000 人

以上の栄養講座への参加が得られた。 

WAC 台湾ではソーシャルメディアの存在が色濃く、フェイスブックやその他のメディアで定期的に活動内

容を更新している。2012 年 1 月にはファイスブックページにワシントン産リンゴを特集した新しいレシピ

を 8 点掲載している。 

WAC ウェブサイトはまた、消費者目線で現代的でありダウンロードが容易なレシピ、コンテストのお知ら

せ、ワシントン州のリンゴ産業のビデオの更新がされている。 

WAC 台湾は潜在的消費者のコンタクト先を収集する目的でアップル社の iPad 2 が当たる懸賞を掲げオンラ

イン調査を行った。質問は楽しく回答できる正誤クイズで本格的な消費者見解のアンケートではない。例

えば、「最良の環境が最良のリンゴを育てます。よってワシントン産リンゴは全て最高品質で歯触りが良

く甘くておいしいです。（はい、いいえ）で答えてくただい。」等の質問がある。コンテストや懸賞がオ

ンライン上では関心を呼び、当選者は WAC 台湾フェイスブック上で発表された。 

参考： 

オンライン消費者調査ページ（WAC 台湾サイト）：http://www.bund.com.tw/wac/pro.html 

WAC 台湾フェイスブック：http://www.facebook.com/pages/華盛頓蘋果/192838601571 
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米国のリンゴ業界の海外市場におけるプロモーション活動を担っている団体には、ワシントン州リンゴ

委員会と、米国リンゴ協会傘下の米国リンゴ輸出協会の 2 団体が挙げられる。ワシントン州産のリンゴに

ついては前者が、ワシントン州を除く主要 11 州産のリンゴについては後者がプロモーションを担ってい

る。 

また、ワシントン州リンゴ委員会も加盟するノースウェスト果樹協会（Northwest Horticultural 

Council）は、北西部各州のリンゴ、チェリー、洋ナシの生産及び流通・貿易業者らの協会を束ねる組織

で、この団体の委員会の一つに貿易委員会（Foreign Trade Committee）がある。関連する品目の輸出を

阻害する原因の特定と評価、対策の立案を行う団体で、台湾向けは特に台湾諮問委員会を置く。主要地域

向けの輸出マニュアルや残留農薬基準等を公開している。ただし、プロモーション活動は行っていない。 

 

米国リンゴ協会（U.S. Apple Association）は、リンゴの流通及び貿易の分野で、生産者、パッカー、輸

出業者、マーケッター、加工業者を含む全米の全てのリンゴ産業を代表する団体である。 

同協会はもともと、米国のリンゴパッカーの協会組織と、リンゴ生産者の協会組織の合併により設立さ

れた国際リンゴ協会（International Apple Institute）を基礎とし、1996 年に現在の名前に改称した。会

員には、ワシントンリンゴ協会を含む約 40 の州/地域別のリンゴ関連の協会、及び約 300 社の個別会員が

含まれる。米国リンゴ協会の主な活動内容は、①リンゴ業界を代表する政治的な働きかけ、②栄養・機能

性等に関する調査と消費者への PR 活動、③業界ニュースの発行である。 

同協会の委員会の一つに、米国リンゴ輸出協会（US Apple Export Council – USAEC）がある。USAEC

はニューヨーク州、ニューイングランド13、カリフォルニア州、ミシガン州、ペンシルベニア州、バージ

ニア州産リンゴの輸出促進を目的に設立され、これら計 11 州の輸出プロモーションプログラムの実施を

担う（ワシントン州を含まないことに注意されたい。）。なお、この 11 州の生産量は全米の約 3 割を占め

る。カナダ、メキシコ、欧州、台湾、インド、ロシア、東南アジア、ブラジル、その他中米諸国の海外市

場にマーケティングや PR 会社に委託して代表を置き、プロモーション活動を行っている。ただし、ワシ

ントン州リンゴ委員会に比べると活動は限定的である。2009 年度は FAS から MAP 資金 861 千ドルの支

給を受けている。また、カリフォルニア州リンゴ生産者協会は、近年台湾に代表を置いた。 

 

 

  

                                                      
13

 北東部 6 州（コネチカット州 ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、メイン州、ロードア

イランド州） 
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2.5 ASMI  

 

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、アメリカ連邦政府とアラスカ州によって、国内

外におけるアラスカ産水産物需要促進を目的に、1981 年に設立された州商務経済開発省に属する非営利法

人である。 

ASMI の目的は、アラスカ産水産物の価値の向上である。ASMI は主に水産物全般についてのジェネリ

ックマーケティングを担当し、米国の特定の水産産物供給業者と直接提携して特定のブランドについての

プロモーション活動をすることはない。ただし、時として海外市場においては、スーパーマーケットのプ

ライベートブランド（PB）商品と連携したプロモーション活動をすることもある。 

各出資者が平等に扱われるとの原則に基づいて、アラスカ水産物のロゴの使用を促進している。全ての

製品で利用できるもので、業界側もこれを歓迎している。またアラスカ産水産物の一般的なイメージを向

上させる活動もしており、例として「太平洋サーモン」という代わりに「アラスカサーモン」という言葉

を浸透させるといった活動が挙げられる。 

 

米国では、アラスカ州の州都であるジュノー（Juneau）に本部事務所があるが、水産物の加工業者や輸

出業者が集中するワシントン州シアトルにもシアトル事務所を構えている。ジュノー事務所には国際マー

ケティング部門があり、シアトル事務所では国内マーケティングを担当している。アラスカ産水産物に関

する水揚と加工、輸出に至る過程は、実際はシアトルを中心とするワシントン州で行われているが、ASMI

はアラスカ州の団体であることから、州の住民を雇用し、州内での活動を行う義務があるため、全ての活

動本部をワシントン州に設置することができないため、国際活動についてのみジュノーを本部とする選択

がなされた。ジュノー本部事務所に 9 名、シアトル事務所に 10 名の職員がいる。 

ASMI は、大規模加工業者 4 名、漁業者 2 名、小規模加工業者 1 名の代表からなる計 7 名の役員により

運営されている。委員会は 3 年サイクルであるが、委員会に時間を費やすことができ業界に影響力がある

人員の数には実際に限りがあるため、3 年毎に委員会の構成が大幅に変わることはない。さらに ASMI は、

役員より任命された多くの委員会より助言を受ける。これらの委員会にはサーモン、ホワイトフィッシュ、

オヒョウ、技術系、貝その他の委員会が含まれる。業界側は、ASMI に対し直接意見や相談を持ちかける

ことに加え、委員会との意見交換や交流することで ASMI との意思疎通をスムーズにしている。ASMI は

業界の意見を集めるため、アラスカ及びワシントン周辺の各地で定期的に会合を開いている。 

日本と中国、欧州 3 ヵ所の計 5 ヵ所に、PR 企業等に委託の形式で現地事務所を置いている。ASMI の

職員は現地事務所には派遣されておらず、海外の活動は全てこれらの契約業者によって実施されている。

代わりに、6 月と 12 月の 2 回、海外マーケティング代表がジュノーを訪問し、会合を開く。ASMI では定

期的に代表を交代する要請や要求はなく、フランスやドイツ等の市場では 20年間同じ代表が務めている。

アラスカの最も重要な市場であり ASMI の最も古い海外事務所である日本では、13 年振りに代行業者が

変更となり、R&L Associates Co. Ltd から Aviareps Marketing Garden (Holdings) Ltd へと交代した。

あまり食品プロモーションの経験がない代理店が選ばれたことは少々議論の分かれる決定ではあるが、同

社はアラスカ観光協会の代行を行っており、アラスカの自然や原野のイメージのプロモーションには慣れ
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ていることが理由の一つであった。 

なお、ASMI は、水産物に関する輸出促進が、現在の米国産農産物等輸出促進体制の中で「特殊な部類」

となっていることが問題であると考えている。水産業については、米国では商務省及び食品医薬品局傘下

の海洋大気圏局海上漁業部が管轄しているが、輸出促進政策の面では、FAS から支援を受けている。この

ため、FAS が水産物や水産物貿易のニーズについてあまり詳しくないことが課題とされている。 

ASMI はその他の協力団体や業界団体とはあまり協力関係を持たないが、アメリカ合衆国農務省西部農

産物貿易協会(WUSATA)とは協力することがよくある。また海外団体の視察や交流会を後援する際には、

ワシントン州あるいはカリフォルニア州と提携することがある。 

ASMI 

アラスカは、全米の水産水揚量のおよそ 55%を占めており、サーモン、オヒョウ、平目、カレイ類、赤

魚等の岩魚類、鱈・銀だら・あいなめ・スケトウダラ等の底魚類、すり身、タラバ蟹、ズワイ蟹、ダンジ

ネスクラブ、毛蟹、たらこ、いくら、数の子、筋子等が生産されている。アラスカの商業漁業は、漁業者

の収入ベースでは 15 億ドル、卸売金額ベースでは 58 億ドルの収入となる。アラスカの漁業では約 65,000

人の雇用があり、沿岸に 70 ヶ所の水産加工施設がある。 

アラスカの漁業は現在約 25％がサーモン（雇用の面では最大である）、25％がスケトウダラ、20％がオ

ヒョウとギンダラである。その他はカニ、貝等になる。ASMI は水産業全体を代表する立場にあるが、実

際には輸出できる程の充分な製品がない小規模な漁業もあるため、ASMI の輸出促進プログラムはサーモ

ン、スケトウダラやニシン、オヒョウ、ギンダラ、マダラ、エビ、カニ等といった主要な魚種に対象を絞

っている。原則としては、全ての魚種に対して平等が基本であるが、「戦いを選ぶ」必要があるとの点を、

インタビューに応じた ASMI 担当者は強調している。例えば、NSC では数品種に絞った手厚いプロモー

ション活動を展開しており、全ての品種でASMIがそれに対抗できるわけではない。限られた予算の中で、

出来るだけ多くの関係者に対して、最大限の利益をもたらすことのできる魚種や製品、プロモーション活

動を常に注意深く選択していかねばならないと考えられている。 

 

ASMI はアラスカ州政府、水産物産業、連邦政府からの出資金により運営されている。 

水産物産業はアラスカ産水産物水揚高全体の 0.5％を、ASMI に賦課金として納めている。また、アラ

スカ州が賦課金総額と同額を拠出している。また、国際マーケティングに対してのみ連邦政府の補助金も

MAP プログラムを通じて支給される。2011 は MAP 補助金の 460 万ドルを併せて、国際事業予算総額は

約 750 万ドルであった。一方、国内マーケティングの予算はおよそ 600 万ドルである。 
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予算総額 750 万米ドル 

図 12 ASMI の予算内訳（推計） 

出所）ASMI 提供資料よりプロマーコンサルティング作成 

インタビューによれば、ASMI が国際マーケティング計画において抱える最大の課題は、短期的な市場

の変動に対し長期的なマーケティングとプランニングの必要性のバランスをいかに保つかということであ

る。業界は短期的な価格の動向に反応し、ASMI はこれらの反応を長期的な目標を見据えつつバランスを

保つ必要がある。MAP プログラム申請にあたって当初計画を立てる際には、過去の事例、市場の動向、

市場で需要のある水産物の動向がそれぞれに考慮され編成される。市場統計も参考にするが、国の代表と

彼らの市場や現在の活動に対する印象にも頼るところが大きい。市場の動向に応じて、当初計画の変更を

迫られることがある。地域の変更や予算の増減等の大幅な移行については ASMI の予算委員会を通す必要

がある。 

 

ASMI  

アラスカ産水産物は下図に示すように、日本、中国、韓国の他に、EU、カナダ、タイ等に輸出されて

いる。 

 

 

図 13 アラスカ産シーフードの地域別輸出状況 

出所）アラスカ州政府 
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ASMI の輸出促進プログラムでは、従来から EU とアジアの二地域計 20 カ国を最も重視しており、欧

州 3 ヵ所に日本と中国を加えた 5 ヵ所のプログラムディレクターが、次表の地域を担当してプログラムを

実施している。なお、EU とアジアに加えて、ASMI はブラジルでのプログラムをつい最近開始した。太

平洋タラがポルトガルとノルウェーで bacalhau（ポルトガル風タラの干物）に加工され、ブラジルへ最輸

出する動きが増加したことから緊急に決定されたが、このプログラム実施のために、ヨーロッパ数カ国で

の活動を削減した。 

 

表 16 アラスカシーフードマーケティング協会の海外プログラム対象地域 

アジア 欧州 南米 

日本 中国 西欧・北欧 中欧・東欧 南欧 ブラジル* 

英国  アイルランド 

オランダ スウェーデン 

フィンランド デンマーク 

フランス ドイツ 

ベルギー スイス 

ロシア 

ウクライナ 

ポーランド 

チェコ共和国 

オーストリア 

スペイン 

ポルトガル 

イタリア 

出所）ASMI 提供資料 

注）*新規プログラム 

ASMI の現在のテーマは、アラスカを「純粋かつ自然のまま」、アラスカ産水産物を「天然」として強調

することで、さらに全般的なメッセージとして「健康と栄養」「持続性」のテーマも重視している。これを

踏まえて、各国の活動計画については、まずそれぞれの地域代表による提案書によって起案される。その

後、ジュノーの ASMI 本部と地域代表がアイデアを出し合い、市場のニーズについて何度も話し合いを行

う。インタビューによれば、最終的な案への反映度は、地域代表のアイディアが 7 割、ASMI 本部のアイ

ディアが 3 割程度反映されるというのが常である。 

海外市場における大半の活動は対象とする海外市場で実施され、ASMI 本部はタッチしないが、アラス

カへのプレス旅行に ASMI 本部が深く関わっており、これらの視察の手配には非常に時間がかかると感じ

ている。 

特別な活動の際に時として各国代表は広告代理店等の委託業者を使用することがあるが、予算の都合上、

これは非常に限られたケースである。反対に、シアトルをベースとした国内マーケティングプログラムで

は特定のプログラムに対し数社の委託業者（飲食サービス、小売り、食品流通業者）を使用する。  

ASMI 役員会には漁師や小規模加工業者にも対応する余地はあるものの、彼らが特に必要とするような

サポートを行う体制は整っていない。比較的小さな会社が使用できる各種のポスター、写真、その他の販

促材料は提供している。なお、ASMI は、EU 向け輸出許可取得等の個別企業の抱える問題には対処して

いない。ASMI は会社に輸出できる体制が整っている会社のみが ASMI プログラムに参加している。 
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ASMI では、海外プログラム実施は主に海外代表が管轄し、ASMI 本部は報告を受ける形であるが、近

年 ASMI 本部が直接関わった主要なプログラムには、以下のようなプログラムが挙げられる。 

 

各国のアラスカ産水産物産業を助けるため、ASMI は加工業者を中心にマーケティング材料として使用でき

る無料の画像、素材、ビデオを豊富に揃えたオンライン資料集を作成した。市場、写真、ビデオそれぞれ

で使用権が異なるため、かなりの作業量となった。全世界的に使用できる資料集をまとめるのは困難な作

業であった。 

ASMI がプロモーション材料として使用する水産物のレシピ集を作成した際にはアラスカと水産物に高品質

な写真を用い、現在では業界内で無制限に使用が可能となっている。この無制限の使用権を得るために ASMI

では約 3 万ドルを支払っている。 

ASMI 本部から直接広告自体に資金を投入することはあまりない。しかし、地域代表では必要に応じて実施

しており、自国の市場に合った形に応用できる基本的な広告素材を、本部から提供することもある。 

例外としては、福島事故後の水産物の安全性といった重要な事項に関する展示会のカタログや広告がある。

これらのケースでは ASMI は追加的な予算を準備して地域代表と協力して実施にあたった。 

英国等のより成熟した市場の場合、ASMI は広告、プレス、有名シェフに注目している。例えば、ASMI は何

年もかかり英国の有名シェフとの関係を築き、最終的に彼の番組の 1 回分をアラスカでの撮影することに

持ち込んだ。ただし、この回の撮影には多くの時間がかかりジュノーの ASMI 職員は丸々1 週間の時間がと

られることとなったと答えている。 

「持続可能性」は、ASMI が海外市場で啓発活動を行う重要なコンセプトの一つである。市場によっては持

続可能性という考えはすでに定着しており、持続可能性のある製品が付加価値を持つが、一部の市場では

まだそれほど普及していないため、市場の段階に合わせてプロモーション活動を展開している。 

水産物の持続可能性認証システムは、これまで、英国の海洋管理協議会(MSC)の独占状態であった。ASMI

は、漁業側が MSC の高い認証料の支払いを惜しまずに MSC 認証を得ていることに注目し、FAO 基準や FAO

ガイドラインに従った新たな持続可能性認証システムを立ち上げた。ASMI の持続性認証は、魚種別の認証

取得過程で関連費用は発生しているものの、MSC のようにラベル利用毎に発生する商標使用料及び販売ロ

イヤリティ等の徴収はしておらず、「無料」ということが謳われている。MSC は ASMI の認証に対して国際

基準に則っておらず、第三者認証ではなく、科学的厳密さを欠き、無料ではなく実際には割高であると批

判しているが、ASMI は持続可能性について明確な定義はないという見解を保持し、市場には複数の認証制

度が共存する余地があると考えており、最終的には消費者に判断を委ねたいと考えている。 

欧州市場等では MSC が深く根付いているため ASMI ロゴが今後普及することは考えにくいが、米国の国内

向けにはアラスカサーモン加工業者は MSC 認証を徐々に減らして ASMI 認証へと移行しており、輸出先国

によって異なる対応をしていく見込みである。 



 

54 

 

23  

 

日本の ASMI 代表がこれまで実施してきた過去の活動には、以下のようなものが含まれる。 

 POP 無償提供・メニュー提案・チラシ等の販促物製作協力 

 店頭プロモーションの企画・実施 

 長期フェア対応 FSP＝フリクエント・ショッパーズ・プログラム 

 各種クローズド懸賞等の企画・実施 

 現場担当者対象の現地視察などの企画・後援 

 アラスカ産シーフード・サプライヤー等の各種情報提供等 

 ホームページの運営 

 「新物カニフェア」（量販店店頭でフェアで、タラバガニの新物について販促） 

 「100%天然アラスカシーフード料理講習会＆スペシャルランチ」 

 「いい夫婦の日 パートナーオブザイヤー」イベントに協賛 

 米国留学イベントや独立日記念イベント等を協賛し、試食ブースを設営 

 ジャパンインターナショナルシーフードショーへの出店 

 子供向けの料理教室の開催 

 

中国の ASMI 代表が実施してきた過去の活動事例には以下のようなものがある。 

 各都市における小売店での「アラスカシーフードフェスティバル」フェアの開催（上海 

広州、北京、広東、香港、瀋陽等） 

 小売店冷凍魚・鮮魚担当者の教育イベント 

 小売店における米国フードフェアへの参加 

 ホテルや高級レストラン等を利用したアラスカ産シーフードショー（香港、広州、北京、 

杭州、上海、浙江、成都、寧波、青島、大連等） 

 レストラン業界関係者に対するメニュー提案（深セン、マカオ、瀋陽、北京、香港、 

杭州、成都、南京等） 

 アラスカ産水産物を使ったメニュー開発のためのシェフコンテスト 

 トレード関係者のための会合やレセプションの開催（各都市で） 

 メディアテイスティングイベント（メディア関係者に対する試食会） 

 メディアキャンペーン 

 消費者テイスティングイベント 

 テレビの料理番組への協賛 

 各種トレードショーへの出展 
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2.6 USMEF  

 

米国食肉輸出連合会（U.S. Meat Export Fedeartion）は、1976 年に日本市場への米国産牛肉輸出促進

を目的として設立された団体で、現在では世界 12 ヶ所に拠点を持ち、世界各国で米国の食肉製品（牛肉・

豚肉・羊肉（鶏肉は含まない））の輸出促進活動を行っている。米国の食肉関連企業や団体等によって設立

されており、「世界のテーブルに米国産食肉を！」をキャッチフレーズとして、輸出促進を通じて米国の牛

肉、豚肉、羊肉業界の価値と収益性を高めることを目標としている。 

以下を戦略的な重視点としている。 

 全ての部位の有効な販売によって利益を最大化する 

 海外現地市場の情報収集・提供による貿易サポート 

 海外現地市場のバイヤーに対する教育と米国産食肉に対するロイヤルティー（忠誠心）の育成 

 外食および小売部門それぞれの輸出現地市場でのプレゼンス拡大 

 米国産食肉に対する商品イメージの改善 

 利用可能な全ての手段を用いて、市場アクセスを確保し、改善する 

 

USMEF のメンバーは現在 225 組織/企業で、米国食肉協会、各州の関連州政府部局、各州の牛肉協議会

や家畜生産者協会等の畜産・食肉関連団体、大豆やトウモロコシ等飼料産業関連団体、食肉加工・輸出企

業等を含む。各地域の生産者や畜産業者ら 21 名で理事会が構成されている。 

デンバーに本部を持って 28 名の専属スタッフを雇用しているほか、海外事務所を 12 ヶ所（シンガポー

ル（ASEAN 全般）、中国・香港（5 都市）、日本、韓国、台湾、メキシコ、ベルギー（欧州全般）、レバノ

ン（中東全般）、ロシア、ペルー（南米全般）、テキサス（カリブ海全般））に有する。これら海外事務所を

拠店に、世界 80 ヶ国で様々なマーケティング活動を展開している。 

 

 

図 14 USMEF 本部組織 

出所）USMEF 

  

CEO 

マーケティング＆ 
コミュニケーション 

(ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、 
ﾒﾝﾊﾞｰへのｻｰﾋﾞｽ) 

オペレーション 

(会計・総務・ 

国際貿易ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ) 

輸出業者向けサービス 

（市場アクセス改善・ 

技術サポート） 
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海外拠点は USMEF 独自で構えている事務所となっており、現地の代表は米国人あるいは現地人を状況

に応じて雇用しており、他にそれぞれの事務所で数名～十数名のスタッフを雇用している。 

充実した海外事務所の運営が、USMEF の強みである。本事業でインタビューをした台湾事務所によれ

ば、各事務所の代表は、革新的でクオリティーの高いサービスを提供するために、どのようなリーダーシ

ップをとって、現地雇用のスタッフのモチベーションをどのように上げるか、という点を重視している。 

また、食肉については輸出規制や関税、BSE 問題等の関連から、特に政治的な要素が大きく係るため、

USMEF の海外事務所は政治的なコネクションを充実させることを求められており、政府や議員、業界団

体等の中の有力者（オピニオンリーダー）を特定して、常時情報提供や交換によって関係を深めている。

こういった現地の行政・政界に深くかかわる政治力が、BSE 問題や市場アクセス改善等の際に有効に機能

している。様々な政治的アクションを行う際のタイミング等についても細かく気を遣う。BSE 問題への対

処を経たことで、危機管理体制が大きく強化されたと台湾事務所の代表は述べている。 

プロモーション活動については、様々な PR 会社や広告会社を使い分けて活動を行っている。柔軟性に

富んだ新しいアイディアを次々に試行しており、例えば台湾では大きな橋の下を、「I love US beef」とネ

オンサインを表示した船を走らせたりなどの街頭広告を試している。成果を上げることができれば、事務

所の代表は予算配分を比較的自由に行うことができる。 

台湾代表によれば、メディア対応も気を使うポイントである。記者は科学的な知識が必ずしも十分でな

い場合が多いので、詳しい議論をするのではなく、シンプルに、わかりやすく、全体として正しい理解が

広まるよう、情報の出し方やタイミングについてよく検討する。 

各海外事務所は、四半期ごと、1 カ月毎等に正式のレポート報告を行うほか、メールや電話等で本部や

地域代表とほとんど毎日のように情報（食肉市場や政治状況等）を交換している。 

 

USMEF の予算は、2011 年は 3,682 万ドルであった。うち、農務省 FAS の MAP 資金等の補助金が 56%

を占め、その他に牛肉、豚肉、飼料穀物、大豆の各生産者団体から拠出されるチェックオフを主な財源と

しており、それぞれ 22%、11%、4%、4%を占めている。 

 

 

計 3,682 万米ドル 

図 15 USMEF 予算割合（2011 年） 

出所）USMEF 

MAP等農務省
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USMEF の主要な相手国は、近隣のメキシコ、カナダのほか日本、中国・香港、韓国、台湾等のアジア

諸国となっている。近年は、中国やその他新興国市場でのプログラムを増加させている。 

 

 

牛肉 計 107 万トン      豚肉 計 192 万トン 

図 16 USMEF の輸出相手国別輸出シェア 

アルゼンチンや豪州、チリ、カナダ等の生産国と対抗するため、主に米国産牛肉・豚肉等に関する教育

活動に重点を置いており、以下のようなプログラムを実施してきた。ここ数年は BSE 問題の解決等のた

めに、これらプログラムではない政治的な働きかけ等も多く行われた。 

 

米国産牛肉の各種部位を用いた調理法等を消費者に紹介する。（日本で実施） 

売り場にスタッフが立ち、調理法等を直接消費者に教える。（メキシコ・ドミニカで実施） 

税関で不要な時間がかかることの無いように税関職員に教育。（中国・メキシコで実施） 

現地の外食企業や小売店等と協力し、様々なフェアや有名シェフによるデモンストレーション、インター

ネットでの消費者プログラムを実施。該当する輸出業者等からも出資を得る。 

インポーター、バイヤー、シェフ、肉屋向けに、輸出業者らから食肉のカット方法についてのデモンスト

レーターを出して、中国、メキシコ、ロシア等を回ってデモンストレーションを行う。 

USMEF の輸出業者サービスチームが、輸出業者と頻繁にコミュニケーションをとり、各国/地域の輸出阻

害要因や課題等を常に明確にし、対処する。 

日本、中国、フィリピン、ロシア、香港、ベトナム等で、ホテルやレストランのシェフに対して米国産牛

肉・豚肉等の調理法や特徴等をトレーニング形式で紹介。 
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米国牛肉・豚肉等へのロイヤリティを高めるため、小売店のバイヤーや食肉担当者に対しても、米国産食

肉の特徴や販売方法について教育。 

メディアを通じ、一般消費者に対して米国の畜産及び食肉産業に関する紹介や、BSE や豚インフルエンザ

等に関する情報提供、調理法や米国産食肉の特徴等の紹介を行っている。 

例えばユニークな取組としては、日本では、米国産牛肉・豚肉を使った 100 種のレシピを紹介する iPhone

アプリを開発。 
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3  
 

本章では、フランスの農林水産物・食品の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 3.1 節でフランスの農産物・食

品の輸出概況を示し、続いて 3.2 節においてフランスの農産物輸出促進とそれを支える官民の機構について示す。次い

で 3.3 節では、フランス食料農業漁業省の政策実施機関であるフランスアグリメール（FAM）を通じた支援について示

しす。3.4 節及び 3.5 節では、輸出支援機関であるフランス食品振興会（SOPEXA）及びフランス企業振興機構

（UBIFRANCE）について説明する。最後に、品目別輸出促進団体の活動事例として、3.6 節においてベルジュラック

ワイン同業者委員会（CIVRB）を、3.7 節においてフランス穀物輸出協会（FEC）を取り上げる。 

3.1  

フランスは米国、オランダ、ドイツに次ぐ世界第 4 位の農林水産物・食品輸出国で、2010 年の輸出額

は 674 億ドル（約 5 兆 9 千億円、フランス総輸出額のうち 13.2%）である。 

品目別には、飲料・アルコール（主にワイン）が 22.3%と最も重要である。次いで穀物（主に小麦・コ

ーン・大麦）が 11.4%、酪農品が 10.5%で、いずれも世界的な価格上昇につれて輸出に占めるシェアが拡

大した。次いで食肉が 6.1%、穀物調製品が 5.2%と続いている。 

 

図 17 フランスの農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 

主要な輸出相手国はドイツやベルギー等の EU 諸国が 7 割を占める。品目別ではワインについてはイギ

リス、アメリカ、ドイツ、ベルギー、日本などが、穀物についてはアルジェリア、オランダ、ベルギー、

スペイン、酪農品についてはドイツ、ベルギー、イタリア、スペイン、イギリスなどが主要な輸出先とな

っている。 
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3.2  

 

農産物・食品・飲料はフランスにとって重要な輸出産業であり、輸出促進には政府が積極的に関与して

いるが、中でも特にワインの輸出促進が最も重要視されている。フランス政府では食料農業漁業省が農産

物・食品・飲料全般の輸出促進政策を統括しているほか、EU もまた農産物やワイン等の輸出支援予算を

有しており、これらフランス及び EU 予算のうち多くが食料農業漁業省の実施機関に当たるフランスアグ

リメール（FAM）を通じて、品目別輸出促進団体である農産物同業者委員会等によって用いられている。

また、フランス経済・産業・雇用省が、傘下のユビフランス（UBIFRANCE）を通じて農産物・食品分野

の個別企業に対する支援を行っている。 

民間機構では、ワインや乳製品、食肉、果実・野菜等の主要な輸出産品については生産者や加工業者、

輸出業者らが加盟する「農産物同業者委員会」が設立され、義務的な賦課金やフランス政府・EU 等の補

助金を原資として、活発な輸出促進活動を展開している。特に産地別のワイン同業者委員会の活動が良く

知られている。 

なお、これら同業者委員会は、米国の品目別輸出促進団体と異なり、海外拠点を持たない場合が多く、

食料農業漁業省によって設立されたフランス食品振興会（SOPEXA）を代理店として活用することによっ

て、海外におけるプロモーション活動を行っている。SOPEXA は 1961 年に食糧農業漁業省が設立した団

体で、2008 年に民営化され、基本的には一般の広告代理店と同じ民間企業になったが、現在も食料農業漁

業省を始めとする公的機関や産地別ワイン同業者委員会等が海外で行う輸出促進活動の多くを担っている。 

 

フランス最大の農産物輸出品であるワインは 19世紀後半に既に世界のブランドとしての地位を確立し、

1935 年には原産地統制呼称（Appellation d'Origine Contrôlée－AOC）制度が導入され、ボルドーやブル

ゴーニュといった生産地をベースにした世界的に有名なワインブランドが確立されていった。 

一方、第二次世界大戦後、フランスでは農産物輸入拡大や過剰生産により農産物価格が暴落、また、欧

州以外でのワイン生産が拡大する中、欧州全体でワインの生産過剰に陥った。こういった懸念を背景に、

フランスにとって新規市場開拓が最優先課題となり、政府は農産物・食品輸出国としての地位を再確立す

べく、1961年に SOPEXAを設立して国を挙げてフランス食品のイメージ向上と輸出促進に取組み始めた。

1962 年には EC の共通農業政策（Common Agricultural Policy－CAP）が開始され、域外からの農産物

輸入に対して税金を課すことで安い輸入農産物の流入を防ぐと同時に、共通関税の導入などによる EC の

共同市場化が行われ、こうした後押しもありフランスは農産物・食品一大輸出国の地位を築いていった。 

ワインも CAP の対象とされ、60 年代以降抜根や強制蒸留などの生産調整が行われたが、こうした対策

は期待したほど効果を発揮しなかっため、2008 年に競争力強化のための抜本的なワイン共通市場制度改革

案が採択された。フランス政府もこれに基づき「フランスワイン産業改革 5 ヵ年計画」を発表し、フラン

スワインの国際的競争力強化を図るため、ワイン品質分類の変更や国レベルの管理体制の一本化などの施

策を提示して輸出を強化していく姿勢を明確に打ち出し14、フランスのワイン輸出は新たな段階に入った。 

                                                      
14

 (安田 2009) 
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フランス政府内で農産物・食品の輸出促進を主に統括しているのは食料農業漁業省である。食料農業漁

業省は、独自で活用する国際活動予算（2010 年度は 1,760 万ユーロ、約 17.6 億円）を持ち、その 83％に

当たる 1,460 万ユーロを、SOPEXA を活用したフランス食品・飲料全般のプロモーション活動に充ててい

る。残りの 17%は、経済・産業・雇用省傘下の独立法人フランス企業振興機構（UBIFRANCE）による

輸出市場調査や、食料農業漁業省傘下の独立法人農産物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）や国立農業展

示・競技会センター（CENECA）による展示会やセミナー開催等に用いられる。 

また、食糧農業漁業省は、後述する「農産物同業者委員会」等の品目別輸出促進団体による国内外での

フランス産農産物・食品消費促進のためのプロモーションに対する補助金予算（2010 年度は 2,280 万ユー

ロ）を持つが、これは主に食料農業漁業省の実施機関に当たるフランスアグリメール（FAM）を通じて、

各農産物同業者委員会等に支給される。 

加えて、EU もまた、域内・域外への農産物プロモーション活動補助及びワイン輸出促進補助の二つの

予算を有している（次節参照）が、これも同じく FAM を経由して、各農産物同業者委員会等に支給され

る。フランスの割当枠は、農産物プロモーション活動補助が約 800 万ユーロ/年、ワイン輸出促進補助が約

3,700 万ユーロ/年であるが、FAM によれば申請が煩雑なために割当枠の一部しか使われていない。 

他に、フランス経済・産業・雇用省が、傘下のフランス企業振興機構（UBIFRANCE）を通じて農産物・

食品分野の個別企業に対する支援を行っており、これら関連分野で毎年 350～500 万ユーロ程度の予算を

持つ。 

 

 

図 18  フランスの輸出促進予算の流れ 

出所）プロマーコンサルティング 

フランスアグリメール（FAM）、フランス食品振興会（SOPEXA）、フランス企業振興機構（UBIFRANCE）

については、それぞれ 3.3 節、3.4 節、3.5 節で役割や予算、プログラム等を示す。他の関連団体に、農産

物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）及び国立農業展示・競技会センター（CENECA）が挙げられる。 
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農産物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）は、1977 年に食料農業漁業省によって海外貿易の支援を目

的に設立された半官半民の団体で、農産物・水産物に関係する約 230 社/団体をメンバーとする。ADEPTA

が直接運営する輸出促進活動には、見本市や通商ミッション、会議・セミナー開催、専門家派遣等が含ま

れる。このほかに、会員メンバーらのための生産技術や包装、加工施設等の技術セミナー開催、情報提供、

専門機関との連携支援等も行っている。 

国立農業展示・競技会センター（CENECA）は、フランスで開催される農業関連の展示会・競技会を統

括する組織で、そのうち最大のものが毎年冬に開催されるパリ国際農業見本市（SIA）である。SIA は食

料農業漁業省と CENECA の共同開催で、CENECA は開催のための実務・ロジ部分を担っている。 

なお、ADEPTA は SOPEXA、UBIFRANCE と共同で「フランス輸出プログラム（Programme 

France-Export）」を運営しており、3 つの組織がそれぞれに企画、運営する国際展示会やセミナーを一つ

のプログラムとして統合し、企業が多くの展示会やサポートにアクセスできる仕組みが提供されている。 

輸出促進戦略と予算の策定に当たっては、毎年食料農業漁業省、予算・公会計・公務・国会改革省、経

済・産業・雇用省、FAM、UBIFRANCE、SOPEXA 等が参加する会議が開かれる。食料農業漁業省が戦

略の全体的な方向性を示し、FAMとUBIFRANCEがターゲットとする市場や必要な予算について提案し、

最終的には食料農業漁業省と予算・公会計・公務・国会改革省との交渉により予算が決定される。 

 

食料農業漁業省は、2010 年に成立したフランスの農業基本法にあたる「農漁業近代化法 (Loi de 

modernisation de l'agriculture et de la pêch)」及び「国家食品プログラム(Programme National pur 

l’alimentation)」に基づき、農林水産物・食品の輸出促進政策を管轄しており、他関連省庁と協力しなが

ら各種施策実施にあたっている。 

輸出促進に関連しては、主に経済組織（l’organisation économique）15の強化対策の一環で、主に FAM

を通じて農産物同業者委員会らによる輸出促進活動を支援しているほか、独自でフランス食文化全体に関

するプロモーション等の活動を行っているが、これら独自活動は主に SOPEXA に委託している。 

 

