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《論文〉

ながいも産地における輸出戦略の再編

石塚哉史＊

Reconstruction of Export Strategy in Chinese Yam Producing Areas 

ISHITSUKA, Satoshi 

Hirosaki University 

Abstract: 

This paper focuses on the actual condition of the marketing battle in an export destination, through 

investigating Aomori and Hokkaido. Specifically, the research analyzed the present conditions 

regarding market reservations in an export destination by Chinese yam producing areas. The findings 

indicate, first, that the selling continued in the Taiwan market of Hokkaido, while Aomori was to 

develop the U.S. market as a new channel. Secondly, the producing areas made it the problem to limit 

the customers in the exporting country. 

〔Keyword到 Chineseyams, market, channel 

I はじめに

1 問題意識

周知の通り、我が国は農林水産物の輸出拡大と

いう目標を設定し、その実現に向けて平成19年に

農林水産省は「我が国農林水産物・食品の総合的

な輸出戦略」を取り纏めている。同戦略では最終

的に平成25年度までに 1兆円規模という数値を掲

げており、現在迄に同21年の改訂、同23年の見直

しを行っているいが、輸出拡大を目指す方針自

体に変更は見られない。

こうした中で農産物輸出、特に野菜について既

存研究をみると、一定程度の研究成果2)があげ

られるものの、未だ緒に就いた段階といえる。そ

の中において野菜の中で輸出額の大きな品目であ

るながいもに関しては、先行研究3)が蓄積され

つつあり、輸出ルートや現地での需要動向、複数

産地の連携等について解明されている。特に主産
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地（北海道や青森県、長野県）の単位農協それぞ

れによる輸出への取組を対象とした研究が中心で

ある。

そこで、本稿の目的は我が国の野菜輸出におい

て主力品目の一つであるながいもに焦点をあて、

輸出相手国の上位である台湾及びアメリカ向け輸

出戦略を複数の系統農協による輸出事業の展開と

の相関関係を明らかにすることである。特に輸出

先を舞台とした日本国内の産地間競争が見受けら

れつつある中で各産地による販路確保の展開を中

心に検討していく。

2 調査の概要

筆者は本稿の作成にあたり、青森県産ながいも

の事例として、平成22年10月、 12月にゆうき青森

農業協同組合営農経済部（以下、「ゆうき青森農

協」と略す。）、同年11月に全国農業協同組合連合

会青森県本部やさい部（以下、「全農青森県本部」

と略す。）において管理者及び担当職員を対象と

キーワード：ながいも、市場、販路
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したヒアリング調査を実施した。また北海道産な

がいもの事例として同年11月にホクレン通商、帯

広市川西農業協同組合農産部（以下、「帯広市川

西農協」と略す。）において青森県と同様な調査

を実施した。

なお、本稿の調査対象を北海道、青森県の2地

域に設定した理由は、両者共に国内有数のながい

も産地である点いを重視しており、その中でも

帯広市川西農協及びゆうき青森農協が各県で有力

な産地であるためである。

(1) 帯広市川西農協の概要5)

帯広市川西農協は、平成15年に帯広川西農協と

帯広市農協が合併して設立した北海道東部である

十勝平野の中央に位置する農業協同組合である。

組合員数は 1万390人（正組合員832人、准組合員

9,478人）であった。農産物の販売額は、 163億円・

（農産物103億9,549万円、畜産物51億1,816万円）

であり、主力品目は小麦、甜菜、馬鈴薯、豆類、

スイートコーン、ながいも等が挙げられる。

ながいも生産の特徴として、平成18年11月に管

内のながいもが「十勝川西ながいも」として地域

団体登録商標（商標登録第5002095号）を取得し

ている点が指摘できる。なお、「十勝川西ながい

も」は、帯広市川西農協をはじめ近隣農協（芽室

農協、中札内農協、足寄農協、浦幌農協、新得農

協、十勝清水農協、十勝高島農協）を含めた 8農

協で連携して「川西ながいも運営協議会」を設置

し、ブランドの管理・運営を行っている。

(2) ゆうき青森農協の概要6)

