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小特集果実の輸出

青森県のりんご輸出振興の取組みと今後の展開

西村

〔キーワード):りんご，輪出，需給調整，アジア，

戦略

1町はじめに

本!車産りんごの輪出の始まりは，明治 27年の清

国向けとも 32年のウラジオストック向ltともいわ

れるが，本県人が最初に輪出したことが明らかなの

は，明治 32年のようである(r青森県りん」

(第 5券)J).

内務省勧業寮などが暁治の初めに導入した西洋

りんごは，当時，函館や損浜の居留欧米人が主な消

費者となっていたようで，そうした圏内販売の延長

線上として，西洋りんごを常食する海外への輸出が

志向されたのではなし、かと思われる.

さらには，生産量が拡大していったことに伴し

内需要を超える供給があったことも，輸出を後押し

した要閣のひとつと見られる.

このように， りんごの輸出には， 110年以上の歴

史があり， りんごが日本に定着し始めた当時から，

表 l 木県産りんごの除外出荷丞と輸出 Iまとの対比

平成16年産 平成17年産

地域等 出荷故 輸出議 出荷主主 輸出蕊

対比 対比

北海道 11，552 84 10，725 159 

東北 7，319 132 7，344 232 

関東 80，934 12 86，648 20 

"1"部 40，888 24 39，418 43 

近畿 59，563 16 58，870 29 

q"国・西国 26，656 36 25，888 66 

九州・沖純 25，060 39 25，088 68 

然外出荷量合計 251，972 253，981 

輸出鼓 9，694 17，009 

資料:(社)青森県りんご対策協議会調査より作成.

弘*

輪出を目指さざるを得ない必然性を秘めていたの

ではないかと考えられる.

また，供給が過剰となったりんごを海外に輸出し，

居内市場の安定化を狙ったことは，現在のりんご輪

出にも通ずる面があり，輸出は，今も昔も日反売戦|務

上，重要な位置づけとなっている.

現在でも，りんご輸出には，国内市場から

を隔離できる需給龍撃機能が期待されており，これ

まで，加工向けが拐ってきたその機能が，平成 2

の果汁輸入自由化によって低減した反面，輸出がそ

の機能を果たすようになってきている.

本県からは，ここ 4年間，約 2万 tのりんごが輸

出されていると見られ，この輸出最は北海道への出

り，中国・四国や九州・沖縄向けの約 7

ることから，海外市場は，極めて重要な

販売先に位置づけられている. (表1)

ここでは，これまでの輸出促進の取組みゃりんご

輸出の現状と課題，そして今後の展望を述べてみた

し¥

(時三イ立:t，%) 

平成18年産 本成19年産 平成20年産

出荷量 輸出没 出荷量 輸出量 出荷量

対比 ;tJ比 対比

12，111 174 12，042 191 13，761 146 

7，470 282 7，001 328 6，896 290 

93，109 23 98，895 23 105，906 19 

45，148 '17 42，505 54 44，869 45 

63，165 33 62，370 37 62，644 32 

27，134 78 26，975 85 28，705 70 

27，461 77 27，919 82 30，722 65 

275，598 277，707 293，503 

21，058 22，947 20，029 

注1)県立宣りんごの輪出量は，全国値(財務省貿易統計うの9答IJと後言l'し算出.

注2)輸出設のほとんどは県外出荷迭の内数.

注3)年援とは，当該年9月から翌年8flまでをし、う(以下，同様).

森際綴光間際i淡路jる国際緩決議長 (TatsuhiroNishimura) 0369-5247/10/'f500/1論文/JCOPY
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2 りんご輸出の背景

(1)圏内消費の減少

我が国が，少子高齢化の進展により人口減少社会

へと移行し， Ifl内消費市場が確実に縮小すると見込

まれる状況にあって，木県経済を安定成長にいて

いくためには，本県の挺{立性を発事liで、きる農林水産

業をJ反 Bi~するとともにJ!1~l~'ょ IJ<:~}: 品 (15林水産物とそ

の加工JIll!を林水産rW1J とする.以下，同様)の

愉出拡大により rJ或外市弱からのタト貨j をdK:f与して
いく必要があると考えている.

りんごについては，近年の l人当たり作J!PiJ ~Ut~ (総

務省家計調査)をみてみれば，平成 6年の 5.3kg/ 

人に比べ，平成 211，1三には 4.5kg/人と減少しており，

この傾向は，今後さらに続くことが的実と見られる‘

従って， IJ<I内市場だけを)!反路としていたのでは，木

県民主たを支えてきたりんごj'.'，企業の維持・発)民は虫め

ない.また，現状の生産iii;を維持していくとすれば，

ilよ手台バランスが iI"JiGI~] 内 1111i十九がち込むことが予

恕されることから，JW~史も ;;j~-0ーとおり海外にJ!反路を

ふiとめ¥1，1内市場への需給 lii;を減じていく必要がある.