表 17 フランス食料農業漁業省の輸出促進活動関連予算（2010 年） 

単位：000€ 

方針 2：経済組織の強化及び国内外の市場における農産物・農食品競争力向上  

施策 11：マーケット対策 478,297 

うち輸出促進活動関連  

機能支出  

農業アタッシェ等の派遣やミッションに係る費用等 425 

        公共サービスへの補助(品質ラベルに係る費用) 3,020 

介入支出  

      国際活動（経済戦略） 17,602 

          SOPEXA フランス食文化のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝと防衛、海外ﾏｰｹｯﾄでの支援 14,553 

          UBIFRACE 輸出市場調査への支援 1,000 

          ADEPTA フランス農産物等のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援 1,358 

          CENECA 国際的な農業展示会開催等支援 646 

          CIRAD « Développement durable et mondialisation »プログラムの支援 45 

        FAM 等を通じたプロモーション活動支援 228,479 

出所) (République Française 2010) 

                                                      
15

 後述の同業者委員会（生産者・流通業者・加工業者）及び生産者団体（生産者のみ）を併せて経済組織と言う。 
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EU  

EU は、EU 農業・農村開発総局（Directorate of General for Agriculture and Rural Development – DG 

AGRI）の政策の柱を、EU 共通農業政策（CAP）に基づいて①持続可能で競争力があり、同時に環境・

生産基準を尊重した農業セクターの振興と農村生活水準の公平性の確保、②農村地域の持続可能な発展へ

の貢献、③国際貿易における EU 農業セクターの振興の 3 点としている。 

①の農業セクター振興においては、市場介入と直接支払の二つを主な政策的手段としており、このうち

市場介入の分野において、関税や国家在庫、出荷調整等と並んで、域内・域外への農産物プロモーション

活動が重要な課題の一つとして取り上げられている。なお、③国際貿易における EU 農業セクターの振興

の分野では、二国間貿易協定等による貿易障壁の撤廃や、ドーハラウンド交渉等を通じて EU 農業セクタ

ーに利益がある国際ルールの策定の推進等の内容が含まれている。 

現行の EU の農産物プロモーション活動支援には、大きく分けて二種類のスキームがある。 

一つは 2000年から開始されたEU産農産物のジェネリックプロモーション活動に係るもので、これは、

EU が主体となって直接行うプロモーション活動（下図中「EU によるプロモーション活動」）と、加盟各

国を通じて各国品目別輸出促進団体等の EU 域内・域外での農産物プロモーション活動に対して EU が供

与する補助金（下図中「農産物プロモーション補助」）がある。 

もう一つは 2009 年以降のワイン共通市場組織改革の一環として実施されているもので、ワインに特化

した補助スキームである（下図中「ワイン国別補助プログラム(NSP)におけるプロモーション補助」）。EU

産ワインの国際競争力を高めることを目的に、域

外で実施される各国のワインプロモーション活動

に対する支援を行っている。 

2011 年度の予算では、EU 直接が約 1 百万ユー

ロ(1億円)、間接補助が約58百万ユーロ（61億円）、

ワイン支援が約 144 百万ユーロ（152 億円）、計

203 百万ユーロ（約 214 億円）であり、とりわけ

ワインのマーケティングに対する支援が充実して

いることが分かる。16 以下で、二つのプロモーシ

ョン活動に対する補助施策について紹介する。 

なお、EU では現在、次期 CAP（2014-2020 年）

の検討が開始されている。全体の予算規模として

は概ね今期（2007-2013）並の水準となるとの予

算案が公表されており、輸出プロモーション戦略

についてもより良い資金活用に向けて、コンサル

テーションのプロセスが進められている。 

  

                                                      
16

 (Directorate of General for Agriculture and Rural Development 2011) 

図 19 EU の農産物プロモーション支援予算内訳(2011) 

 
出所) (Directorate General of Agriculture and Rural 

Development 2011) 
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A:  EU 産農産物プロモーション 

EU では 2000 年以降、域内・域外において EU 産農産物についての情報を普及し、イメージを向上さ

せることを目的として、各種のプロモーション活動に対して補助を提供している。 

a) EU 主体のプロモーション活動 

EU が主体となって直接実施しているプロモー

ション活動は、ハイレベル・ミッション、各種展

示会での共通ブース運営、プログラム評価等とな

っている。近年は毎年 1 百万ユーロ程度の予算と

なっており、中国やインドへの商業ミッション団

の派遣、香港や南アフリカ、中国等における国際

展示会等における EU パビリオンの運営、プログ

ラム評価等が実施されている。 

b) 加盟国を通じたプロモーション活動補助 

その他のプロモーション活動については、品目

別輸出促進団体等の活動について加盟国を通じて

補助を支給する。各団体から提案書を受け付け、

審査の上で補助金が拠出される。1~3 年間のプロ

モーションプログラムが支援対象となっている。 

基本的には、EU が 50%、受益国政府が 20%補

助し、残りの 30%がトレード側の負担となる。た

だし、子供の果実・野菜消費やアルコール過剰摂

取の危険と責任ある飲酒に関するキャンペーンに

ついては EU 負担が 60%まで認められる。また、

EU 農産物の原産地呼称等に係る各種制度（原産

地呼称保護制度（PDO）、地理的保護表示（PGI）、

伝統的特産品保護（TSG））の広報活動、オーガ

ニック食品推進等についても最大 100%まで EU

負担が認められる。17  

EU の拠出資金は 2006～2010 年累計では計

249 百万ユーロ（261 億円）となり、毎年平均 50

百万ユーロの支出がある。このうち域内向けのプ

ロモーション活動が 77%、域外向けのプロモーシ

ョン活動が 23%となっている。 

フランスは単独では全体で約 12%のシェアを

持っており、5 年計で 29.8 百万ユーロ（約 31 億

円）の補助を農産物同業者委員会等が受け取った。

この他複数国共同プロジェクトで受けた補助も併

せると、フランスはおよそ 40 百万ユーロ程度（約

                                                      
17

 Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, 

agricultural products in third countries [Official Journal L 327 of 21.12.1999]及び関連法, (European Commission 2011a) 

表 18  EU 産農産物プロモーション予算 

単位:百万€ 

 EU 直接 間接補助 

2007 4 38 

2008 7 45 

2009 2 56 

2010 1 56 

2011 1 58 

2012 1 51 

出所) CAP budget 各年版 

 

図 20 加盟国を通じたプロモーション活動支援 

相手地域別内訳（06-10 年累計） 

出所) (European Commission 2010) 

 

単位:百万€ 

図 21 加盟国を通じたプロモーション活動支援 

受益国別内訳（06-10 年累計） 

出所) (European Commission 2010) 
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42 億円）を取得しているとみられる。その他の国別には、イタリア（16%）、ギリシャ（11%）等が主要

な受益国となっている。 

品目別には、牛乳・乳製品（22.8%）、生鮮果実（17.9%）、PDO, PGI, TSG（7.9%）、ワイン（7.9%）、

有機農産物（7.2%）が比較的多く拠出されている分野で、下表に示した通り、特に域外についてはワイン

が最も多くサポートされている分野である。 

 

表 19 加盟国を通じた農産物プロモーション補助の分野/品目別内訳（2006～2010 年累計） 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

予算計 
EU 補助 

 認可 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数 
 

うち 
 

割合 域外 域内 

百万€ 百万€ % 百万€ 百万€ 個 

牛乳・乳製品 116.4  56.6  22.8% 8.2  48.3  36 

生鮮果実 89.0  44.6  17.9% 5.0  39.6  24 

PDO, PGI, TSG 39.4  19.7  7.9% 5.2  14.5  15 

ワイン 39.1  19.6  7.9% 10.7  8.9  18 

有機農産物 35.7  17.9  7.2% 4.0  13.8  15 

複数製品 34.3  17.2  6.9% 9.8  7.3  14 

オリーブ油・オリーブ 34.2  15.5  6.2% 3.4  12.1  8 

高品質食肉 30.2  15.1  6.1% - 15.1  11 

加工野菜・果実 16.9  8.4  3.4% 3.5  4.9  6 

外部地域 16.1  7.5  3.0% - 7.5  2 

観葉植物 14.9  7.4  3.0% 0.1  7.3  9 

鶏肉 13.3  6.6  2.7% - 6.6  6 

牛肉・豚肉(加工品含む) 9.3  4.6  1.9% 4.6  - 5 

ハチミツ 4.3  2.1  0.9% - 2.1  8 

蒸留酒 4.2  2.1  0.8% 2.1  - 2 

繊維用亜麻 3.3  1.7  0.7% - 1.7  1 

高品質鶏肉 1.7  0.8  0.3% 0.8  - 1 

種子油 1.3  0.6  0.3% - 0.6  1 

卵ラベル 1.0  0.5  0.2% - 0.5  1 

合計 504.6 248.6 100.0% 57.4  190.8  183 

出所）(European Commission 2010) 
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表 20 加盟国を通じた農産物プロモーション補助のうちフランスが受けた補助リスト（2006～2010 年） 

 
 

  
継続 総予算  EU 補助  

年 関係国 受益団体 
 

年間 千€ うち仏 千€ うち仏 

域外  
    

 
 

 

2007 DK/FR INAPORC 豚肉 3 1,613 na 803 na 

2008 FR/ES MULTI INTER RHONE/CIV ワイン 3 900 600 450 300 

2008 FR/IT INTERFEL 青果物 3 3,168 1,737 1,584 869 

2009 FR BNI 蒸留酒 3 1,825 1,825 912 912 

域内  
    

 
 

 

2006 BE/FR/N 
VLAM+APAQ-W+CNIPT + 

AGF 
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 3 4,170 na 2,085 na 

2007 FR/IT/NL Promeuro リンゴ 3 11,465 na 5,734 na 

2007 FR INTERFEL 青果物 3 5,988 5,988 2,994 2,994 

2007 FR CNIEL PDO, PGI, GTS 3 2,596 2,596 1,798 1,798 

2007 FR Agence Bio et autre ｵｰｶﾞﾆｯｸ 3 7,255 7,255 3,627 3,627 

2008 FR/IT/PT BIVB（ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭﾜｲﾝ事務所） ワイン 3 6,000 1,500 3,000 750 

2008 FR INTERFEL 青果物 3 9,000 9,000 4,500 4,500 

2008 FR CIV 食肉 3 1,800 1,800 900 900 

2008 FR AFIDOL オリーブ 3 969 969 485 485 

2008 FR UGPBA 外部地域 3 13,019 13,019 5,985 5,985 

2009 FR/NZO CINEL 牛乳・乳製品 3 8,840 5,927 4,420 2,088 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 5,900 5,900 2,945 2,945 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 4,522 4,522 2,261 2,261 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 3,498 3,498 1,749 1,749 

2010 FR/ES 

Fraise du Périgord + raisins 

de table du Mont  

Ventoux + l'asperge des 

sables des Landes + kiwis  

des pays de l'Adou 

青果物 3 2,407 1,203 1,203 602 

2010 FR/ES/NL GRPC Promotion 青果物 3 8,449 2,993 4,225 1,497 

2010 BE/FR/NL UNILET 加工野菜・果実 3 7,391 6,047 3,965 3,023 

2010 BE/FR/UK CNIPT 青果物 3 4,781 1,800 2,375 900 

2010 FR CELC 繊維亜麻 3 3,321 3,321 1,891 1,891 

 
 FR 単独計 

  
59,693  59,693  30,047  30,047  

 
 複数国も含めた FR 計 

  
118,877  81,500  59,891  40,076  

出所）EC DG-AGRI, Approved information and promotion programmes 各年版 
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B: ワイン CMO 改革における国別補助プログラムを通じたワインセクター輸出促進 

EU では価格支持から直接支払への移行を主目的とする 2003 年の CAP 改革以降、穀物や畜産物、タバ

コ、油脂、砂糖と順次農業政策の大幅な改革を進めてきた。ワインは少し遅れて 2006 年から改革構想が

提示され、2008 年 4 月にワイン共同市場組織改革（Common Market Organization – CMO）が策定され

た。EU では、ワインは特定産地呼称の高品質ワインと、その他のテーブルワインの二種類に大きく分類

される。これまで特にテーブルワインの部門において、価格支持、在庫助成や過剰処理（蒸留酒生産への

補助）等の保護政策が実施されていたが、一方で域内における消費減に直面、一方で国際的には新世界ワ

インとの競合にさらされ、EU ワインは構造的に生産過剰状況に陥っていた。このため、EU のワイン CMO

改革では、過剰生産の抑制と国際競争力の強化を柱に、主にブドウ畑の転換を行う農家に対する補助と、

各国別に弾力的に活用できる国別補助プログラム（National Support Programmes – NSP）、ワインラベ

ル制度の簡素化等を中心とする施策が盛り込まれた。18 

NSP では、各国はそれぞれの事情に応じて生産構造調整や新規事業への投資等に弾力的に予算を振り分

けることができる。EU 産ワインの国際競争力向上施策の一環でとして EU 産ワインへの認知度を高める

ことを目的に、各国別の輸出プロモーション活動への補助も、NSP に含めることのできる 11 事業の中の

1 事業と位置付けられている。 

EUは NSP全体で 2009～2011年の 5年間で計

5,320 百万ユーロ（5,593 億円）の予算を設定して

おり、このうち約 708 百万ユーロ（744 億円）が

ワインのプロモーション活動に対する補助として

計上されている。右表に各年に割り当てられた予

算を示した。国別にはフランスが 5 年間計 185 百

万ユーロ（194 億円）、その他にはイタリア 265

百万ユーロ、スペイン 157 百万ユーロ等が主要な

享受国となっている。 

ただし、EU 農業・農村開発総局によれば、実

績では 2009 年は計 96 百万ユーロ（NSP 予算の 9%）と当初見込みを大きく上回ったものの、2010 年は

国際的な不況の影響を受けてプロモーション活動の補助への申し込みが少なくなったことから、計 35 百

万ユーロ（NSP 予算の 5%）にとどまった。EU は EU 産ワインのイメージ向上が輸出増につながるとし

て、引き続きプロモーションを重視する意向で、2011 年の政策文書では今後の計画として、2011 年度は

NSP 予算の 14%、2012 年度は 19%、2013 年度は 22%をプロモーション活動の補助に振り分けることを

目標としている。19 

  

                                                      
18

 (USDA FAS 2011a) (是永 2006) (蛯原 2008) 
19

 (European Commission 2010)(European Commission 2011b) (Directorate of General for Agriculture and Rural Development 
2011) (USDA FAS 2011a) 

表 21  NSP におけるワインプロモーション補助額 

 EU 全体 フランス 

 百万

€ 

NSP ｼｪｱ 百万

€ 

NSP ｼｪｱ 

2009 45.3 6% 23.0  13.4% 

2010 95.3 9% 27.0  11.9% 

2011 142.9 14% 30.0  13.4% 

2012 197.3 16% 47.0  16.5% 

2013 227.7 18% 57.7  20.6% 

09-13 計 708.4 13% 184.7 15.6% 

出所) (European Commission 2011) 
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フランスの農業政策においては、「同業者委員会（生産者・流通業者・加工業者）」及び「生産者団体（生

産者のみ）」を併せて「経済組織」と総称し、こういった業界団体組織が、農業強化において重要な役割を

果たしているとして、その認定と強化が戦略的に重視されている。このうち、輸出促進活動では主に同業

者委員会が中心的な役割を果たしている。 

 

「農産物同業者委員会（l'organisation interprofessionnelle agricole）20」は、特定品目の農産物の生産

者、加工業者、販売及び流通業者から成る業界を統合する組織で、1975 年に制定された「農産物同業者委

員会に関する 1975 年 7 月 10 日法（Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation 

interprofessionnelle agricole）」に基づいて設置されており、2011 年現在、ワインや野菜・果実、酪農・

食肉・養殖等の分野で、計 74 団体が登録されている。21 

農産物同業者委員会は会員間で契約を取り決め、農産物の質や量について最適化をはかり、販売促進活

動を行い、トレーサビリティや食品衛生向上等の活動を行うために設置されるものである。基本的には、

1 品目 1 団体と定められているが、原産地呼称制度（AOC）が導入されている農産物（ワインやチーズ等）

については、同一の原産地呼称を有する地域の産品については、個別の団体を形成することが認められて

いる。また、有機農産物及び条件不利地（山岳地）の農産物についても、個別の団体を形成することが認

められている。 

特にフランスのワイン生産者の多くは規模が小さく、独自に販売促進を行うためのリソースを欠いてい

るため、産地毎に設立された産地別ワイン同業者委員会が、販売促進やマーケティングにおいて大きな役

割を果たしている。ただし、必ずしもすべての農産物同業者委員会が海外での輸出促進活動を行っている

わけではない。次頁の表に輸出促進活動を実施している主要な同業者委員会を挙げる。 

 

 

  

                                                      
20

 l'organisation interprofessionnelle agricole は、「農産物生産者委員会」、「農業インタープロフェッショナル団体」、「業

種団体」、あるいは単に「委員会」、「協会」等とも訳されているが、ここでは生産者から加工・流通まで含むという意

味で「同業者委員会」との訳語を用いる。 
21

 (Jo Cadilhon 2011) 
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表 22 フランスの主要な農産物同業者委員会 

①ワイン ②スピリット等アルコール飲料 ③農林水産物・食品（全国組織） 

産地別ワイン同業者委員会連合* コニャック同業者委員会 食品産業同業者委員会(ANIA)*** 

ボジョレーワイン同業者委員会 アルマニャック同業者委員会 乳業同業者委員会（CNIEL） 

ルシヨンワイン同業者委員会 スピリット同業者委員会 家畜・食肉同業者委員会（INTERBEV） 

ローヌワイン同業者委員会 シードル同業者委員会 果実・生鮮野菜同業者委員会(INTERFEL) 

ボルドーワイン同業者委員会  食肉処理同業者委員会(CFBCT) 

ラングドックワイン同業者委員会  インターシリアル（Intercereales)**** 

ジュラワイン同業者委員会  レンズ豆同業者委員会 

リヨネワイン同業者委員会  リンゴナシ同業者委員会（ANPP) 

ベルジュラックワイン同業者委員会  キウイ同業者委員会（BIK） 

デュラスワイン同業者委員会  ナッツ同業者委員会（BIN） 

アルザスワイン同業者委員会  ニンニク同業者委員会（ANIAIL） 

プロバンスワイン同業者委員会  やぎ同業者委員会（ANICAP) 

コルシカワイン同業者委員会  等 

ブルゴーニュワイン同業者委員会  
 

ガイヤックワイン同業者委員会  
 

ロワールワイン同業者委員会  
 

南西フランスワイン同業者委員会  
 

シャンパーニュワイン同業者委員会  
 

ビュジェワイン同業者委員会  
 

ヴァン・ド・フランス同業者委員会**  
 

出所）プロマーコンサルティング 

注）* 下地図参照。 

  ** 産地呼称以外のメーカーブランドワインの団体 

  *** ワイン以外の食品加工分野の 22 業種別組織及び 18 地域別組織から成る食品加工関連の同業者委員会 

  ****13 の穀物関連団体をメンバーとする同業者委員会 

 

図 22 フランスの産地別ワイン同業者委員会、産地別スピリッツ同業者員会 

出所）Page Vins 
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CVO  

フランスの農産物同業者委員会のマーケティング活動の多くは、出荷量に応じて会員が支払う賦課金

（Contribution Voluntary and Obligatory－CVO）によって支えられている。CVO はボランタリーであ

ると同時に義務であるというその名称が表す通り、税率の設定は各同業者委員会の裁量に任されているが、

委員会に属する会員全員が支払いの義務を負っている。 

フランスでは 1959年 1月 2日に制定された「財政法上の基本法（Portant loi organique relative aux lois 

de finances）」によって政府が国家歳入の枠外で賦課金を集めることが可能となり、2002 年までに農業分

野で 30 以上の賦課金制度が導入された。この賦課金によって 35 以上の生産者協会が調査研究やプロモー

ションに係る費用を賄っている。同法は EU の法律と相容れない等の問題から 2001 年 8 月 1 日に改訂

（2004 年 1 月 1 日に施行）され、現行の CVO 制度が導入された。現在、CVO 制度により農業分野で徴

収される賦課金の合計額は 3 億ユーロ以上に上っている。 

CVO は様々な課題に直面しており、特に EU は CVO 制度が EU 法の下で禁止されている国庫補助に当

たるとして異議を唱えている。また、法律そのものの問題として、賦課金の徴収方法については規定され

ているものの、その使途については明確に定められておらず、この点が問題視されている。業界によって

も受容度に差があり、酪農業界等は反対を表明している。反対している業界の懸念点の一つは、同業者委

員会の会員全員が支払いの義務を負う一方、全員が平等に受益していないという公平性の問題である。一

方、ワイン同業者委員会や穀物輸出業界は CVO 制度を概ね支持しており、これらの業界にとっては調査

やマーケティング活動等の重要な資金源として位置付けられている。 
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3.3  (FAM) 

 

フランスアグリメール（FranceAgriMer―FAM）は 2009 年 4 月に 5 つの政府系農業支援機構（Ofimer

（水産・養殖）、 ONIC（穀物）、 ONIPPAM（香水、芳香剤、薬）、 Office de l’Élevage（食肉）、Viniflhor

（ワイン））が統合されて設立された機関で、食料農業漁業省の管轄下にある。 

多数の機関が統合されてできたため、FAM の業務範囲は広く複雑であるが、農産物・食品の輸出促進

に関して、以下のような役割を担っている。 

 

輸出促進に関連する FAM の最も主要な役割は市場調査や業界関係者とのコンサルテーションに基づく

輸出戦略策定、農産物同業者委員会に対する相談業務等である。調査部門を通じて世界各国における農産

物・食品の生産動向や消費動向、新規市場における生活様式等に関する情報収集・分析を行うと同時に、

輸出入の様々な側面に関わる法律の動きを常時把握している。また、こうして蓄積された情報を元に、各

セクターの農産物同業者委員会に対して助言を提供する他、業界毎に代表者を集めて定期的に会合を開催

して主要な政策課題や輸出促進におけるターゲット市場等について検討を行っている。 

 

FAM は農産物同業者委員会が行うプロモーション活動に対する助成を行っている。各農産物同業者委

員会から提案を募り、対象製品、対象市場、目的や期待される効果等に基づき助成対象とする活動を決定

する。FAM はその年度の予算に応じてプロモーション活動に係る費用の一部、もしくは 100％を助成する。

助成を受けた委員会は FAM の補助による活動と自己財源による活動を自由に組み合わせて実施すること

もでき、例えば FAM が小売店におけるワインのバイヤーに対するセミナー実施に係る費用を負担し、同

時に委員会が自己財源により店頭プロモーションを行うなどのケースがある。通常、FAM が助成する活

動は EU 市場をターゲットとすることが多いが、厳密に対象市場が決められている訳ではない。 

EU  

FAM は EU が実施する農産物プロモーション補助や国別補助プログラムへの申請支援を行っている。

申請書は補助金を希望する農産物同業者委員会が主体となって作成して EU に提出するが、EU の輸出促

進スキームは手続きが煩雑で委員会単独では申請が困難なため、FAM は補助金申請をサポートする特別

チームを配置している。申請が承認されれば、EU から FAM に補助金が支払われ、FAM がこれを各委員

会に配布する。国別補助プログラムにおいてはプロモーション活動費用の 50%まで補助を受けることがで

きるが、手続きの煩雑さから過去数年間は予算が余っている状況となっている。 
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フランス全土で 1,350 名のスタッフを擁し、このうち地方事務所に 450 名が配置されている。 

特に輸出促進に特化した部署はないが、市場・調査・予測部では農産物価格や市場動向に関する調査を、

国際部では各国との関係構築や貿易パートナーの開拓、輸出業者への情報提供を、セクターコーディネー

ション部では各業界とのコミュニケーションを担当している。 

セクターコーディネーション部では、ワイン、乳製品、食肉など品目毎のセクター代表が生産者協会と

の直接のコミュニケーションに業務時間の多くを費やし、業界との強いパイプが構築されているのが特徴

である。 

 

 

図 23  FranceFAM (FAM)の機構 

出所）FAM 

 

FAMの 2010年度の予算は全体で 1,642百万ユーロであ

る。FAM は EU の CAP の下で実施されるあらゆる農業補

助金の支払機関となっているため、全体の予算額は大きい

が、このうち国内外におけるプロモーション活動のサポー

トに係る予算は、青果物・豆類分野で 850 万ユーロ、花き

分野で 90 万ユーロ、水産物分野で 340 万ユーロ、ワイン

分野で 1,000 万ユーロとなっている。 
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図 24  アグリメールの収入内訳（2010 年） 

出所）FAM 

EU予算, 

900百万

ユーロ

（54.8％）

国家予算, 

606百万

ユーロ

（63.9％）

営業利益, 

136百万

ユーロ

（8.3％）
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3.4 SOPEXA  

 

フランス食品振興会（Societe pour l'Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires – 

SOPEXA）は 1961 年にフランス食料農業漁業省によって設立された農水産物輸出促進のための団体で、

2008 年に完全民営化され、各種農業関連団体や企業、UBIFRANCE 等が株式を保有する株式会社となっ

た。 

民営化に伴い、基本的にはあらゆるクライアントに対して販売促進や広報プロモーションサービスを提

供する広告代理店となったが、長年の経験と農業・食品・飲料業界との深い繋がりにより、食品・飲料に

特化した知識とノウハウを豊富に蓄えているところが他の広告会社と異なる SOPEXA の強みである。 

 

対象とする品目については設立当初から食品と飲料に限定されており、「フランス的ライフスタイル」が

マーケティング対象として加えられた以外は大きくは変わっていない。品目別では農産物・食品・飲料分

野で最大の輸出品であるワイン・スピリットに関する活動が最も多く、2010 年度の実績では全体の 43％

を占めている。その他、活動に占める割合が高い順に各種加工品、フルーツ・野菜、食肉、乳製品となっ

ている。 

活動地域は主要な輸出先である EU 諸国が 42％と最も多く、次いでアジア 19％、アメリカ 16％等とな

っている。フランス国内での活動も多く、全体の 16％を占めている（2010 年度実績）。南米はメキシコと

ブラジルに事務所が置かれているが、アフリカにはまだ活動拠点がない。国内を含めヨーロッパは成熟市

場であり、今後は東アジアやインド等、成長が見込まれる市場での活動を強化していく方向である。 

 

SOPEXA は設立当初は主にフランス食料農業漁業

省の委託により事業を行う組織であったが、徐々に顧

客層が広がり、現在では各品目別の業界団体や民間企

業等の幅広い顧客に対してコンサルティングやマーケ

ティングサービスを提供するようになっている。2010

年度の実績では食料農業漁業省や公的機関からの受託

分が 20.5％、業界団体からの委託による活動が 54%、

地方組織 4.0%、民間企業 20.5%、EU1%となっている。 

ワイン関係では産地毎のワイン同業者委員会が主要

な顧客であるが、新規市場参入を目指す小規模ブラン

ド等も含まれる。 

また、近年は海外事務所の業務範囲が大きく拡大する傾向にある。2010 年までの海外事務所の主な役割

は食料農業漁業省やフランスに拠点を置く企業・団体に対して販促・マーケティングサービスを提供する

ことであったが、2 年前からは海外事務所が現地顧客に対してもプロモーションサービスを提供できるよ

うになった。 

 

図 25 SOPEXA 事業対象地域（2010 年度） 

出所）SOPEXA 
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さらに、2013 年からは、対象品目がフランス産に限らないあらゆる食品・飲料分野に拡大されることが

決定している。これにより、例えば SOPEXA の東京事務所は、日本の食品・飲料メーカーに対して、

SOPEXA の海外ネットワークを活用したサービスを提供できるようになる。 

フランス産以外の食品・飲料への業務拡大は始まったばかりで、実績の有無については不明だが、こう

した業務範囲の拡大により、SOPEXA は国内外のあらゆる顧客に対してコンサルティングやマーケティン

グを行う、広告代理店と変わらない機能を持った組織になっている。 

 

SOPEXA の理事会は、産地別ワイン同業者委員会連合、ヴァン・ド・フランス同業者委員会、家畜・食

肉同業者委員会等の品目別の各同業者委員会や、農業協同組合、農業信用金庫等の代表からなり、現在の

理事長は前全国農業協同組合連合会会長で酪農家である。一方で、専務理事はマーケティングのプロフェ

ッショナルが務めている。こうした組織構成そのものが、農業・食品業界と密接な関係を保ちつつ、農産

物・食品輸出促進が行われる文脈に影響を及ぼす SOPEXA の成り立ちをよく物語っている。 

実務部門には、世界市場、マーケティング戦略、外部コミュニケーションなどがある。パリにある本部

の他、34 か国に 42 の連絡事務所・独立事務所を持ち、本部に 80 人、海外に 200 人、合計 280 人の職員

が在籍している。 

 

  

図 26  SOPEXA の機構 

出所）SOPEXA 

理事長

全国食品産業協会（ANIA）
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CRÉDIT AGRICOLE [農業信用機関]
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本部は主に食料農業漁業省や一部大規模な農業組合などからの委託事業についての窓口となっている。

一旦事業が始まると、商業、クリエイティブ、生産の 3 つのチームが立ち上がり、これらのチームがメデ

ィアプランニング、イベントプランニング、インストアプロモーション、デジタルコミュニケーション等、

内部の専門ユニットを利用しながら事業を進める。 

また、本部には各産地の事情に詳しいワイン専門家が常駐しており、各同業者委員会が国内外で行うマ

ーケティング活動の相談役となっている。 

EU には SOPEXA 等の広告代理店による非公式の連絡協議会があり、年に 2～3 回のミーティングを通

じて食品・飲料市場の世界的なトレンドや有望市場について意見交換を行っている。 

 

海外事務所は大使館内に連絡事務所として設置されている場合もあれば、独立事務所となっている場合

もある。日本の場合は 1969 年の設立当初は大使館経済商務部に置かれていたが、1988 年に日本法人とし

て独立している。 

以前は本部が決定したプログラムを実行するのが海外事務所の役割であったが、最近は海外事務所も積

極的にビジネスチャンスを開拓することが求められるようになっている。食料農業漁業省や一部の大規模

同業者委員会等を除く多くのクライアントについては直接委託を受けており、海外事務所が積極的にプロ

ジェクトを動かして売上を上げ、利益を出すことを求められている。こうした流れの中で、今後は海外事

務所主導による複数の国にまたがるプロジェクトについても模索していく方向である。 

予算についても独立採算性が取られており、クライアントからの支払いがすなわち海外事務所の運営費

ということになる。SOPEXA ニューヨーク事務所によれば、海外事務所毎に年間の売上目標が設定されて

いるが、目標達成には課題も多い。一民間企業として他の広告代理店との競争にさらされているため、当

然顧客を失うこともある。また、SOPEXA は長く公的機関であったため、無償でサービスを提供する組織

というイメージも強く、費用の面でクライアントと折り合いがつかない場合もある。 

本部との関係では、食料農業漁業省からの委託による全世界的なプログラム等についてはコーディネー

トすることが多いが、それ以外では定期的なミーティングもなく、海外事務所のスタッフが本部に行くこ

とも滅多にない。一方、主要な顧客であるワイン同業者委員会等については、海外事務所から直接訪問す

ることもある。 

 

2010 年度の売上は 7,290 万ユーロ（約 73 億円）で、2009 年度の 7,530 万ユーロ（約 75 億円）からや

や落ち込んでいる。売上のうち食料農業漁業省や公的機関からの受託分が 20.5％、農産物同業者委員会等

の業界団体からの委託による活動が 54%、地方団体 4.0%、民間業者 20.5%、EU1%となっている。また、

2010 年度の営業利益は 140 万ユーロであった。 

SOPEXA は株式が民間団体に売却された 2 年前までは法定の財務諸表を発表していたが、現在では売

上と営業利益の公表のみとなっており、詳しい内訳は公開されていない。 
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SOPEXA は食品・飲料に関するあらゆる販売促進や広報プロモーションを行う。顧客団体／企業に対し

ては EU の輸出促進補助金取得のための提案書作成支援も行ったり、対象市場における活動についての戦

略的なアドバイスをすることもあれば、顧客団体／企業が指定した特定の活動の実施のみを担当すること

もあり、要望に応じて柔軟に対応する。 

基本的には一般の広告代理店と同じように機能しており、ビジネスのほとんどが提案書の提出による競

合企業とのコンペより取得される。契約は食料農業漁業省のように 5 年間といった長期の場合もあれば、

民間企業との短期契約の場合もあり長さや規模は様々である。フランス政府から何らかの補助金を受けて

いる農業団体等は通常 3 年間の事業計画に基づいて活動しており、SOPEXA との契約も 3 年契約となる

場合が多い。SOPEXA 本部によれば、提案書によるコンペでの勝率は 50％程度とのことであるが、ニュ

ーヨーク事務所の話では、提案書は形だけの場合もある。 

また、国際展示会の運営は、SOPEXA が行う主要業務の一つである。SOPEXA は食品見本市としては

世界で 2 番目の規模を誇るパリ国際食品見本市（SIAL）を最初に立ち上げた組織であり、今でも SIAL 社

（SIAL の運営を行う企業）株式の 42％を保有している。また、1981 年にはボルドー商工会議所の委託

により、現在では世界で最大のワイン展示会となったワインエキスポ（Vinexpo）を立ち上げている。2012

年には、世界中で 34 の食品・飲料展示会へのフランス展示館の出展が企画されている。 

 

表 23 SOPEXA の主な活動内容 

分野 内容 

マーケティング 

コンサルティング 

及び調査 

・全体的な市場の戦略策定・調査、戦略監査、特定のブランドや商品に関する市場調査 

・プロモーションキャンペーンに関する情報収集 

 

マルチメディアの活用 

 

・ウェブサイトの運営、デザイン、メディア活用に関するコンサルティング等 

 

広告・メディア戦略 

 

・広告コンセプトの立案、クリエイティブなメディア戦略の策定、実施 

 

教育・訓練、 

ネットワーキング 

 

・消費者や関係者に対するフランス産のブランドや製品に関する認知度向上のための教

育や訓練等 

 

PR 活動 

 

・プレス、ジャーナリストとの関係構築と、PR 活動の実施 

国際展示会の運営 

 

・主要な展示会におけるフランスブースの設置と出展支援 

 

危機管理、危機対応 

 

・製品や環境リスクの分析、把握、予測、管理等 

 

出所）SOPEXA 
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海外事務所では、フランス食料農業漁業省や FAM が実施するフランスワインキャンペーン（Wines of 

France）、産地毎のワイン同業者委員会の委託によるプロモーションがメインの活動となっている。

SOPEXA ニューヨーク事務所では、売上の約 70％がこうした公的機関とワイン同業者委員会からの受託

事業である。 

 

食料農業漁業省からの委託により実施しているフランス産食品・飲料の包括的なイメージ向上キャンペー

ン活動でもワインは重要な品目となっている。この活動の中には例えばホテルのバイヤー向けワインリス

トの作成などが含まれるが、この場合産地別ワインやブランドは平等に広告スペースを与えらる。 

 

FAM が全世界的に実施しているプロモーションキャンペーンで、SOPEXA が企画・実施を請け負っている。

2012 年から始まる 3 年間のキャンペーンでは、SOPEXA が北米やヨーロッパでのマーケティングを受託し

ている。マーケティングの柱は消費者への啓発活動、主要なインフルエンサーに対する教育、業界関係者

に対する販売・マーケティングサポートとなっており、特にデジタルメディアの利用が大きな目玉となっ

ている。具体的には、ソーシャルメディアゲームを活用し、インターネット上で消費者がバーチャルワイ

ン農園を訪問する仕組み等、参加型のプロモーションが企画されている。 

 

海外事務所は各産地のワイン同業者委員会の代理店の機能を果たしており、各産地毎の情報サイトの運

営、ワインセミナーや試飲会の実施、展示会への出展支援等の活動を行っている。顧客としては、ボルド

ーを始めとする主要なワイン産地の大規模な同業者委員会もあれば、新規市場参入を目指す比較的新しい

小規模ブランドもある。大規模なワイン同業者委員会は主に生産者から徴収される課徴金（CVO）をマー

ケティング活動の元手にしている。一方、小規模ブランドは EU の CMO 改革の一環で実施されているプ

ロモーション補助の対象となっているが、50％自己負担となっているため、資金力が弱い小規模ブランド

にとっては利用が困難な場合も多い。また、ニューヨーク事務所によれば、小規模ブランドは少数のイン

ポーターがワイン輸入の大部分を取り扱うアメリカのような市場では参入が難しく、スペシャリティワイ

ンを扱うインポーターを見つける必要があるなど、SOPEXA としても苦労が多い。 

 