ゅうき青森農協は、平成22年に東北天間、野辺

地町、らくのう青森、倉内地区酪農の4つの農業

協同組合が合併して設立された青森県上北郡東部

に位置する農業協同組合である。主管する地域

は、東北町、七戸町、野辺地町、六ヶ所村の 4地

域であるが、酪農畜産事業のみ、青森市、弘前

市、十和田市、平内町、横浜町を含む広範囲を対

象としている。組合員数は3,931人（正組合員

3,179人、准組合員752人）であった。農畜産物部

門の販売額は総額143億7,000万円（農産物84億

3,100万円、畜産物59億3,900万円）であった。農

産物の主力品目は、ながいも、にんにく、米穀等

が挙げられる。

II ながいも輸出の実態

1 全国

平成22年の野菜（生鮮・冷蔵・乾燥を含む）輸

出金額は29億3,094万円 7) であり、前年比95.8%

と4.2ポイント減少している。この年は、我が国

が積極的な輸出事業へ取組を開始した平成15年以

降において輸出金額の減額が連続した初めての年

であり、農産物輸出が厳しい段階に直面したとい

える。減少の要因はリーマンショック以降による

欧米の景気低迷による消費動向の停滞や円高の進

行の影響といわれている。

品目別にみると、ながいもが19億9,592万円

(68.1 %)と最も大きい。次いで、きのこ (13.1%)、

乾燥しいたけ (5.6%)、かんしょ (5.4%)、キャ

ベツ等 (0.9%) となっている。ちなみに平成17

年を除いた全ての年次においてもながいもが野菜

輸出額の過半数を占めており、野菜輸出の主力品

目であることが理解できる。

次にながいもの輸出数量及び輸出相手国につい

てみていこう。表 1は、ながいもの輸出動向の推

移を示したものである。平成22年のながいも輸出

量は5,334トンであり、最大輸出相手国は台湾

3,619トン (67.8%)、次いでアメリカ 1,196トン

(22.4%) となっている。この両国で総輸出量の

90%程度の著しく高いシェアを占めている。それ

以外にはシンガポール、タイ、イギリス等があげ

られるが、数量は僅かであり、なおかつシンガポ

ー］レ以外へは継続した輸出ではなく、試験段階の

輸出が主流である。つまり現状では台湾、アメリ

カの両国が、ながいも輸出において重要な市場と

いえよう。更に総輸出量は平成17年以降5,000-

6,000トン台の範囲内で推移している。それらの

数量を輸出相手国別にみると、台湾への輸出量が

減少したことにより、アメリカの比率が高まって

いる。

なお、消費形態は主要輸出相手国で差異が見ら

れる。台湾では山薬という名称で薬膳料理として

消費されている。一方アメリカでは欧米での和食

ブームを契機に日系人用量販店や日本料理店での

需要が中心である。



ながいも産地における輸出戦略の再編 51 

表1 わが国におけるながいも輸出動向の推移
（単位：トン、万円、％）

合計 台湾 アメリカ

数量 金額 数量 金額 数最 金額

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
平成15年 3,801 100.0 152,408 100.0 3.420 90.0 136,310 89.4 296 7.8 13.987 9.2 
平成16年 3,206 100.0 132.858 100.0 2.822 88.0 115,396 86.9 340 10.6 16,047 12.1 
平成17年 5,542 100.0 124.978 100.0 4,222 76.2 102,862 82.3 707 12.8 18,656 14.9 
平成18年 6,903 100.0 179,452 100.0 5,728 83.0 149,165 83.1 1.096 15.9 29,240 16.3 
平成19年 5,794 100.0 187,289 100.0 4,784 82.6 156.447 83.5 980 16.9 29,615 15.8 
平成20年 6,320 100.0 207,507 100.0 5,223 82.6 168,823 81.4 1,075 17.0 37.475 18.1 
平成21年 6,071 100.0 178.982 100.0 4,440 73.1 132,683 74.1 1.468 24.2 41,277 23.1 
平成22年 5,334 100.0 199,592 100.0 3,619 67.8 139,083 69.7 1.196 22.4 41,056 20.6 