(2) 日本食品に対する高い評価

海外からは，平均寿命が 11上界ーとなった 1]本人の

食事.1trrr~1 (こi主IJが集まっている.また，家'111is!l rS-I~l 

や 1~11UJ f\~に代去される 1] 木製品の，~-! Jし、llfl買に対す

る信頼感は， 1=1本食I111へも 1"山市川IlIiとして

波及しており，これらを背民に近{j".，JlJ)rJメ

的な日本食ブームが巻き起こっている.

りんご、についても，他国五五と比べ古lJi絡競

争力では劣るものの， 1tlリミや大きさなどの

品質で、似ることから，ペJ~I~j~仏i を [11 心 l こ !1117符

ri，]けなどとして人気がInJく嬰の1よがりが

見られる.

(3)アジアの経済成長

111111をはじめ，インド，ベトナムなどア

ジア地J1;日ではめざましし、経済発出が見られ，

これに伴って，百が上院加していること

から， 11Ui絡が多少r(lJくても食味・，'ill'E'f1J¥H
ければ売れる環境にある.

さらに，これらの国々は，総じて人仁iが

多いことから，市場規模も大きく，販路の

11fl材i如何によっては，今後の輸出拡大が期

待される地j攻である

また，後述する多くの課題はあるものの，近隣の市

場であることから，海 l二定期便を利HIした輸送が可

能なため，輸送費が安いことやリードタイムが短し、

ほか，食味などの而でi信好も似、通っていることから，

日本で、人気のある商品を横民間しやすいなどのメ

リットがある.

以 l二述べたような背去を踏まえ，木県では攻

めの民林水産業jを推進する仁1"でtミ林水産Jillのm命Iil

促進を主要施策lこ位置づけ，¥世止r界4卜ツフブ勺レベ/ルレのι
Drをf武t'¥式u去器i掠号に1泊海b毎j外で、の)l坂j反路iil閃j封刻i日Jt将拓1訂iと!版り坂iう売12己{促足i近i立(，汀i活舌d弱動リ訪jに取

りi出t且むこととしたものでで、ある.

また， ¥主iにおいても新成長戦略」の中で， jt

林水産分野の成長産業化を目指し平成 29 までに

J!'~ ** * ITii r¥1'，の輪出傾を 1兆ドJとする目標を抱げ各磁

施策をJlQ[JHすることとしている.

3. りんご輸出の現状

(1)りんご輸出のシ工アおよび国別輸出量の推移

l!l務省易紛ι¥.JをJ却二位林水産省が11文りまと

めた平成 21年の野菜・果実等のiii命山知は，約 16/1

億円となっており，そのうち果実は 81佑IIJで半数

をIljめている十Iでもりんごは 511]む1'1で， llL実!愉

出額の 3 分の 2 を占め，我が If~1からの物輸出を

リードしている(悶1).

りんごの輸出先は，約 9'，1;11 を台 if~ 1J; 占め，その他，

(平成21年〉
※カッコ内は給出額

に占める引合
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54億円
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1，，11 果実・野菜等の愉til実n;i(，'，，'， IJ )]IJ内l沢)
資料。財務行「貿易統%I.Jを必に山林水係省作成
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香滋，タイ，中国となっておりアジアを中心に輸出

されていることが分かる.特に近年は，香港への!I命

出設の伸びが著しい.香港は，自由賢易港であり，

中国大|躍の窓口であるほか東南アジアとの結節点

となっているため，ここが大誌や東南アジアのひと

つのゲートウェーになっているものとみられる.

ここ 4年間のりんご、の輸出量;は 2万 tの大台で

好調に推移しており，特に世界経済危機前の平成 19

年産りんごは過去最高の約 2万 5500tを記録した

平成 21年産りんご(りんごの年産は，当該年の 9

J1から翌年 8Jヲまでをいう.)の輸出量は，景気低

迷にもかかわらず，約 2万 3600tと健闘しており，

県では，このうち， 9割程度の 2万 1000tを本県産

りんごと推定している. (表 2)