インターネット上のブログや、フェイスブックやツイッターといったソーシャルメディア、スマートフォ

ンのアプリ等を活用したプロモーション活動が増えており、効果を挙げている。ニューヨーク事務所が行

ったブロガーを活用した PR では、複数ブロガーが同時にワインをテイスティングし、それぞれが同時に

コメントをブログに載せるオンラインテイスティング会を開催し、限られた予算で大きなインパクトがあ

った。また、顧客の依頼により、インドの若者がフランスワインを検索できるアプリ開発なども行われた。 

 

中小企業については、5～10 社をまとめて半日～1 日のミニサロンを企画している。多くの場合は大規模

な展示会の一環で実施されており、特に品質の高いワインを生産する小規模生産者にとっては非常に上手

く機能している。こうしたサービスに対する費用は最低限に抑えられている。 

 

SOPEXA は様々なワイン生産者をつなぐハブとしても機能しており、複数のワイン産地や他国産ワインと

共同でイベントを開催する場合もある。 
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海外事務所毎に設定された活動目標に沿った評価が行われている。3～5 つの海外事務所を束ねるリジョ

ナルマネジャーが各事務所のパフォーマンスと予算を管理する責任者となっており、本部への報告を行っ

ている。小売や試飲イベントについては、実際の売上向上に対する直接の数値的成果を問われるが、メデ

ィアキャンペーン等については露出度等の貢献度を総合的に評価する仕組みである。 
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3.5 UBIFRANCE  

 

フランス企業振興機構（UBIFRANCE）は、2004 年に CFCE（海外貿易センター）を当時の UBIFRANCE

が統合して設立された。この統合により、メンバーに対してのみサービスを提供する団体から、全てのフ

ランス民間企業を対象とする公的機関に移行している。経済・産業・雇用省の管轄下にある。 

UBIFRANCE は「フランス企業の海外進出のお供」をミッションとして掲げ、企業の海外進出や海外

への輸出を行う個別企業へのサポートを主な業務としている。2010 年に海外展示会への出展支援や商談会

の開催等を通じて実施したビジネスサポートは 22,000 件以上となっている。 

 

UBIFRANCE はあらゆる分野の企業へ海外進出や輸出をサポートしているが、「食品産業」は「運輸・

インフラ」、「ファッション・住環境」、「新技術とイノベーション」と並ぶ大きな活動分野の一つとなって

おり、2010 年度に実施されたビジネスサポートの内 22％が食品産業に関係するものとなっている。 

食品産業分野は大きく「農業機械」、「食品」、「飲料」の 3 分野に分けられる。2008 年までは農業機械

分野が主要部門であったが、ワインや高級食材の輸出を強化していくという政府の方針を反映し、現在で

は農業機械、食品、飲料の 3 分野が同等の比重を占めている。 

UBIFRANCEは主要な輸出先であるヨーロッパを始め世界 46か国に事務所を構えているが 2011-12年

にはアフリカ、南米、中央アジア、東欧等 10 か国で事務所が設置される予定となっており、既に重要な

市場となっている中国、ブラジル、ロシア等の新興国に加え、今後はアフリカや南米での活動を強化して

いく方向である。 

特に食品・飲料輸出の牽引役となっているワインについては、成長市場である中国、ロシア、ブラジル

の地位確立や、ニッチマーケットの開拓を目的としてインド、オーストラリア、メキシコ、カザフスタン

等の小規模ニッチマーケットへの投資拡大が計画されている。 

 

UBIFRANCE は、SOPEXA、ADEPTA などと共同で「フランス輸出プログラム（Programme 

France-Export）」を運営している。3 つの組織が企画、運営する国際展示会やセミナーを一つのプログラ

ムとして統合し、企業が多くの展示会やサポートにアクセスできる仕組みを提供している。2012 年には世

界各国で 400 件の食品・農業関連の展示会やセミナー、商談会が企画されているが、ADEPTA、SOPEXA、

UBIFRANCE の 3 つの組織が分担して企画・運営を担っている。3 か月毎に開かれる経済・産業・雇用省、

食料農業漁業省、FAM、商工会議所、UBIFRANCE、SOPEXA、ADEPTA による協議会を通じて役割分

担が行われている。 

展示会などにおいては、それぞれの組織の特性を生かし、必要に応じて組織間の連携が図られている。

例えば ADEPTA は個別企業へのサービスは提供していないため、個別企業に対する B to B の支援が必要

な場合には、ADEPTA から UBIFRANCE に橋渡しが行われる。また、UBIFRANCE が個別企業のマッ

チングを得意とする一方、SOPEXA は海外の業界関係者（輸入業者、小売業者等）とのコミュニケーショ

ンを主な業務としており、組織の強みを生かした割り振りが行われている。 
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UBIFRANCE はフランスを含む 46 か国に 65 事務所を持ち、全世界で 1,500 名（本部 460 名、海外事

務所 1,040 名）のスタッフを擁する。 

本部では分野毎に企業へのサービスを提供する部門が設置されており、農業・食品産業を担当している

のは「食品・機械・アグリフードテクノロジー部」である。本部には 53 名、海外事務所に 162 名のスタ

ッフが配置されている。同部は食品・フードチェーン課、ワイン・スピリッツ・飲料課、農業機械／機器・

農業／食品産業投入物課、調査・統計・食品ネットワークイベント課の 4 つの課に分かれ、それぞれ 10

～18 名が本部業務に当たっている。海外事務所についても各事務所に食品・農業担当者が置かれる形とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）UBIFRANCE  

 

UBIFRANCE では 2009 年以降の組織改革によって、それまで政治・経済に係る情報収集や便宜供与等

幅広い業務の担ってきた海外事務所の機能が民間企業へのサポート業務に特化されたことにより、現地事

務所の設立が比較的容易になり、新規海外事務所の整備が進められている。この改革によって海外拠点の

数は急激に増加しており、2009 年末時点の 28 か国、40 事務所から、2012 年には 56 か国、76 事務所に

拡大される計画である。 

 

  

図 27  UBIFRANCE 食品・機械・アグリフードテクノロジー部の組織（本部） 

 

部門ヘッド、
プロジェクトマネジャー

食品・フードチェーン
課（18名）

ワイン・スピリッ
ツ・飲料課（10名）

農業機械／機器・農業／
食品産業投入物課（10名）

調査・統計・ニュー
ス・食品ネットワーク
イベント課 （12名）
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UBIFRANCE の事業費は 2010 年度約 3 億 2 百万ユーロ（約 320 億円）となっており、このうち約 1

億ユーロが人件費等の一般管理費となっている。収入の約 9 千万ユーロは経済・産業・雇用省を中心とす

る政府からの補助金で賄われているが、同省からの予算の約 8 割は一般管理費に充てられている。 

海外事務所の経費は 7 割以上が人件費となっており、2009 年以降の事務所拡大により大幅に増えてい

る。どの国にどれだけの予算を割り当てるかは本部で決められ、経済・産業・雇用省の承認を得て確定し

た後、各事務所に配分される。 

農業関連（食品、飲料、機械、食品技術）の年間予算は 350 万～500 万ユーロ（3.5～5 億円）である。

このうち大部分は経済・産業・雇用省からの予算であるが、一部市場調査と中小企業支援に係る予算が食

料農業漁業省から割り当てられている。2010 年度の食料農業漁業省からの予算は 100 万ユーロ（約 1 億

円）であったが、財政難の煽りを受け、2012 年には 50 万ユーロに減額となっている。 

 

表 24 UBIFRANCE 予算 

単位：000€ 

 2009 年度 2010 年度 

収入計 269,250 296,491 

 国庫補助金 69,894 89,674 

 自己資金 199,356 206,817 

支出計 268,990 302,010 

事業費 189,364 200,147 

カウンセリング（市場情報の提供、ターゲティング） 370 399 

コンタクト（セミナー、商談会、国際展示会を通じたマッチング支援） 29,185 34,818 

コミュニケーション（PR、広告） 34 53 

国際企業ボランティア 144,803 148,888 

パブリックサポート 8,074 9,764 

マーケティング＆コミュニケーション 3,158 3,943 

その他 3,440 2,282 

管理費 79,626 101,863 

本部 51,769 53,715 

  人件費 32,667 33,666 

  その他経費 19,102 20,049 

海外事務所 27,857 48,148 

  人件費 20,665 37,107 

  その他経費 7,192 11,041 

出所) UBIFRANCE 年次報告書（2010） 

  



 

82 

 

23  

 

UBIFRANCE が行う主な業務はクライアントであるフランス民間企業や業界団体に対して取引先相手

を見つけるための専門的アドバイス、マッチング支援を行うことである。その前後の支援として、市場を

ターゲティングするためのマーケット情報の提供、進出後の PR、広告に係る支援も行っているが、表＿

の予算にある通り、取引先のマッチングに係る業務がメインとなっている。 

本部が窓口となって民間企業や業界団体とのネットワークを構築し、海外事務所に橋渡しを行う。一方、

海外事務所ではマーケットや輸入規制に係る情報収集や輸入業者とのネットワーク構築を行い、国際展示

会におけるパビリオンの設置や商談会の企画等の実施に当たる。このため、それぞれの業界に詳しい専門

家をフランス国内、海外の双方に配置している。 

また、割引制度などを通じた中小企業支援、ボランティア派遣を通じた人材支援も行っている。 

 

表 25 UBIFRANCE の主な活動内容 

分野 内容 

市場調査・分析 ・輸出候補市場の調査 

・ビジネスガイドの提供 

・各種テーマ別調査 

・分野毎のガイド、ディレクトリーの提供 

・輸入業者のリスト提供 

 

法律・規則 ・輸出に係る国際規則、関税手続き等に係るコンサルテーション、調査 

・輸出候補市場に係る法律、経済、政治、社会、税制、投資環境、コスト等に係る情報

提供 

マッチング支援 ・取引先候補の特定、アプローチ、フィードバック 

・調査ミッション、商談会の企画、実施 

・展示会等におけるマッチング支援（企業の特定、紹介） 

・展示会への出展支援 

・商談会、ビジネスフォーラム、テクノロジーパートナーシップミーティング等の企画、

運営 

PR、広告 ・プレスリリースの作成 

・プレスキットの作成 

・記者会見の実施サポート 

・ジャーナリストの紹介、インタビューアレンジ 

・カクテル・ネットワーキングイベントの企画、実施 

・フランス輸出企業のディレクトリー（Firmafrance.com）の運営 

・輸出先でプロモーションを行うためのプレゼンキットの提供 

・輸出先の言語に対応したカタログの作成 

人材支援 ・輸出支援を目的とした若手ボランティアの派遣 

出所）UBIFRANCE 
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輸出を検討する企業に対して、海外における国際展示会、商談会、セミナーなどを通じて取引相手を紹介

している。2010 年にこうしたサービスを利用した農業・食品分野のフランス企業は 4,820 社で、約 8 割の

企業が取引先の候補を特定することができたと報告されている。 

国際展示会では、特にワインについては産地間の競争があるが、フランスパビリオンを展開する場合には、

競争が激しい産地を隣同士にさせないなどの工夫をして個別ブランドとカントリーブランドのプロモー

ションの間でバランスが取れるように工夫している。 

 

食料農業漁業省からの調査予算を用いて、海外市場に係る定期的な情報収集・分析や、特定の商品や市場、

テーマにターゲットを絞った調査を行っている。特定のテーマに絞った自主企画の他、農業・食品業界団

体の提案に基づくものがあり、後者については少なくとも予算の 30％が農業・食品業界団体の自己負担

となっている。こうした調査は年間 5～6 本程度行われており、2011 年に行われた調査の一例としては、

フランス食品企業のディレクトリー作成事業等がある。 

ヨーロッパにおける財政危機の影響により政府予算が逼迫してきており、選択と集中を行うための市場調

査・分析が益々重要になってきているが、一方で予算は大きくカットされる傾向にある。 

 

全てのセクターで、中小企業は国際展示会への出展費用などについて、割引を受けられる仕組みがある。 

農業・食品分野では、食料農業漁業省からの予算により実施される、中小企業支援スキームがある。これ

は、輸出実績がなく、海外売上高比率が 5％以下の中小企業に対して行われるもので、市場に関する情報

提供や、専門家によるコンサルテーションを無償で受けられるサービスである。 

 

各企業のニーズに応じて、新卒者など 28 歳までの若手を 6～24 か月の間海外に派遣し、マーケット調査、

契約サポート、流通ルートの構築など、輸出に必要な様々な支援を行うもの。UBIFRANCE ではエンジニア、

IT、ビジネス、マネジメントなど、様々な専門性を持った若手ボランティア候補者を 8 万人以上リストア

ップしており、企業のリクエストに応じて適任者を派遣している。 

雇用契約はボランティアと UBIFRANCE の間で行われ、生活費や社会保障費の支払い、ビザ取得の手続き

などを全て UBIFRANCE が行い、ボランティアは派遣国の大使館の管理下に置かれるため、企業の負担は

ほとんどない。2010 年に海外に派遣されボランティアの数は全セクター合わせて 6,293 名で、派遣者数は

経済低迷の影響を受けて減少傾向にある。 

 

活動評価は徹底されており、特にここ数年は公共サービスの効率化を図る政策の一環で数値目標が厳し

く設定されるようになってきている。個別企業への支援については、個々の活動が完了した時点で

UBIFRANCE により満足度調査が行われる他、サービス利用者を対象とした第三者機関による満足度調

査が年 2 回行われ、90％以上の企業から「満足」の評価を得る必要があると規定されている。 

また、2011 年からは、BtoB ミーティングについて 3 社中 1 社で具体的な契約に結びつかなければなら

ないという新しい数値目標が設定され、第三者機関によって半年後、1 年後にも状況確認が行われている。  
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3.6  

 

フランスでは、ワインやチーズ等の原産地呼

称が認められている農産物については、地域ご

とに同業者委員会が構成されている。なお、フ

ランスでは、EU ワイン共通市場制度改革に則

り、2008 年にワインの格付けがそれまでの 4

段階（AOC、AOVDQS、ヴァン・ド・ペイ、

ヴァン・ド・ターブルの）から AOP（AOC に

相当）、IGP（ヴァン・ド・ペイに相当）、ヴァ

ン・ド・フランス（ヴァン・ド・ターブルに相

当）に改められた（ただ、現在も AOC のラベ

ルが併用して用いられている。）が、AOP 及び

IGP に分類されるワインについては、3.2.4 節

に示したように、主要な産地毎に同業者委員会

が形成されている。また、テーブルワインとなる地理的表示ではなく各社のブランドが表示されるワイン

では、ヴァン・ド・フランス同業者委員会が構成されており、ここが販促活動等を担う。 

これら同業者委員会は、それぞれ規模、補助金利用の有無や、活動内容は大きく異なるが、EU 域内市

場以外の活動については、多くの活動を SOPEXA に委託して実施しており、ワイン関連の事業は、

SOPEXA の中心的な取扱い部門となっている。SOPEXA では、各地域の活動が時期的に重ならないよう

に上手く調整をしながら、フランスワインの様々な地域のワインを紹介し、フランス産ワイン全体の消費

増を図っている。 

ワインの輸出先としては、EU 諸国や北米、

日本に加えて、アジア諸国、とくに近年は中国

や香港市場の拡大が目覚ましく、2010 年のワイ

ン輸出額 84 億ドルのうち、7%を中国・香港が

占め、2005 年の 1%から大きく伸びており、こ

れらの地域での活動が拡充されている。 

ここでは、フランスの産地別ワイン同業者委

員会のうち、規模が中規模で、また補助金等の

利用がみられ、運営の構造が分かりやすいベル

ジュラックワイン同業者委員会の例を挙げる。 

 

 

図 28  フランスワインの分類 

 

AOP  

(約50%) 

IGP (約25%) 

Vins de France (約25%) 

地理的表示有 

地理的表示無 

図 29  フランスの主なワイン輸出先（2010） 

 

出所）ITC 

イギリス

18%

アメリカ

12%

ドイツ

10%

ベルギー

9%
中国

4%

香港

5%

日本

6%

スイス

4%

カナダ

4%

オランダ

5%

シンガポール

3%

その他

20%



 

85 

 

23  

 

CIVRB  

ベルジュラックはフランス南西部のアキテー

ヌ地方ドルドーニュ県にあるワイン生産地で、

赤ワイン、白ワイン、ロゼ、デザートワインを

生産し、13 の AOC ワインが登録されている。

ワイン生産は同地域最大の産業で、生産面積は

12,500 ヘクタール、生産量 57 万 hl、1,150 の

ワイン生産者を抱え、生産額は出荷価格ベース

で年間約 1 億 5 千万ユーロとなっている。 

ベルジュラックワイン同業者委員会（Conseil 

Interprofessionnel des Vins de la Region de 

Bergerac – CIVRB）は 1960 年代に生産者や卸

売業者、輸出業者によって設立され、ベルジュ

ラックワインの国内外における販売促進とメン

バーの収益向上、ワインの品質維持・改善のた

めの調査研究を目的として活動している。ベルジュラック地方はボルドー地方の内陸に位置し、使われる

ブドウの品種もボルドー地方と同じものが多いため、ボルドーワインの類似品として扱われることも多い

が、CIVRB は活発な販売促進活動を行っている農産物同業者委員会の一つである。 

 

活動地域は大きく EU 市場とその他市場に分けられ、EU 市場ではイギリス、ドイツ、ベルギー、オラ

ンダが主要なターゲットになっている。その他市場では、中国、日本、カナダがメインで、今後はアメリ

カ市場にも力を入れていく方針である。 

CIVRB  

専従スタッフは 22 名であるが、このうち 10 名が R&D に従事しており、収益性が悪い赤ワインの品質

向上のため、近年は特に調査研究に重点を置いている。 

理事会メンバーは 18 名で、このうち半分が生産者、残りの半分が卸売業者/輸出業者となっている。理

事会の下には、5 つの委員会（テクノロジー、品質、マーケティング、予算、コミュニケーション）と 6

つの小委員会が設置されており、小委員会では輸出、フードサービス、小売の 3 つが主要なものとなって

いる。また、理事会メンバーの中から 6 名の執行委員が 2 年間の任期で選任され、政策実行を担っている。

全体総会が年に 2 回開かれる他、理事会メンバーは年に 4 回の定期会合を持ち、委員会から提出される提

案や全体の政策、戦略について検討を行う。組織運営においては生産者と卸売業者/輸出業者が平等に参加

するという原則が徹底されているのが大きな特徴となっている。 

現在、会員数は生産者、卸売業者、輸出業者など約 1,200 生産者/企業となっている。生産者の会員の約

80%は個別のシャトー（醸造所）で、その他は農業協同組合である。 

CIVRB は海外拠点を持っておらず、海外市場における販売促進活動は民間の広告代理店を通じて行っ

ている。広告代理店は公募により提案書に基づいて決定しており、ベルギー、ドイツ、日本、カナダにつ

図 30  ベルジュラックワイン地方 

 

出所）CIVRB ウェブサイト 
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いては SOPEXA、イギリス、オランダについてはそれぞれ異なる広告代理店を使ってプロモーションを行

っている。具体的なプロモーション活動はこれらの広告代理店が担うが、商談会やセミナーの運営、活動

のモニタリング等のため、本部からも頻繁に人を派遣している。 

 

図 31  CIVRB の成り立ち 

出所）CIVRB からのヒアリングに基づき作成 

CIVRB  

CIVRB の 2010-2011 年度の予算は約 350 万ユーロで、このうち約 260 万ユーロが出荷量に応じて徴収

された賦課金（CVO）である。賦課金のレートはワインの種類によって異なり、また予算委員会と理事会

が毎年他の同業者委員会の賦課金レートの傾向や CIVRB の財務状況、ワイン販売の収益性などを考慮し

て見直しを行っている。現在のレートは１hl 当たり 3.7－5.7 ユーロ（750ml 標準ボトル当たり 27.7－42.7

セント）となっている。 

この他の主たる資金源としては、先述の FAM からのプロモーション活動への助成金や、調査・研究部

門が調査結果を販売すること得る収益などがある。CIVRB によれば、FAM による助成金は賦課金収入に

次いで 2 番目に大きい資金源となっており、2010-2011 年の予算のうち約 10％にあたる 40 万ユーロ程度

が FAM による助成金と推計される。なお、同年度の調査・研究部門による収益は 20 万ユーロである。ま

た、CIVRB は EU の国別補助プログラムにも応募しており、これまで数回は申請が通って補助金を受け

取っているが、CIVRB の話によれば、国別補助プログラムの申請は煩雑で、FAM の支援が欠かせない。 

2011-12 年度の予算のうち、海外でのプロモーションに係る直接予算は EU 市場とその他市場がそれぞ

れ 20 万ユーロと予算全体に占める割合は合わせて 12%程度となっている。今後はその他市場の比重が高

くなることが見込まれている。また、CIVRB は定款の規定により個別ブランドの支援は基本的に行って

いないが、新規市場開拓を行う個別会員に対しては 1,500 ユーロを上限とする少額の補助を行っている。 

CIVRB の予算は 3 年間の継続予算で、予算委員会が立案し、理事会で承認を得る。また、予算計画は

予算委員会によって年に 10 回、理事会によって年に 2 回見直しが行われる。 
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CIVRB  

ベルジュラック地方のワイン生産者が抱える最大の課題は収益性の改善で、特に赤ワインの低い出荷価

格が問題となっている。白ワイン、ロゼ、デザートワインは利益を上げているが、赤ワインについては一

部の一流シャトーを除いては赤字が続いている。特にフランス国内では小売チェーンの価格交渉における

力が強く収益性が見込めないため、CIVRB は近年販売戦略を転換して国内においてはワイン専門の小売

業者やフードサービスセクターに注力し、同時に海外への輸出促進に力を入れている。 

海外で行うプロモーションの内容は国によって

異なり、CIVRB によれば、成功の鍵はそれぞれ

の市場に適した活動を 2～3 つ特定してそれらに

リソースを注ぐことである。例えばイギリスでは

フランス国内市場とは違い主要な小売チェーンを

ターゲットとした活動が多い。日本と中国はベル

ジュラックワインの浸透度という意味では同じよ

うな段階にあるため、戦略に大きな違いはなく、

業界向けワインセミナーの開催や商業ミッション

の派遣などがメインの活動となっている。 

海外における主要な活動には以下のようなもの

がある。 

 

 

 

海外におけるプロポーションの核となる活動で、展示会への出展とメディアへの周知を行うと同時に生産

者や輸出業者を募って商業ミッションを派遣する。特に日本市場で有効な手法で、プロモーション効果が

高いと認識されている。一方、中国では複数による商業ミッションよりも、1 対 1 の商談をリクエストさ

れる場合が多い。 

 

ベルジュラックワインに対する理解向上のため、レストランのオーナー、ソムリエ、バーテンダー、ワイ

ン専門店、スーパーのワインバイヤー等を招いたワインセミナーを数多く開催している。規模は通常 50-75

名程度で、2010 年に日本（東京・大阪）で開催されたセミナーは CIVRB と EU との共催で、CIVRB 本部か

ら講師を派遣してそれぞれ約 2 時間のセミナーが行われた。こうしたセミナーはプレス向けの昼食・夕食

会と合わせて行われる場合が多く、特に中国では北京、上海、広州等でセミナーやテイスティングセッシ

ョンと合わせて行うプレス向けの夕食会が CIVRB の活動の大きな柱となっている。 

 

店頭販売用の販促キットやリーフレットは海外でのプロモーションにおいて重要なツールと位置付けら

れ、日本語版、中国版など各国言語に対応して作成している。日本ではベルジュラックワインに関するリ

ーフレットの他、日本で購入できるベルジュラックワインの種類、輸入元、販売店等の詳細が掲載された

リストもウェブサイト上で公表している。 

 

消費者向けのプロモーションでは、海外市場では特にインターネットを活用した広告は費用対効果が大き

図 32  ベルジュラックワイン販促のための 

QR コードステッカー 

 

出所）社団法人日本ソムリエ協会ウェブサイト 
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く、各国で幅広く展開されている。日本では 2010 年より、ワインボトルにベルジュラックワインの携帯

サイトに誘導する QR コードを貼る活動が開始されている。 

また、消費者向けのプロモーションで反響が大きい活動としては、生産地の旅行会社や航空会社とタイア

ップした消費者コンテストなどがある。 

 

ワインコンクールへの定期的な参加は国内外におけるベルジュラックワインの認知度向上のための重要

なプロモーション戦略となっている。ただ、ワインコンクールは数が多すぎるため CIVRB 本部のマーケテ

ィング委員会で年間 5~6 つを厳選し、生産者と戦略を練って参加している。 
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3.7 FEC  

フランス穀物輸出協会（France Export Cereals―FEC）FEC は 1997 年に穀

物生産者により設立された非営利組織で、小麦生産者協会（AGPB）、トウモロコ

シ生産者協会（AGPM）､インターシリアル（AGPB、AGPM を含む 13 の穀物関

連団体をメンバーとする同業者委員会）をメンバーとしている。パリに本部を置

き、中国、モロッコ、エジプト、アルジェリアの 4 カ国に支部がある。職員は全

体で 7 名で、本部に 4 名、支部に 3 名が常駐している。支部にはこの他に現地ス

タッフやコンサルタント合わせて 10 名程度が雇用されている。 

FEC の設立目的はフランス産穀物（小麦、大麦、トウモロコシ）の輸出促進と、国内の穀物業界への情

報提供である。輸出促進分野では、既存の顧客維持と新規市場の開拓をミッションとし、品質・量の両面

からの需要の分析、マーケット毎のニーズの分析、フランス産穀物のプロモーション等を行っている。主

な輸出先においては、フランス産穀物に関するセミナーの開催、トレードショーへの参加、フランス産穀

物の加工に関するトレーニングの実施等を行っている。また、フランス国内においては、海外からの代表

団の受け入れや、生産者や輸出業者を対象として海外市場におけるニーズに関するセミナー等を行ってい

る。 

同協会が対象としているのは EU 以外の第三国と呼ばれる地域で、EU 域内への輸出を所轄しているフ

ランス政府（FAM）と棲み分けが行われている。また、EU 域内については、既に業界内で情報共有や関

係構築が進んでいることから、協会の活動は EU 域外における重要な市場である北アフリカや中東、中国

等が中心となっている。 

FEC は設立当初は農業系の銀行（UNIGRAINS）が出資する民間企業であったが、2004 年からは生産

者からの賦課金によって運営される非営利組織に移行している。賦課金は市場に出荷される全ての穀物に

対して課され、1 トンにつき 0.5 ユーロをインターシリアルが徴収する。徴収された賦課金は輸出促進費

用として FEC に分配される他、他の業界団体を通じて国内での販売促進活動や調査研究費用に当てられ

る。 

元々は民間企業として出発した FEC が賦課金によって運営される非営利組織に移行したのは、政府に

よってその活動の重要性が認識されたことによる。賦課金は CVO（Contribution Voluntary and 

Obligatory）と呼ばれ、政府によって支払いが義務化される一方で、民間組織が徴収しているという意味

で「ボランタリー」であると位置づけられている。現地関係者へのインタビューによれば、賦課金制度の

導入に対する穀物生産者からの反対はほとんどなかったが、同様の制度を有するワインや食肉業界では反

発も多い。 

FEC の年間予算は 230 万ユーロである。大まかには約 80%が海外における活動に充てられ、残りの 20%

が国内の穀物業界を対象とした情報提供活動に充当される。FEC は年度開始前に活動計画を作成し、イン

ターシリアルに提出して承認を得、年度末に活動報告を行う。インターシリアルでは、年に 2～3 回の頻

度でメンバーによる会合を開き、輸出戦略等について話し合いを行う。 

活動評価は難しい課題で、活動の成果を数値化することが難しいため、セミナーへの参加者数等の指標

を用いて測っている。活動のモニタリングはインターシリアルの委員会が行う。 

FEC はフランス政府からの補助金等は受け取っていないが、北アフリカ諸国等政府が輸入に大きな役割

を果たしている国との関係においては、政府間の交渉を FAM に担ってもらうなどの役割分担を行ってい

る。SOPEXA は主に加工品を扱っているため、FEC がそのサービスを利用することはないが、海外での
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展示会については SOPEXA や UBIFRANCE を通じて参加する場合が多い。ADEPTA についてはメンバ

ーにはなっているが主に機材や農業投入材を扱っており、穀物の輸出とは関わりは薄い。 

FEC の輸出促進の柱は・北東アフリカ、中東をターゲットとした製粉用小麦の輸出、ナイジェリア、モ

ロッコ等へのデュラム小麦の輸出、中国への大麦輸出、北アフリカへのトウモロコシ輸出等で、今後の新

規マーケットとしてはナイジェリアや東部ブラジルを睨んでいる。 

フランス穀物業界が抱える課題は、東ヨーロッパ諸国を中心とする新興国の台頭によりヨーロッパ市場

においてフランスのシェアが縮小していることから、ヨーロッパ外に市場を確保する必要があることであ

る。現在アルジェリアとモロッコではフランス産の小麦が市場の 80～90％を占めているが、こうした国を

さらに増やしていく必要がある。また、ヨーロッパ以外の国に輸出する場合には、その市場が要求する価

格や品質を提供する必要があり、国内の生産者や輸出業者への情報提供活動の重要性が増してきている。 
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4  
 

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

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

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

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

グラムに関してとりまとめを行う。 

4.1  

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

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

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

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

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

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

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

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

増加基調にある。 

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

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

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

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

と続いている。 

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

近隣である豪州と、中国向けが特に増大している。 

 

 

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

 

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

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

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

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

ベースのマーケティングとなっている。 

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

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

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

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

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

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

支える法制度については、農林省の管轄下でよく整備されている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

れる企業は輸出ポテンシャルが高いところに厳選されている。 
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1920～30 年代にかけての国際的な農業不況を背景に、欧米諸国では相次いで官制組織として農業公社

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

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

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

が、1948 年にはリンゴ・ナシ販売公社が設立された。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ーツなどの輸出独占も廃止する方針を打ち出した。 

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

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

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

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

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

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

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

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

れて、輸出独占は 2002 年から段階的に廃止となった。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

食品貿易に大きな役割を果たしている。 

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

が管轄している。いずれも NZTE とは緊密な協力関係にある。 

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

多少、直接的な輸出促進活動にも携わっている。 

 

 

図 34 ニュージーランド政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所)プロマーコンサルティング作成 

 

経済発展省外務貿易省 農林省 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
食品安全機構

水産省

NZTE

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
政府

経済発展
政策局

協力関係
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前述のように、かつては主要な輸出品目について、それぞれ輸出の一元窓口として農業公社が設けられ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

年に成立した。 

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

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

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

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

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

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

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

ンテラの現在の機構について説明する。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

出所：プロマー・ジャパン作成 

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

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

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

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

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

キュリティ、動物福祉等の分野における業界協調を行っている。 

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

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

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

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

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

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

いる。 

 

 

  

ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾄﾘｰﾁｰｽﾞ

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

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

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

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

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

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

ビーフアンドラムニュージーランドに変更した。 

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

にニュージーランドミートボードが設立されている。 

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

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

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

日本水産が出資している。 

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

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

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

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

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

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

ンスによる共同運営で北米市場でのラム販売を行っている。 

 

 

図 36: ニュージーランド畜産・食肉業界の構図 

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

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

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

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

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

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

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

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

っている団体もある。 

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

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

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

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

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

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

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

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

この資金を活動の基盤としている。 

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

とりまとめる。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

開催等を手掛けている。 

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

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

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

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

ル（約 1,900 万円）が拠出されている。 



 

99 

 

23  

 

業界団体としては、ニュージーランド水産業協議会（The New Seafood Industry Council Ltd – 

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

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

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

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

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

ない。 

 

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

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

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

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

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

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

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

（Chamber of Commerce）が設立されている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Affairs and Trade）の管轄下にある。 

 

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

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

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

輸出促進には特に力をいれて進めている。 

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

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

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

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

ている。 

 

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

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

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

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

NZTE の CEO 交代により、この方針がさらに強化されている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

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

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

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

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

 

 

図 37 NZTE の輸出産業に占める顧客分布 

出所）NZTE 

 

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

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

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

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

国人を多く雇用している点が特徴として挙げられる。 

 

図 38 NZTE の機構 

出所）NZTE 

大規模 

260社 

中規模 

460社 

小規模 

12,000社 

優良顧客  
500 社 
（FOCUS 500） 

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

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

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

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

外事務所で雇用された現地スタッフが非常に重要な役割を果たしている。 

 

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

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

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

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

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

接的にはタッチしない。 

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

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

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

 

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

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

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

連分野と推測される。 

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

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

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

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

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

単位：千ニュージーランドドル 

 2010 年度 2011 年度 

NZTE 予算   

収入計 260,808 199,339 

 国庫（オペレーション費） 194,928 158,852 

 国庫（補助金） 62,880 37,487 

 クライアントの支払い 500 500 

 その他経常収入 2,200 2,500 

 金融収益 300 - 

支出計 260,808 199,339 

 人件費 79,273 75,327 

 減価償却 5,199 4,999 

 金融支出 30 - 

 補助金支出 62,880 37,487 

 その他経常支出 113,426 82,226 

プログラム別内訳   

主要 6 セクター   

1 トレーニング・アドバイザリーサービス 15,765 11,409 

2 地域・セクター開発サービス 48,084 30,848 

3 企業の分析サービス 18,222 20,446 

4 国際市場機会の特定とコーディネート 74,674 80,323 

5 国際投資促進サービス 15,206 13,610 

6 上海万博 2010 年への参加 26,448 10,577 

その他   

 国際成長ファンド 9,842 20,027 

 国際バイオテクノロジーパートナーシップ 726 1,700 

 市場開発アシストファンド 40,773 - 

 企業開発ファンド 600 - 

 地域パートナーシップ促進 10,129 4,556 

 セクター戦略促進 1,500 1,204 

出所）NZTE 

 

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

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

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

出所）NZTE 

表 27 NZTE の主な活動プログラム 

分野 内容 

1 トレーニング・アド

バイザリーサービス 

• ビジネスマネジメントトレーニング (企業トレーニングプログラム) 

• 輸出トレーニング 

• 一般的なビジネス情報レファレンスサービス (BIZ サービス) 

• メンターサービス 

• ビジネスインキュベーターサポート 

• 投資資本増強のアシスト（エスカレーターサービス） 

2 地域・セクター開発

サービス 

• 戦略的イニシアチブ 

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

• 地域戦略やプロジェクト開発のサポート 

• 地域戦略ファンド 

• 海外の優良企業等への訪問ミッション（デザインプログラム） 

3 企業の分析サービ

ス 

• 輸出展開を考える企業への情報提供とサポート 

• 機会や問題の特定や解決へのアシスト 

• 企業への戦略レベルでのサポート 

• 業界内での能力ネットワークの構築 

• ビジネスアシストのための補助提供  

4 国際市場機会の特

定とコーディネート 

• 海外事務所とのネットワーク 

• ビーチヘッドプログラム 

• 国際マーケティング活動（上海万博参加等） 

• ブランドパートナープログラム 

• メディアプログラム 

• ニュージーランド国際ビジネス賞 

5 国際投資促進サー

ビス 

• 投資プロモーション活動 

• 投資家訪問プログラム 

6 上海万博 2010 年へ

の参加 

• ニュージーランドパビリオン設営等 

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

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

ス等を提供している。 

 

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

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

下の個別プログラムが動いている。 

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

 国家養殖戦略の一環として、養殖産業の海外市場発展をサポートするファンド 

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

ファンド 

 食肉産業が新興国市場を開拓するためのファンド 

 ワイン産業がスーパープレミアム市場戦略を策定するためのサポート 

 

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

メインの仕事となっている。消費者向けの活動は非常に少ない。 

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

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

しており、コミュニケーションを密にしている。 

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

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

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

る。 

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

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

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

年後と繰り返して、これを投資効果測定とする。 

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

て、「効果」を測定できるものに限られている。 

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

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

また企業のやる気を見せてもらうという意味合いもあって徴収している。 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