資料：農林水産省国際部国際政策課『農林水産物輸出入概況』各年版から作成。

表2 ホクレンによるながいも輸出の推移
（単位：トン、％）

全体 アメリカ

実数 構成比 実数 構成比
平成13年 871 100.0 

゜平成14年 801 100.0 5 
平成15年 1.017 100.0 76 
平成16年 782 100.0 122 
平成17年 1,402 100.0 227 
平成18年 1,613 100.0 296 
平成19年 1,733 100.0 290 16.7 
平成20年 1,397 100.0 195 14.0 
平成21年 1,030 100.0 64 6.2 

資料：ホクレン通商資料から作成。
注：数値は4月～翌年3月。

2 主産地の系統農協による輸出

(1) 北海道

台湾

実数 構成比
871 100.0 

796 99.4 

941 92.5 

660 84.4 

1.175 83.8 
1,317 81.6 

1.443 83.3 
1,202 86.0 

966 93.8 

表2は、ホクレンが取り扱っているながいも輸

出の推移を示したものである。この表をみると、

平成13年以降台湾への輸出が常に総輸出量の80-

90%を占めている点が分かる。次いで平成18年以

降からアメリカヘの本格的な輸出を開始してい

る。その規模は年々減少しており、全体的には台

湾への輸出が重要なままである。台湾のながいも

市場では3L、4L(大きな規格）という日本国内で

の需要が小さく、低価格で販売される規格の需要

が大きい。これらの規格品は国内需要との兼ね合

いから、積極的な作付する産地は少なく、栽培を

志向しても種いもからの管理を要する等栽培に手

間がかかるために数量確保が困難である。しかし

ながら、北海道内のながいも主産地（川西ながい

も連営協議会の管内）では、①徹底したウィルス

管理によって種芋種子体系8)を確立したこと、②

牛産者の作付面積が他産地と比較すると大規模で

表3 全農青森県本部によるながいも輸出の推移
（単位：トン、％）

全体 アメリカ 台湾

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
平成13年産 119 100.0 

゜
119 100.0 

平成14年産 54 100.0 31 58.1 23 41.9 

平成15年産 114 100.0 114 100.0 

゜
0.0 

平成16年産 283 100.0 248 87.5 35 12.5 

平成17年産 495 100.0 479 96.8 16 3.2 
平成18年産 910 100.0 633 69.5 278 30.5 
平成19年産 441 100.0 415 94.1 26 5.9 
平成20年産 296 100.0 279 94.3 17 5.7 
平成21年産 638 100.0 426 66.8 212 33.2 

資料：全農青森県本部資料から作成。
注：年産の期間は、 11-翌年10月。

あり、スケールメリットが存在していること 9)、

の2つの要因から、 3L・4L品の集出荷を可能と

している。

(2) 青森県

表3は、全農青森県本部によるながいも輸出の

推移を示したものである。この表をみると、平成

14年産以降はアメリカヘの輸出が過半数を超えて

おり、最大輸出相手国であることが理解できる。

ヒアリングでは、現在の青森県産ながいも輸出

は、台湾市場での北海道産との競合を避け、新た

な市場として開拓したアメリカヘの輸出を重要視

していることが明らかとなった。アメリカヘのな

がいも輸出に関しては、全農青森県本部は、エン

ドバイヤーの大半が日系人や駐在員を購買層とし

た量販店であるため、国内流通とほぼ同様なケー

スで行えるために、特段の作業を有していない点

をメリットとして挙げていた。この点は、全農青

森県本部におけるながいも輸出の方針が、国内価
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格の安定及び需給調整の役割である点を踏まえる