(2) 品種別輸出割合

!53種別の内訳を5もると，仁!J

第 8…号

は，本県立主りんごは贈答用などとして購入されるた

め，見映えのする大王の「世界一Jや f陸奥j など

の人気が高く，バイヤーからの引き合いもかなり強

い.本県産りんごの市場として成熟している台湾で

は サ ン ふ じj や f王林Jなどの良食I床品種につ

いての人気が高まっており，一般消費向けとして裾

野が拡大している. (表 3)

このことは，今後，本県産りんごが海外展開して

いく上で大きな示唆を示している.つまり，海外産

りんごとの差別化を図って販路を確立していくま

での初期段措では，見た自重視の品種で市場形成を

行い，本県産りんごに対し消費者の認知度が向ーとし

てきた段階では，試食宣伝などで食味を訴求しなが

ら「ふじjなどの良食味の主力品滋によって一般消

費を掘り起こしていくという販売戦略が考えられ

ることである.

第 86巻j注業およびIlllI芸800 

どの新興関市場で

(単位 t，千円)

輸出金額

平成21年産

5，696，108 

501，751 

128，709 

151，871 

9，233 

5，333 

1，025 

10，730 

37，956 

70，073 

6，615，792 

我が~Iからのりんご総[jj !itのtft移まミ 2

il総出泣

平成15年政平成羽生手緩平成17年度平成18年産主JZ成19'手際平成20年rru.S:V:成21年産

11，994 10，125 18，083 22，318 23，878 20，198 21，656 

211 210 326 420 591 855 1，283 

11 115 85 197 105 274 263 

205 153 207 211 268 301 331 

10 13 38 62 41 16 

o 20 23 19 

2 

21 

85 

189 

23，867 

67 

191 

22，251 

77 

194 

25，497 

59 

155 

23，398 

48 

149 

18，899 

台湾

香港

qJ[主|

タイ

ロシア

仁AE
ヨーーロツノ¥

ベトナム

インドネシア 75 30 

その他 162 125 

合計 15，658 10，771 

資料:財務劣貿易統計より作成.
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2500 りんご輸出の効果

Iえ12

(2)平成 21年産青森りんごの事例

21 りんごは， ;;t気の低迷により低1[lIij九志向が

強まったことや続介するよ!リごのLU1"1りが多かった

こと，収庄一lI:n切が，;"まり u:ィ;Jfがfiij(f'Jしとなったこと

などから， 9)JのLUl日|り Hおりlから，iij3か{I三の平均iji，

fIIIiに丸、lし7i， 9'1<)と厳しいスタートを切った目

この反主しし叶lIij初土 12J Jまで、、たが， 1ロ2Jバj均、らよ!行:]

1 J汀Jにかけて!車!ドiG命削}リ川11\ド:it が;午色Z包包，、ぷ立に{似仲!I中iドI{οびJ〆入く九け巾i十行'îι場~I限間日立担一H係系J者f 泊か、 ら

は r，¥品l

ひとつの止史必~:I凶7大刈、，1 となつて， Pi'iJ山市J))1J1li絡は年明け後に

例年並みに1"1i註したほか， m11J:Jlilr1i.l廷で、も 2J J 以降

|豆11主し， 1[ JJからはがi3か"1三、!三iうJを LI"Iる1[llij、九と

なった， (1文14， 1，，1 5) 

これまでの輸出促進の取組み

(1)りんご輸出の歴史

~，: Y， U;'íi りんごの 'Ii制 1\ には 110{ド以卜ーの112史がある

ことは前述したとおりで、あるが，昭和に入ってから

は， 11本の，l' IEI )( I:;:~ìili 11¥を1177tに'1'1(;1，Tii;"ti:丈どへ

4， 
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2 )5' t 程度の '1紛 tJI~L!t は， 21壬FBiまでの過去 5か年

平均~U旨 Ilt i]5. 5万 tの約 4，4%，lfiJじくりん外出向;Iト

29， 3 )]' tのがj6， 8 0!C) に十11 当する.この !lijÍ-~li) -:îi~ を今 '1二、

皮策定した「古森県;l~必JjMD~計 111 1[ Jでは，平成 32

年度までにt:U1~I!f 11 t全体の約 1'f[;II!こ4、11"'1する 4万 1ま

で拡大する 11 1J~{を JLjげている.

このことは，先に述べたとおり，的LUの効果とし

て jléj 内 ~iiJ)jj (こ士、jする;Jri給"別主り定能が期f'fされるか

らであり，このようなj混合旨が{動き jl~ll)、J1111ij件が'ム2どあ

るし、はIIIJI二すれば， ~l'- ~、子の fil戊 lこも計 lj寸ーるもの

と考えられる.

l愉i陥治刷Jけ出i臼iによるi雨it九計:LUI沖一品訂給(古;訓1j引jh;宅り1;

とし Fて亡， 、l'一Ji.X:17{1三J;'iiの水jと21{I'-イ(y;-~pî!~ りん

ご、で‘ IJéjl付 dî 土~Hrllij~干にがあったのではないかと

与えられるため，これらの事例を振り返ってみたい.