る。 

 

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

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

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

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

務所が実際に企業が拠出された補助金を適切に活用しているか監督する。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スプリの概要について次節でとりまとめる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

香港等に輸出している。 

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

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

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

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

 

図 40 ニュージーランドキウイフルーツ業界の構図 

出所）プロマーコンサルティング作成 

                                                      
22

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

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ

97%

3%

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

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

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

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

産キウイフルーツよりも平均的に高い価格を維持ししてる。 

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

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

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

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

 

 

生産量シェア（全世界）  生産額シェア（上位） 

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

出所）ゼスプリ提供資料 

 

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

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

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

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

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

キウイフルーツを販売した。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
23

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

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

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

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

130 名、フランス・チリ・米国に 50 名となっている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

表 28 ゼスプリの収入・支出内訳（2011） 

単位:千ニュージーランドドル 

  合計 
部門別： 

  

  
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産 NZ 以外の生産国 その他 

収入 
 

 
   

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

 
その他 14,852 472 137 14,243 

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

支出 
 

 
   

 
輸送費 149,547 145,582 3,880 85 

 
保険 2,948 2,863 68 17 

 
関税・通関費用 78,516 78,463 53 

 

 
プロモーション 90,721 85,664 5,057 

 

 
その他直接経費(NZ) 71,272 66,217 5,055 

 

 
その他直接経費(海外) 26,040 26,021 

 
19 

 
利子支払い 71 71 

  

 
KNG/NZKGI 1,133 1,133 

  

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

 
 果実・ｻｰﾋﾞｽ代金 949,732 858,870 90,862 

 

 
 ﾛｲﾔﾙﾃｨﾌﾟﾚﾐｱﾑ 24,415 

  
24,415 

 
調査・研究 13,221 

  
13,221 

 
その他経費(海外) 54,714 

 
4,278 50,436 

 
その他経費(NZ) 49,898 

 
4,579 45,319 

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

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

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

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

技術、健康機能性等に係る調査研究も並行して行っている。 

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

で届けられるように倉庫から店頭の各ポイントで品質のチェックを行っている。 

 

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

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

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

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

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

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

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

をサポートするようなマーケティングやプロモーションプランが選択される。 

 

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

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

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

化している。 

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

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

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

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

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

占しているからこそ可能な方法である。 

 

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

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

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

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

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

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

                                                      
24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

効能を広める等の活動もある。 
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4.5  

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

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

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

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

買収され、同社の一部門として統合された。 

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

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

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

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

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

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

 

 

図 42 ニュージーランドリンゴ・ナシ業界の構図 

出所）プロマーコンサルティング作成 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

図 43 世界のリンゴ・ナシ輸出量の推移 

出所）ITC 

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

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

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

会は、生産者とパッカー/輸出業者の代表ら 7 名で構成される。 

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

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

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

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

る。 

 

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

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

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

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

セント/kg、2010 年から 1.25 セント/kg を徴収している。 

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

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

2.8 億円）程度あったと推計される。 

 

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

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

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

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

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

いるが、実際の利用はあまり進んでいないとみられる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
26

 (USDA FAS 2011b) 
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まだ詳しく報告されていない。 

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

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

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

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

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

反対したため、この案は採用されなかった。 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

いる。  

 

                                                      
27

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

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

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

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

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

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

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

ブランドが立ち上げられている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ーナーズアンドグロワーズの業績も足踏み状態である。 

JAZZ Envy  

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

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

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

ティングを行っている。 

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

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

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

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

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

ビューによれば、「コカコーラアプローチ」であると述べている。 

                                                      
28

 ENZA の成立に関しては主に以下の資料を参照した。 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

                                                      
30

 ターナーズアンドグロワーズ 2011 年年報 
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4.6  

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

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

ているとみられる。 

 

図 44 ニュージーランドのチェリー輸出量の推移 

出所）Summerfruit NZ 

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

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

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

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

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

ログラム、国内需要促進、教育、持続可能性の促進等となっている。 

 

 

図 45 ニュージーランド核果業界の構図 

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

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

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

としており、その他に関連企業のアソシエイト会員と、名誉会員も擁する。 

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

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

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

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

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

められている。 

 新規市場開拓における共同的アプローチへの協力義務 

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

 残留農薬プログラムの導入と残留農薬検査実施 

 各社の輸出量について、サマーフルーツニュージーランド本部に対し報告 

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

 サマーフルーツパッケージの利用 

 費用負担の内容 

  

                                                      
31

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

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

は、HEA に基づき別途輸出業者、パッカー、生産者への賦課金によって賄われている。 
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4.7  

 

フォンテラは、旧乳業公社（New Zealand Dairy Board – NZDB）と、大規模酪農協 2 ヶ所（Kiwi 及

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

整役を担わせている。33 

 

 

図 46 フォンテラの機構 

出所)フォンテラウェブサイト 

 

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

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

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

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

密接な関係を築いている。 

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

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

向けの広告やプロモーション活動を充実させるとしている。 

                                                      
32

 CORIOLIS 調べ。DFA2.9%、Nestle 2.6%、Dean2.0%と続く。(Coriolis 2011) 
33

 (本田 2010) 
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5  
 

本章では、ノルウェーの農産物等の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 5.1 節でノルウェーの農産物・食品の

輸出概況を示し、続いて 5.2 節においてノルウェーの農産物・食品輸出促進政策及び枠組みについて述べる。次いで 5.3

節にノルウェー水産物審議会の活動事例を、5.4 節でイノベーションノルウェーの活動事例を報告する。 

5.1  

ノルウェーの 2010 年の農林水産物・食品輸出額は 99 億ドル（約 8710 億円）で、これは同国の総輸出

額のうち 7.5%を占める。品目別には、魚介類が 86.1%、木材等が 4.3%となっている。その他には、乳製

品や肉類の輸出がみられるが、これは国内需要を上回る生産があった場合にのみ、余剰分をアメリカ、オ

ーストラリア、カナダ、ヨーロッパ等に輸出するもので、輸出額は少ない。 

ノルウェーは毎年 300 万トン以上を漁獲し、その内 90％を輸出している。中国に次いで世界で 2 番目

に大きい水産物輸出国である。ノルウェーの水産物輸出は 1990 年代以降、東ヨーロッパ諸国が新たにマ

ーケットに加わったことや、主要マーケットとの特恵貿易協定の締結や欧州経済地域（EEA）の設立を通

じた EU 加盟国との貿易自由化を背景として徐々に増加した。2000 年代初頭にやや落ち込んだものの、

近年は国際価格の上昇により過去 7 年連続で輸出高の最高値を更新し続けている。 

特に輸出額に占める養殖魚の割合が年々増加しており、2010 年の輸出額に占める養殖魚の割合は 62％

となっている。魚種別では、アトランティックサーモンが最大の輸出品目で、その他には主にタラ、ニシ

ン、サバ、トラウト等を輸出している。 

国別には魚介類ではフランス及びロシアが最大の輸出先となっており、その他の主要な輸出先はポーラ

ンド、デンマーク、中国・香港、イギリス、日本、アメリカ等となっている。 

 

図 47 ノルウェーの農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 
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5.2  

 

ノルウェーでは魚介類は国家にとって戦略的に重要な輸出品となっており、輸出促進には国が非常に深

く関与している。水産物輸出促進を担っているのは、漁業省によって設立されたノルウェー水産物審議会

（NSC。2012 年にノルウェー水産物輸出審議会（NSEC）から NSC に改称）で、水産物輸出業者は NSC

への登録を義務付けられている。NSC は業界のジェネリックマーケティングのための組織として、水産物

の輸出促進と内需拡大の全般を担う。NSC は 2005 年に漁業省から独立し、漁業省が所有する独立法人と

なった。NSC の海外事務所は在外公館内に設置されることが多い。ただし、理事会は漁業企業、輸出業者、

労働組合の代表らをメンバーとして運営しており、官制の組織ではあるが、活動には民間関係者らの意向

が強く反映されている。また、NSC の運営・活動財源は一般管理費も含めて全て、税関で輸出業者から徴

収する賦課金によって賄われており、国庫の一般財源は用いられていない。 

ノルウェーは、農産物・食品輸出に関しては基本的に国内需要を超える生産があった場合に輸出すると

いう「受け身」のスタンスで、積極的な輸出促進活動は全く行われていないが、一部加工品に対して国際

価格と国内価格の差を埋めるための輸出補助金を農業局が支給している。 

また、セクターをまたいで鉱工業を含めた全体の産業発展支援と貿易促進を担っているのは、貿易・産

業省傘下のイノベーションノルウェー（IN）で、個別企業へのコンサルティングや補助金を通じて企業の

輸出促進を支援している。農林水産分野は重要な活動分野の一つとなっているが、農業については専ら国

内の農業振興がメインとなっている。水産分野については NSC がノルウェー水産物全体のジェネリック

マーケティングを行っているため、IN の活動は NSC が対応できない個別企業の支援に限られ、必要に応

じて両者で連携が図られている。 

 

水産業は昔からノルウェーの経済と雇用を支える重要な産業で、漁業者は伝統的に強い政治的影響力を

持ってきた。漁業従事者の組織化が進んだのは 20 世紀に入ってからで、1926 年に漁業協同組合が、1930

年代には漁業販売組合が設立された。また、1951 年に制定された鮮魚法（Raw Fish Act）により、ノル

ウェーで漁獲された養殖魚以外の全ての鮮魚はこれらの組合を通じ、組合が設定した最低価格以上で売る

ことが定められている。 

ノルウェーの水産業は 1950 年代以降、漁業者や漁船の数が減る一方、技術革新によって一人当たりの

漁獲量が増加し、1960 年代後半から 1970 年代にかけて漁獲量は大きく伸びた。水産物輸出は 1970～80

年代を通じて横ばいで推移していたが、養殖業の急速な発展や主要なマーケットとの自由貿易協定の締結

等を背景に 1990 年代以降に急増した。これを受けて、1990 年に魚介・魚介製品の輸出に関する法律34が

発布され、これに基づいて 1991 年に漁業省によってノルウェー水産物輸出審議会（NSEC）が設立され

た。後述する通り NSEC の理事会は漁業組合や輸出業者、労働組合等の業界関係者から成り立っており、

これら関係者らが輸出促進政策に強い影響力を持っている。 

水産物の輸出促進は、2006 年に養漁業法（Fish Farming Act）を改定して策定された水産養殖法

（Aquaculture Act）の中でももちろん、最重要課題の一つとして取り上げられている。水産養殖法の目

的は、養殖産業の利益性と競争力を高め、持続的な発展を促進することであり、水産業の発展と革新、産

                                                      
34

 Act No.9 of 27 Aprli 1990 relating to the regulation of exports of fish and fish products. 1994 年に改訂。 
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業と行政の簡素化、環境保全、沿岸地域の効率的な利用が大きな柱となっている。ノルウェーの水産物も

国際的な競争の中で輸出市場に占めるシェアが低下してきており、コスト削減やマーケットアクセスの改

善に加え、急速に発展する国際市場に適応できるよう水産業界規制の枠組みを整備することなども重要な

課題とされている。35 

また、ノルウェーの水産業は 1970 年代後半以降、乱獲によりニシンやタラ等の資源が危機的な状況に

陥り、禁漁により資源回復を図ると同時に、漁船毎に漁獲量を割り当てる個別漁獲枠制度を導入して厳し

い資源管理を行うようになった。こうしたことを背景として、輸出促進は厳格な資源管理と表裏一体とな

っており、持続可能な資源管理の徹底はノルウェー産水産物のイメージ向上にも貢献している。 

 

ノルウェーの貿易政策全体を統括しているのは外務省で、ノルウェーの貿易において重要な役割を果た

している欧州経済領域（EEA）との関係や二国間貿易交渉に対して全体的な責任を負っている。 

水産物貿易を統括しているは漁業・沿岸省（Ministry of Fisheries and Coastal Affairs）であるが、具

体的なマーケティング活動は同省の所有する法人であるノルウェー水産物審議会（NSC）を通じて実施さ

れており、同省は輸出の基盤となる養殖産業の規制の枠組みの整備や、魚類防疫や環境保全に係る監視、

WTO や EU-EEA、EFTA 等の貿易政策、マーケットアクセスなどを担当している。漁業・沿岸省は養殖・

海産物・マーケット部、調査・イノベーション部、海産資源・沿岸管理部の 3 つの部署に分かれており、

この内国際貿易を担当しているのは、養殖・海産物・マーケット部である。 

農産物貿易に関しては農業・食料省（Ministry of Agriculture and Food）の管轄であるが、農産物貿易

に関する積極的な政策はなく、基本的に国内需要を超える生産があった場合に輸出するという体制である。

積極的な輸出促進活動は行われていないが、一部の農産物加工品について、ノルウェー産と外国産の価格

均等化を目的とした輸出補助制度があり、農業・食料省の実施機関に当たる農業局 36（Norwegian 

Agricultural Authority）が制度の実施を担当している。これは、販売・輸出された最終製品の重量に応じ

て補助金を支払うもので37、2010 年度の輸出補助金支出額は 32 百万クローネ（約 4 億円）となっている。 

 

図 48 ノルウェー政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所)プロマーコンサルティング作成  

                                                      
35

 2006 年水産養殖法（Aquaculture Act, 2006） 
36

 農業局は専門的アドバイスの提供、農業政策の実施、農業・食品産業における協力促進をミッションとする。同局

の農業生産・貿易・産業部が輸出補助の実施を担当している。 
37

 申請事業者は事前に農業局に登録し、製品を販売した翌月までに補助金申請を行う。 

国会

貿易・産業省農業・食料省漁業省 その他省庁・・・

農業局

ノルウェー水産物審議会
（NSC）

イノベーションノルウェー
（IN）
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5.3 NSC  

 

NSC はもともと 1991 年に漁業省によって設立されたノルウェー水産物輸出審議会（Norwegian 

Seafood Export Council: NSEC）を 2012 年にノルウェー水産物審議会（Norwegian Seafood Council: 

NSC）と改称した団体で、ノルウェーの水産業界全体の国内外でのジェネリックマーケティングを担って

いる。 

ノルウェー政府は、1990 年に魚介・魚介製品の輸出に関する法律38を発布し、ここで NSEC の設立に

よる集権化された輸出促進活動の実施と、輸出業者の認定制度導入、取引条件と輸出最低価格の設定、こ

れら活動にかかる費用の徴収方法、違反の際の罰則等を定めた。これに基づいて 1991 年に漁業省傘下の

政府組織として NSEC が設立された。 

NSEC は 2005 年にそれまでの公的機関から組織形態を変え、漁業省が所有する独立法人（Limited 

Company: 有限会社）に移行、その後 2012 年 1 月に、従来の輸出促進活動に加えて、国内市場における

活動の重要性への認識が高まったことから、国内でのマーケティング活動も行うこととし、組織名称から

「輸出（Export）」を省いて、NSC に改めている。 

前述の法律に基づき、ノルウェーの全ての水産物輸出業者は、NSC に登録し、賦課金を拠出することが

義務付けられている。 

NSC の扱う品種としては、主要な輸出品目であるサーモン/トラウト、タラ、遠洋魚（ニシン、サバ、

シシャモ）、伝統的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ等を対象としているが、輸出額に応じて徴収され

る賦課金を活動費としているため、水産物輸出の半分程度を占めるアトランティックサーモンやサーモン

トラウトに関する活動が、全体の半分以上を占めている。 

地域的には、伝統的に大きな市場であるヨーロッパ、日本、アメリカや、中国やブラジル等の新興市場

を中心に活動しているが、今後は魚種によって中東やアフリカ等での市場開拓も視野に入れる計画である。 

 

NSC はノルウェーのトロムソに本部を置き、主要な輸出先を中心に 11 ヶ国に海外事務所を設置してい

る。NSC の本部機構は次頁図に示した通り、CEO の下に、サーモン/トラウト、タラ、遠洋魚（ニシン、

サバ、シシャモ）、伝統的加工品（魚の塩漬け、干物等）、エビ・貝類の 5 つの魚種別マーケティング部の

他、国内市場部、情報/PR 部、市場分析部、人事・総務部が配置される形となっている。なお、各魚種別

マーケティング部には魚種ごとに 1 名ずつ「ブランドマネジャー」と呼ばれる責任者が置かれ、それぞれ

の魚種についてのマーケティング活動を統括している。 

NSC は現在 49 名のスタッフを擁している。本部に 21 名で、CEO、マーケティングディレクターが各

1 名、魚種別マーケティング部が計 7 名、国内市場・情報/PR・市場分析の各部が計 14 名、人事・総務部

が計 8 名である。 

また、海外事務所 11 ヶ所で計 18 名（内訳は 10 ヵ所に 1 名ずつ本部から代表を派遣し、8 ヵ所で 1 名

                                                      
38

 Act No.9 of 27 Aprli 1990 relating to the regulation of exports of fish and fish products. 1994 年に改訂。 
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ずつアシスタントスタッフを雇用、シンガポールのみ現地コンサルティング会社に代理人を委託）を配置

している。 

 

図 49 NSC の機構 

出所）NSC 提供資料、ヒアリングに基づき作成 

 

NSC の理事会は、NSC 代表者の他に漁業企業や輸出業者、労働組合の代表ら 7 名から成る。理事は漁

業省によって任命される。理事会の下には、ノルウェーの主要水産物 5 つのマーケティング諮問委員会と

国内市場、環境情報管理の委員会がある。これらの委員会は、ノルウェー水産業からの 70 を超える代表

によって構成されている。マーケティング諮問委員は業界団体、漁業従事者、輸出業者、加工業者などの

代表から成り、ノルウェーの漁業・養殖業を代表するノルウェー水産連盟（Norwegian Seafood Federation: 

FHL）と理事会の話し合いによって決定され、任期は最長で 8 年となっている。 

マーケティング諮問委員会は NSC の活動戦略・計画の策定に深く関与しており、年に 2−4 回、NSC と

のミーティングが開かれる。ミーティングには魚種別マーケティンググループのブランドマネジャーが参

加する。マーケティング諮問委員会への活動報告は各国代表やブランドマネジャーが行う。 

 

現在海外事務所が置かれているのはブラジル、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポルトガル、

スペイン、アメリカ、スウェーデン、シンガポールの 11 ヶ国である。その他、海外で活動実績がある国

としてはポーランド、イギリス、ベルギー、ウクライナ、香港等があるが、イギリスについてはフランス

事務所が、香港については中国事務所がカバーし、その他については本部が管轄している。海外事務所は

基本的には主要な輸出先に置かれているが、どの国に事務所を置くかは政治的な判断もあり、必ずしも市

場規模によってのみ決められるものではない。 

通常、海外事務所は大使館内に設置されており、大使館と緊密な協力関係にある。NSC 本部から代表が

1 名派遣され、現地採用職員でアシスタントスタッフを 1 名程度雇用する。ただし、シンガポールでは、

現地のコンサルティング会社や PR 会社等に代表を委託している。 
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海外事務所は主に、前述の本部事務所の魚種別マーケティング部の各ブランドマネジャーとコミュニケ

ーションを図りながら、国別・魚種別のマーケティング計画を立案・実施を担う。必要に応じて市場分析

担当者や情報・PR 担当者ともやり取りをする。 

海外事務所が実施するプロモーション活動や広告、市場調査等の多くは、広告代理店や PR 会社、調査

会社等に委託して実施する。NSC 日本事務所によれば、その時々のマーケティングプログラムの内容に応

じていくつかの広告代理店と PR 会社を使い分けている。例えば NSC の日本での活動が始まったばかり

の初期段階では、ノルウェー産サーモンに対する認知度が低いため、広告代理店を使った消費者向け広告

とこれに連動するインストアプロモーションを活動の大きな柱としていたが、その後徐々に PR 会社を使

った業界向けのイベントやセミナーも増加させ、現在は広告代理店と PR 会社の両方をバランスよく使う

ようになっている。 

 

NSC は漁業省の傘下にあるが、同時に漁業省のアドバイザーとしての役割も果たしている。また、年に

2 回大臣と NSC の代表（CEO）による会合が開かれる他、漁業省の担当者がオブザーバーとして理事会、

諮問委員会に参加し、漁業省とのコミュニケーションが図られている。 

 

NSC の 2010 年の予算は 320 百万クローネ（約

40 億円）で、その内訳は 21％（8.4 億円）が一般管

理費、14％（5.6 億円）が情報、PR、調査、マーケ

ットアクセス、その他共同投資、残りの 66％（26

億円）が国内及び海外市場におけるマーケット活動

予算に充てられている。マーケット活動予算の内

12％が国内市場での活動に充当されており、残りの

88％が各国に振り分けられている。国ごとの予算は

輸出市場としての重要度や潜在性に応じて配分され

ており、フランス、ロシアを筆頭に、ヨーロッパ、

アメリカ、日本等に重点的に振り分けられている。

また、2011 年の予算では、魚種別ではサーモン・マ

スがマーケット活動費の 62％を占めている。 

NSC の財源は、各水産物の輸出ごとに徴収される賦課金である。賦課金は魚種に関係なく輸出額に対し

て一律 0.75％に設定されている。一般管理費等の共通経費は徴収された賦課金全体の一定のパーセンテー

ジ分を割り当て、残りは魚種毎に徴収された額に応じて、各魚種のマーケティング活動に割り当てられる。

海外事務所の活動についても魚種毎に予算が配分される。魚種間の予算の流用は認められていないが、例

えばある国の予算で、特定の魚種の予算がマーケティング活動を行うには小さ過ぎる場合があり、その場

合は他の予算規模が大きい魚種と組み合わせて一緒にプロモーションを行うなど、やりくりを工夫してい

る。 

賦課金については、2010 年以前はサーモン、マス及び加工品（塩漬け、干物等）では輸出額の 0.75％39

                                                      
39

 サーモンについては、ノルウェー・EU 間で 1997 年に署名されたサーモン協定に基づき、それまで 0.75％だった税

率が 3％まで引き上げられたが、2003 年には 2.7％に、2004 年には再び 0.75％まで引き下げられた。 

 

図 50 NSC の魚種別活動予算内訳（2011） 

出所）NSC 提供資料 
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を徴収していたのに対し、タラ、遠洋魚（ニシン、サバ、ししゃも等）、エビでは輸出額の 0.30％のみの

徴収であったが、2011 年 1 月に大きな改革が行われ、これら魚種についても輸出額の 0.75%を徴収するこ

ととなった。このため、これら魚種で予算額が倍以上になり、活動の幅が大きく広がっている。賦課率の

改定はプロモーション活動費用の増額を期待する水産業界の要望を受けて実施されたもので、大きな反発

は起きていない。なお、賦課金はノルウェー税関によって徴収される。 

NSC は 3 年間の中期戦略に基づいて活動しており、3 年間のおおまかな予算計画が立てられるが、計画

は毎年の賦課金収入に基づき見直しが行われる。ノルウェー政府の会計年度は 1 月 1 日～12 月 31 日で、

毎年 9 月頃に次年度の予算の概要が明らかになり、これに基づき年間の予算計画が策定される。予算計画

は本部、国別代表事務所、マーケティング諮問委員会の話し合いに基づき策定され、最終的には理事会の

承認を得て実行される。 

2011 年度の予算は 402 百万クローネと 2010 年比 26％増となっている。今後も税率引き上げの影響と

輸出額の増加により、NSC の予算は増加していくことが見込まれている。一方、予算が輸出額に応じて決

まることから、売り上げが増える程予算が増加する一方、その時々の水産物価格にも影響を受け、次年度

の予算が組みにくいというジレンマを抱えている。 

 

 

NSC は 3 年間の戦略を定めた中期戦略に基づき活動している。NSC 全体としての戦略の下に魚種毎の

戦略が策定され、さらに魚種別に国ごとの戦略が設定される。現在は 2010 年－2012 年の中期戦略に基づ

いて活動が行われている。 

戦略の策定に当たっては、まずは海外事務所が市場の現状、課題、戦略、活動の大枠等を記した活動戦

略及び予算計画を本部に提出し、その後本部、海外事務所、マーケティング諮問委員会との話し合いに基

づき戦略が策定され、最終的に理事会の承認を得る。中期戦略を策定する際には、マーケティング諮問委

員会とも複数回ミーティングが持たれる他、各市場の状況やポテンシャルを把握するため、多くの市場調

査が行われる。 

 

NSC の主な輸出促進活動は、各国におけるマーケティング活動や情報収集活動である。輸出業者が各国

で輸出促進活動を行う際の基盤となるようノルウェー産水産物の認知度向上などが実施される。毎年 25

カ国で 500 のマーケティングプロジェクトが実施されている。また、世界の水産物の貿易量や販売量、関

税率、輸入割当量などの情報が収集され、主要情報源として活用される。プロモーション活動では、ノル

ウェー産水産物イメージ向上や、各国業界関係者に対する普及活動などが実施される。 

海外における活動は基本的には消費者を対象としたマーケティングが主であるが、まだ輸出実績が少な

く、ノルウェー産水産物が業界レベルでもあまり知られていないような市場については、業界を対象とし

たマーケティングを行う。どういった活動に重きを置くかや、具体的な活動内容は地域性や予算規模に大

きく左右される。 
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表 29 NSC の主な活動内容 

分野 内容 

マーケット情報（統計、

分析）提供サービス 

・主要マーケットにおける競合状況、需要トレンド、ポジションに関する情報収集・分析 

・講演、セミナーの開催 

・メディアへの記事掲載 

・ニュースレター「マーケットパワー」の配布 

情報、PR、市場への備

え、危機管理 

・PR 活動 

・プレスツアー 

・レピュテーション・リスク管理 

輸出支援 ・関税、輸入割当等に関する情報提供 

・EFTA、WTO、二国間貿易交渉におけるサポート 

パートナーシップ、会

議、展示会、レプリゼ

ンテーション 

・プレスイベント、デモンストレーション、クッキングプログラム、会議、展示会、要人

訪問等における料理研究所との協力 

プロファイル ・ノルウェー水産物のプロファイル管理（冷たく澄んだ海、プロフェッショナリズム、近

代的な設備・技術、安全性、持続的資源管理） 

ホームページ ・消費者向けウェブサイト（www.godfisk.no）の運営 

・業界向けウェブサイト（www.seafood.no）の運営 

写真、映像バンク ・写真（5,000 以上）と映像のデータベース管理、提供 

マテリアル ・レシピブック、プロファイル資料、バッグ、フォルダー、その他ギブウェイの提供 

出所）NSC 

NSC と個別企業のタイアップにより実施される活動として、「ジョイントキャンペーン」と呼ばれるスキ

ームがある。このスキームは最終消費者を対象として主に小売店において行われるプロモーションキャン

ペーンで、NSC が費用の 50％～100％を負担するものである。NSC による補助率はどれだけ影響力がある

小売店かという点、及び NSC のプロモーション計画に則ったものであるか否かによって決まってくる。

NSC が選定した小売店に年間プロモーション計画に基づくインストアキャンペーンを依頼する場合は、

NSC が 100％負担する。一方、個別の小売店が独自にキャンペーンを実施する場合は、50％の負担率とな

っており、この場合 NSC はキャンペーンの内容やタイミングについては関知しない。いずれの場合も、

マネキン費用の肩代わりや POP 資材の提供等の現物支給が行われる。 

ジョイントキャンペーンの成り立ちは実際には各マーケットの事情や魚種によって異なっており、様々な

パターンがある。例えば日本市場でのサーモンを例に取ると、ジョイントキャンペーンは輸出業者の日本

代理店が主導する形で行われる場合が多い。サーモンは輸出業者が限られており、それぞれに競合するサ

ーモンブランドを扱っているため、シェアを伸ばすために小売店とタイアップしてキャンペーンを行う強

いインセンティブが働く。NSC はこれに対して、ケースバイケースで 50～100％の費用負担を行っている。

残りの費用は輸出業者の日本代理店等が負担する。 

一方、サバに関しては、NSC が小売店のバイヤーと直接交渉して進めることが多い。サバは輸入枠が決め

られていることに加え、サーモンのようにブランド化していこうという志向が業界として低いため、輸入

業者としてキャンペーンを打つ動機があまりないという現状がある。 

また、他国の事例では、ウクライナではノルウェーの輸出業者が数年をかけて業界関係者との関係構築を

行ってきた成果として、ニシンとサーモンのジョイントキャンペーンが序々に成功を収めてきているのに

対し、ロシアではインストアキャンペーンを打つ場合には小売店に店舗利用料を支払う必要があるために
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実施が困難となっている等、国によって事情が大きく異なっている。 

ジョイントキャンペーンの NSC にとってのメリットの一つとして、小売店から売上情報を入手すること

ができ、具体的な成果が把握できるということがある。ノルウェー産水産物全般を対象とした通常のキャ

ンペーンの場合、小売店から売り上げに関する情報を入手することは出ないが、特定のブランドをターゲ

ットにできるジョイントキャンペーンではこれが可能である。 

ノルウェーシーフードのブランド力向上、消費者への理解促進のツールとして、ノルウェー原産国ラベル

（NORGE ロゴ）の普及は NSC の活動の大きな柱となっている。 

日本では、NSC の事務所が設立された 1997 年当時、現在の倍から 3 倍程度の予算規模でテレビや雑誌、

交通機関等を利用した広告キャンペーンが実施され、この活動によってノルウェー産サーモンに対する消

費者のブランドアウェアネスが構築され、その後の活動の基盤となっている。 

サバに関しては、スーパーで出回る塩サバの多くがノルウェー原産であることに対する消費者の認知度が

まだまだ低く、サバ商品への NORGE ロゴの普及が課題となっている。ロゴの利用促進を図るためには小

売店やパッカーの理解を得る必要があり、日本事務所では雑誌広告

や TV 番組等を利用したメディアキャンペーンと連動したインスト

アプロモーション等の活動を強化していく方向である。 

一方、サバを始めノルウェーの水産物の多くはヨーロッパや中国、

アジア諸国で加工された後に再輸出されており、最終消費者に届く

までノルウェー原産表示を維持することが大きな課題となっている

ことから、NSC 本部では、これら加工産地を経由した後も、原産地

がノルウェーまでのトレーサビリティを確保できるようなシステム

の構築に、現在力を注いでいる。 

NSC 及び水産業界が近年力を入れている活動として、品質ラベルの

普及がある。品質ラベルの導入は 6 年前から進められ、既に「スク

レイ」と呼ばれる産卵期のタラ、ハリバ、イワナ、トラウト、タラ、

エビの 7 つの製品について品質ラベルが導入されている。ラベルの

認証を受けるためには、各生産者は NSC に申請を行い、第三者機関

による審査・認証を受ける必要がある。NSC への申請は無料だが、

認証料を第三者機関に対して支払う必要がある。また、ラベルを継

続して利用するためには、毎年第三者機関による監査を受ける必要

がある。 

特に「スクレイ」品質ラベルについては上手く行っており、2011 年／2012 年冬季の参加企業（生産者）

は 50 社に上っている。元々2008 年にノルウェー国内のレストランを中心にマーケティングを行ったのが

成功し、徐々に国内スーパー、海外市場へと発展した。海外では主にスーパーをターゲットとしてキャン

ペーンを行っている。品質ラベル導入の検討が始まったのは元々バイヤーからの要望があったのがきっか

けで、今後は特にヨーロッパ市場においては製品の差別化への取組みとして高い需要が見込まれている。 

NSC ではノルウェーシーフードを「冷たく澄んだ海」のコンセプトと合わせて宣伝している。日本ではノ

 

図 51 NSC が推進する 

ノルウェー水産物原産国ロゴ 

 

 

図 52 産卵期のタラ（Skrei）の 

品質保証ロゴ 
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ルウェー産サーモンはチリ産サーモンと競合しているが、ノルウェー産がより高額であることから、特別

な機会に食べる「冷たく澄んだ海」からのサーモンとして差別化を図っている。 

プロモーションに関する近年の傾向として、インターネットのブロガーの活用や、フェイスブックを始め

とするソーシャルメディアの利用が増えていることがある。市場（業界・消費者）が製品に関するより詳

しい情報を求めるようになっており、こうした需要を満たすツールとして、ソーシャルメディア等が活用

されている。 

 

事業の評価はプロジェクト毎、年間計画、中期戦略等各段階で行われ、数値化できる目標が設定されて

いる場合が多い。例えば大きなキャンペーンを実施した場合には、販売額、リーフレット配布数、消費者

のアクセス数などを指標としてローカルコンサルタントによって質的・定量的評価が行われる。 

また、ノルウェーシーフードに対する認知度・プリファレンスがどの程度向上したかを測るため、ギャ

ラップ社等を通じて年に一回各国の消費者を対象とした量的な消費者調査が実施されている。 
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5.4 IN  

 

イノベーションノルウェー（Innovation Norway：IN）は、2004 年にノルウェー貿易審議会とノルウ

ェー観光委員会、産業・地域振興基金、投資家向け公共情報サービスが合併してできた貿易・産業省傘下

の国営企業である。IN の所有権は、イノベーション・調査に係る権限を地域レベルに委譲することを定め

た 2006/07 年のホワイトペーパーNo.12 に基づき、2010 年にその 49％が 19 の州議会に移され、残りの

51％を貿易・産業省が所有する形となっている。 

IN は 2004 年の統合により、従来ノルウェー貿易審議会が担ってきた貿易促進業務だけでなく、ノルウ

ェー企業に対する金融サービスの提供や観光振興など多様な機能を担う組織へと移行している。これに伴

い、輸出促進についても広くノルウェー企業のビジネス開発や国際化の一環として位置づけられるように

なっているが、主に海外事務所が担う輸出促進活動はノルウェー貿易審議会の時代から大きくは変わって

いない。 

 

図 53 IN の活動目的 

出所）IN 年次レポート 2010 

IN はあらゆるセクターのビジネス促進を担当しており、農業と漁業は「エネルギー・環境」、「保健」、

「海運・石油・ガス」、「観光」と並んで重要な 6 分野の一つとなっているが、農業については国内の産業

振興がメインとなっている。 

輸出額の大部分を占める水産物については NSC が業界全体としてのマーケティングを担当しているこ

とから、IN の役割は新規マーケットの開拓などのサポートを必要とする個別企業支援に特化されている。 

海外拠点は重要な市場であるアメリカ、ロシア、ヨーロッパを中心に設置されているが、中国や韓国、

日本、タイ、ベトナム、インド、シンガポール、マレーシア等、アジアにも広く拠点を構えている。 

ノルウェー全国を通じて商業的、社会・経済的
に利益性のあるビジネス開発を行い、イノベー
ション、国際化とマーケティングを通じて、州・地
域のビジネスポテンシャルを掘り起こすこと。

INは全国を通じてビジ

ネスセクターにおける
イノベーションの促進

に貢献する。

INは全国を通じてビ

ジネスセクターの国
際化に貢献する。

INは国際的な規

模で、ノルウェー
及びノルウェーの
ビジネス・産業の
プロファイルを強

化する。

INは地域の条件に

応じたビジネス開発
に貢献する。



 

132 

 

23  

 

オスロにある本部の他、国内 15 州に地域事務所が設置されている。また、海外には 31 か国に 34 の海

外事務所を設置している。アメリカ、中国、ロシアについては 2 か所以上の事務所がある。職員は世界全

体で 700 名で、本部、地域事務所、海外事務所にそれぞれ約 1／3 程度ずつが配置されている。 

本部にはマネジング・ディレクターの下にノルウェー部（国内部）、海外部、専門サービス部、戦略・コ

ミュニケーション部があり、セクター横断部門としてアドミニストレーション、観光部が設置されている。

農林水産物・食品分野については、専門サービス部の中に「食品・農業」及び「水産」セクターマネージ

ャーが置かれ、各分野のプログラムを統括している。 

 

図 54 IN の組織 

出所）IN 年次報告 2010 

全体の戦略策定等は本部が統括するが、企業に対する金融サービスやコンサルテーション業務について

は主に地域事務所及び海外事務所が担っており、各事務所に農業・食品及び水産の担当者が配置されてい

る。一人の担当者が複数のセクターを受け持つ場合もある。 

地域事務所は資本の 49％を所有する各州の州議会の下に置かれており、事務所毎に理事会が設置される

など地域密着型になっている。 

 