と妥当な判断である。つまり、全農青森県本部は

北海道産ながいもの様に台湾向け輸出に対して特

段の生産・流通管理を徹底して行い販路確保のた

めに製品戦略の高度化を図り、市場競争を行うこ

とを志向しなかった。そのような事業内容の転換

よりも新規のチャネルとして特段の管理を要さな

い輸出相手国の新規開拓を推進することを志向し

たのである。こうしたことが、最大輸出先を台湾

からアメリカにシフトさせた要因と理解できよう。

m ながいも産地による輸出戦略の実態

1 帯広市川西農協によるながいも輸出戦略

帯広市川西農協によるながいも輸出の目的は、

豊作期の国内市場における需給のミスマッチによ

って価格下落が発生するため、海外への輸出によ

り流通量の調整を行うことで価格安定を図ること

である。

輸出事業を開始した契機は、平成11年に台湾産

バナナの輸入業務を行っていた卸売業者（神戸市）

が、台湾での健康食品ブームに着目し、旧来から

山薬という健康機能性食品として認知されていた

ながいもにビジネスチャンスを期待して取組んで

おり、現在に至っている。管内で出荷されたなが

いもは過半数はホクレン通商を経由して輸出され

ている（ホクレン通商経由が60~70%程度）10)。

積出に使用する主要港湾は苫小牧港であり、台湾

（高雄）まで出港後9日間で到着することとなっ

ている。輸出時の荷姿はコンテナ輸送（輸出量に

応じて20及び40フィ，-ト適切な方を選択）で、コ

ンテナ内は段ボール箱で積載されている。なお輸

出用のながいもは国内仕向（青色）の箱と異なり、

白色の箱を使用しており農協内での作業が混乱を

来さないよう、区別を明確にしている。こうした

選果や梱包という輸出先にニーズのある規格の集

出荷を実現した点が、輸出に係る作業の省力化に

繋がり、安定供給を可能とした。

輸出先での主な販売先は、台湾では卸売市場、

百貨店・量販店、アメリカでは日系人向けの量販

店である。近年の輸出量は1,500~2,000トンであ

り、輸出比率は総生産量 (1万5,000~2万トン）

の8~10%程度であった。なお、ホクレン通商が

取り扱っていない30~40%に関しては商社等を経

由して現地へ輸出している。

輸出品の出荷等の流通は、基本的には国内とほ

ぼ同様なシステムで行っている。ただし、輸出価

格に関しては、輸出相手国の取引相手との価格交

渉を毎週実施しており、検疫や輸送費等の経費を

考慮して日本国内の市況に 1ケース (10kg)当た

り100円を上乗せした設定を維持していた。また、

最大輸出相手国である台湾を主要な販売先の一つ

と認識しており、卸売市場及び百貨店・量販店の

幹部への情報提供、担当者への産地視察等の対

応、残留農薬検査等トレーサビリティに係る資料

の提供等も国内消費地と同様な業務を行ってい

る。台湾への輸出を恒常化させたことにより、生

産者の販売量の安定化を実現させることとなっ

た。この点は輸出開始以前の平成12年において

4L品とL品（国内で需要の高い規格）との価格差

は 1kg当たり40~50円の格差が生じていたもの

が、輸出恒常化以降（平成13~19年の平均）は、

20~30円と縮小傾向が見受けられる。

なお、輸出事業に関する問題点を指摘すると、

第1に台湾市場の需要量が伸び悩んでおり更なる

拡大を望むことが困難であり、現在新規市場の参

入の必要性が高まっている。第2に輸出先での実

需者の中心は、日系百貨店や量販店であり周年供

給が必要な点や多品目少量販売の中でながいもの

取扱量が限定されているため、販売店舗数の増加

が課題である。

2 ゆうき青森農協によるながいも輸出戦略

ゆうき青森農協における本格的なながいも輸出

は、平成17年に全農青森県本部が独立行政法人日

本貿易振興機構を通じて、アメリカ及び台湾に立

地する商社（その後、エンドバイヤーである量販

店へ流通）から買付依頼を受け、取引を行ったこ

とが契機となっている（それ以前にもスポットや

試験的な輸出は行っていた）。

輸出取引が開始された当初の相手国は、アメリ

ヵ、台湾のみであり、現在でもこの両国が中心で

あるが、調査時点迄に試験的な販売も含めるとシ

ンガポール、マレーシア、オーストラリア、カナ

ダという欧米・アジア諸国への輸出経験を有して

いた。輸出相手国への販売に係る手続等の事務に
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関しては、一部商社が介在していた流通も存在し