(1)平成 17年産「王林Jの事例

サア Ij.た 17 年 i;Î~ のイ三llん;( ryイイ，J は， I1足TA:tl切に えJ

lìíJ{I~比で、 123% とりんご全体の 103%に比べて突!l\

して多かったことから， IEjl人iri113，qJjに出Y-:i:地

の111lij{i-の{足迷が若しかった.このため， y山村りんご

関係1，)1体では， jii況の引き納めを以|るべく 1:林のHi

J1/J lil'*I I'jfi対策として2)JtJ[から台湾Irllけを'11心(こ輸出

を強化したところ，17 主の 1:林は，tll¥!.I'ivliJ古して

以米lrz r:-':j の 2000l を超える 'Ii命 I~b -:I-\~完結となった.

このような対策が奏功し， {U也di今J1JitlliH十で、は 2n

から， ÝÌ~ínJ 出Y! î:弘治Ilij、与では 4 )J から制li絡の j手;J~)jが凡

られた， ([立12，3) 

(
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の輸出が大きく伸び，昭和 15年には，それまでで

最高の約 1，268千箱(約 2万 2800t.当時の l箱は

18kg) を記録している.

昭和 14fj三には，県が上海に青森県物産紹介出張

月Ffを設置(17年廃止)し斡}従業務を行ったほか， 36 

年には香港に青森県香港駐在所を設設 (41年廃止)

して，東南アジアの市場調査，海外企業の信用調査，

りんご、の消費宣伝活動を行った.

また，昭和 27年には， りんごの出荷司体によっ

て青森県りんご輸出協会が設立(のちに公益法人

イりされるなど，官弐一体となった輪出促進に取組

み，それが今日の本県産りんご輪出の礎となってい

る.

平成 21 年絞本Vf~絞りんごの市場{d日格およびílîî 3か年平均似i絡との対比
資料:財務管貿易統計より作成.

関 5

れながらも先人のたゆまぬ努力があってここまで

してきた.

特に，りんご、の輸出量の 9~討を占める台湾との取

ヨiは，本県農林水産物輸出のひとつのビジネスモデ

ルとなっている.

台湾への輸出は，戦中・戦後-f時期の中断を経て

昭和 25f[三から再開されたが，昭和 30年，県および

県りんご輪出協会による台湾の市場調査によって，

市場性が再評価された.

早速，臼台貿易協定の品目にりんごを加えるよう

官民一体となって政府に働き掛け，同年中に実現を

見ている.

昭和 39年には，県りんご輸出協会の社司法ノJヒ
によって輸出事業が強化され，これを契機に，毎年，りんごの輸出は，大きな時代の流れに翻奔さ
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関係者を台湾に派遣一して販路開拓に汗を流してき

青森りんごの食味・品質に対する高い評価を背景

に，こうした地道な販売促進活動の結果，台湾人の

親日的な感情とも相まって青森りんごの強聞な輸

出ノレートが確立されたものである.

さらに，台湾は 3 平成 14年に WTOに加盟し，昭

和 50年から続いた輸入制限枠が撤廃され，関税も

大幅に引き下げられたことから，日本からの輸入(it

は，アメリカ，チリに次ぐシェアを占めるまでに

なっている

(2)近年の取組み

平成 16年度からは，県と県内;[命出関係団体で組

織する「青森県民林水産物輸出促進協議会」が，海

外での販売促進や消費宣伝など7主民イ本となって，

りんごをはじめとする115林水産品の輸出促進活動

を JIQI~i;1 している

同協議会では， 1'1=' 国を手始めに中J~r，ロシアにお

いて，見本市への山展や現地での商談，プロモー

ション活動，バイヤ一拍へいなどに取り組んでいる.

また，木県産りんご、の消費宣伝を担っている(社)

青森県りんご対策協議会では青森りんご」が定

持している台湾で，百貨匝符でのフェアの1~~I{Wや知

事のトップセールス，テレビCM放映などの宣伝活

動を展開している

①中国

経済成長が著しく，富裕層が上自加している中国は，

存型市場ーとして最も期待されることから，平成 17

年に l二海でf訂炎会のrJil{f(¥や試食宣伝を実施したこ

とを皮切りに，その後も継続して販売促進活動を!民

間jしており， ~It]江， fi比古i:1¥，Jl刊十|ミ¥も活重!Ji:沌[JJlを)ヰ;

げている.