海外事務所は大使館や在外公館の中に設置される場合と別途事務所が設置される場合がある。日本のよ

うに IN の知名度があまり高くない国では大使館の中に設置され、職員の所属も大使館の通商技術部とな

っている。海外事務所にはノルウェー本部から外交官扱いで参事官として派遣された職員が数名おり、他

は現地採用職員である。事務所長とアシスタントを除けば、本部からの派遣職員も現地採用職員もそれぞ

れにエネルギー、水産、家具等の各分野を担当するシニアアドバイザーで、専門性の高い職員が多い。 

海外事務所は統合前のノルウェー貿易審議会の業務をそのまま引き継いでおり、輸出を目指すノルウェ

ー企業からの相談窓口として機能してきた。一方、以前の産業・地域振興基金から引き継がれたノルウェ

ー国内の地域事務所にも企業に対する幅広いコンサルティング機能を持たせる方向で改革が進められてお

り、輸出促進に係る相談も基本的には地域事務所が仲介するように徹底されるようになってきている。例

えばノルウェー企業から海外事務所に相談依頼があった場合も、一旦は地域事務所に戻され、必要に応じ

て地域事務所から海外事務所に依頼が来るという流れになっている。 

企業から受託した市場調査などは基本的に INの職員が直接行っており、外部に委託することは少ない。

マネジング・ディレクター

ノルウェー部 海外部 専門サービス部 戦略・
コミュニケーション部

アドミニストレーション 観光

地域事務所
（15）

海外事務所
（34）
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IN 日本事務所によれば、以前は NSC が日本で行う市場調査等の業務を IN が受託するべきではないかと

いう議論もあったが、現在では IN の業務は個別の民間企業支援ということで役割が明確化されている 

なお、日本では NSC と IN 両方が大使館内に置かれており、日頃から情報共有が行われている他、ノル

ウェーから要人がビジネス代表団を連れて来日する場合には、共同でセミナーを開催するなど、必要に応

じて連携が図られている。 

 

IN の 2010 年度の予算額は 7,745 百万クローネ（約 1,018 億円）で、このうち 435 百万クローネが人件

費や事務所経費等の一般管理費である。その他は大部分が各種ローン、補助金、信用保証のファイナンス

に係る費用となっている。2010 年度の実績では全体の 80％に当たる 6,303 百万クローネが各種ファイナ

ンスに充てられており、このうち農業・漁業分野が 50％以上を占めている。また、海外市場への進出を企

画している企業に対して提供される補助金など国際化に係るファイナンスは全体の 32％程度となってお

り、2004 年の 20％から大きく増加している。 

IN の予算は貿易・産業省、地方自治体・地域開発省、農業・食料省、漁業省の 4 つの省から拠出され

ており、このうち貿易・産業省からの拠出金が 7 割近くと最も多い。農業・食料省や漁業省からの予算は

個別のプログラムにひも付け（イヤマーク）されているものがほとんどで、2010 年度の漁業省からの拠出

金 65 百万クローネ（約 8.5 億円）は、全額が後述する水産物付加価値創造プログラム向けである。また、

農業・食料省からの予算はほとんどが国内の農業振興を目的とした活動に充てられている。 

 

表 30 IN の 2010 年度予算 

単位：百万クローネ 

 項目 2010 年度予算 2010 年度実績 

貿易・産業省 計 5,247 4,629 

 低リスク・ローン 

 （一般） 

 （農業） 

 （漁船） 

2,500 2,062 

（713） 

（629） 

（720） 

 イノベーションプロジェクト 

（補助金・信用保証） 

1,200 959 

 一般管理費 435 455 

 ネットワーク、プロモーション、ツーリズム 826 807 

 調査・開発委託 285 319 

 その他 15 27 

地方自治体・地域開発省 リスクローン、各種グラント等計 904 959 

農業・食料省 農林業関連各種ローン、グラント等計 1,529 1,696 

漁業省 水産物付加価値創造プログラム等計 65 66 

合計 7,745 7,350 

出所）IN 年次報告書 2010 
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本部から海外事務所に配分される予算は一般管理費のみとなっている。具体的な活動は海外事務所の裁

量に任されている部分が多く、通常業務である企業へのコンサルティングサービスに加え、自主調査など

を企画する場合もある。その場合は活動費として個別に本部に申請するが、活動費イコール調査に係る人

件費であり、名目上は本部からの委託事業に対するサービスの提供という形をとっている。 

2010 年に IN が得たコンサルティング収入は全体で 226 百万クローネ（約 30 億円）となっており、こ

のうち約 75％が海外事務所による収入であるが、その約半分は観光分野に関係するものである。また、2010

年は上海万博があったため、海外事務所のコンサルティング収入が通常より大幅に増えている。 

IN 日本事務所によれば、コンサルティングサービスは現在時間単位で提供されているが、今後パッケー

ジ化していこうという動きがある。 

 

表 31 IN のコンサルティング収入（2010 年） 

単位：千クローネ 

項目 地域事務所 本部 海外事務所 合計 

サービス 1,707 7,334 19,059 28,101 

Norad  5,886 7,664 13,550 

Intsok   4,842 4,842 

観光  18,856 90,872 109,728 

国際成長 122 164 9,339 9,625 

展示会  21,712 2,361 24,073 

上海万博 2010   36,520 36,520 

計 1,829 53,953 170,656 226,438 

出所）IN 年次報告書 2010 

 

IN が企業の国際化・輸出促進に関して提供するサポートには、個別企業へのコンサルティングや研修コ

ースの他、ローン、補助金、信用保証などのファイナンスサービスがある。また、企業のビジネス開発や

海外市場における競争力強化を目的として、中小企業を対象とした国際成長プログラムや、水産分野を対

象とした水産物付加価値創造プログラム等、様々なプログラムも実施されている。 

IN が企業の国際化推進のために提供するサービスには以下のようなものがある。 

 

 

海外事務所に配属されている各分野のアドバイザーによるコンサルティングサービス。現地市場や市場機

会、企業風土等についての情報提供や市場調査、コンサルティングを行う他、現地パートナーの確保を支

援する。 

基本的には個別の企業からの依頼に基づくが、海外事務所が自ら企画して複数の企業を集め、業界グルー

プとして輸出市場に関する情報収集や取引先候補との商談会などを実施する取り組みも行われている。IN

日本事務所では、選別機やパッキング機械などの漁業機械関連の企業をグループ化し、代表団による日本

訪問や漁協とのミーティングを行う活動を 2010 年から実施している。 
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海外事務所が行うコンサルティングサービスのうち、中小企業（SME）を対象としたプログラムである。

海外市場へのエントリーを目指す SME は、市場調査、取引先候補とのマッチング、ビジネスミッション

の派遣に係る支援等に係るコンサルティング費用について、50％の割引を受けることができる。 

 

パビリオンの運営、PR、旅費や輸送料、ポスター制作への補助、共同セミナーや VIP イベントの開催等を

行っている。2010 年度は 22 件の国際見本市への出展支援が行われた。 

 

貿易経験がない・少ない企業や、既に貿易を行っている企業の新規スタッフを対象として、輸出プロセス

におけるリスクや課題に関する基礎コースを提供している他、国際契約、原産地証明書の申請、EU の関

税規制、貿易文書等に関する各種研修コースを提供している。 

また、世界 190 市場における貿易規定に関するハンドブックを提供している。国際輸送条件、支払保証、

契約条件、輸送条件、輸出入に係る要件、税金と関税、貿易協定、知的財産権に係るルール等のトピック

がカバーされている。 

 

海外でマーケティングを行う際に利用できるロゴやデザイン、フォ

ント等と、利用に関するハンドブックを提供。ウェブサイトからダ

ウンロード可能。 

 

 

関税規定、自由貿易協定、貿易文書、国際輸送等について、企業内研修、ステータスレポートの作成、ミ

ーティングを通じたコンサルティング等の形態でサービスを提供。 

 

アジア、アフリカでビジネス機会を模索する企業に対しては、ノルウェー開発協力庁（Norwegian Agency 

for Development Cooperation）との協力により、「ビジネスマッチメーキングプログラム」を通じて現地パ

ートナーとの関係構築支援を行うサービスがある。 

 

革新的な事業を行う企業や、海外市場への進出を企画している企業に対して提供される補助金。対象とな

るのは、中小企業に対するコンサルティング等のサービス、トレーニング、調査、事業開発・革新、投資

サポート、ビジネススタートアップ等である。 

 

ユニークなビジネスモデルを有し、ポテンシャルが高い企業を対象とした補助金。企画開発やマーケット

エントリーに係る投資に対して費用全体の 50％（場合によっては 75％）を上限として補助を行うもの。

対象となるのは、企画開発、市場調査、パイロット事業、ブランド開発、知的財産権に係る戦略策定、デ

ザイン、プロダクト・サービステスト、技術開発、ネットワーキング等。 

 

図 55 ノルウェーロゴ 
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海外市場で成功する製品やサービスの開発を目的として提供される補助金。産業 R& D グラント、パブリ

ック R&D グラントの 2 種類があり、顧客企業と協力して R& D を行う中小規模のサプライヤーが対象。 

 

ノルウェー水産業界の課題である水産物の高付加価値化を実現するため、主に中小企業を対象として、水

産加工に係る技術講習やトレーニングを提供するもの。直接的に輸出を支援するものではないが、海外市

場における需要や機会について学ぶための海外派遣スキーム等も含まれ、水産品のキロ当たりの価値を高

めると同時に、消費者との長期的な関係の構築を目的としている。MVP の 2010 年の予算は 65 百万クロ

ーネ（約 8 億 5 千万円）となっている。 

 

本部での評価には活動全体に対する評価とプログラム毎の評価がある。評価は予め年間事業計画で定め

られた数値目標に照らして行われる。ローンについては、提供された年とその 4 年後にその効果に対して

評価が行われる。 

海外事務所が行ったコンサルティングに関する評価は、請求書を送る際にアンケートを取るという形で

行われている。コンサルティングの内容は様々で、契約件数等の数値化された目標は設定されていない。 

INは設立から 5年が経った 2009年に主に国内における活動を対象とした第三者機関による評価が行わ

れた他、2011 年には海外における活動を対象とした評価が行われている。2009 年に実施された評価では、

企業の国際化に関連した案件の増加が評価される一方、海外事務所によるコンサルティングに対する需要

の低下や、海外事務所が行う業務の優先順位付けの必要性などが指摘されている。 
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本章では、韓国の農産物等の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 6.1 節で韓国の農産物・食品の輸出概況を示

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

る。次いで 6.3 節以降で政府機関や業界団体の活動事例を挙げる。 

6.1  

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

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

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

国が 9%となっており、上位 3 か国で輸出額の半分以上を占める。 

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

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

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

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

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

 

 

図 56 韓国の農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC  注）HS01～24 の計 

 

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

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

ル飲料類、さらにキムチやラーメン、参鶏湯といった加工食品である。 

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

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

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

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

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

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

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

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

ロ刺身の消費量はまだ非常に少ないことから市場開拓はそれほど進んでいない。 

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

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

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

はない。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

に日本向けとなる。 

米国向けの輸出の上位品目は、タバコ、梨、飲料、海苔などである。 

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

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

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

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

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

リンゴの輸出額の 85%を占めている。 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

16 億ウォンなどを拠出している。 

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

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

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

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

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

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

係る政策支援は一層拡充されている。 

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

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

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

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

なっており、日本にとっては注意が必要である。 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

                                                      
40

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

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

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

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

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

資であった）。これが、現在の日本向けパプリカ輸出の基礎となっている。 

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

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

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

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

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

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

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

減へと比重が移された。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

物輸出促進もその中で力を入れる分野の一つとなっている。 

 

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

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

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

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

節に MIFAFF、6.4 節に aT についてとりまとめる。 

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

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

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

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

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

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

の健康有用性の研究等輸出促進に寄与する調査・研究活動を行っている。 

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

られるような団体もある。 

 



 

141 

 

23  

 

図 58 韓国政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所)プロマーコンサルティング作成 

 

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

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

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

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

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

は山林組合中央会、韓国栗栽培協会、韓国盆栽協会等がある。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

た。 

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

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

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

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

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

なっており、MIFAFF が実施状況を監督している。 

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

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

知識経済部農林水産食品部

韓国農水産物流通公社
（aT）

韓国
政府

大韓貿易投資振興公社
（kotra）

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

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

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

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

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

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

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

の果実輸出促進についての活動事例を報告する。 
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6.3 MIFAFF  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

促進が推し進められている。 

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

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

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

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

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

らへの融資支援や費用支援等が含まれた。 

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

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

発表している。 

 

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

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

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

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

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

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

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

出所）農林水産食品部ウェブサイト 

 

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

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

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

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

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

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

れている。 

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

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

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

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

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

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

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

を手掛けている。42 

 

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

単位：億ウォン 

農食品輸出拡大および食品産業育成・韓国料理グローバル化予算計 
 

農食品輸出拡大計 6,109 

海外輸出市場の多角化及び戦略的な輸出市場開拓の推進 538 

 
輸出やマーケティングなどの海外市場開拓支援 338 

  
農産物海外市場の開拓 298 

  
水産物海外市場の開拓 40 

 
中国などの主要な農食品の輸出国への海外輸出の拠点構築 200 

農食品輸出の流通拡大のための基盤づくりをサポート 5,571 

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

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

  
農畜産物の販売促進 395 

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

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

食品産業育成・韓食グローバル化予算計 2,739 

 
韓食世界化戦略 555 

  
韓食の卓越性研究、世界化基盤構築、海外旗艦韓食堂育成等 312 

  
伝統的な食品の産業化と高付加価値化支援継続 243 

 
その他 2,184 

出所）農林水産食品部「2011年度予算及び基金運用計画の概要」 

 

                                                      
42

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

が列挙されているので、ここに紹介する。 

政策的な重点は以下の三点となっている。 

 水産物の輸出拡大のための地域拠点のインフラ拡充 

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

ど、中国市場を狙った商品開発や広報活動の強化） 

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

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

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

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

 輸出物流インフラの拡充 

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

を確保する。 

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

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

流コストを削減する。） 

 輸出加工の先進基地の建設 

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

ポート 

- HACCP 基準に適合する食品加工施設の拡充と近代化 

 輸出代表団体の設立 

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

ワビとヒラメについて輸出向けの物流センターをそれぞれ建設する。） 

- 主要な地域については、地域別の輸出代表団体も育成する。 

 輸出水産物の衛生安全性の強化 

- 輸出水産物の加工業者や、衛生安全施設の現代化とシステムの導入拡大 

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

 「優秀」水産物のサポート拡大 

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

資による支援を拡大 

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

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

へインセンティブを与えることにより、支援体制を持続的に改善させる。） 

 輸出支援体制の整備 

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

支援体制を整備する。 

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

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

技術支援団を構築して、その解消をサポート。） 
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6.4 aT  

 

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

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

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

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

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

名称である農水産物流通公社（aT）に改められた。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

よって直接的に食料需給の安定を図っている。 

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

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

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

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

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

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

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

とみられる。 

表 33 aT の主な役割 

輸出促進 農食品産業育成 農食品流通革新 価格安定 

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

輸入管理 

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

輸出支援 健康的な食生活の普及 卸売市場のサポート/ 

受託運営 

 

海外の消費者マーケティン

グ 

韓国料理のグローバル化の

推進 

農水産物オンライン取引所

の運営 

 

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

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

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

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

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

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

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

表 34 aT の 2012~14 年度における輸出促進関連目標 

  
2012 2013 2014 

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

輸出商品化のサポート     （個） 30 30 30 

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

輸出協議会の育成       （累計団体数） 18 19 21 

海外市場開拓事業の

革新 

国際博覧会参加         （回） 36 37 38 

大型流通企業との MOU締結（累計） 35 38 40 

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

出所）aT ウェブサイト 

 

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

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

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

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

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

食品の展示会の開催、食関係雑誌等での広告などを担当している。 

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

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

ぞれの役割分担を挙げる。 
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図 60 aT の組織図 

出所）aT 事業案内資料 

表 35 aT の輸出部門の詳細 

部 課 業務内容 スタッフ 

輸出戦略部 輸出企画チーム 企画・予算総括・展望 31 名 

輸出管理チーム GAP、輸出ブランド「フィモリ」運営 

物流管理・輸出保険 

マーケティング戦略チ

ーム 

マーケティング戦略総括 

海外 aT 支社運営、販促活動 

中国の代理店サポート等 

市場開拓チーム 輸出広報・展示会企画の総括 

バイヤー招へい 

在外公館との協力 

農水産マーケ

ティング部 

果樹花卉輸出チーム 果樹花きの国内外でのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 21 名 

野菜得作輸出チーム 野菜の輸出支援・キノコの輸出支援 

新商品開発支援 

水畜林産輸出チーム 水産物の国内・海外でのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援 

畜産物と林産物の海外支援 

食品マーケテ

ィング部 

伝統食品輸出チーム 高麗人参、キムチ、伝統酒、ゆず茶、醤類の輸

出支援、商品化支援 

30 名 

加工食品輸出チーム 食品企業の輸出協議会の運営とサポート、加工

食品のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ベンダーの相談 

コメ及び韓国料理食材の輸出 

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

水産物についてのモニタリング、FTA についての

情報収集、貿易月報 

食品産業部 食品育成チーム 有機認証、外食企業コンサルティング 

食品加工企業へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｺｰﾁﾝｸﾞ 

資金調達支援 

29 名 

韓国料理世界化チーム 韓国料理協議会の構築 

韓国料理食材の促進 

韓国料理のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化、上海 EXPO 

専門人材育成 

食品消費促進チーム 優秀な伝統食品や伝統酒に対する表彰、育成、

広報、認証農産物の支援 

天日塩やキムチ産業等の育成 

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

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

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

おり、残りの 3 割が人件費及び事務所等の運営費となっている。 

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

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

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

て 200 億円程度である。 

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

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

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

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

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

 

表 36 aT の収支内訳（単位：百万ウォン） 

 
2009 年度 2010 年年度 2011 年年度* 

収入 

政府支援 
補助金 65,378 71,014 72,128 

委託収入 82,506 101,347 89,670 

小計 147,884 172,361 161,798 

独自収入 46,480 51,003 55,519 

小計 46,480 51,003 55,519 

合計 194,364 223,364 217,317 

支出 

事業費** 137,680 160,842 154,163 

輸出促進事業  (83,730) (91,689) (93,112) 

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

価格安定事業 (13,057) (11,736) (12,730) 

農食品流通革新事業 (9,316) (9,625) (9,419) 

その他 (20,024) (21,588) (26,148) 

人件費 29,042 31,566 26,349 

運営費 19,243 20,697 33,237 

繰越金 8,399 10,259 3,568 

合計 194,364 223,364 217,317 

*2011年度は推定値 

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

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

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

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

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

事業内容が日本と類似しているものがいくつかある。 

 

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

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

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

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

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

ことから、この事業が aT の輸出促進の中核事業であると言える。 

農水産物の輸出市場に関連する情報をインターネット上

のサイトの農水産物貿易情報（KATI.net）で提供する。ま

た、農水産物のインターネットの貿易取引斡旋システム

（Agro Trade）を使って、輸出商品の海外広報及び海外取

引先の発掘をサポートする。KATI.net では、aT の海外事務

所だけでなく 100 人の海外情報調査委員を通じて輸出相

手国の経済動向や通関制度、市場動向などを収集し、無

料で情報を提供している。また Agro Trade では、品目別

に数多くの農林水産物や加工食品が掲載されており、海

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

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

 

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

専門教育を実施する。 

 

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

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

の普及を実施している。また輸出面では、日本や米国など主要輸出相手国の検疫検査官を招へいし、検疫

条件をクリアするための指導を受けている。 

 

園芸生産団地の運営を評価し、優秀な生産団地に対しては輸出物流費を支援するほか、海外の先進的な物

流システムを見学できる機会を与える。 
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フィモリは、高品質農産物の輸出支援のために aT が 2004 年に立ち上げた国家ブ

ランドである。品目を限定し、戦略市場で集中的な販促、広報を行うことによっ

て、安全で高品質な高級ブランドイメージを確立することを目指す。対象品目は、

パプリカ、梨、菊、バラ、エリンギ、キムチの 6 品目であり、主な  フィモリのブランドロゴ 

対象市場は米国、日本、中国である。フィモリは認証された生産者及び企業のみが取り扱うことができ、

規定にしたがって栽培、収穫、品位、選別、包装、安定性など、厳格な品質管理を行わなければならない。

また、フィモリの生産者と輸出業者には ID が付与され、トレーサビリティー・システムに対応しなけれ

ばならない。新しく認定されたバラでは、光や温度によって色が変わる新品種「マジックローズ」が対象

となっており、日本への輸出が好調であるとみられる。 

2009 年実績では、フィモリ事業に輸出業者 11 社が参加し、計 2,400 万ドルの輸出実績があった。事業者

に与えられる補助額は 2009 年で 1,519 百万ウォン、2010 年で 1,728 百万ウォンであった
43
。報道によれば、

参加している輸出業者には、上記の主要組織育成事業にさらにプラスして物流費の 10%が補助されるほ

か、フィモリ事業参加のインセンティブとして品質管理指導料、育苗支援、栽培技術開発、生物農薬の購

入費補助等の個別の支援金が支給される
44
。例えば、きのこの生産者団体によれば、エリンギのフィモリ

ブランド輸出認定業者のモスィエムでは、主要組織育成事業やフィモリ事業等の関連補助金を合わせる

と、補助金総額は輸出単価の 40%のレベルに達する
45
。 

しかし、弊社が実施した現地調査では、貿易会社や業界団体からフィモリに対して否定的な意見が複数聞

かれた。フィモリ対象品目の中でトップに位置する製造企業は自社ブランドが強いため、他社との共同ブ

ランドとなるフィモリの使用を避ける。また下位ブランドの企業は、認証基準を満たさないためフィモリ

を使用することはできない。結果として、フィモリは平均的な品質の商品となり、ブランド力も弱くなっ

てしまう。こうしたことが、フィモリへの参加企業が少ない要因の 1 つであり、パプリカやエリンギ、キ

ムチでは輸出業者が 1 社ずつしか参加していない。また、梨のフィモリ事業に参加しているある貿易会社

の担当者は、実際にはフィモリを使わず 100%自社のブランド名で出荷していると回答している。その他

に、フィモリは品目横断的なブランドであるため、ある品目で問題が起きたときに他の品目へも影響を与

えるのではないかという懸念や、国家ブランドであるために政権が変わると方針が変わるのではないかと

いう不安も、企業がフィモリ事業への参加を躊躇する原因である。 

 

新規の輸出有望品目を育成するために、商品開発、マーケットテスト、輸出商談、輸出試験、海外プロモ

ーションなどの費用支援などを行う。農産物及び水産物で 25 品種が輸出有望品種の対象となっている。 

  

                                                      
43

 2010 年 10 月 19 日付 Yahoo Korea 記事「農水産物流通公社、どんぶり勘定式インセンティブ支給」 

2010 年 10 月 18 日付財経日報記事「ファンヨンチョル"農水産物流通公社の輸出支援のインセンティブの重複支給"」 
44

 2009 年 6 月 26 日付農業新聞記事「'フィモリ'エリンギアメリカで'ダンピング販売』の悩み」 
45

 同上 
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生産から輸出まで一貫する形で輸出を主導できる輸出組織の育成を行う。民間企業、協同組合、その他法

人等の輸出施設を持つ組織が支援対象である。 

長期的には一品目一輸出業者へ統合して輸出を独占させ、ゼスプリやサンキストのような先進国型の力の

ある組織を育成することを目標としている。 

2010 年度には農産物・食品の輸出組織 21 団体が対象となっていたが、2011 年度には 18 団体へと絞り込

まれている。18 団体の内訳は以下の通りである。 

野菜・・パプリカ 2 団体、トマト、メロン、夏イチゴ、冬イチゴ、エノキ、エリンギ 

花・・ ユリ、バラ、菊、サボテン 

果実・・柿、リンゴ 

加工品・・キムチ、柚子茶 

林産物・・栗 2 団体 

これらの認定された組織に対して物流経費の一部補助（物流費の 20%が上限）や、輸出インフラの強化事

業費の支給等を行っている。 

 

輸出業業者及び生産者、加工業者等が加盟する自律的な品目別協力機構を立ち上げ、過当競争の防止や輸

出秩序の確立、輸出品の安全品質管理及び輸出相手国市場における共同でのジェネリックマーケティング

の実施を図る。 

2010 年度は農産物を中心とした 16 品目の輸出協議会が支援対象として選定されていたが、2011 年度の予

算によれば支援対象を冷凍食品、林産物などを加えた 20 品目に拡大した。ただし、2011 年度の実績では

支援した協議会は 17 品目に留まっており、2012 年は水産物を加えた 18 品目を目指すとしている。 

パプリカ、イチゴ、甘柿、キノコ、柚子茶、高麗人参、洋ラン、ナシ、リンゴ、キムチ、ブドウ、韓国海

苔、伝統酒（焼酎）、マッコリ、コメ、野菜種子等の品目が対象となっている。 

これら団体においては、出荷時期や単価、品質等に関する自主規制の導入、輸出先市場でのジェネリック

マーケティング活動の実施等の活動を行っている。自主規制の導入にあたってはガイドラインが作成され

ており、品目によって規制の範囲は異なるが、品質基準、残留農薬検査規定、成長促進剤処理規制、出荷

時期や熟度規制、輸出価格基準、生産者保護のための買い取り価格基準、違反企業に対する制裁措置等が

定められている。 

ただし、関係者らによれば、パプリカやキノコなどは古くから協議会が組織されていたためうまく機能し

ているが、多くの協議会は組織されたばかりであり、その成否はまだ不透明である。 
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主要な市場において現地の大手流通業者と業務提携を結び、グローバルな輸出ネットワークを構築するこ

とにより、韓国産品の常設コーナーの拡充や供給ルートの確立、広報プロモーション推進する。 

 

主要な国際展示会に参加して、輸出業者と現地バイヤーとの商談機会を提供する。2010 年度は、総合的

な食品博覧会に 30 回、品目別の博覧会に 102 回、合計で 132 回の博覧会への参加を支援している。 

しかし 2011 年度は、日本の FOODEX や中国の SIAL China のような、各国・地域の代表的な国際博覧会に

絞り込んで、より大規模に総合的なマーケティングを展開することが計画されている。 

 

『Buy Korean Food』などのイベントを開催し、海外の優秀なバイヤーを招待して輸出業者とバイヤーとの

商談機会を提供する。 

さらに、海外バイヤーに対する産地見学の実施や広報などを支援する。 

 

日本や中国などの主要輸出市場において、現地のトレンドを反映したメディア広報で韓国農食品のイメー

ジ向上を行う。 

広報には、現地有力メディアや SNS、韓流スターを活用し、口コミによるプロモーションを強化する。 

 

自社で海外拠点を開設することができない中小輸出企業に対して、aT の海外事務所が支社としての役割

代行から海外支社の設立に至るまでを総合的に支援する。 

支社としての役割代行では、輸出希望品目の市場調査やバイヤーの斡旋、輸出商談の実施を支援する。海

外支社の設立支援では、行政手続きのサポートや事務スペースなどの提供を行う。 
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ニューヨーク、ロンドン、東京、上海、香港など、韓国レストランが多い世界主要都市に韓食協議会を設

立し、韓国料理に関する情報を提供する。海外における韓国レストランの実態調査や外国人の韓国料理に

対する意見調査などを通じて、海外進出ガイドブックを制作すると共に、専用ウェブサイトの開発・運営

を行っている。日本では、民団韓食ネット協議会が韓国農産物と料理の普及や韓国料理店の紹介を行って

いる。さらに、会員企業に対しては韓国食材の共同購買事業を実施している。 

 

韓国料理の専門調理師の養成や海外韓国料理レストランの規格化を通して、韓国料理の普及とイメージ向

上を行う。2011 年度には、ニューヨーク、東京、上海など世界 10 都市で、レストラン経営者やシェフ、

ホールスタッフなど 2,000 名に対して研修を実施している。さらに、専門家によるコンサルティングを通

して、海外進出準備中のレストランや既に現地で営業している店舗への経営改善を支援している。また、

海外の秀でた韓国料理レストランを認証し、高級化支援を実施している。 

 

韓国国内及び国外で外国人向けの韓国料理の体験教室を実施するほか、韓国料理の広報物を制作、配布し

て、韓国料理の知名度を高める。 

 

 

韓国を代表する食品展示会である Korea Food Expo を開催し、海外バイヤーを招し商談会を実施する。 

 

 

以下の 4 つの輸出関連融資を行う。 

表 37 輸出に関連する資金融資 

融資事業名 サポート対象 用途 
金利 

（％） 

貸付 

期間 
事業義務 

予算額 

（億ウォン） 

運営活性化

資金 

農食品の輸

出業者 

輸出のための原料および

副資材の購入、貯蔵、加工

などの運営資金 

3〜4 
1 年 

以内 

融 資 額 の

50％以上の

輸出 

2010 年度 3,620 

2011 年度 3,650 

2012 年度 3,240 

優秀水産物

支援資金 

水産物の輸

出業者 

国内産水産品原料の購入

などの運営資金 
3〜4 

1 年 

以内 
同上 

Na 

海外進出の

韓国料理店

の開設資金 

外食店 

海外進出の韓国料理店店

舗新築、インテリア厨房機

器など 

4 2~3 年 ‐ 

Na 

 

施設園芸の

品質向上 

園芸専門生

産団地生産

者 

園芸施設の改善、増改築、

近代化 
3 

7 年 

以内 
‐ 

2011 年度 326 

（費用補助 20%、融資

60%、自己負担 20%） 

出所）aT, agrix ウェブサイト 



 

156 

 

23  

 

aT のプログラム評価は、内部における事業別審査と政府による経営実績評価の 2 つによって行われて

いる。内部の事業別審査では、プログラムごとの目標数値に対する達成度や前年度実績に対する伸びを算

出する。例えば、2010 年度の国際博覧会への参加支援実績は、総合的な食品博覧会が 30 回、品目別の博

覧会が 102 回であり、前者は目標を達成しているが後者は目標の 85%に留まっている。その他にも、農産

物輸出組織の育成数や輸出資金融資額といった事業ごとの目標値に対する達成度が測られる。 

政府による経営実績評価は aT の経営全体に対する評価であり、その中の一部として事業評価が組み込

まれている。この事業評価では、事業の活動内容と活動成果の両方が評価対象となる。活動内容評価では、

支援や取り組みが適切であったかなどについて A、B、C…といった 6 段階で評価が付けられ、活動成果評

価では、目標値に対する達成度が点数に換算される。政府による経営実績評価は、aT だけでなく KOTRA

などの他の政府関係機関に対しても同様に行われる。また、プログラムに対する直接的な評価ではないが、

政府関係機関は顧客満足度評価や電話対応評価などの評価も受けなければならない。 
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6.5 KOTRA  

 

大韓貿易投資振興公社（KOTRA–Korean Trade-Investment Promotion Agency）は日本の JETRO を

モデルに創設されており、政府機関内での位置付けや役割は JETRO と非常に良く似ている。KOTRA は

韓国知識経済部（日本の経済産業省に相当）の外郭団体であり、その役割は貿易促進と投資誘致である。

貿易促進では特に中小企業の輸出促進、投資誘致では外国企業の韓国への投資誘致（工場設立等）が中心

的な業務であり、主な支援対象産業は製造業、IT 産業、文化コンテンツ産業、グリーン産業などである。

農業は aTが専門的に支援を行っているため、KOTRAでは一部の事業で支援対象としているのみである。 

KOTRA は 2020 年までに貿易額 2 兆ドル、投資額 1 千億ドルを達成するという目標を掲げており、そ

のために①中小企業支援のためのインフラ強化、②貿易投資事業の充実、③持続的成長のための将来の成

長分野の開拓、④創造的で強い組織の育成という 4 つの戦略を打ち出している。このうち輸出促進に直結

する②貿易投資事業の充実では、特に海外マーケティングに注力しており、オンライによるマーケティン

グや主力輸出品目別のマーケティングなど様々な方法による輸出促進を図っている。その他の①中小企業

支援のためのインフラ強化では、非価格競争力の向上支援や海外市場開拓支援を通して中小企業のグロー

バル化を後押ししており、③持続的成長のための将来の成長分野の開拓では、グリーン産業やバイオ産業

といった成長産業の発展と中国を始めとする新興国の開拓を同時並行的に支援している。④創造的で強い

組織の育成は、開かれた組織文化の構築や企業の社会的責任の履行、人材運営や財務管理の効率化など

KOTRA 内部の改革を主眼としている。 

表 38 KOTRA の主な役割 

中小企業支援のためのインフ

ラ強化 

貿易投資事業の充実 持続的成長のための将来の成

長分野の開拓 

創造的で強い組織の

育成 

中小企業の非価格競争力の向

上をサポート  

グローバル企業と国内企業の

直接輸出による市場開拓支援 

知識サービス産業の海外進出

支援を主導 

開かれた組織文化の

構築 

大企業と中小企業の協力事業

を通じた海外市場の開拓支援  

世界市場の変化に対応したマ

ーケティングの推進 

グリーン産業の海外進出のた

めのプラットフォームの役割 

社会貢献活動の活性

化と倫理経営の定着 

投資進出支援を通じた中小企

業のグローバル化 

オンラインによる海外マーケテ

ィング支援を通じた e ビジネス

の本格化 

世界的な医療用バイオ大国の

早期実現 

将来に向けた世界的

な専門知識教育の強

化 

中小企業の特性に応じて、カス

タマイズされた事業の強化 

海外マーケティングのための展

示会の育成と定例化  

中国市場への進出事業の多様

化 

人材運営の効率化 

海外市場などの調査情報の改

善 

主力輸出品目別に差別化され

たマーケティングの推進 

中国以外の新興国への輸出マ

ーケティングの集中 

財務管理の効率化 

ビジネスに直結する情報の集

中的生産 

産業別の戦略的投資誘致活動

の展開 

海外進出有望なプロジェクトの

発掘と受注強化 

 

 海外投資企業に対する経営課

題解決支援の拡大 

開発途上国の開発協力事業を

通じた韓国企業の海外進出の

拡大 

 

  海外の公共調達市場への進出

拡大 

 

出所）KOTRA ウェブサイト 
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KOTRA は aT 同様に、経営目標として 2011 年度から 2013 年度までの 3 年間に達成すべき数値を主要

項目別に示している。2011 年度に達成すべき主な輸出促進関連目標は、輸出企業の育成が 480 社、KOTRA

海外事務所の商社/代理店業務による輸出支援実績が 12.5億ドル、海外進出の成功事例が 10件などである。 

 

表 39 KOTRA の 2011~13 年度における輸出促進関連目標 

 
2011 2012 2013 

輸出企業の育成(社） 480 540 590 

KOTRA海外事務所の商社/代理店業務による輸出支援実績（億ドル） 12.5 14 15.5 

海外進出の成功事例（件） 10 30 60 

海外進出プロジェクトの発掘（件） 160 175 190 

有力バイヤーの管理（社） 3,750 4,750 6,000 

情報の照会件数（万件） 285 350 420 

コンサルティング調査収入（百万ウォン） 1,850 2,000 2,200 

出所）KOTRA ウェブサイト 

 

KOTRA はソウル本部と仁川空港事務所の他に、海外 76 か国 111 都市に貿易館と呼ばれる事務所と 17

か国 30 か所に海外共同物流センターを持つ。ソウル本部は 6 部門から成り、各部門は輸出のための海外

マーケティングや戦略サポート、投資促進などを担当している。輸出支援班はネットワークビジネス部に

配置されており、海外市場調査や海外出張支援、新規事業開拓などを行っている。前述のように、KOTRA

は主に工業品を支援対象としているため、農食品のみを専門的に取り扱っている部署はなく、展示及び大

会部の中に、ソウル・フードと呼ばれる国内食品展示会の運営を専門的に行っている職員がいるのみであ

る。 

海外貿易館は、ネットワークビジネス部の下に位置づけられており、主に当該国における展示会への参

加支援やビジネスマッチング、商社/代理店業務、人材紹介等を担当している。一方、海外共同物流センタ

ーは、マーケティングサポート部が運営を担っており、韓国輸出業者向けに安価な物流関連サービスや物

流委託契約の締結サポートなどを提供している。 

KOTRA の職員数は 659 人であるが、これとは別に海外貿易館に勤務する現地人スタッフが 364 人いる

ため、国内外の KOTRA で勤務する職員総数は 1,000 人以上に上る。このうち輸出支援班には 7 名が所属

している。また、展示及び大会部の職員は 17 名であり、その内ソウル・フードのみを担当している職員

が 10 名強いる。 
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図 61 KOTRA の組織図 

出所）KOTRA ウェブサイト 

 