ているが、全農経由の比率が輸出量全体の大半

(80~90%) を占めていた。全農取扱品の流通業

務は青果物卸売業者が担当している11)。輸出相手

国へ移送後は、アメリカでは、ニューヨーク、ロ

サンゼルス、シアトル等の大都市に立地する日系

人向けの量販店へ販売されている。台湾では市

場・量販店の両者へ流通しており、一般消費者向

けに販売されている。こうした新規の多様な輸出

ルートが確立したことによって、ゆうき青森農協

では、調査時点において毎月 2~3回の海外向け

の出荷を行っており、近年は年間150トン程度で

推移している。この輸出数量は、生産量 (9,000

~1,100トン）の 1~2%程度のシェアである。

なお、輸出事業に関する問題点を指摘すると、

販路が限定され、新規開拓も困難な点が指摘でき

る。最大輸出相手国であるアメリカでの販売先

は、日系人や現地駐在の日本人という和食需要が

存在している地域にスポットをあてている。こう

した和食食材の販売は他の国内産地も志向してお

り、小規模なマーケットで競合するという事態が

発生しやすい状況におかれているため、新規需要

を創出し、販路の確保を行う必要性が高い。しか

しながら、ながいもは、ねばりやぬめり等に代表

される独特の食感は西洋人には受け入れられにく

い点、農協独自では料理方法及び刊行物の作成と

いう普及・啓発に係るプロモーション活動を行う

ことが資金的・人的資源的に不可能である点とい

う2つの問題点が存在しており、新規輸出相手国

を見出すことに苦戦している。特にながいもに関

しては輸出可能な国・地域が20カ国しか存在して

おらず、その中でも継続的なものは限られている

ことも事態を深刻なものとさせている12)。

N おわりに

本稿では、北海道及び青森県の主産地に立地す

る系統農協によるながいも輸出事業の現段階と課

題について検討してきた。最後にまとめとして、

前節までに明らかとなった点を整理し、残された

課題を示すと以下の通りである。

平成10年代中盤までは最大輸出相手国である台

湾において北海道と青森県によるながいもの産地

間競争が発生していた。一般的には日本産農産物

の顧客は富裕層や日系人・日本人駐在員を対象と

しており、その販路が百貨店・量販店へ固定され

るケースが多く、輸出先での競合は発生しやすい

状況である。

今回の事例をみると、その後棲み分けが行われ

ている。その最大要因として輸出相手国市場にお

いてニーズの高い規格の安定供給が指摘できる。

それに加え、産地が輸出専用の流通を行えるの

か、否かも重要な要素の一つとしてあげられる。

つまり、北海道は輸出向ながいも集出荷体制の確

立を選択した。青森県は従来の集出荷システムで

対応可能な市場を模索し、輸出先のシフトを選択

した。この両産地による輸出戦略の今日的展開

が、その後の棲み分けを行わせたと考えられる。

さらに北海道産は台湾市場での需要を把握し、徹

底した日本国内と同様の栽培管理を実施すると共

に地域団体登録商標を取得する等ブランド化を推

進し、他産地よりも品質の優位性を活かす製品戦

略の成熟を実現している。その結果、他産地の追

随を避けられ、台湾でのチャネル確保を実現させ

た。また、青森産は、製品戦略ではなく、従来の

集出荷体制を維持しながら、新たなチャネルの開

拓を志向した。その結果、台湾市場への輸出量を

減らし、新規市場として他産地との競合が少ない

アメリカ市場という新規市場への参入を実現し、

輸出事業の継続を実現させている。

近年では、政府及び各都道府県が園芸作物主産

地において農産物の輸出促進事業を実施している

ために輸出への取組を行う事業者も現れつつある

ことを鑑みると、品目によっては各産地による輸