中国では，赤くて大玉のりんご、の人気が出く，

界ーj や 11~:'1 YlJ は， I日正月(仁1" 国正月)のm~l~!見

として l個 2千円でもよく売れている.tI"l主|向け輸
出世は，平成 19年践の 405tをピークに，その後は，

250t程度で推移している

②中東(アラブ首長国連邦)

中東には，昭和154年から昭和 60，q三まで小玉のり

んごを中心に輸出され，昭和 58年に 3000t以上の

実績となっていたが，原iUl仰Ii絡の下落や円高の影響

により，その後長らく日本からの輸出は途絶えた.

PiL輸出促進協議会では，ドパイの好景気に触発され，

平成 20年， 21年に[:IJJir最大の食JillI見本市「ガルフー

ドj に出展し，りんごやりんごジュース等の商談を

実施した.このような取組の結果，中東|古jけりんご

の輪出が平成 20f!三から再開したほか，平成 22年か

らは， りんごジュースの輸出が始まった.

③ロシア

平成 18fj三に版京地域で、の市場調査やりんごのテ

スト輸出等に取り組み，また， 19{j三からはモスクワ，

サンクトベテルブルク等のヨーロッパロシアを

ターゲットに個別商談などを展開してきた.19イ手産

りんご、の輸出量が 62tとなるなど，一定の成果が見

られたが，リーマンショックによる IJげよ経済不況の

;汚特で， 21年産は 16tにとどまっている.

5 りんご輸出の課題

木県の「青森県rl~~;{，水産物輸出促進協議会J など

の活動では，台湾や1'11I~{I ・ l 二ýffj:の愉 U\ノレートを確保

するなどの成果を符た一方，新たなチャネルを開拓

しきれていないなどの課題も多く残されている こ

れまでの，輸出促進活動で、ピックアップされた主な

課題は，以下のとおりに整型される.

(1)新興国市場の「世界一J等に対する需要の偏

重

まず，生夜間で、は，特に IlitW---Jの生践と需要

にミスマッチが生じていることである.中間などの

新興悶市場では，木県産りんごは答J!Jなどとして

購入されるため，見|りとえのする大支の 11止界つや

I[日刊さ」なとやの人気が向い(表 3).日宇年実施したIII

国バイヤーとの街談会でも，多くのバイヤーから 11

玉クラス(I{I~I 455g程度)の IjiI界一 jが欲しいと

強く要望された.近頃は，栽培が難しく，手fl¥jのか

かる「世界一j や 1[~:WlJ の生産が敬遠され，供給

Ji上が|浪られることからrlitt} では [~-=J~r ?，I.il状態が村μ、て

いる.生産者にとって，このような「売れるJIr(I~lfm 

を栽培することは，手取額アッブの可能性が高まる

と考えられるため， 1主11也に 2，3本でも 1111:界つ

を植えていければ，産地にとっても!除出先にとって

も好ましいことではないか思われる

(2)多様な輸出国の開拓

りんご輸出の大部分を占める台湾ではモモシ

ンクイガJが植物検疫対象となっており，台湾で当

該害虫が発見された場合， 11EiI目は都道府県単位で，

2回目は日本全国からの輸出が伴1Iこされてしまう.
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また， j良薬残ftl基準のないj主主主が倹出されても，そ

のf荷物は輸入禁止となる.昨年は， 8月に台湾i乏|内

で山梨県産のももからそそシンクイガが発見され，

同県からの輸出が停止された.この11寺は，関係殺に

緊張が走ったが，木県では，このような事態が生じ

ないよう，脱出関係者を対象に定期的に説明会を開

催し，病答1~1坊|徐とi:ili 51k ・品質管埋の徹底を図って

し、るところで、ある.

台湾に輸出されている 2万 tの数Iil:;fJ'，院内市場

にあふれると深刻な事態を生じかねず，台湾に偏嘉

した輸出ではリスクが高いことから，新たな海外市

場のrm桁・拡大が喫緊の課題となっている

(3)信頼のおける榎良な輪入業者の確保

海外では，日本と荊習慣が追うため，支払決済ま

でに長期間を要するなど代金Iill~又に不安な部分が

多く信用リスクも高い.近頃では，信頼関係が楠築

された業者間の支払サイト(税二予期11:])は，かなり

縮まったと聞いているが，中国などでは， 2~3 か月

サイトが一般的である.