KOTRA の 2010 年度予算は 2,943 億ウォンであり、aT に比べて 700 億ウォン程度多いが、その収支構

造は aT と非常に良く似ている。収入は、その 7 割が政府からの補助金であり、残りの 3 割が独自収入に

よるものである。支出は、全体の 65%にあたる 1,906 億ウォンが事業費に使われており、32%が人件費及

び運営費に充てられている。 

2010 年度の事業費の内訳を見ると、海外マーケティング事業と支援事業にそれぞれ 706 億ウォンと 589

億ウォンが充てられており、この 2 事業で事業費支出の約 7 割を占める。しかし、これらの事業の大部分

は工業品に対する支援であり、農食品に対する支援はごく僅かである。海外マーケティング事業費は 2008

年まで 300 億ウォン程度だったのが、2009 年度以降は 2 倍以上に拡大しており、KOTRA のオ・ヨンホ

社長は、既存市場確保のために差別化された海外マーケティング支援を展開する方針を打ち出している46。

2010 年には、中小企業輸出比率を 30%から 60%に引き上げるために、選定優良中小企業に対して海外市

場参入のロードマップ作成支援等を行う新たなプロジェクトを立ち上げている47。また、支援事業では、

aT 同様に輸出業者に対する物流費補助等に予算が使用されていると考えられる。その他の事業予算として、

前述のソウル・フード開催には約 40 億ウォンが充てられている。 

                                                      
46

 2011 年 12 月 18 日付アジア経済東亜エコノミー記事「オ・ヨンホ KOTRA 社長、"韓国型貿易成長モデル構築"」 
47

 2010 年 8 月 30 日付 KOTRA 韓国経済ニュース記事「KOTRA、韓国強小企業を世界一流企業へと育成」 

社長
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表 40 KOTRA の収支内訳（単位：百万ウォン） 

  
2008 2009 2010 

収入 

政府補助金 173,847 240,241 216,180 

その他政府基金 6,818 0 0 

小計 180,665 240,241 216,180 

独自収入 66,479 76,096 78,098 

小計 66,479 76,096 78,098 

合計 247,144 316,337 294,278 

支出 

事業費 147,206 195,775 190,644 

  海外マーケティング事業費  (33,949) (91,388) (70,552) 

  支援事業費 (50,453) (61,460) (58,881) 

  特別事業費 (39,662) (18,548) (38,395) 

  情報調査事業費  (7,896) (8,175) (10,132) 

  外国人投資誘致事業費  (7,710) (6,506) (7,171) 

  研修事業費  (3,372) (4,791) (2,114) 

  展示場及びその他の賃貸事業費 (2,032) (3,072) (2,202) 

  戦略的事業費 (2,132) (1,835) (1,197) 

人件費 77,423 75,886 83,454 

運営費 13,124 11,671 11,834 

繰越金 0 0 0 

その他 9,391 33,005 8,346 

合計 247,144 316,337 294,278 

出所）KOTRA ウェブサイト及び損益計算書 

 

KOTRA が実施している輸出促進関連プログラムには海外市場開拓支援や貿易投資情報サポートなどが

あるが、こうした輸出関連プログラムのうち農食品の輸出促進と特に関わりが深いものは、ソウル・フー

ドの運営と海外共同物流センターの運営である。以下ではこの 2 つの事業について詳述する。 

 

 

ソウル・フードは、韓国最大規模の食品・飲料専門展示会であり、1983 年から毎年開催されている。2011

年の開催では 45 か国からの参加があり、出展企業が 1,100 社、来場者数は 44,000 人以上であった。開催

時には新聞、テレビ、ラジオによる宣伝やバス及び電車内の広告掲示、KOTRA 海外貿易館でのパンフレッ

トの配布など様々な広報活動を行っている。 

ソウル・フードへの海外バイヤーの招へいでは、KOTRA の持つデータベースの中から年間売上高 1,000 万

ドル以上の企業 100 社を選定している。こうしたバイヤーとの商談会は、ソウル・フード開催中の 1 日に

1 ホールを貸し切って行われ、参加バイヤーにはプライベートラウンジにおける無料の食事などが提供さ

れる。こうした結果、2011 年には韓国企業 280 社との個別商談が 707 回実施され、取引額は 2 億 800 万

ドルとなった。 
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ソウル・フードは、aT が開催する Korea Food Expo と並んで、韓国を代表する食品展示会であるにもかか

わらず、その開催にあたって kotora と aT の協力は行われていない。ソウル・フードの出展企業募集やバ

イヤーの招へいにおいて、KOTRA は独自のノウハウやデータベースを使用しており、aT が持つ農食品企

業との豊富なネットワークは活用されていない。ただし、2012 年にはソウル・フードと Korea Food Expo

を合わせて開催することが検討されている。 

 

KOTRA は、海外 17 か国 30 か所で、「海外共同物流センター」と呼ばれる物流とマーケティング支援の事

業を運営している。 

目的は、①少量多品種による直接取引を支援すること、②世界的な価格競争激化の中、物流費削減により

競争力を向上させること、③独自の物流センターを構築することが困難な中小企業に物流支援サービスを

提供することの 3 点である。 

支援内容は、基礎的な物流支援と付加的な海外マーケティング支援の 2 つから成る。 

物流支援では、現地の専門物流サービス会社を 1～数社選定し、これを「物流支援センター」として任命

し、国内の輸出企業が、韓国輸出業者が海外で安価な物流関連サービスを利用できるよう支援している。

KOTRA は指定の物流業者との物流委託契約の締結をサポートし、保税倉庫業務、通関、輸送、在庫管理な

どのアウトソーシングをスムーズに行えるようサポートする。物流支援の事業参加費は、1 つの物流セン

ターにつき年間 150 万ウォンである。実際に物流センターを利用する際には倉庫保管料や通関手数料、輸

出国内の輸送料などの費用がかかるが、こうした費用に対しては年間 400 万ウォンまで補助金が支給され

る。従って、輸出業者は参加費を支払ってもそれを大きく上回る補助金が支給されるため、物流センター

を利用する経済的インセンティブは大きい。 

一方、海外マーケティング支援では、KOTRA 貿易館が商社/代理店業務を担い（「支社化」事業と呼ばれて

いる）、有望な取引先の発掘や輸出拡大戦略の策定及び実行に加え、会員企業職員の短期出張時には臨時

オフィスの提供などを行う。物流支援と海外マーケティング支援のパッケージ事業への参加費は 280~380

万ウォンであり、対象国によって異なる。ただし、パッケージ事業への参加にあたっては、地方公共団体

の補助金プログラムが利用可能であり、その場合は参加費が 150 万ウォン程度に抑えられる。 

 

KOTRA のプログラムに対する評価は、aT 同様、事業別評価と政府による経営実績評価の 2 つによって

行われている。事業別評価では、例えばソウル・フードの場合、費用対効果が測定される。費用算出は、

事業費に加えて、職員 1 人 1 日当たりの人件費に 1 社を誘致するのにかかった人・日をかけるなどして全

ての費用が計算される。効果測定は、展示会での取引額に加えて、バイヤーの来場者数に 1 社当たりの宣

伝効果をかけるなどして全ての効果額を算出する。こうして費用対効果を計算し、ソウル・フードの事業

評価が行われる。政府による経営実績評価は、aT における評価方法と同じである。 
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6.6 KFTA  

 

KFTA （Korea Fishery Trade Association）は、1986 年に水産貿易の振興という政府の施策に応じて、

水産物輸出組合として設立された。その後、1998 年に水産物輸出入組合に名称変更し、2010 年に現在の

名称となった。KFTA の役割は、政府の政策に応じ、水産業と水産物貿易の発展に寄与し、会員の共同利

益の増進を図ることである。KFTA の設立と運営には政府の意向が深く関与しているため、その主な活動

は政府からの委託事業を実施することである。 

 

KFTA には水産物の輸出入業者や関連団体、研究教育機関など約 200 社が加盟しており、協会の下には

のり、ひらめ、あわび等の品目別の分科会が設置されている。本部はソウルの aT センター内にあり、国

内に釜山支部があるが、その役割は会員の管理のみであり、実質的な業務は全て本部が行っている。海外

事務所は設置していない。本部には常勤の専務理事の他に 7 名の職員がおり、釜山支部は職員が 1 名勤務

しているのみである。協会の運営費（人件費や事務所経費等）は、政府委託事業による手数料と会員から

の会費によって支払われている。なお、専務理事は元農林水産食品部の官僚で、同部を退職後 KFTA に再

就職しており、ここからも KFTA と政府との結び付きの強さがわかる。 

 

協会の主な事業は、①政府からの委託事業、②独自予算による事業、③その他の斡旋業務等の 3 つに分

けられる。政府からの委託事業には、輸出に関わる事業と輸入に関わる事業があり、2010 年の輸出関連事

業予算は約 30 億ウォンであった。こうした政府からの委託事業では、当該年度の予算が決まると政府と

協会の担当者で話し合い、事業内容とその予算配分を決める。以下では、各事業の実施内容について説明

する。 
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韓国産水産物のイメージ向上と輸出機会拡大のために、優秀な水産物の広報活動を国内及び海外で実施す

る。また、他国産水産物との差別化を図り、海外消費者の潜在的な需要を喚起するために、韓国産水産物

の優位性を広報する。具体的なプロモーション活動としては、空港や港などの人が多く集まる場所に宣伝

用 POP を掲載する他、上海の大型スーパー内において POP 広告等を実施している。 

 

韓国産水産物の海外市場開拓と競争力強化のために、販売促進活動の支援を行う。2011 年は、157 業者の

商品が掲載されたカタログを 1 万部作成し、KOTRA 海外貿易館や国際博覧会に来場したバイヤーなどに配

布した。また、カタログの収録業者を紹介するウェブサイトを開設し、海外バイヤーへの斡旋等に活用し

ている。 

 

輸出関連業者やエージェントから推薦のあった優秀な海外バイヤーを招待して、輸出業者との商談を設定

する。また、商談を通じて韓国産水産物に対する信頼感を醸成し、直接契約を結べるよう支援する。商談

会は、毎年ソウルと釜山で 1 回ずつ開催し、各回約 50 名のバイヤーを招待している。その際には、貸切

バスによる送迎や専門通訳の雇用などバイヤーに対する便宜供与を行っている。さらに、バイヤー1 人に

対して輸出業者 7~8 社との商談をアレンジし、より多くの契約が成立するよう支援している。 

 

国際水産博覧会において、韓国館の運営や輸出相談会の実施、現地メディアの招待などを実施する。また、

輸出業者が出展するためのブース代、商品運送費、航空運賃代、通訳費、販促費等を支援する。2011 年

はボストン、ブリュッセル、東京等で開催された博覧会に 9 回参加しているほか、上海、香港、バンコク

等における水産物展にも出展している。また、釜山国際水産貿易 EXPO では、中国や日本など海外から多

くのバイヤーが参加するように MOU の締結や招待状の送付等を行っている。 

韓国アセアン FTA や韓国 EUFTA で定められた関税割当による輸入量の配分を管理する。例えば、韓国アセ

アン FTA におけるエビの関税割当については、協会が年 2 回入札を開催し、各業者の輸入量を決定してい

る。 

販売価格の虚偽申告による脱税を防止するため、中国やロシア等の海外市場における韓国産水産物の価格

調査を実施する。 
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水産物の輸出統計等の資料をまとめ、定期的に会員企業に提供する。この情報提供にかかる費用は、会費

収入から拠出されている。 

主に日本向け高品質海苔の製造に必要な異物選別機の購入を支援する。購入費用の 50%が政府により補助さ

れる。2003 年に事業が開始され 2009 年までに 264 台の異物選別機の購入を支援している。 

輸出業者が商材を購入するのに必要な融資を受けられる様、水産業発展基金への斡旋を行う。協会が斡旋を

行うことで、生産者団体は年 3%、一般企業は年 4%の低金利で融資を受けることができる。 

表 41 水産物輸出業者のための資金融資 

サポート対象 用途 
金利 

（％） 

貸付 

期間 
事業義務 融資限度額 

貿易業者固有番号を

付与されいて前年度

に輸出実績のある者 

輸出のための優

れた水産物の購

入資金 

3〜4 1 年 

融資額の 50%以上の国内産品を購入した者

は融資額の 50%以上の輸出 

そうでない者は融資額の 70％以上の輸出 

50 億ウォン 

出所）KFTA ウェブサイト 

 

KFTA のプログラム評価は、年度末に開かれる事業ごとの評価会議で行われる。しかし、明確な評価基

準はなく、会員企業との話し合いにより良かった点や反省点を洗い出し、反省点については改善方法を決

める。また、評価会議に加えて会員企業にアンケートを取り、集められた意見は来年度事業に反映される。 
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6.7  

 

韓国農林食品輸出入組合（Korea Agri-Food Trade Association）は、1964 年に農林水産食品部の下に

社団法人として設立された、農食品全般にわたる輸出促進団体である。組合の主な役割は、業界の抱える

問題点や制度的不備を政府へと伝え、その改善を図ることである。当初は茸類と柿の缶詰商品を取り扱っ

ていたが、それらの商品の輸出が低迷してきたために、現在は果実（リンゴ、ナシ、栗など）や野菜（パ

プリカ等）、加工食品（キムチ等）などの輸出促進に幅広くかかわっている。 

 

韓国農林食品輸出入組合には、農食品を取り扱う輸出企業約 80 社が加盟している。ソウルの aT センタ

ー内に事務局があって、職員は 5 名。国内の他地域や海外に支部は持っていない。組合運営費（人件費や

事務所経費等）は年間約 3 億ウォンであり、会員企業からの会費収入で賄われている。農産物生産量は毎

年変動するため、組合では輸出プロモーションなどの活動内容を年間計画という形で定めておらず、必要

に応じて不定期に実施している。こうした個々の事業は、aT からの補助金によって実施されており、組合

による予算はない。 

2011 年に組合主導で実施された主な事業は、台湾向けのリンゴ及びナシの安全性アピールと輸出価格の

設定等である。2011 年に台湾の検疫基準が強化されたため、組合では輸出に際して韓国国内で事前に残留

農薬検査を行ったほか、生産者教育を実施した。さらに、組合が主導し、輸出用の標準規格を業界で定め

た。また、2011 年は多雨で収穫量が少なく、国内価格が高騰したため、輸出量が減少しないよう輸出価格

を組合で定めている。ただし、輸出向け補助金等は出していない。 

韓国農林食品輸出入組合の下にはリンゴ、ナシ、柿、栗、パプリカ、キムチの 6 品目の協議会があり、

各協議会は 20 社程度ずつで構成されている（会員企業各社は複数の品目を扱っているため、1 社がいくつ

かの協議会に参加している）。品目別のプロモーションは、これら品目別の各協議会が事業内容を決め、特

別会費を徴収したり、aT 等から支援を受けて実施する。例えば、次節に挙げた韓国産ナシの米国における

E-Pear ブランド構築等の事業が挙げられる。 

 

組合では、輸出促進活動の年間計画を立てていないため、個別のプログラムに対する定まった評価方法

はない。ただし、輸出プログラムの実施に際して、近年農家や企業が輸出より国内販売を選択する傾向に

あることが、組合の大きな課題となっている。これは、先述のように、生鮮農林水産物の国内価格が上が

り、輸出価格の競争力がなくなっていることが原因である。また国内経済の成長に伴い、第三国の市場で

中国産品と競合すると価格競争力がなくなっていることも組合が直面している課題の 1 つである。  



 

166 

 

23  

6.8  

 

韓国の台湾向けナシ輸出の拡大は、2002 年に台湾が WTO 加盟の際に東洋ナシの輸入枠を拡大したこと

を契機としている。特に台湾では春節（旧正月）の贈答用として 1 月に高級なナシへの需要が高く、日本

産ナシの中秋節向け（9 月の輸出）に比べて、有利な立場にあった。日本産の鳥取梨の台湾市場における

評価が高く、2003 年には韓国産ナシの表示偽装もあったが、日本側から対応要請があり、偽装問題は落ち

着いている。その後、台湾市場では低価格を武器に、韓国の輸出業者が積極的に台湾を訪問し、また台湾

のバイヤーの韓国産地への招待等の活動を繰り返し、市場内での地位を確立してきている。48 

また米国向けには、在米韓国人市場をターゲットとして輸出が拡大してきており、米国向け輸出の重要

品目の一つまで発展した。しかし、近年はコストコやウォルマート等の一般市場へも展開を広げており、

今後さらに拡大するためには現地の中国系やヒスパニック系、コーカサス系等の幅広い層の支持を得るこ

とが大切だと考えられており、業界を挙げたマーケティング活動の重要性が強く認識されている。 

ナシの輸出促進活動を行っているのは、韓国のナシ輸出関連企業・生産者らが参加する韓国ナシ輸出協

議会のほか、輸出向けナシ生産を行っている農業協同組合らが設立した韓国ナシ輸出組合（KPEA）と、

民間のナシ輸出業者らが加盟している韓国農林食品輸入組合内のナシ協議会がある。また、これを支える

産学連携の仕組みとして、ナシ輸出研究事業団（KOPERO）が設置されている。この他に、ナシ主要生産

地の地方政府や、生産地別のナシ輸出協議会等の地域別の団体の活動もみられる。 

以下に韓国ナシ輸出研究事業団（KOPERO）、韓国ナシ輸出協議会、KPEA、韓国農林食品輸入組合、

地方政府等のいくつかの事例を紹介する。 

49
 

韓国のナシ輸出業者や生産農業協同組合ら計 52 社/組合（会員輸出企業による輸出が、韓国ナシ輸出量

の 80%を占める）で構成される韓国ナシ輸出協議会は、2011 年の定期総会において、韓国産ナシの品質

を高めるため、保存性と品質の低下を招く成長促進剤のジベレリン使用を制限することとし、また出荷時

期についても 9 月 26 日以降に設定し、輸出規格の品質基準の順守を求めた。また、これらの違反措置に

対しては、輸出物流費の補助を中断する形で制裁措置をとることを決めた。なお、ナシの輸出においては、

標準的物流コストの 35%を上限として、物流費が補助されている。35%のうち、中央政府が 10%、自治体

が 25%を拠出する。 

KOPERO
50

 

6.2.4 節で説明した輸出促進のための産学連携を促進するための「輸出研究事業団」が、ナシ業界でも

2008 年にナシ輸出研究事業団（KOPERO）として設立されている。農林技術管理センターより農産物輸

出研究事業団の一つに選ばれた KOPERO は、2012 年までに 50 億ウォン（約 3.6 億円）の支援を受けて、

ナシの輸出研究事業を進めている。 

                                                      
48

 (阮 2004) 
49

 2011 年 7 月 11 日付 農民新聞「輸出「申告」梨ジベレリンの使用全面禁止」 
50

 2010 年 8 月 30 日付 園芸産業新聞 「農産物輸出研究事業団シリーズ｜ナシ輸出研究事業団」 

KOPERO 及び KPEA ウェブサイト 
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KOPERO は全南大学を本部として、計 109 名の専門研究者/技術者らが、各地の大学、農村経済研究院、

流通コンサルティング企業のファムネット、IT 企業のインフォバレーソフト、民間のナシ輸出企業 8 社か

ら集まり、韓国ナシ輸出組合（KPEA）等と協力しながら、ナシの輸出を 1 億ドル規模に拡大することを

目標に設定して、共同研究を行っている。まず、輸出の 9 割以上を占める台湾と米国への輸出拡大戦略策

定とそれを支える生産基地・農家の育成、次いで高品質管理システムの構築、ポストハーベストと輸送改

善、及び機能性加工品の開発を中心的な課題としている。 

台湾向けは、現地の輸入割当枠のために輸出量拡大に限度があることから、外交課題としては輸入枠の

拡大、産地の課題としては高品質ナシの輸出による価格向上が求められるとしている。特に台湾人の好む

規格・品質での安定的な供給を確保するため、台湾向け輸出を担う生産者らの協議会を設置、また輸出生

産基地での農家育成に力を入れている。米国市場では在米韓国人市場以外の新しいバイヤーの確保を重要

課題としてとりくみ、これもコストコやウォルマートへの出荷を可能にし、成果を収めつつある。 

高品質管理システム研究チームでは、生産団体に対して Global GAP の認証取得を支援して実際の取得

を進めており、韓国産ナシの生産履歴追跡のためのトレーサビリティーシステムを構築、さらに残留農薬

問題を解決するための研究を進めている。ポストハーベスト及び輸送改善チームは、従量や形の選別施設

の改善、鮮度保持や果皮汚れ等についてのクレーム防止のための包装資材の改善、物流費削減のための梱

包方法の改善等の研究を実施している。機能性加工品研究チームは、ナシから抽出される新しい機能性成

分を数種類開発した。 

 

 

図 62 米国のコストコにおける韓国産ナシの試食（左）と販売の様子（右） 

出所）韓国ナシ輸出研究事業団ウェブサイト 

 

前節で挙げた韓国農林食品輸入組合傘下に所属するナシ協議会は、民間のナシ輸出業者が形成した団体

である。韓国農林食品輸入組合のナシ協議会では、6.7 節で挙げたように台湾向けナシの残留農薬問題に

対して安全アピールや品質管理教育、そして台湾向け輸出維持のための価格高騰防止策等を実施した。 

ナシ協議会加盟企業 7 社による E-Pear の取り組み 

ナシ協議会では、海外市場におけるナシのブランド化において、会員企業はフィモリ事業への参加を選

択するのではなく、独自のブランド構築を試み、会員企業 7 社が協力し、米国市場において E-Pear ブラ

ンドを立ち上げた。 

米国では韓国系アメリカ人の市場が飽和状態になり、新たに中国系やヒスパニック系をターゲットとす

ることが必要となったため、E-Pear ブランドの立ち上げに踏み切ることとなった。 
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新ブランドの立ち上げに際して、各社は 2,000 万ウォンずつ、合計 1 億 4,000 万ウォンを出資し、E-Pear

を専門に取り扱う新会社を設立している。 

新会社は、商品の標準規格化や共同プロモーションを進めており、ヒスパニック系を対象としたニュー

ヨークのスーパーマーケット内で試食会を行うなど PR イベントを実施している。また、中国系アメリカ

人がターゲット層の１つであるため、E-Pear のロゴには漢字で「梨」という表記も入れられている。長期

的な計画では、米国以外の国へも輸出を拡大し、ゼスプリの様に世界展開することを目標としている。 

KPEA  

韓国ナシ輸出組合（KPEA - Korea Pear Export Association）は 2008 年に設立された、農業協同組合

によるナシ輸出促進団体である。2008 年の設立段階において、13 の農業組合が KPEA に加盟しており、

これら組合の生産するナシが、韓国のナシ輸出量のうち 80%を占めている。 

同組合は、韓国産ナシの海外輸出を拡大することを目的とし、将来的には、輸出業者等と協力しながら、

韓国産ナシ統一ブランドの設立や、輸出窓口の一本化（シングルデスクによるマーケティング）、相手国側

の主要流通業者の限定、これら施策による長期にわたる韓国ナシのブランド構築を図ろうとしている。 

韓国におけるナシの生産時期は 9 月~6 月に限られるが、KPEA では収穫時期を管理しながら全国の生

産地から時期をずらして比較的長期間に亘って集荷することができ、さらに大型貯蔵施設を活用すること

により通年供給が可能な体制を築いた。 

また、中央集荷システムにより品質管理を厳格に行って、海外市場でプレミアム・ブランドのポジショ

ンを築くことを目指し、以下の様な取り組みを行っている。 

 最先端技術による包装施設を 8 か所で運営 

 同一の品質基準が保たれる様、生産者へのトレーニングや教育を実施 

 バイヤーはインターネットを通して商品の生産履歴や、供給可能量・時期を確認することができる 

この他に、輸出促進活動には、以下のようなものがある。 

 海外市場における調査及び PR の実施（試食イベント用チラシの制作及び配布など） 

 生産農家が参加するプロモーションプログラムの構築（競合産地の試食品評会など） 

 マーケティング結果を生産現場へと活かすための産官学連携チームの構築（） 

 海外バイヤーを招待したセミナーの実施 

 輸出相手国の検疫制度の周知 

Oseo 51 

慶尚北道尚州 Oeseo 農協は韓国のナシ輸出を主導する農協の一つで、農家に様々な支援を行いながら品

質と生産量を厳格に管理することにより、ナシ輸出の継続的拡大に成功している。同農協は、1998 年にナ

シ輸出拠点農協として方針を固め、現在は収穫量の約 8 割を台湾と米国への輸出に向けている輸出専門農

協である。輸出に特化した共同選別場も持つ。 

この農協では、農家は生産のみを担当し、販売戦略（販売時期、販売価格、販売先等）は無条件で農協

に任せなければならない。農協は、協同選別の実施や非破壊糖度計の導入により品質に応じた価格支払を

することで、品質の向上と安定を図っている。また、農協への参加資格を 300 箱（4,500kg）以上出荷可

能な農家とし、規模拡大戦略を採ることによって安定した物量を確保している。 

さらに、韓国国内では大きなナシが好まれるのに対して米国では小さなナシが好まれる等の違いがあり、

                                                      
51

 2009 年 3 月 53 号 Economy Plus「農家所得の向上に成功ストーリー」 
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残留農薬管理等の栽培方法の違いもあるため、加盟農家は国内販売用生産と台湾市場向け輸出農家、米国

向け輸出農家に分けられている。輸出用農家は会費として米国向けが 50 万ウォン、台湾向けが 30 万ウォ

ンを支払わなければならい。一方、国内用農家は梱包や配送、取引手数料などの流通に係る費用を自己負

担しなければならないのに対して、輸出用農家はこうした費用負担がない。また、同農協では、国内向け、

輸出向けを問わず、栽培用の袋に対する補助や協同選別補助、輸出物流補助として 5 億 3,000 万ウォンが

支給されている。 

 

輸出促進団体や農協だけでなく、地方政府もナシの輸出支援を行っている。仁川市は、2010 年に 4 億

ウォンをかけて、低温貯蔵庫や選別機などの輸出インフラの整備を行っている。こうしたことを受けて、

aT の仁川支部と台湾のバイヤーが市内の生産団地を訪問したことにより台湾への輸出が開始され、2011

年には輸出量が 2 倍以上に拡大した。市では、輸出物流費の支援や国際食品博覧会の参加支援など、今後

も農産物輸出拡大を持続的に推進していく意向を示している52。 

一方で、自治体が運営する輸出協議会の不正により、生産者の輸出が妨げられるという事態も起こって

いる。沃川郡のナシ輸出協議会では代表が補助事業施設を不法に売却したことにより、補助事業の実施に

制限措置がかけられた。沃川郡は、ナシの輸出農家への支援事業に 4,000 万ウォンを計上していたが、こ

うした事業の実施が事実上不可能となり、郡の生産者は収穫時期を迎えるにあたってナシを納品できる団

体を探さなければならない事態となった53。 

                                                      
52

 2011 年 9 月 1 日付 仁川ニュース記事「仁川南東部の梨、台湾へ初の輸出」 

2012 年 2 月 2 日付 韓国ニュースプレス「私たちの農村に未来がある」 
53

 2007 年 5 月 11 日付 沃川新聞記事「輸出梨農家、支援中断“反発”」 
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韓国のリンゴの主要な輸出先は台湾で、今後台湾市場でのシェアを拡大しつつ、東南アジア市場への拡

大も同時に深めている。特にりんご輸入量が多く経済発展が急速に進展しているインドネシアやマレーシ

ア市場等を主要な輸出ターゲットとしている。 

韓国がリンゴ輸出拡大のために力を入れているのが有袋フジの生産を増やして品質を改善することで、

栽培用の袋に対して中央政府や地方政府から補助が出されている。このほかに、品質管理の徹底や残留農

薬問題の解決に向けた活動、輸送費の補助や販促費、相手国市場での積極的なマーケティング活動等が実

施されている。 

台湾市場での弊社のヒアリングに対しては、現地業者らは日本産リンゴに比べると品質が低く、米国産

リンゴに比べて価格競争力で劣る韓国産リンゴについては、それほど日本産リンゴと競合しているという

認識にはなく、また残留農薬問題が大きな課題とされたが、韓国のリンゴ輸出に関する活動は少しずつ知

られるようになってきており、品質も徐々に改善している。今後は日本産リンゴにとって脅威になる可能

性は十分ある。 

リンゴでもナシと同様、2008 年には産学共同研究組織としてリンゴ輸出研究事業団（AERC）が設立さ

れ、さらに 2010 年には韓国りんご輸出協議会と韓国リンゴ連合会が立ち上げられおり、業界を挙げた取

り組みも今後増加するとみられる。ただし、これまでのところリンゴ輸出は慶尚北道がリードしており、

全国的に統一した輸出相手国でのジェネリックマーケティングはまだ実施されていない。以下では、慶尚

北道における DAILY ブランド推進の事例を取り上げる。 

 

2010年に輸出業者や生産者団体等が約50社/組合が参加した韓国リンゴ輸出協議会が立ち上げられてい

る。リンゴのサイズ別の価格基準等が設定されているほか、台湾向けリンゴの残留農薬全数検査実施に対

する建議等の活動を行っている。 

DAILY 54 

慶尚北道は韓国のリンゴ生産の約 65%を占める最大の産地で、輸出においても 2010 年は 6,220 トンの

輸出と、韓国全体（8,759 トン）の 71%を占めた。 

慶尚北道政府は、リンゴ生産過剰に備えるために 2007 年 9 月に産地の市や郡、慶尚地域のリンゴ生産

農協である大邱·慶北リンゴ農協、慶尚通商株式会社55、韓国農産物流通公社（aT）等と協力して高品質リ

ンゴの DAILY ブランドを開発し、道を挙げて輸出促進をはかる方針を表明した。大きさ 40 個/10kg 箱以

上、糖度 13 度以上、着色率 90%以上のものを高品質りんご「DAILY」として販売している。現在、DAILY

りんごの輸出は 2007 年 108 トンから 2010 年には 1,021 トンに増加している。 

DAILY の生産のために、道内リンゴ主要産地にリンゴ輸出専門団地（14 ヶ所 905 ヘクタール）を設置、

高品質の有袋リンゴ生産のための袋や、有機肥料、りんご鮮度保持のための 1-MCP、その他の投入物・機

                                                      
54

 2011 年 12 月 13 日付 慶尚北道 プレスリリース「慶尚北道 輸出リンゴ「DAILY」東南アジアを虜にした」 

2011 年 4 月 1 日付 ハンナプレス「慶尚北道輸出りんご「DAILY」の夜のイベント」 

2010 年 9 月 28 日付 園芸産業新聞「今産地では？ オープン化時代、輸出は競争力」 

2009 年 11 月 29 日付 ファイナンシャルニュース「慶尚北道、輸出りんご「DAILY」台湾全域で大々的輸出促進キャ

ンペーン展開」 

2010 年 5 月 13 日付 ファイナンシャルニュース「慶北りんご「DAILY」、東南アジア本格進出」 
55

 官民で共同設立した第三セクター法人で、慶尚北道の農水産物の輸出商社。 
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材について支援している。 

慶尚北道は、2011 年までに 2 億ウォンをかけて世界各地で商標登録を推進する計画で、すでに台湾、シ

ンガポール、香港、米国、日本、韓国の 6 ヵ国で商標を取得、現在はタイ、マレーシア、インドネシア、

ロシア、ベトナムで出願中である。 

主力市場は台湾で、慶尚北道では高い品質を武器に、2017 年までに台湾市場のシェアを 20%を広げる

ことを目標としている。2009 年には、台北青果市場に DAILY 販売店を設置、9～10 月にかけてパス 120

台のラッピング広告を展開、11 月に高雄市関係者を招いたパーティーや、台北市三越デパート、高雄市大

通デパート等での広報イベントを開催する等の大々的な活動を展開した。 

ただし、台湾と中国の両国関係が改善していることから台湾市場のみに頼ることはできないとして、マ

レーシアやインドネシア、タイを含む東南アジアでの促進活動も活発化させている。台湾や東南アジアで

の「韓流ブーム」を利用する作戦である。 

マレーシアでは現地小売店（GIANT 及び Cold Storage）を経営する GCH グループをビジネスパート

ナーとして輸出を展開。2010 年 4 月から販売を開始し、11 月には同知事がマレーシアを訪問、12 月には

マレーシアのホテルで慶尚北道と KMT が主催してパーティを開催、翌日には店頭でイベントを行った。 

インドネシアでも現地の果実輸入商社 INKA をパートナーとして輸出を展開。2010 年 5 月から SOGO

等 3 店舗で販売を開始、イベント要員の韓国服の着用、試食宣伝、ショッピングカートやエプロン等の景

品を配布した。それに先立ってインドネシアから有力バイヤーを招待、商談会を開催する一方、現地の農

産物卸売市場や小売店等の流通や消費実態の調査を繰り返した。 
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本章では、チリの農産物等の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 7.1 節でチリの農産物・食品の輸出概況を示

し、続いて 7.2 節においてチリの農産物・食品輸出促進政策と機構について述べる。次いで 7.3 節に ProChile の活動事

例を挙げ、続いて品目別に 7.4 節でワイン、7.5 節で養殖サーモン、7.6 節で果物の輸出促進活動についてとりまとめる。 

7.1  

チリの 2010 年の農林水産物・食品輸出額は 141 億ドル（約 1.2 兆円）で、これは同国の経済を支える

銅を中心とする鉱物資源輸出に次いで大きく、総輸出額のうち 19.9%を占める。チリは人口が 1,700 万人

と限られており、農林水産業の発展は国外市場によって支えられている。 

農林水産分野では 1970 年代後半から日本企業を含む外資が積極的に導入され、木材チップや魚粉生産

が増加、1980 年代中旬になって日米の企業やチリ財団等が産業化を育成してきたサケ・マス養殖が商業ベ

ースに乗り、チリ最大の輸出向け水産物となる。また生鮮果実やワインの輸出も、チリ政府の業界発展に

向けた様々な施策に加え、米国政府の積極的な中南米農業開発輸出支援の支えもあって、米国向けを中心

に大きく増加を見せた。2000 年代には新規市場の開拓を通じて果実輸出の増加と食肉産業の急成長を達成

し、中南米経済をリードする国となっている。 

輸出品目別には、果実・ナッツ（主にブドウ、リンゴ/ナシ、アプリコット/ネクタリン、キウイフルー

ツ、クルミ等）が 30.2%と最も重要である。次いで魚介類（主にサーモン、アワビ、カレイ等）が 18.0%、

木材等が 12.9%、飲料・アルコール（主にワイン）が 11.3%、食肉（主に豚肉、鶏肉）が 4.8%と続く。 

 

 

図 63 チリの農林水産物・食品輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 

国別には米国が最大の輸出先で農林水産物総輸出額の24.5%を占めており、2位は日本で12.3%を占め、

この二国への輸出が突出して多い。この二国を除くと、ブラジル、イギリス、中国等々の非常に多様な国々

に対して農林水産物輸出を行っており、2010 年の農林水産物の輸出相手国は実に 172 国にものぼった。

チリの積極的な新興市場開拓の成果が表れている。米国への農水産物輸出の品目内訳は果実・ナッツが

56.1%で過半を占めており、次いで魚介類が 16.9%、飲料・アルコール（主にワイン）が 8.3%となってい

る。一方日本向けについては魚介類が 65.6%、食肉 10.1%となっている。  
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7.2  

 