出相手国における消費市場での競合が発生する可

能性も否めないといえる。こうしたことから、今

後は輸出を志向する各産地が、輸出相手国の情報

収集や新規需要創出のための取組を自ら行う必要

性が高まると共に、その成否が販路確保のポイン

トと考えられる。

以上のことから、日本産ながいも輸出について

は輸出相手国での産地間競争が発生したことによ

って産地マーケティング戦略の再構築を行う必要

性が浮き彫りとなっていた。これらの戦略は、今

後の我が国における野莱産地の輸出に対していか

なる影響を与えるのか。輸出関連事業の拡大や成
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熟化に関係する事象といえよう。

注

1)平成23年6月26日に政府（新成長戦略実現会

議）は、 2017年迄に農産物輸出を 1兆円規模

に増やすという目標の達成時期を、東日本大

震災の復旧・復興及び福島県第 1原子力発電

所の影響を受け、 2年程度先送りする方針を

固めた。

2)増田他[1 J、佐藤他 [3]、下江 [4]、下

渡 [5]を参照。

3)前掲、佐藤他 [3]下渡 [5]。

4)農林水産省大臣官房統計部『農林水産統計」

は、我が国におけるながいも作付面積（平成

21年産）をみると、 5,460haであり、青森県

2,390ha (43.7%)、北海道1,960ha(35.9 %)、

長野県350ha(0.6%)が主産地に該当する。

同様に収穫量をみると、 13万8,000トンであ

り、主産地をみると、青森県 5万9,500トン

(43.1 %)、北海道5万9,200トン (42.8%)、長

野県8,650トン (6.3%)である。

5)組合員数及び販売額は平成22年4月時点。

6)前掲5) と同様。

7)農林水産省国際部国際政策課『農林水産物輸

出入概況ー2010年（平成22年）確定値一』

8) ながいもの安定栽培には、種芋の病害を防止

することが重要であり、その数量の確保が安

定供給に欠かせないものである。北海道内で

は昭和46年以降より生産組織が主体となり、

ウィルス病対策として個体選抜を継続実施し

て優良系統を選抜し、育成している。この基

本種を隔離栽培しながら、 4年間かけて増殖

する種子体系を確立した。またこの体制を維

持するために生産組合を中心として共同抽出

調査を実施する等積極的に病害防止策に取り

組んでいる。

9)帯広市川西農協、ゆうき青森農協管内のなが

いも生産者による平均作付面積は、 3ha、

1 haと格差が生じている。管内の最大規模

の経営農家となると20ha、 5haと更にその

格差が拡がる。詳細は向井 [2]、下渡 [5]

を参照。

10) ホクレン通商経由以外は国内• 海外（台湾等）

の一般商社や市場等を経由している。

11)商社を介した流通は、青森県に本社が立地す

る商社と青果物卸売業者を経由している。

12)平成23年 3月現在、ながいもの輸出可能な

国・地域は以下の通りである。① 「植物検疫

証明書無しで輸出可能な国・地域」 6国・地

域（香港、シンガポール、マレーシア、 EU、

スイス、ノルウェー）、② 「日本で検疫を受

けて、検疫証明書を添付すれば輸出可能な

国・地域」 5国・地域（韓国、台湾、タイ、

アラブ首長国連邦、クロアチア）、③ 「輸出

前に相手国の輸入許可証の取得が必要な国・

地域」 9国・地域（インドネシア、ブルネ

ィ、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタ

ン、ロシア、アメリカ、カナダ、チリ）
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