囲内でも街売相手と信組関係を築くのは容易で

ないが，それが海外となればなおさらである.ま

i浪られたj官報ネットワークでは，相手陣の業者を探

すことも難しし¥

信頼のおける輸入業者をいかに確保するかは，前

売 i二，最も主要な課題であり輸出の成否を握る最大

のカギとなっている.

(4) 円高などの為替リスクや価格競争

現在の円相場はドソレ 81円台 CiJ'-成 23fl三6月

15 iJ現在)と，輸出者にとってはかなり厳しい輸出

器境となっている.一咋年も台湾では，ウォン17:の

りんごが輸出泣を伸ばし，ヌドW.~ilîiが苦戦した.

為詳リスクは，地方レベルでどうすることもできな

いことから，輸出者にとって到の痛い問題である.

また，木県政の 1/3程度の{llIi絡でけ、売されている米

国政や韓国産との図捺競争に，いかに勝ち抜いてい

くヵ、も t長j誌である.オζ県主主りんご、がýn}.タトで、n~ちク支っ

ていくためには，生産・流通コストを ì~ílJ り知î1各競争

力を付けるニとはもちろんであるが，これらの国々

とまともに仙i絡競争しても勝誌が低いことから，

f{附おより氏品質，1X，全・安心などの f価値j

を上げブランドカを高めていくことが，重要な販売

奇知i各となっている.

(5) 認知度の向よ

台湾では， 日本産りんごといえば「青森りんごj

と言われるぐらい，森りんごJブランドとして

認知されているが，他の国々では，まだ、まだ認知震

が鉱山¥

海外のバイヤーからは，アメリカのワシントン・

アップル・コミッションやニュージーランドのゼス

ブリなどのプロモーション活動が引き合いに出さ

れ，「7守森りんごJのプロモーション不足が， しば

しば指嫡される.プロモーション活動は，大きく展

開しようとすると多大の経費を嬰することから，費

用対効果を勘案しながら進めなければならないが，

海外の消費者に対しては，なぜ本県fdiりんご、が高{illi

なのか，また，いかに価格に見合う価値(特に味と

瑞々しさ)なのかをメッセージングし青森りん

ご)の知名度向上とブランド化に向けた地道なプロ

モーション活動が必須となっている.

(6)品質管埋等

りんごは，生鮮果実であることから，流通段階の

コールドチェーンが整備されていなければ{illi位が

低下していく商品である.台湾などでは現地の冷蔵

版も諮っているので余り問題となっていないが，新

興国では，まだまだコールドチェーンが整備されて

いるとは言えない.また，国内知i去で手荒く扱われ

て押しキズがつく{タIlJもあるようだ.アメリカ産の

レッド・デリシャスなどは皮が)ネいので問題になら

ないであろうが， 1:1本産りんごはこれらに比べれば

デリケー卜であるため，パッキングに当たっては来

士がぶつからないように留意する必姿がある.

また，アイスボックスで、の出1h'fが;Jとめられる台湾

向けでは，密閉された容器のため炭鮫ガス1I章容を起

こしやすいことや，大玉が好まれる輸出向け果実で

は，流通のi品棋でどターどットなどの障害が発生し

やすい.このため，ガス陣容については，通気性の

あるアイスボックスの活用や消石灰斉IJの同封によ

り，また，ビターピットについては，生産期間中の

カルシウム斉IJの散布などで防止するなど，輸出向け

の品質管理が必裂となっている.

6 輸出{足進戦略

これまでの活動から得られた成果と課題を踏ま

え，り誌と青森県民林水ilJi物輸出促進協議会では，農

林水産品の輸出i淡路を再情築し，昨年l1JJに f青

森県民林水産品輸出促進i淡路j を策定した.
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して

け;11度

当戦略ではアジア地域の経済成i乏を取り込み，

愉出を倍惜して生産者一・卒業者の所得ríi]J: を I~I tl'i 

すj ことを基本戦略として掲げ，施策の選択と集rlr

を行うこどとしている.

なお'"ili投111各では， 沙;産II;j の民林7J(í)'í~ r物Jだ

けではなく，その)JIl仁川1までを対象範[11'[とする与宇え

fiのため，J1!kiネ水戸主 rrru'r JのrliIiul!¥i淡路としたもので

ある.以下にその概要を示す.