チリは国内人口が少ないため、産業発展は輸出に負う所が大きい。このためチリでは 1960 年代から輸

出産業育成のために、国家を挙げて農林水産業の産業発展と輸出促進を継続的に支援してきた。チリ産業

開発公社（CORFO）は果実や水産業等の様々な分野で海外市場調査から事業者への低利融資、海外から

の技術移転等を包括的に手掛け、現在のチリの輸出向け農林水産業の基礎を築いた。1974 年には外務省に

輸出振興局（ProChile）が設立されて、海外市場に向けた輸出促進活動がスタートしている。 

ProChile が特に力を入れているのは輸出商材の中心をなす農産物であり、ProChile の活動資金の大分

部は農務省の予算から配分されている。しかし機構上は、ProChile は外務省の一部局であって、ProChile

の海外事務所に派遣される職員も外交官権限を有する点は、ニュージーランドの NZTE と類似している。

二国間、多国間貿易政策と、それに準じた輸出促進戦略のすべてを外務省が統括していることになる。 

また有力な輸出産品、例えば果実、ワイン、サーモン、食肉等については輸出業者や生産者らの加盟す

る輸出促進のための協会組織が設立されている。これら協会への加盟は義務ではなく、任意参加であるが、

後述するワイン・オブ・チリ、サーモン・チリ、ASOEX 等の有力な協会はいずれも会員企業による輸出

が全体の 90%以上を占める形となっており、組織率は非常に高い。海外現地でのプロモーションやマーケ

ティングの内容としては、米国やニュージーランドの業界団体等と比べると質・量ともに少ないが、現地

市場の要望に合わせた国内での品質管理や技術普及などの活動は充実している。これらの協会は、

ProChile や CORFO から予算補助や事業委託を受けているところも多く、また海外現地での商談等の活動

は ProChile の海外事務所に協力を仰ぐケースもしばしばみられ、協会と政府機関の関係は緊密である。 
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国内市場が小さいチリでは、長期的な輸出市場の確保と外国投資の積極的な誘致が経済成長に不可欠と

の認識のもと、既に 1960 年代には輸入代替産業育成政策から、輸出促進による産業育成政策へと全面的

に舵を切った。この時期にチリ産業開発公社（CORFO）は新しい輸出産業育成のために、水産業セクタ

ーでは漁業振興研究所（IFOP）を設立、また園芸作物では「果物開発計画」を策定、輸出相手国の市場

や検疫条件の調査、国内の栽培適地の調査、米国からの技術移転、そして包装・保管・輸送施設等への公

共投資を行っている。 

チリは1970年に史上初の選挙による社会主義政権を誕生させて世界の注目を集めたが、急速な農地改革、

企業国有化、さらに米国との経済関係断絶と米国 CIA による政治的工作等により経済が失速し、1973 年

に米国の支援を受けたピノチェトによる軍事革命に至る。ピノチェト政権下で当初導入された極端な自由

主義施策は経済の大混乱を招いた。しかし、その後政策を修正しながら、積極的な外資の参入政策と輸出

志向型の産業育成を図った。1974 年には輸出促進局（ProChile）が設立されている。農業の分野では、

チリは国際競争力のない穀物等に対する政府補助の削減や撤廃を進め、これらは輸入の拡大によって補う

こととし、一方でチリの比較優位を生かした収益率の高い農産物である園芸作物と畜産へ生産をシフトさ

せ、国際競争力を高めることとした。1970 年代から 1980 年代にかけて、水産業や林業の分野では日本企

業を含む外資の導入によって産業が活性化する。また米国の USAID はこの時期、中南米諸国の「非伝統
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的産品57」の農業開発を積極的に手掛けるようになり、チリ政府の様々な施策とも呼応して、米国向けの

果実やその他の園芸作物輸出が大幅に増えることになる。 

チリは 1980 年代の中南米諸国で起きた債務危機をいち早く乗り越え、1990 年に平和裏に民政に移行し

た。同時にチリは、「開かれた地域主義（Open Regionalism）」を標榜して中南米諸国の中でもかなり早い

段階で貿易の自由化を図るようになった。WTOの原加盟国として積極的に活動するほか、1994年にAPEC

に参加、1996 年に南米南部共同市場（Mercado Comú del Sur‐MERCOSUR）の準加盟国となった。ま

た米国、EU、カナダ、ニュージーランド、韓国、中国、メキシコ、その他中南米諸国などと、積極的に

FTA 等を締結している。これらの貿易協定を通じて、チリは農林水産物の分野では果物・食肉、木材・チ

ップ・パルプ、サケ・マス類などの重要品目に関して、主要輸出国に対して検疫条件の合意や関税の減免

などによる規制の撤廃を求めてきた。逆に国内農業については、最も弱い分野である小麦とテンサイ糖に

対しては保護的な政策を多少残しながらも、これらに次いで弱い分野であった植物油や乳畜産業などに対

してはセーフガードなど一時的な措置で対応しつつ全般的には保護的政策を削減し、競争力のある分野に

の発展拡大を進めている。 

チリは 1990 年代後半から 2000 年にかけて銅価格の低迷や輸出の伸び悩み、水産資源の大幅な減少など

に直面した。しかし新規市場の開拓を通じて果実輸出の増加と食肉産業の急成長を達成し、また水産資源

保全策の成果も徐々に現れ、同時に訪れた中国需要急増による銅や鉱物資源価格の高騰により、経済は

2000 年代には好調に転じており、中南米の経済をリードする国となっている。チリは輸出促進のための組

織については中南米の中でもリーダーシップをとったかたちとなり、周辺諸国でも ProChile の体制を見

習って、コロンビアで Proexport、ペルーで Propex、アルゼンチンで Export-Ar 等が設立されている。 

 

チリの行政機関では、外務省、農業省、経済発展観光省の 3 省が農林水産物の輸出促進に係っている。 

 

外務省の一部局である輸出促進局（ProChile）が、全ての製品・品目の輸出促進を担当する組織である

が、輸出商材の中心をなす農産物が特に活動の中心的課題となっている。7.3 節で ProChile の活動内容に

ついて詳しく紹介する。 

ProChile は 1974 年の設立当初は経財省管轄下にあったが、1979 年に外務省の国際経済関係総局

（DIRECON）の下に移された。これまで、半官半民にする、あるいは独立行政法人化等の議論が度々行

われてきたが、現在までのところ、外務省の一部局との位置づけを維持している。 

DIRECON には ProChile のほか、貿易交渉を担う二国間貿易局と多国間貿易局を含め、10 の部局（法

務、総務、通信、研究、情報処理、能力強化プログラムを行うユニット、内部監査、リスクマネージメン

ト）がある。 

ProChile は外務省に所属していることで、現地事務所の職員が外交官権限を活用することができること

と、自由貿易協定等による通商交渉の情報が入りやすいために協定締結後の輸出促進戦略をたてやすいと

いう点等が、大きなメリットとして認識されている。 

なお、DIRECON は組織として外務省に属する部局であるが、予算組みは外務省本体とは別枠となって
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 一般に、この地域の従来の輸出作物であったコーヒーや綿、砂糖、バナナ等を「伝統的産品」とし、生鮮果物や野

菜、ナッツ類等を「非伝統的産品」とする。ただし、国によって定義は異なる。 
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おり、財務省と直接交渉を行うことができ、独自の事業実施や管理体制、人事権を持つ特殊な組織である。

さらに ProChile の活動資金としては、DIRECON から配分される予算のほかに、外務省の DIRECON 以

外の部局、農務省等他の省庁から配分される予算等も有する。中でも、農務省から拠出される金額が最も

大きい。 

 

 

図 64 チリ政府の農林水産物・食品輸出促進体制 

出所）プロマーコンサルティング作成 

 

農業省も、輸出促進活動に大きく関係している。 

まず、農業省の輸出促進活動予算の大部分は、ProChile に割り当てられる。この予算を活用して、

ProChile が独自に農林水産物・食品輸出促進活動を行う。 

また、農業省の農業政策政策局（ODEPA）には、国際関係部があり、農産物の国際関係、貿易協定、

国際的な農業交渉および農産物の外国貿易を管轄しており、国際交渉の他にも、農産物輸出促進のための

基礎的な調査活動等に携わっている。 

なお、この ODEPA の下に、米国、メキシコ、アルゼンチン、日本、EU、中国、インド、ブラジル、

カナダの主要 9 国/地域に農業省から在外公館に派遣される農務参事官が置かれており、現地で数名の現地

スタッフを雇用して、農務部を形成している。一般に多くの国では農務部は貿易交渉や検疫問題等を担当

するのみであるが、チリの農務部は輸出促進活動にも一部携わっている。ただし、これら農務部の活動資

金も、農業省から直接割り当てられるのではなく、ProChile を通して送金されている。 

さらに、農業省には農業イノベーション基金（Fundación para la Innovación Agraria–FIA）が設置さ

れている。同基金は農業の技術革新や普及活動、技術協力等に用いることができるが、後述の果実輸出促

進のための品目別員会等が同基金から支援を得ているなど、輸出促進目的で活用することも出来る。 

また、農業省の管轄下にはチリ産食品の輸出拡大を通じた産業発展を推進することを目的として、「チリ

食品パワー審議会（Consejo Chile Potencia Alimentaria）」が設置されている。審議会は DIRECON、

ProChile、後述のCORFO等を含む関係政府機関及び主要な業界団体の代表ら 30名から構成されており、

毎年会合を開催して、海外市場アクセス拡大や企業競争力向上等の戦略を策定し、各機関/団体の毎年の行

動計画について調整している。 
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総務局
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水産業については、経済発展観光省傘下の水産庁（SERNAPESCA）がこれを担っているが、水産分野

の政策の立案・策定・監督、及び水産分野の詳細な公式統計の政策、中小規模漁業者への支援、規制の監

督、輸出水産物の品質安全管理などを主要業務としており、直接の輸出促進活動は行っていない。水産物

の輸出促進活動は ProChile に一任されている。 

また、経済発展観光省傘下のチリ産業開発公社（La Corporacion de Fomento de la Produccion ―

CORFO）は、1939 年に設立されたチリの産業発展を支える、企業育成とイノベーション促進のための政

策実施機関である。経済発展観光省大臣の他に、外務省、財務省、農務省、企画省等の担当大臣らが参加

する理事会の下で運営されており、資金供与、企業育成、市場調査、研究施設設立や技術交流の推進等の

幅広い分野で活動を展開している。CORFO 自身は海外市場での輸出促進活動を手掛けていないが、市場

の需要調査や輸出のための新しい技術開発等、さまざまな局面で企業や団体は CORFO の提供するファン

ドを利用することが出来る。例えばシーフード・チリ社はチリ大学等の協力を得て、米国における養殖カ

レイの需要調査を行った際、調査費用の半額を CORFO から得た58。CORFO には、ファンドの他に、輸

出関連では以下のサポート施策がある。 

- CORFO 輸出ローン（輸出業者向け）：チリの輸出業者に行われるもの。原料、調達、保管、サー

ビスなどにに必要な資金を補うもので中長期的に貸しつけられる。また同様に投資や資本金、様々

な支払いや、海外でのインフラの設定、流通のためにも使える。「非伝統的商材」にのみ適用され

る。このローンは出荷前・後どちらにも行われる。CORFO の資金から一般の銀行を通して融資さ

れる。） 

- CORFO 輸出ローン（輸出相手国の輸入業者向け）：海外の輸入業者に行われるもの。この融資は

チリの輸出業者が相手の輸入業者に対して長期的に輸出サービスを受けることができるよう貸し

つけられるもので、税関のサービスを受けるなどの金額として使用される。CORFO が貸付を認め

るが、実際には各契約をしている現地の会社から CORFO の名前で支払いが行われる。 

- 銀行貸付の CORFO による保証：チリの輸出業者が販売の際、融資を引き出しやすくするために

CORFO が保証をするというもの。CORFO は銀行が中小企業に対して融資を拒むことを避けるた

めにこういった保証を行っている。 

- 海外市場調査：チリの輸出業者がどういった商材で差別化を図るか、マーケットにはどういった方

法で参入するかなどをマーケット調査する。 
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また有力な輸出産品、例えば果実、ワイン、サーモン、食肉等については輸出業者や生産者らの加盟す

る輸出促進のための協会組織が設立されている。主な団体を以下に挙げた。 

これら協会への加盟は義務ではなく、任意参加であるが、有力な協会はいずれも会員企業による輸出が

全体の 90%以上を占める形となっており、組織率は非常に高い。これらの協会は、ProChile や CORFO

から予算補助や事業委託を受けているところも多く、また海外現地での商談等の活動は ProChile の海外

事務所に協力を仰ぐケースもしばしばみられ、協会と政府機関の関係は緊密である。 

チリの輸出促進団体でも比較的積極的に活動を行っているワイン・オブ・チリについて 7.4 節で、ASOEX

について 7.5 節でとりあげる。また、今年からジェネリックプロモーション活動を開始するサーモン・チ

リについても 7.6 節でとりあげる。 

 

 生鮮果物・野菜・ナッツ 

- チリ果物・野菜輸出業者協会（ASOEX） 

- チリアボガド委員会（Chilean Hass Avocad Committee） 

- チリクルミ生産者・輸出業者委員会（Chilean Walnut Producers and Exporters’ 

Association） 

- チリ果物生産者連合（FEDEFRUTA） 

- チリ生鮮果実協会（CFFA） 

- 果実開発基金（FDF） 

 畜産・食肉 

- チリ食肉加工冷蔵協会（FAENACAR） 

- チリ鶏肉生産者協会（APA） 

- チリ豚肉生産貿易協会（ASPROCER） 

- 全国加工食肉生産協会（ANIC） 

 漁業・水産物 

- 全国漁業協会（SONAPESCA） 

- チリ鮭マス協会（SalmonChile） 

 ワイン 

- ワイン・オブ・チリ（Wines of Chile/Vino de Chile） 

- チリ高級輸出ワイン協会（Asociacion de Productores de Vinos Finos de 

Exportracion） 

- チリワイン協会（Winers Association of Chile） 

- チリワイン公団（Chilean Wine Corporation） 
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7.3 ProChile  

 

ProChile の主な役割は、当初はチリ産の非伝統的輸出産品59の輸出促進活動であったが、その後、あら

ゆる輸出産品の輸出促進を担うようになり、さらに近年は、観光促進、投資誘致、チリのカントリーイメ

ージ構築のための活動や文化交流も新たに業務範囲に加えられた。このため、現在ではチリに係る海外で

のプロモーション活動全般を担っている。もともと、投資と環境促進は経済発展観光省が担う等の分担が

あったが、政府予算削減のため、ProChile が海外現地事務所を多数運営する強みを最大限に利用するため、

海外関連業務を全て ProChile に集約する方針となったためである。 

 

あらゆる輸出産品が ProChile の輸出促進事業の対象範囲であるが、石材、銅等の鉱物資源や木材等の

林産資源等は大規模企業による輸出で既に固定の輸出ルートがあって ProChile が関与する利点があまり

ないため、中小規模の企業が多く ProChile のサポートをより必要としている農水産物と加工食品が

ProChile の活動の中心となっている。ただし、木材等であっても、展示会への出展の際などは共同出展等

の形をとることが良くあり、全く関与していないわけではない。 

ProChile は、農水産物と加工食品の中でも、ワインや果実、水産物、畜産物の輸出を重視している。特

に、新しい新興市場への参入については、既に輸出実績があり評価されているワインや果実を中心として

集中的な活動を行い、その他の市場では水産物や畜産物等の品目拡大を図っている。 

ProChile へのインタビューによれば、今後力を入れていく国や分野について以下のようなコメントがあ

った。 

 中国では、2011 年は 170 億ドルの輸出があった。特に銅やその他の鉱物資源以外の輸出額を増や

していくことを考えており、また、サービス業などの輸出も行うなど積極的な展開をはかりたいと

考えている。 

 日本や韓国や欧米諸国等、ある程度輸出額が落ち着いているところについては、輸出商材の種類を

多様化することを目標としている。 

 また、ベトナム、タイ、マレーシアなど新興市場ではまず輸出の土台を整えるような活動を重視し

ている。（ProChile は特に新興国市場の開拓に強みを持つ。） 

 なお、すでに輸出を行っている各企業に対しては、リスクヘッジのため、輸出仕向地を増やすよう

指導している。 
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 「非伝統的輸出産品」は、南米で良く使われる用語であるが、チリでは特に、銅 （精錬銅、ブリスター銅、銅鉱

石、コンセントレートを含む）、魚粉、一部のサーモン、セルロース、鉄、硝石、金鉱石、製材、メタノールを除く

輸出産品を指す。農産物では、主に果実や食品、サーモン等の水産物等が含まれる。 
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ProChile は現在、国際部、国内部、開発部、情報・マーケティング部、分野別商材部の 5 つに分かれて

いる。ただし、ここ数年間組織変更を繰り返しており、現在も組織変更の過程にあって今後大きく変わる

可能性もある。 

国際部は 40 カ国 52 か所の海外事務所及び各地域の統括にあたる。 

国内部は国内地方事務所 14 か所の統括及び業界別の課をもつ。業界別の課については農水産課、加工

食品課、産業課、サービス産業課、地域開発課、輸出企業支援課に分かれる。 

開発部は技術開発課などとあわせ、輸出促進実行課を有する。また、情報・マーケティング部は商業に

おける情報などを含め、国内外の情報を統括する。 

分野別商材部は個々の重点輸出品目について、業界および企業に対するサポートサービスを行う部署で

ある。ProChile からの予算を受けるためにはどのようにすればよいか、そのためにはどのような活動予定

をたてるべきか、品質情報などの様々な課題点について、品目別の目線から、業界団体や企業に対してサ

ポートを行っている。 

 

 

図 65 ProChile 組織図 

出所）ProChile 提供資料を基にプロマーコンサルティング作成 

ProChile の職員は 400 人弱で、うち半分強が国内、180 人ほどが在外オフィスにいる。 

ProChile の職員は正社員、長期契約社員、アルバイトとさまざまな雇用タイプの人材がいるため、人の

管理とキャリア開発プログラムが複雑なものになっている。ProChile 内、あるいは他の局での経験を生か

すことを期待して ProChile と DIRECON の他の局との間では人の移動がある。2006 年より ProChile で

は一般公募で人材を確保、より専門的な知識の集約を行ってきた。しかしここ 2 年、政権交代の動きの中

で予算縮小の傾向にあり、専門的な人材より賃金の安いジュニアクラスをとる傾向にある。このことが今

輸出促進局
ProChile

国内部 分野別商材部国際部
情報・マーケ
ティング部

開発部

北米課

ラテンアメリカ課

アジア・パシフィック
/ 新市場課

国際見本市・
イベント課

海外オフィス
40カ国52か所

国内オフィス
１４か所

農水産物課

加工食品課

サービス産業課

ヨーロッパ課
産業課

地域開発課

輸出企業支援課

貿易安定課

制度管理課

輸出促進業務課

技術開発課

国内外プレス課

マーケティング課

国際貿易課
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後の専門性の退化につながるのではないかと懸念材料となっている。 

給料は固定制で、パフォーマンスに基づく個々のボーナスの変化はない。しかし機関レベルでは、輸出

に対する成果と経営目標達成の度合いに応じて年間 2-3%程度のインセンティブはある。この賃金体系に

ついては ProChile の独自の政策と言うわけではなく、チリの公的機関の通常のものと言える。平均的に、

基本賃金は外務省の同等レベルの賃金より高いが、海外に出た際には外交官より給与は低い。 

 

ProChile は本部を首都サンティアゴに置き、この他に全国 14 ヶ所に地域事務所を設置している。これ

らの事務所は ProChile のスタッフによって管理され、地方の生産者たちに新しいビジネスの機会をあて

るためのプログラム作成や、またその輸出、販促をおこなうための活動を行う。一方、各地域の大統領府

管轄下の地域開発局、地域当局、協会などとの協力体制を整えている。 

 

海外事務所は現在 40 カ国 52 ヶ所である（下表参照）。2011 年後半に中国広州に新設するなど、事務

所数は頻繁に見直しを行っており、特に新たに 2 国間協定が結ばれた地域や、新興市場として有望な地域

には素早く事務所を構える傾向にある。アジアはチリの総輸出の半分程度を占めるが、中国、日本、韓国

に加え、最近 FTA を締結したベトナムに事務所を設置、FTA 交渉の進展によってはタイとマレーシアに

もさらに事務所を構えたいとの考えで、東南アジアを有望な新興市場として位置付けている。 

海外事務所では、ほとんどの場合は外交官（商務官）の扱いであるチリからのスタッフが一人、他に現

地で現地スタッフを 2~４名雇用する。規模によって個別に事務所をかまえる場合と、大使館や領事館の中

で活動を行うケースとがある。UBIFRANCE や NZTE 等と比べると、海外事務所のサイズは少しコンパ

クトであるが、機動的なサポートを行っており、商談設定等のサポート業務は全て無料で行われている。 

 

表 42 ProChile 海外事務所一覧 

北米 

アメリカ（アトランタ / ニューヨ

ーク / マイアミ / ロサンゼル

ス / ワシントン） 

カナダ（トロント / モントリオー

ル） 

中南米 

アルゼンチン（ブエノスアイレス / 

メンドーサ） 

ウルグアイ（モンテビデオ） 

エクアドル（グアヤキル） 

エルサルバドル（サンサルバドル） 

キューバ（ハバナ） 

グアテマラ（グアテマラ・シティー） 

コスタリカ（サンホセ） 

コロンビア（ボゴタ） 

ドミニカ共和国（サントドミンゴ） 

ニカラグア（マナグア） 

パナマ（パナマ・シティー） 

ブラジル（サンパウロ / ブラジリ

ア） 

ベネズエラ（カラカス） 

ペルー（リマ） 

ボリビア（ラパス） 

ホンジュラス（テグシガルパ） 

メキシコ（グアダラハラ / メキシ

コ・シティー） 

ヨーロッパ 

イギリス（ロンドン） 

イタリア（ミラノ / ローマ） 

オランダ（デン・ハーグ） 

スウェーデン（ストックホルム） 

スペイン（マドリード） 

ドイツ（ハンブルグ / ベルリン） 

フランス（パリ） 

ベルギー（ブリュッセル） 

ポーランド（ワルシャワ） 

ロシア（モスクワ） 

アジア・オセアニア 

インド（ニューデリー） 

インドネシア（ジャカルタ） 

オーストラリア（シドニー） 

韓国（ソウル） 

シンガポール（シンガポール） 

中国（北京 / 上海 / 香港 / 

広州） 

ニュージーランド（ウエリントン） 

日本（東京） 

台湾（台北） 

ドバイ（ドバイ） 

ベトナム（ホーチミン） 

出所）ProChile ウェブサイト 
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各国で実際に行われる活動については、部分的にイベント会社や広告代理店を使うこともあるが、基本

的には ProChile 海外現地事務所のスタッフがすべて取り仕切る。ただし、ProChile のファンドを利用し

て各品目別輸出促進団体や個別企業が事業を行う際には、各団体/企業が主体的に活動を行い、ProChile

は事業が適切に行われているかという点を監督するのみである。まれに、経験の多い協会や企業の場合は

情報提供や招待状のためのリストづくりなど、側面的に支援するケースもある。 

各国に派遣されている商務官は少なくとも年に 1 度はチリに帰り、チリの各分野の輸出の現状確認や民

間業者や政府関係者等のコンタクトのアップデート、本部と販促活動に関する見直しを行うことが義務付

けられている。さらにビデオカンファレンスなどを活用して、本部と各海外事務所のコミュニケーション

は密に行われている。 

 

ProChile の 2011 年の総予算は 5,200 万米ドル（約 41 億円）であった。 

ProChile の歳入は主に、ProChile に直接配分される予算、DIRECON 及びその他の外務省部局からの

事業委託費に加え、農産物輸出支援のための農業省拠出金（FPESA）と、チリ産業開発公社（CORFO）

基金からの拠出金、企業や団体の共同出資/委託費で構成される。特に農業省が拠出する FPESA が、

ProChile の最も大きい財源で、ProChile 総予算の 30%前後を占めている。 

 

表 43 ProChile 活動予算 2006 年~2010 年 

単位:百万米ドル 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ProChile 予算計 43.3 49.3 64.5 56.9 50.1 52.0 

 輸出促進計 40.4 46.2 54.9 53.0 50.1 na 

ProChile 直接予算計 4.2 6.6 9.1 9.4 12.7 na 

その他の外務省予算 9.8 9.7 9.6 9.8 9.7 na 

    DIRECON プログラム 7.9 7.8 7.6 7.7 4.6 na 

    その他の外務省プログラム 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 na 

その他の公的機関からの委託 12.9 14.2 15.2 17.9 17.5 25.4 

    農業省プログラム（EPESA） 12.9 14.2 14.9 17.4 16.9 17.4 

    CORFO プログラム - - 0.3 0.6 0.6 8.0 

企業/団体との共同出資/委託 13.5 15.7 21.0 15.8 10.2 na 

その他の収入 2.9 3.1 9.6 3.9 - na 

ﾁﾘ･ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ戦略ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1.3 2.0 8.1 2.7 - na 

    IDB 補助金 1.6 1.1 1.5 1.2 - na 

出所）2006-10-ProChile, 2011, Memoria 2006-2010  2011-ProChile 提供資料 

  注）企業や団体の拠出金を含む 

予算の約 40%は人件費として割り当てられており、その他の雑費などを差し引いた金額が輸出促進プロ

ジェクト活動費となっている。活動費は主に、ProChile が主導する国際見本市への参加や、ミッション派

遣等が含まれる。インタビューによると、プロモーション費用の全体の約 40％が農産物と加工食品に使わ

れており、他は産業、サービス産業を含む各業界に使われている。 
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図 66 ProChile 支出の内訳（2011 年） 

出所）ProChile 提供資料 

なお、ProChileの予算組は 1年毎であるが、多くのプロジェクトは 3年単位での活動期間となっている。

プロジェクトは一品目（あるいは同じカテゴリーに入る複数品目）について、一カ国/地域で 3 年間実施す

るのが基本で、毎年見直しを行いながら活動を進めている。 

 

 

ProChile の主な目的は、輸出企業（特に中小企業）の数を増やすこと、またそれらの企業が輸出を続け

られるようにすること、チリ企業の輸出先の国数を増やすことそしてさらに最近は海外でのチリのイメー

ジをアップすることとなっている。また、特に近年は、１カ国への輸出しか行っていない企業に、リスク

ヘッジのために数カ国への輸出をするよう促すなど、すでに輸出をしている企業へのアプローチも行って

いる。 

ProChile はこれらの目的をさらに業務に落し込み、市場分析、業界やサービス団体からの情報、そして

輸出企業からの情報を提供している。これらの目的を果たすため、ProChile は前述の団体によって行われ

る輸出サポート活動にたいしての資金援助や、チリ企業への直接的なサポートを提供している。通常チリ

が二国間協定を結んでいるところについて特に焦点を当てている。 

現在 ProChile の活動は輸出業者の経験の度合いに応じて下図の 3 つのステージのサービスがある。 

 

人件費

40%

消費財

21%

輸出促進

プロジェクト

活動費

38%

その他支出

1%

①トレード・インフォメーションの普及 

•輸出に興味がなかった生産者への情報提供、輸出への勧誘 

② 輸出業者の強化サポート 

•輸出経験のない中小企業/生産者に対し、輸出業務の障壁を軽
減し、輸出できるような環境整備のための教育・サポート 

③ 輸出販売促進活動 

•すでに輸出経験のある企業へ顧客獲得や販路を広げるためのバ
ックアップサービス 
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生産者、企業に対し、インターネットを中心とした情報の充実を図っている。 

www.prochile.cl 

ProChileの行うサービス内容、プログラム、海外展示会への出展の案内など。実際にどういった商材に

輸出力があるか。輸出入量データ、輸出業者リスト、関係省庁、機関、協会などのリスト、見本市やセ

ミナーの紹介など 

www.chileinfo.com 

スペイン語、英語による輸出力のある商材やサービスなどのインフォメーション。輸出業者リスト、輸

出入量データ、各商材のデータなど 

www.chileexportaservicios.cl 

サービス産業に特化したサイト。 

各国のマーケット情報、商材やサービス情報など 

これに加え、個別の対応を行っている。 

外務省内にある、一般公開されている貿易専門図書館。閲覧の案内を受けることができるほか、デー

タベースや統計などにアクセスできる。 

電話・メールによるサービス。ProChileでのサービスや、データへのアクセスについての問い合わせな

どに応じる。 

調査員によるリサーチ、個別のレポート作成。ホームページから「マーケットスタディ依頼」ページ

で依頼ができる。 

輸出初心者および経験者に向けたワークショップやセミナーをサンティアゴ、あるいは各地で行って

いる。 

 

  

ProChile のノウハウや経験を生かし、中小企業がスムーズに輸出できるような環境整備のための教育・

サポート。IDB（米州開発銀行）のサポートを得て行っている中小企業輸出プログラム（Pymexporta）、

企業コーチングプログラム、そして 2005 年からはじまった農産物生産者国際化プログラム（PIAC）の３

つがある。 

官民合同プログラムとしてスタートした、中小企業の輸出力をつけるためのプログラム。ProChileが主催

し、サンティアゴ商工会議所の協力を得ている。米州開発銀行の援助を受けたプログラム。 

各商材の輸出力をつけるための技術の向上、各市場のニーズに合わせた商材の適合力の向上。海外への
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視察の予算援助なども行う。 

米州開発銀行とDIRECON（外務省海外通商局）の共同プログラムとして2007年にスタート。37の輸出経

験を持つ大規模企業の社員がそれぞれの経験を元にしたセミナーや座談会を設け、また中小企業の輸出

までのストラテジービルディングの相談にも乗る。 

特に小規模農家を対象にした、2005年からはじまったプログラム。農務省や農水開発機構（INDAP）との

連携で仲介企業の紹介や輸出力のある商材の開発に個別に取り組むプログラム。 

 

  

すでに輸出を行っている企業を対象に、各市場でのチリの商材のプレゼンテーションを高め、輸出をよ

り強化するためのサポートを行う。特に近年はチリ・イメージ戦略とあわせ、チリのイメージを 

- チリの商品は安全で環境にやさしい 

- チリ人は責任感が強く真面目で商売のしやすい相手である 

- 歴史のある国である 

と位置付けた総括的な活動をすすめている。 

 

チリという国を印象付け、その商材はいいものであるという海外のマーケットでの位置付けをねらって行

われるイベントは多岐にわたる。チリ政府は2005年から2008年までは統一キャンペーンとして「驚きの国、

チリ」（Chile, All Ways Surprising”と題したキャンペーンを官民合同で執り行ったが、この際ProChileは輸出

可能な商材を紹介する形で参加した。世界中に支店を持つ広告代理店と契約、2006年からアメリカ、フラ

ンス、ドイツ、韓国、中国でイベントを行った。さらに第3社企業に評価を依頼し、評価結果を以て再度

アメリカ、ドイツ、中国と、あらたにメキシコ、スペイン、イギリス、日本でのイベントを行った。さら

に同様のイベントはロシア、インド、サウジアラビア、カナダ、コロンビア、フランス、中米でも開催さ

れた。 

このキャンペーンは2008年で区切りをつけられてはいるが、ProChileではその後チリ・ウィークでチリの

国のイメージと商材をあわせたキャンペーンを行っている。チリ・ウィークは「チリの味覚」、「ワイン

試飲会」、「チリ・グルメウィーク」、セミナーや文化交流、アパレル、商談会などの総称となっており、

ハンブルグ、ロンドン、マドリード、メキシコ・シティー、ロサンゼルス、ソウル、上海、ホーチミン、

サンパウロ、ボゴタ、ブエノスアイレス、ミラノ、モスクワ、デュバイ、東京と2010年までに行われた。 

サービス産業、食品外産業、水産・食品加工産業の３つに大きく分かれていて、個々の企業や協会と合同

でイベントなどを行う。商材ごと、あるいは市場単位でプロジェクトが組まれるが、個々の企業努力は協

会などのイニシアチブを要する。 

またこの活動費の使用にあたり、その一部（金額にして1,600万ドル前後）を2期に分けて農産物関連企業、

およびその業界団体など（協会、協議会）からの補助事業の公募にあてている。2012年1期の場合は2011

年10月はじめに公募がはじまっている。2011年は、50団体と230企業からの補助事業が認められ、114団

体＋627企業がその恩恵を受けた。 
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水産・食品加工産業の分野のこの予算は公募されており、2012年第一期は8百万ドルの予算がついている。 

公募されたプロジェクトはProChile海外オフィスのマーケットスタディや2国間貿易のはじまる新しい国

の情報、輸入枠などあらゆることを考慮に入れて官民合同の評議会で決定する。輸出力をもった私企業も

多いため、私企業からの情報も積極的に取り入れる。 

評議会で決定したプロジェクトについては内容に応じて40%-60%の予算補助を行っている。 

年ごとに予算総額は変わるが、2006年から2009年の使用用途は下記のように報告されている。 

                               単位：千ドル 

商材 2006 2007 2008 2009 

野菜・穀物など 261 302 373 448 

果物 1,903 2,192 2,713 2,372 

畜産 36 32 49 47 

加工食品 6,515 7,326 8,393 7,721 

毎年150～200のプロジェクトが行われ、1,000社から1,500社がこの恩恵を受けている。 

プロジェクト例としては 

- Wines of Chileとの共催。毎年アメリカ、カナダ、ブラジル、イギリス、アイルランド、デンマーク、

ロシア、日本、韓国でキャンペーンを行っている。Wines of Chileについては＊＊参照。 

- 2007年～2009年に集中して行われた試食試飲会。アメリカ、中・南米、アジア、ヨーロッパで3年で

60回行ない、各回200社から600社の輸入業者、ソムリエ、ホテルやフードサービス、スーパーのバ

イヤーなどを招待した。 

- ASOEXとの共催。16カ国での果物のキャンペーン、日本及び韓国でのテーブルグレープとキウイに特

化したキャンペーン、イギリスでのブルーベリーとさくらんぼのキャンペーンなど。 

- アボガド協会との共催によるヨーロッパ4カ国及びアルゼンチンでのキャンペーン 

- 韓国における豚肉協会との共催のキャンペーン 

- グルメ商材-オリーブオイル、チリハーブ、ワインビネガーのアメリカ、メキシコ“ファンシーフード

ショー”出展の補助 

などがある。 

チリにバイヤーを招待しての商談会。米州開発銀行の予算援助も受け、2007年、2008年、2009年と3年続

けて行われた。2007年にはアジア各国から60名ほどのバイヤーの招待、2008年にはアメリカから70名を

招待、2009年にはヨーロッパ各国から60名を招待し、各回1500～2000の商談が行われている。 

商材別に出展する見本市は各企業や協会への予算補助の形をとるが、ProChileからチリパビリオンとして

参加する見本市も多い。2010年、40の見本市に参加しているが、農産物、あるいは食品関係の見本市はほ

ぼ半数を占める。 

見本市への参加などについては、はじめに在外オフィスの方から参加すべきと思われる見本市の情報が入

り、興味のほどを協会や企業と確認したうえで参加を決める。 

2009年には12カ国19社のグルメジャーナリストを招待、チリの食について記事を書いてもらった。 
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ProChileとしてチリの輸出可能な商品全体のリーフレットを作成するほか、果実、水産など見本市やマー

ケットにあわせたリーフレットの制作、イメージバナーなどの制作を行う。 

チリの観光、文化と農産物をあわせたイメージコマーシャルフィルムを制作、航空会社の機内誌でチリの

広告展開など。 

 

ProChile のサービスはおおむね好評を得ている。2004 年より ProChile では政策プランに基づいて、い

くつかの指標を用いてその活動のインパクトを測っている。ProChile のサービスを何社が利用したか、ど

のくらいのサービスが提供されたか、ProChile の活動の共同出資によるプライベートセクターがどのくら

い増えたか、またサービスを提供した結果どのくらいの輸出が伸びたかなどがあげられる。これらを毎年

測定し、業務プロセスとその結果の傾向を確認している。  

また、満足度に関するアンケートは国際見本市に参加した企業など、ProChile のサービスを利用した企

業に送られる。包括的な満足度チェックは 2 年ごとに行われている。さらに、ProChile ではバランス・ス

コアカード（BSC）を採用している。これによって各ユニットがそれぞれの目的をプランの中で満たすこ

とができているのかをモニタリングすることが可能である。 
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7.4 VDC / WOC  