(1)対象園・地域

輸出立す象地域は，これまでのヨーロッパやけ)JiLな

どの広範[JIIな民聞から，基本戦略にあるとおり，ア

ジアcf{視の出[)IIを進めていくこにしている ター

ゲットとする対象[1]は，①7h;総!ifjが多く，②検疫[--

の;[jlJiliなが少なく，③これまでのl!I，[Mjや令Ivi1:投資機WJ

等から注ド|されるなど、有望訪であり，④政情が安

定していること，などの条件をクリアしたl主|・地J戒

としている

i[倫出促進活動のメインターゲッ卜する「主k幹士、1132 
[1，1・地域j は，①}!rアジア (r[:J[主J，呑地，台湾)， 

②東南アジア(ベトナム，シンガポール，インドネ

シアなど)とし，また，これまでの取組を踏まえ，

;I;ki:作対象|司・ j也j戒をtrli完し機動的に対処していく

「補完対象悶・地j或」として，ロシア，アメリカ，

rlt東，ヨーロッパを設定している.

(2)対象品目

県jt{~ fi-~iiホノ'j(JiL山立，りんごをはじめ \11:界でもトッ

プレベルの!日1質を有していることや， [Ej内でも竺Ji石

川:の上位を ILiめる競守!力の0rrt~ ¥ jr{~ 111~1 が多いことか

ら，本日i~;/)' ~守る 'l'f~Uぐりんごを先導役に，ながいも，

{またて，米，りんごジュースの 5r'N， ['1を戦時r';r'，[~I に

位置付け， '1話ilJ¥のJ広大をは|ることとしている.もち

ろん， ;js.:りT~のトップブランドであるりんごは， '1刷u
r'ir' ， I~I の qq*を成すものであるが，りんごジュースに

ついても，りんこ、目立i完全体の持続(1なな発)廷のために

は不司欠なr'，cr')1ニ|で、あることから，ストレートジュー

ス や 食 品 添加物を含まないストレートピュア

ジュースなど他国産に引けを取らない信ill-J1をrlJ心

に輪山拡大していくこととしている.

(3)取組方法

海外市均を[}¥¥i1'iするに当たっては，一足飛びに1111

11iされるものではないため， r'lIS 1=1や対象|必へのrl刷L¥

状況に芯じて(以下のフェーズで笠.f~日)， ー歩牛歩

段階を踏んで、輸出促進活動を展開することとして
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フェーズ 1:輸出次のあるノ|立医者・ ni:*手?の取り

まとめや相手['E]の輸入制度ヤi~~の事前調査

フェーズ 2: 1、11手|認の輸出可能性を調資するととも

に現地パートナーを発抑.

フェーズ 3 パートナーを開拓した上で， Rh炎会や

見4¥iliなど)!反売促進活動により ili釦1¥/レートを

11立'l[.

フェーズ4 輸出ルートがIi'M、止した地域では， ffH dØ~ 

活動を継続させるとともに， ?出iド白引ttγ{

j通泊じて;出ì'民'~ず資t者へのj泣支訂i透主を剖|医阿支羽|り， 輸出規棋を拡大

フェーズ 5: -_.定の輸出m肢を1Iuf¥'f:した|出には，民

II¥Jベースの主体的な1!!z*11に移行.

(4)展開方向と具体的な戦術

海外Ili土誌をIJIJtィiしていくためのIm!}:I))"I!']を次のどi

項目にJ!(tFlEし，販売に係る具体的な'i¥¥:Wfをそれぞれ

lこ刀ミしfこ.

この他(こも，I¥"ji'i{サイドの視点からもJ4休のli役術

を検討しなければならないが，次の 'l.rullはマー

ケットインのりi点でイ:り1J!さ;11.，ていることヵ、ら，ノI:.p(

対応部分は日IJ に '!(~Jm していく必史があるものとよ5・

えている.

①販路開拓事拡大

凡本 iliへの UJJ民や商談会の11111lf¥等により主Ir焼

ノ4ートナーを1J1¥11iするほか，既存のパートナーとは，

プロモーション活動等を迎抗して進めていく.また，

["1，]1)す外バイヤー (q-，'jに台湾チャネノレの活)Jj)を招へ

いしてのバゴ山商談会のりH 1\'í\':';，により!坂路の [J~H1 î .拡

大をは|る.

②輸出体制の強化

地域の'liIiul1'r全般をコーディネートできる輸IU

コーディネーターを育成・活用するとともに，海外

の前j'v:~lJlrtベコft易の矢11ぷ・ノウハウをイ]寸一る '1和 Uの 1LI.

い下をもっJ止する

今後， 'ft点的に市上誌を[1tHィiしていく京i羽アジアヤ子

の去Irmrii均については，初期段階ではロットがまと

まりづらいことから，小 I~I ロットに対応できるきめ

細やかなI1'rM休fljlJをしていく.

また青森りんご」のプロモーション活動の休

:"IJについては， ¥EI内では(社 -，'f森県りんご対策協

議会がーだ(10に行し、よく機能しているが， [，i]協議会

の?舌!日jに限らず海外でのj舌到jはまだ弱いことから，

ワシントン・アップル・コミッションなどの先進事
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fJ~ を参考にしながら，木県産りんごのブ。ロモーショ

ン活動を一元的に展開できる組織体制の検討を

行っていく.

③酪品力の強化

海外の消費ニーズに合った輸出向け品種等の掘

り起こしを行うとともに，グローパル GAPや

HACCP， ISO等の役界基準について，輸出を志向す

る生産者等の啓発と取得を促進する また，ふじな

ど、の国内主力品種は，ネーミングを工夫するなどし

て販売拡大を図る.

@県産品の認知度向上・ブランドづくり

スーパ一等で、の試食宣伝や各種メディアを活用

したフ。ロモーション活動，観光部門と一体となって

青森のイメージを訴求するほか，物語性を持ったP

R等により「青森りんご」の認知度を向上させてい

く.また，台湾，香港，中国に商標出願した県産品

海外PR用シンボノレマーク等を活用して，県立芸品の

海外でのブランドづくりに努める.

また，りんごについては欧米を中心lこ，菌木業者と

生産者，流通業者で、グ、ノレーフ。を形成して生産から販

売までをコントロールする「クラブ制j と呼ばれる

システムにより，高付加価値化やブランド化に成功

していることから，海外の事例を参考にしながらク

ラブ節目の研究を進めていく.

(5)輸出自標額

これらの取組により成 25年度までに， りんご

については，輪出量 2万 7100t，輸出額 78億 5900

160000 

140000 

120000 

っ 100000
ぷ

戸く 80000 

議
60000 

40000 

20000 

。

万円とすることを目標とし，県藤農林水蔵品全体の

輸出額を，現在の約 151銭円(平成 20年現在.JETRO

青森貿易情報センター調べの直近値)から 210億円

まで引き上げていきたいと考えている.

7. 今後の展望

台湾のりんご輸入量は，トップシェアのアメリカ

産が横ばい，ウォン安の韓国産が漸増，北半球産が

品薄の時期に消費を伸ばしているチリ産が拡大す

るといった{反応を示す中，ここ数年の輸入総最は概

ね 12 万 t~14 万 t で推移し鎧和状態に近づいている

ことが窺われる. (図 6)

このような，貿易環境の中， β本産は若実に輸出

;監が拡大し，贈答用から一般泊費者向けまでマー

ケットを広げていることから，今後も，高品質・良

食味を武器に外医産の部分に食い込んでいくこと

ができれば，まだよ績できる余地があるものと忠わ

れる.

併せて，香港向けの輸出最が，近年急速に拡大し

ていることを見れば，ここを拠点とした輸出ルート

(台湾の商j戒を活用した輸出を含む)を鵠拓するこ

とによって，中隈本土や東南アジアへの輸出が一層

拡大できるのではないかと期待している.

また，ベトナムなどの新興国では，富裕層を中心

として日本産食品への関心が高まっているほか，東

洋の風習である神仏供養や旧正月等での贈答議婆

が見込め，これまでの叛売促進活動を応用できるこ

同町弓待問ーメ比三l
Iコロ I

…惚ーチリ

一+ーアメリカ

ー@一日本

平成 13年度比年度 15年度 16年度 17年度 18匁度 19年度 20年度 21年度

殴G 台泌ミのりんご総入鼓
資料・台湾財政部関税総局資料より作成
注)年度は， りんご年践と伺じくお:五年ーの 9flから翌年の 8flまでとした.
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とから，木県産りんごはr+r点などに比べれば比較!'I(J

谷主主に市mJI拓民できるのではなし、かと考えている.

さらには，りU=c1植物 iジj疫 L~ りんごの rl刷A がイ<c'j

能なインドなども輸出可能となっていくであろう

し，インドネシアなどもィミ望なfI1J;Yjと凡込まれるこ

とから，将来的にはますます愉1I~1JJl;大が月J1古できる

ものと考えている

アジアの~&~汗発)長は当う子高72 くものと見J凶さ;Jcる

ため，この成長を取り込み， 111:界i'1':!な日本食ブーム

という追い風のもと，安全.安心で、I治穴-;)λし、IJl「h町i口l

f者i守4の{信言計4れ朽頼li'摂'jをI尚F:白白=1可;jめられるようブ iロコモ一シヨンj目百一到ベやコ

'1ドliiI刷i
チザヤ1γ/ンスが1広よがつていくものと J汚!宅号うラ令えている.
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