 

ヴィノデチレ（Vinos de Chile―VDC）は 2007 年、チリワイナリー協会（Vinas de Chile）と ChileVid(チ

リワイン)という二つの協会を統合した協会として設立された。チリのワイナリー約 100 社から成り立って

いる。この 100 社でチリ産ボトルワイン輸出量の 9 割以上を占めている。バルクワインは含まれず、ボト

ルワインのみを扱う。 

VDC の仕事は主に以下の 3 つの分野がある。 

- 技術・品質向上のための調査研究・普及 

- 国内販売促進 

- 海外販売促進 

となっている。この海外販売促進の部分を担当するのが、VDC の下部団体にあたるワイン・オブ・チリ

（Wines of Chile – WOC）である。VDC に加盟する全ての企業が参加するわけではなく、それぞれ会員

企業を募っているが、両方に加盟している会社が多い。WOC の加盟企業は 92 社で、加盟企業による輸出

は、チリのボトルワイン輸出量の約 92%にあたる。 

VDC の本部はサンティアゴに置かれており、スタッフは約 25 名。ワイナリーから送られてきているわ

けではなく、この機関のために雇われているスタッフ。ただし、理事会のメンバーはワイナリーから選出

される。WOC のスタッフは VDC のスタッフのうち 6 人が担当している。6 人は所長の他、企画担当、ア

ジア・ヨーロッパおよび国際見本市担当、アメリカ担当に各一人ずつ、そしてそのサポートに 2 人があた

っている。 

 

WOC の海外事務所は、英国と米国（ニューヨーク）の 2 ヵ所となっている。チリのボトルワイン輸出

では、量ベース、金額ベース共にイギリスが 1 位、アメリカが 2 位の顧客であるためである。近い将来、

中国（上海か香港）に事務所を開設する予定がある。英国、米国のいずれの現地事務所も、スタッフは全

て、WOC 本部から派遣されたチリ人の駐在員ではなく、現地のマーケットに詳しい人を現地採用として

雇っている。 

また、カナダ、ブラジル、日本等では、広告代理店と年間契約を結び、イベントや記事広告などのオペ

レーションをそれら広告代理店に請け負ってもらい、様々な活動を展開している。因みに、日本では香港

が本社の広告代理店と 2011 年に契約したばかりで、まだお互いにどういった活動がよいのかどうかにつ

いて、模索しながら進めているような状況である。 

 

VDC/WOC の予算は公開されていない。VDC/WOC は、毎月固定会員費と、会社の規模に合わせた非固

定制の参加費をおさめる。このほかイベントを行う際には ProChile に案を提出し、認証をうけると 50％

～60％の援助を受けられる。また見本市参加など他のイベントについては参加者から参加費もとる。 
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Wines of Chile の活動は多岐にわたる。世界中で毎年、計 80 ほどのイベントが予定されている。海外

事務所があるアメリカやイギリス、また契約を結んでいる広告代理店がある国については予算補助のみを

ProChile に求め、活動のオペレーションについては独自でやることが多い。 

また、ProChile が主導で行う国のイメージを前面に出したチリ全体の活動（見本市への参加など）等に

参加することもある。ただし ProChile 主導の活動は、WOC の予算を考えた場合には重要度が低くなるた

め、ワインを提供したり、会員企業の担当者に参加を促すことがあっても、WOC 本部のスタッフを送る

ことはあまりない。 

活動の中心は、事務所の所在や活動状況を見ても明らかなように、米国と欧州を中心にしているが、確

実に輸入量を伸ばしている韓国や、今後拡大するポテンシャルの高い中国など、アジアのマーケットも重

視しており、今後活動を増やしていきたいとの考えである。 

インタビューによると、WOC はアジアの中では日本、中国、韓国を重点対象国としており、2012 年は

日本で 4 つ、韓国で 4 つ、中国では約 12 のイベント実施を予定している。アジアでの活動内容も、もち

ろん国によって大きく変えている。例えば、すでに成熟した市場である日本では、ソムリエ向けのセミナ

ー、雑誌でのタイアップ広告、グルメ雑誌等のメディアを招待するプレスツアー等を予定している。日本

では、チリのワインは「安くて味も悪くない」という印象が強く、スーパーマーケット向けの安価な価格

帯が中心になってしまっているため、今後はレストランで扱われる高級ワイン市場に参入していきたいと

して、こういった活動メニューとなっている。一方、中国では、売り上げはこの 1 年で 86%も上昇したが、

ワイン市場のすそ野は広くないため、高級志向の高所得者を直接対象にした活動を企画している。 

毎年実施される年間活動には下記のようなものがある。 

- Wines of Chile アワード 

- イノベーション・アワード 

- ソムリエ・サミット 

- マーケットリサーチ 

- 商談会 

- 個別の商談プログラム 

- ニュースレター 

- 業界紙への広告 

- バイヤー＆メディアトリップ 

 

2011 年の大型の活動には、下記のようなものがあげられる。 

 

 ワインを中心とした専門見本市の場合は、ProChile との合同出展より独自で出展することが

多い。ただし、プロジェクトとして認められた場合は ProChile の予算援助がある。 

 2011 年にはドイツ（デュッセルドルフ）で行われた ProWein に出展、43 社が出展し「カ

ーボンニュートラルなパビリオンづくり」など、エコ政策に前向きなチリという印象

を前面に出した出展を行った。 

 その他 2011 年にはロンドン・ワインフェアに出展している。 
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 ワインブロガーのためのホームページを開設、ワイナリー情報や、他のブロガーがお互い

のインフォメーションをやりとりできるようにしてある中、毎年ブロガー向けのイベント

を行っている。アメリカで 1 回、ヨーロッパで 1 回、というサイクルである。2011 年はア

メリカは 7 月にバージニア州で、ヨーロッパは 10 月にイタリアのフランチアコルタで行わ

れた。1 回のイベントには 300 人強のブロガーが集まり、セミナーと試飲会が行われる。 

 2011 年 9 月にはロンドンでアニュアル・トレード・テイスティングのイベントが行われた。

80 社が出展した。毎年 WOC アワードの受賞者が参加するほか、テーマが掲げられる。2011

年のテーマは「センセーショナル・シラー」シラー種を中心にしたほか、フェアトレード

のコンセプトも取り入れ、エコやサステナビリティ―などもつねに考慮にいれているチリの

イメージアップも図っている。 

 2011 年 8 月にはブラジル、サンパウロで 40 社以上が参加した試飲イベントを行った。

ProChile との合同イベントとなり、チリのオリーブオイルなどもあわせて展示された。ワイ

ン輸入業者やリテール、レストラン、記者、ソムリエ、ブロガーなど 700 名が招待され、

200 種類の試飲を行った。 
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7.5 Salmon Chile  

 

サーモン・チリ（Salmon Chile）は 1986 年にサーモンとトラウトの生産業者らによって設立された団

体で、2002 年に流通業者らを加えて現在のサーモン・チリとして改組した。 

サーモン・チリは、安全なサーモンを提供することと、環境に配慮した業界にすることの 2 点を最も重

要な目的としている。サーモン・チリは、民間企業と政府機関との間をつなぐ役目を持っており、規制や

産業振興等の役目を担う。また、サーモンの国際価格等の貿易情報等の情報収集と会員企業への提供も行

っている。その他、環境保護や労働条件整備、社会責任等の問題にも関与している。国際貿易については、

EU や米国からチリ産冷凍サーモンがダンピングとして WTO に提訴された問題では、チリ側の業界を代

表して有利な情報の収集やとりまとめ等にあたった60。  

協会の会員企業数は現在 76 社である。25 社の生産者と、その他輸出業者などの関係会社で成り立って

いる。チリにおけるサーモン生産企業約 30 社のうち 25 社が会員企業で、輸出全体の 90％を担っている。 

サーモン・チリの本部はサンティアゴにある。国内にはこの他、アラウカニア州テムコと、さらにプエ

ルトモン（PuertoMontt）及びプエルトアイセン（PuertoAysen）という二つの港にある。港の 2 か所に

ついては主に情報収集のための事務所として機能している。協会に従事するスタッフは計 27 人で、関係

企業からの出向ではなく、協会の専属スタッフとして雇われている。本部のほか、港湾の事務所に 2 名ず

つのスタッフが常駐する。海外事務所はもっていない。 

サーモン・チリの中には INTESAL（サーモン技術研究所：Instituto Tecnologico de Salmon）という

機関がある。INTESAL の方は科学的・及び生物学的問題を解決するための機関で、衛生条件などの法律

上の関連部分を含めて扱う。大学や政府などとコミュニケーションが深い。また、2011 年 11 月にはチリ

の労働省と合同でサーモン・チリのアイセン州事務所に労働者の派遣などを担う APIL Red Salmon とい

うプログラムを設立した。 

これまで、サーモン・チリ自身はほとんどプロモーション活動を行ってこなかった。また、ProChile は

サーモンを重要品目の一つとしているが、業界がジェネリックプロモーション活動に重点を置いていなか

ったため、果実やワインに比べると ProChile のプロモーション活動も小さかった61。 

サーモン・チリの予算や使途は公開されていない。活動資金は会員企業からの固定会費と、輸出量に応

じて供出される賦課金から成り立っている。通常業務以外のミッション派遣などの大きなプロジェクトに

ついては CORFO や ProChile 等からの協調融資を受け、各企業からも追加で費用を徴収する。 

 

サーモン・チリは、輸出促進活動について、今までほとんど経験がない。チリのサーモン業界は、サー

モンはワインやオリーブオイルなど、各地で味が違うなど特色を出すことができブランド化できるものと

違って、コモディティであり、「チリのサーモン」という差別化を図ることが難しいとして、輸出促進には

それほど乗り気ではなかった。 

                                                      
60

 (United Nations 2006) 
61

 (Campos 2006) 
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また、例えば米国の顧客に対しては、地の利を生かして生鮮で出荷できる点を強みとしており、日本の

顧客に対しては日本人が好む脂の乗ったサーモントラウトや銀鮭を多く養殖しており、また十分に価格競

争力があったため、それ以上の差別化を図る必要にせまられてこなかったことが背景にある。 

しかし、近年になってサーモン・チリは初めて、輸出促進活動の重要性を感じている。 

例えば、もともとブラジルはサーモンの消費国ではなかったが、2005 年頃からサンパウロを中心にひろ

がるスシ文化に目をつけたサーモンの輸出がはじまり、ここ数年で飛躍的に伸びた。ブラジルの最近の発

展や、中産階級が比較的裕福になっていることなどから今後もさらにサーモンの消費が期待される一方、

中国などアジア圏からスシに用いることのできる安価な養殖魚が大量に輸出されていることから危機感を

感じた業界は、ブラジル市場における優位性を保つため、輸出促進活動を行うことが必要だと考えた。 

そこで、2012 年 4 月から 2 年間の計画でブラジルにおけるプロモーション活動を開始する。このため

に、サーモン・チリの中から 8 社を選出した委員会（Comite）をつくり、ここが ProChile とコミュニケ

ーションをとりながらプロジェクトを進めることになっている。特に今回のブラジルプロジェクトの目的

は、はじめは寿司レストランにのみ入っていたサーモンが、現在少しずつスーパーでも扱われるようにな

っているため、消費者やスーパーの教育などに力を入れることにある。 

ProChile に提出した企画案では活動内容の詳細まで予定をたててあるが、はじめての販売促進活動であ

るため、はじめに ProChile 主導でブラジル市場のマーケティングを行い、その結果によってプログラム

を調整していく予定である。協会全体で動くプログラムの他、各会員企業がブラジルのスーパーマーケッ

トで販促活動を行う際の資金援助など、個別企業向けのプログラムも予定しており、複合的な取組となる。 

この 2 年のプロジェクトについては ProChile から予算補助を受けるほか（必要な経費のうち約 50%）、

情報収集や販売促進活動についてのノウハウなどの面からも全面的に ProChile に協力を仰いでいる。 
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7.6 ASOEX  

 

チリ輸出業者協会（Asociacion de Exportadores de Chile A.G. – ASOEX）は、1935 年に設立された生

鮮野菜及び果実の輸出協会である。ただし、2011 年からは海外輸出促進については果実に特化するように

なり、2012 年 1 月より海外プロモーションで使用されるロゴも変更された。輸出促進活動はチリフレッ

シュフルーツ（Chilean Fresh Fruit）という名前を用いている。 

チリの生鮮野菜と果実の輸出しやすい環境を整えること、販売促進や輸出障壁になる問題の解決、新し

い市場の開拓、生産技術の向上、プロモーション活動、研究開発、統計や各種情報の収集・分析、セミナ

ー開催等、あらゆる面からチリの生鮮果実生産・輸出の環境を整えることを目的としている。各国との植

物衛生協定に係る実施機関としての役割も担っている。 

ASOEX が扱う果実の種類は、生鮮ブドウ、リンゴ、ナシ、スモモ、チェリー、キウイ、ワイン用ブド

ウなど 60 種類を超える。 

チリの果実の輸出先は、4 割が米国、3 割が欧州とこの 2 ヶ国が主要な仕向け先となっており、ASOEX

は両国を最も重視しているが、この他に近隣のラテンアメリカ諸国、アジア、中東等への輸出もあり、新

興市場の開拓にも熱心である。 

 

ASOEX は会員の自主的な加盟による組織であり、350 社の果実の生産兼輸出業者、及び輸出業者等で

組織されている。チリ全土には果実輸出企業が 650 社、5 ヘクタール以上の生産面積を持つ生産者/企業が

7,000 社ほどあるが、ASOEX の会員企業 350 社は大手の生産者と輸出業者を全て含んでいるため、チリ

の果実総生産量の 50％以上、輸出量の 92％を占めている。特に、チリでは米国や欧州からの積極的な外

資の導入によって果実産業育成を図った結果、ドール、デビット・デル・クルト、ユニフルッティ、デル

モンテ、チキータ、コペフルッツ等の大手輸出企業が生鮮果実の輸出の 4 割程度を占めており、また生産

の面においても、1 社あたり生産面積 500 ヘクタール以上の大規模生産者が、生産面積の 2 割を占めてい

る。このため、大手の生産者や輸出業者が合意することによって、輸出のコントロールを行うことが比較

的容易であるため、自主的加盟組織ではあるが、比較的規律が保つことに成功している。 

ASOEX で扱う果実のうち、特に重要な果実については ASOEX の傘下にさらに 4 つの品目別委員会が

設置されている。品目別には以前より活動が行われてきたが、特に 2008～2009 年になって正式な団体と

して登録されるようになり、業界が協調して品目に特化したジェネリックプロモーション活動が行える機

構を整備した。品目別委員会については、7.6.3 節で説明する。 

ASOEX の事務局は、次頁図のように総合管理とマーケティングの二つに分けて構成されており、国内

7 か所に地域事務所と、EU、米国に海外現地事務所を持つ。ASOEX の活動は果物の生産の時期で大きく

変わるため、スタッフの人数も増減するが、生産のピークとなる 11 月中旬～4 月頃に 60 人程度を雇用し

ている。 
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図 67 ASOEX の組織 

出所）ASOEX 

ASOEX の海外事務所は、米国（カリフォルニア）と欧州（2011 年まではイギリス、2012 からはオラ

ンダ）は、いずれも ProChile 現地事務所内に設置されている。チリから派遣するのではなく、現地の経

験者を雇っている。その他の国では、フリーランス契約、代理店契約、ProChile の援助を受けるなどして、

イベントごとに対応している。 

 

ASOEX の予算や使途は公表されていない。会員企業は決まった年間の会員費を払うほか、受けるサー

ビスや参加するイベントよって追加金を支払う。また、輸出促進の活動については ProChile に毎年プロ

ジェクトを提出し、合格すれば平均で予算の 50％程度の補助を受ける。インタビューによれば、プロジェ

クトごとに予算の補助割合は違うが、40％～60％、平均 50％といったところである。 

CORFO ASOEX 

その他、前述の経済発展観光省傘下のチリ産業開発公社（CORFO）の実施機関としての役割も担って

おり、農作物の生産や流通に関わる技術的なセミナーを行っている。セミナーは年 2 回ほど行われる。（次

頁表参照） 

また、ASOEX は SimFRUIT という果物の研究機関を持っているが、SimFruit も CORFO と密接なつ

ながりを持ち、技術面でのニュースレターの作成やセミナーなどを行う。 
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表 44 ASOEX の実施したセミナー（2003～2007 年） 

 セミナー内容 プログラム数 参加企業数 

アタカマ地区 品質セミナー 2 4 

 灌漑設備予備投資セミナー 1 66 

 納入業者に向けたセミナー 1 21 

コキンボ地区 品質セミナー 5 42 

 灌漑設備投資セミナー 1 10 

首都圏 品質セミナー 6 108 

 灌漑設備投資セミナー 3 19 

 エネルギー効率化予備投資セミナー 1 1 

 技術サポート援助金について 3 32 

 出資援助プログラムについて 5 27 

 納入業者に向けたセミナー 4 96 

マウレ地区 品質セミナー 2 27 

 灌漑設備投資セミナー 1 6 

  TOTAL 459 

出所）ASOEX 提供資料 

 

ASOEX としてはできるだけ果物全般を扱う形での活動を目指しており、特に海外の展示会、特に果物

に関する展示会には積極的に参加している。年間 10 回前後のミッション派遣や見本市への出展を行って

いる。2011 年の ASOEX 参加見本市は下記の通りである。 

 

表 45 ASOEX の参加する見本市（2011 年） 

見本市名 国名・都市名 日付 セクター 
2011 年 2 月 

Fruit Logistica ドイツ（ベルリン） 9 - 1 1 生鮮果物 
2011 年 3 月 

Antad メキシコ（グアダラハラ） 9 - 1 1 スーパーマーケット 
Fresh Antalya トルコ（アンターリャ） 17 - 19 野菜・果物全般 

2011 年 4 月 
CPMA カナダ（モントリオール） 13 - 15 生鮮果物 

2011 年 5 月 
IFE Poland ポーランド（ワルシャワ） 

 
食品・飲料全般 

2011 年 9 月 
Asia Fruitlogistica 中国（香港） 7 - 9 生鮮果物 
World Food Moscow ロシア（モスクワ） 13 - 16 食品・飲料全般 
Fresh Market Poland ポーランド（ワルシャワ） 

 
食品・飲料全般 

2011 年 10 月 
PMA Fresh Summit アメリカ（アトランタ） 14 - 17 生鮮果物 
World Food Ukraine ウクライナ（キエフ） 25 - 28 食品・飲料全般 

2011 年 11 月 
World Food Kazahkstan カザフスタン（アルマティ） 1 - 4 食品・飲料全般 
New York Produce Conference アメリカ（NY） 

 
生鮮果物 

出所）ASOEX 提供資料 
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見本市参加の他には、下記のような活動がある。 

 輸入業者や新聞記者を招待したツアー 

 マーケットスタディ 

 消費者向けのスーパーマーケットでのデモンストレーション 

 雑誌などの広告 

 試食会 

ただし企業ごとや生産団体ごとに話合いをもちながら、その興味の度合いによって限定的な品目の活動

をサポートすることもある。また、以下に示す品目別委員会については、個別のイベントや広告等のプロ

モーション活動も行っている。 

 

ASOEX の傘下の品目別委員会には、現在、ブルーベリー委員会、かんきつ類委員会、キウイフルーツ

委員会、チェリー委員会がある。以下でそれぞれの委員会の概略を示す。 

なお、リンゴ輸出については委員会が設置されていないが、2011 年にチリ農業省 ODEPA による調査

では、リンゴについても海外重要市場での存在感を高めるためには、チリリンゴ業界のマーケティング機

構を構築することが必要であるとされている。ODEPA によれば、特に世界の輸入の 15%を占めているロ

シア市場でチリのシェアがわずが 3%しかないこと、またインド、タイ、サウジアラビア等中東諸国での

新しい需要が望めることから、アボカド委員会やキウイフルーツ委員会の成功例に学ぶ必要があるとして

いる。62 

 (http://comitedearandanos.cl) 

ブルーベリー委員会は 2009 年から正式に活動を開始した。加盟企業は 27 社でチリの輸出のうち 86%

を占める。特に北米市場でチリ産ブルーベリーの需要が高く、輸出用の統一的な品質管理と、北米市場に

おける需要促進、及びその他の新規市場開拓を主な目的として設立され、様々な活動を行っている。 

 (http://www.comitedecitricos.cl) 

かんきつ類委員会のメンバーはチリのかんきつ類輸出業者 19 社で、メンバーによる輸出はチリ産かん

きつ輸出のうち 75%を占める。検疫及びマーケティングの両面から、チリのかんきつ類輸出先について現

在の市場の維持と新規市場の開拓につとめ、チリ産かんきつ類のイメージ向上活動のためのプロモーショ

ン活動を実施し、研究・普及活動を支援し、産業や市場についての情報の収集と公表を行う。 

 (http://www.comitedelkiwi.cl) 

キウイフルーツ委員会は 2009 年に正式に活動が開始された。任意参加の団体ではあるが、キウイフル

ーツの輸出/生産を行っている 543 社/戸のうち、最も有力な 46 社が加盟しており、加盟企業でチリ輸出の

85%を占める。ASOEX の傘下にあるが、FEDEFRUTA の後援を得ている。また、資金的には各社の会員

費の他に、農業省農業イノベーション基金（FIA）を活用している。業界のニーズや課題、生産や収穫後

管理等の技術面の開発や普及、輸出果実の熟度統一のためのプログラム実施、現地でのマーケティング戦

略の立案と実施等を行っている。 

                                                      
62

 Fresh Fruits Portal 2011 年 11 月 21 日付記事
http://www.freshfruitportal.com/2011/11/21/chiles-apple-exporters-should-target-russia-says-report/ 
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チェリー委員会は、ブルーベリー、かんきつ類、キウイフルーツに比べると活動内容は限定的であるが

中国や台湾市場の強い需要を背景にして、業界内ではアジア市場への関心が高まっており、今後なんらか

の活動に向けた準備がなされるものと考えられる。 

2006 年の ASOEX 活動報告書によると、チリ産チェリーについての委員会が ASOEX 内に構成され、

日本市場への参入のための検疫問題解決に向けて活動を行った。またイギリスでチリ産チェリーのプロモ

ーション活動を行うための前段階として、市場調査を行っている。 

また、2010 年 4 月には ProChile Taiwan より、台湾のチェリー市場調査63が発表されている。主な結

論として、以下の点が示されている。 

 台湾ではその気候条件からチェリーを生産することが不可能であるため、100%輸入に頼っている。 

 アメリカからの輸入が全体の 60%近くをしめる。アメリカからの輸入は 5 月~6 月初め（カリフォ

ルニア）と 6 月末~9 月（ワシントン）の 2 期である。一方チリのチェリー輸入は 11 月から 2 月、

ちょうど中国の年末年始の、果物需要の高い時期にあたっている。 

 2009 年アメリカからの輸入は 7817MT（60.63%、チリからの輸入は 2415MT（16.98%）であった。 

 品種としては BING、RAINIER が代表的だが、他に LAPINS, SWEET HEART,KORDIA も出

回っている。 

また、その後 2010 年 10 月には Maule 州で、台湾に限らずアジアの市場についての発表があった。こ

れによると、2009/10 年度ではチェリー輸出の 44%がアジアに、うち 80%が中国、18%が台湾であったこ

とが示されている。この期はちょうどアメリカ・ヨーロッパで不作であり、チリ・トルコはその恩恵を受

けたとされている。 

                                                      
63

 Estudio de Mercado Cerezas Frescas – Taiwán  http://rc.prochile.gob.cl/oficina/8301 
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最後に、これまでみたような各国の政府が輸出促進のために取り入れている法制度と政策、品目別輸出促進団体、輸出

支援機関の活動から、日本の輸出促進活動が参考にできる点について、とりまとめる。 

8.1  

品目別輸出促進団体は、各国の農林水産物・食品の輸出促進の基盤を支えている団体であって、それぞ

れの国で団体の発達経緯は異なるものの、今日では相似した機能を果たして、一定の型として出来上がっ

ている。もちろん品目別輸出促進団体によるジェネリックマーケティングは、これが完璧な答えというわ

けではないが、農林水産物・食品の輸出における難しい課題、つまり「個別の生産者一人一人が直面する

損得勘定を乗り越えて、農林水産物等の輸出促進を、業界全体の利益、業界全体の必須要件としてとらえ、

将来を見据えた活動として業界全体の利益を追求する」ための、一つの回答として、これまでの章で見た

ように、様々な国の様々な品目で広く取り入れられている体制・手法であって、現在の国際的な農産物輸

出促進の最も基本的な部分を形成している。 

もちろん、中小規模の個別企業等のサポートや、国産品全体のカントリーイメージ向上の事業等も行う

必要はあるが、既にある程度の輸出実績がある重要な品目については、品目別輸出促進団体が主体的に国

内で輸出向けの品質や農薬使用・防除等の基準についての調整を行いながら、一方で輸出相手国の現地市

場では現地の専門家らの力を借りながら輸出相手国に即した柔軟で新奇性のあるマーケティング活動を行

う必要がある。そして、こういった支援は、中小規模の個別企業等のサポートやカントリーイメージ向上

等の支援業務とは切り離して位置づけ、この部分について輸出支援機関が担うという整理になる。また、

政府の役割は、全体的な戦略を立案し、輸出支援機関に対して予算措置をとり、かつ品目別輸出促進団体

を育成し、必要に応じて補助金交付等によりサポートすることである。 

 

 

図 68 品目別輸出促進団体と輸出支援機関の役割分担イメージ 

出所）プロマーコンサルティング 
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日本では、水産物や一部の果実等除くと、単一品目ではコンテナのロットが組めないなどの事情もあり、

品目別に活動することの利点や重要性が十分には理解されておらず、品目別支援と中小規模企業向けの個

別支援等が混合して実施されている状況である。米国農務省 FAS の MAP ファンドと同じように、輸出に

取り組む事業者を支援する補助事業が実施されているが、支援対象となった団体は、下表に示す通り、都

道府県単位で設置された任意の輸出促進団体が多く、品目別というよりは各都道府県の産品をローカル・

ブランドの下に海外市場に紹介する傾向が強い。これまで都道府県別の活動が輸出の取組のすそ野を広げ

るとともに、ハイエンドな商材を中心に、日本産品の高級ブランドイメージの形成に寄与するなど、日本

の輸出促進活動を牽引してきたことは評価されるべきである。しかし、反面において、国内の産地間競争

を輸出先に持ち込んだシェア争いや、統一感の無い単発的なプロモーション合戦などの弊害も生じている

ことが、輸出先国を対象とした調査等においても報告されている。産地の活力や主体性を活かしつつ、こ

のような弊害を防ぐためにも、品目別の輸出促進団体などによる産地間の取組の調整や連携の場づくりが

期待されるところである。 

 

表 46 平成 23 年度輸出倍増サポート事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策の補助金交付候補者の類型 

都道府県単位団体（輸出促進協議会等） 20団体 単位農協・農業生産法人等 6団体 

都道府県単位の品目別団体（リンゴ、酒、味噌等） 6団体 品目別全国団体（果実、花き等） 5団体 

市町村単位団体（物産協会等） 2団体 その他 3団体 

出所）農林水産省 

日本でも、もちろん青森県産りんごのように行政と業界団体が連携して、品目別の輸出促進活動を強力

に展開している事例や、北海道ぎょれんのように、漁業者から水揚量に応じて徴収した協力金を財源とし

て販促活動を実施している事例などが少数ながら見受けられる。しかし、大多数の取り組みにおいては、

生産者や輸出業者の義務的な参加でなく任意で形成した団体が中心で、生産者から賦課金等を徴収するシ

ステムを有していないため財政基盤がぜい弱である。また、輸出相手国現地の専門家の力を借りる現地代

表という観念が無いため、輸出先国の消費者ニーズを的確にとらえた機敏な活動に繋がっていない。さら

に輸出向け品質規格の設定・順守、あるいは出荷量情報交換を行う等の国内体制の整備も不十分である。 

まずは、輸出促進体制において品目別輸出促進団体が持つ重要性を理解し、また品目別輸出促進団体を

通じた重点品目の輸出促進と、輸出支援機関による中小企業支援やカントリーイメージ向上等の全般的な

輸出支援活動や、政府による国家戦略策定を分けて考えることが必要であろう。 
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8.2  

品目別輸出促進団体によるジェネリックプロモーションを日本の農林水産物・食品等の輸出でも行うこ

とができるようにするためには、①まず品目別輸出促進団体を育成し、②次に現地での専門家の力を借り

ることのできるよう現地での活動基盤作りをし、③また同時に品目別輸出促進団体の設立によって輸出を

支える国内体制作りも並行して進めていく事が必要であると考えられる。 

 

 

図 69 品目別輸出促進団体の現地及び国内での活動の仕組み 

出所）プロマーコンサルティング 

 

品目別輸出促進団体は、米国やニュージーランド、フランス、ノルウェー、韓国、チリのいずれの例を

見ても、少なくとも成立の初期段階には、国が積極的に産業界に係ることで生まれている。もちろん、産

業界の積極的な賛成と参加が不可欠であるが、手厚い資金的な支援策も含めた何らかの国による育成支援

が必要と考えられる。 

米国やフランスの例では、場合によっては地域別・品目別の団体を支援し、特にワイン等の例で複数産

地をアピールすることで全体の消費向上につなげるような手法も考えられるが、1 品目に小さい団体が乱

立するようでは効果的な促進にはつながらないため、地域別の団体の支援については、一定のルールや地

域別の団体間の調整等が必要となるだろう。 

品目別輸出促進団体を根幹で支える制度として、できれば米国、フランス、ニュージーランド、ノルウ

ェーのように、もちろん品目別輸出促進団体の設立については業界関係者の賛成と合意によるものである

が、一旦設立されれば、輸出業者や輸出向け生産者は義務的に加盟しなければならず、違反に対しては罰

則を科すことができるような、法制度を整えておくことが望ましいと考えられる。これによってフリーラ

イダーが生じる問題に対処することができ、また規律を乱す一部の業者によって市場に悪影響が生じるこ

とを防ぐことができる。 

ただし、例えば青森産りんごや北海道産さけ、ホタテ等、既に輸出の中で相当の生産・出荷割合を占め

ている既存の産地団体がある場合には、米国のワシントン州りんご委員会やアラスカシーフードマーケテ

ィング協会等のように、こういった産地団体を品目別輸出促進団体に誘導することも可能であろう。 
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品目別輸出促進団体が現地で現地業界とのコネクションを作りながら、プロモーション活動等を展開し

ていくためには、やはり現地のプロの力を借りられる基盤を整備することが不可欠である。 

例えば、ロゴシール一つをとっても、例えば、欧州市場では持続可能性を分かりやすく示すようなマー

ク、日本市場では子供受けのする可愛いキャラクターなど、小売業者が「ぜひそのマークを使いたい」と

考えて積極的に取り入れてくれるシールは大きく異なる。現代のマーケティングにおいては、現地の消費

者嗜好を良く理解してそれを取り入れることが不可欠の要素となっている。品目別輸出促進団体の活動に

おいても、通常は本部が企画立案するのではなく、現地に置いた事務所あるいは委託先の担当者が企画・

立案・実施を担うことで、最新の市場状況に合わせた効果の高い活動を行えるような体制を整えている。 

自前で事務所を設立するとコストがかなりかかり、また、輸出農林水産物・食品の品目数の多さから、

ジェトロが現地代表を担うことは難しいことを考えると、やはり信頼できる委託先を探すことが近道であ

ると考えられる。 

例えば、ニューヨークでの日本酒のプロモーションなどは、既にワインプロモーションで高級レストラ

ンや酒類卸売業者等と深いコネクションを築いている SOPEXA ニューヨーク事務所に委託する等も考え

られる。一方、カリフォルニア等の西海岸の場合は、日本酒は主に日本食ビジネス系の流通ルートで流通

しているので、こういったビジネスに強い会社/個人を探すことが必要になる。 

実際に委託するしないの判断は別にしても、輸出相手国の有望な広告代理店、信頼できる個人事業者等

を選定し、趣旨を説明し、活動内容と見積もりの提案を出してもらうだけでも、各市場でどういった可能

性が描けるのかということを知ることができ、有益である。 

もちろん、実際の実施にあたっては、現地で担当してくれるスタッフのモチベーションをどのように高

く保つか、という点について、品目別輸出促進団体の日本本部が、気を遣わなくてはならない。 

なお、現地での機敏で柔軟な活動を支えるためには（プロモーション活動の実施は現地の輸入企業や小

売業者の意向や市場状況に機敏に合せて随時変更・調整を行わなくてはならないため）、自由度の高い予算

を確保することが不可欠であり、補助金を交付する場合には、それを十分確保できるような財源としてお

かなければならない。 

 

同時に、品目別輸出促進団体は、国内において、必要な情報共有や、輸出規格設定と規格の順守、残留

農薬等の対応、トレーサビリティ等の活動も担い、有事の際の機動的な対応ができるよう、生産者、流通

業者を巻き込んだ体制を確保することが必要である。 

 

なお、現地での様々な活動の支援については、プログラム毎や活動全体に対して、何らかの評価制度を

導入することによって、より効率的な活動の実施となるよう改善していける体制を作ることが望ましい。 
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8.3  

一方、カントリーイメージの向上と中小企業支援は、主に輸出支援機関が担うことになる。こういった

全般的な面での輸出支援については、できるだけ多くの地域に拠点があることが利益となるため、新たに

農林水産物・食品に特化した団体を構成するよりは、日本では引き続きジェトロがこの役割を担うことが

効率的と考えられる。 

なお、情報提供や輸出に関する興味喚起など、国内における活動については、もちろん国が一部を担う

場合もあるだろう。 

 

 

図 70 輸出支援機関の現地及び国内での活動の仕組み 

出所）プロマーコンサルティング 

 

まず、農林水産物・食品に対する支援内容について、初期段階の興味喚起のための支援、あるいは実績

のある企業に対する支援、カントリーイメージ向上のための活動等の区分、また海外現地事務所が主体と

なるべき事業か、国内本部が主体となるべき事業か、あるいは国内地域事務所が主体となるべき事業か、

といった観点等から（22 頁図 4 参照）、現在実施している支援事業の見直しと整理を行い、役割分担の見

直しと、不足する支援分野の有無、また不足する支援がある場合はその充実をはかる必要がある。 

また、刻一刻と変化する輸出市場に対応することができるように、できるだけ柔軟な対応ができるよう

に国内地域事務所から本部、海外現地事務所までシームレスなサポートを提供できるようにすることが望

ましい。 

 

現地事務所での様々な活動を担えるよう、日本の本部から派遣したスタッフが全て行うのではなく、現

地で農林水産物・食品の輸出促進専門の現地スタッフを養成することが、効率的に動けるコツである。 

例えばチリの ProChile の活動体制は本部派遣 1 名に対して現地スタッフ 2~4 名の雇用と、ミニマムな

体制ではあるが、現地の市場に詳しい現地スタッフを雇用することによって、非常に良く機能している。 
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ニュージーランドの NZTE は、本部派遣 1 名に対して現地スタッフ 10 名前後の雇用であり、現地スタ

ッフは品目別にそれぞれの業界出身の専門家を置いており、現地業界を良く把握した密度の濃いサポート

を展開している。 

また、現地専門スタッフの側から、ボトムアップで様々なプログラムや活動の計画の提案を本部に対し

て挙げることができるようなシステムを構築し、現地スタッフのアイディアを積極的に取り入れられるよ

うな構造にしておくことも必要である。 

 

できれば、更に、ニュージーランドの NZTE のビーチヘッドプログラムように、現地の専門家（例えば

業界を引退した人や、有識者等）で、日本産品に興味が高い人をボランティア等の形で上手く活用して、

日本からの輸出促進活動にあたって、個別の団体や企業、あるいは政府関係者が知恵を借りられるような

体制作りをすることは、日本からの輸出に非常に有益ではなかろうか。 

 

また、輸出支援機関についても、現地での様々な活動の支援については、プログラム毎や活動全体に対

して、何らかの評価制度を導入することによって、より効率的な活動の実施となるよう改善していける体

制を作ることが望ましい。 
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