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乾シイタケ輸出の現状と課題1)

古塚秀夫(鳥取大学農学部)

万 里(鳥取大学農学部)

The lssues lnvolved in the Export of Dry Shiitake Mushroom 

Hideo Furutsuka (Faculty of Agriculture，τottori University) 

Li Wan (Faculty of Agriculture， Tottori University) 

This study considered the following issues in俗

volved in the export of dry shiitake mushroom. 

1) The price of the standard for export should be 

comparable with other standards. 

2) The development of spawn that can produce 

“Dong-gu" (winter mushroom) in the case of 

global warming 

3) A stable supply to the Hong Kong market 

4) The Japanese export of Chinese products dis-

guised as Japanese ones should be prevented. 

1. はじめに

現在，農林水産物・食品輸出(以下区別する必要

がない限り農林水産物・食品を農林水綾物等という)

が官民一体となって促進されている. この契機は，

2004年3月に政府が決定した f現状の輸出額約 3，000

億円を 5年間で倍増させるjという輸出回擦である.

さらに， 2006年 9月に安倍首相(当時)が所信表

明を行っているが，このなかで「平成25年までに

農林水産物等の総出を 1兆円に増やすj という数値

自擦を掲げたことが農林水綾物等の輸出促進を加速

させている. この l兆円を実現するために， 2007 

年 5月に「我が関農林水産物・食品の総合的な輸出

戦略J(以下輸出戦略という)がとりまとめられて

いる. この輸出戦略は，農林水産物等の輸出促進に

おいて重要な役割を采たしている. この輸出戦略に

ついて少し解説しておくと，具体的には①輸出環境

の整備，③品釘別の戦略的な輸出促進， @j意欲ある

農林漁業者等に対する支援，(1)日本食・日本食材等

の海外における需姿開拓の 4本柱がある.特に，

2009年度は号品a加の戦略的な輸出促進と④日本

( 90 ) 

5) It was important to first fill the domestic 

demand for export promotion and promote the 

production of合yshiitake mushroom for the 

domestic demand. 

6) The reduction in production and distribution 

costs should be considered. 

7) In order to ensure that the price of the standard 

for export is comparable with other standards， 

it is necessary to expand into the international 

立larket.

食・日本食材等の海外における需姿開拓に重点が置

かれている このうち舎品段別の戦略的な輸出促進

についてみると，重点、他別品目 (55)，重点観・地

域 (34) に加えて，支援事業主ど集中する品自・地域

を新たに設定し，フロンティアの開拓を悶るとされ

ている. このような輸出戦略によって，今後，農林

水産物等の翰出が促進されると考えられる.

そこで，本研究では乾シイタケ輸出の現状と諜題

について検討する.乾シイタケを取り上げた理由は

次の 2つである.すなわち，その lとして，上述し

たように乾シイタケが輸出促進の重要品目の 1つで

あることである.その 2として，乾シイタケ輸出の

歴史が古いために，ほかの農林水産物等を輸出する

際に参考になることである.

2.予備的考察

(1)輪出促進の脊景と意義

農林水産物等の輸出を促進する背景として， 日本

農業の現状とこれを取り巻く環境がある.まず，後

者について述べると 2) 次のような社会的・経済的
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環境をあげることができる.①世界的な日本食ブー

ムの広がり，②アジア諸国の経済発展による富裕者

層の増加，などである 次に，前者についてである

が，その lとして， WTO体制下に組み込まれたこ

とによって，安価な農産物輸入が増大して規模拡大

が必ずしも販売収入や農業所得の増大に結びついて

いないことである.その 2として，生産される農産

物の品質は国際的に高い水準にあることである.

この農林水産物等輸出促進の意義(メリット)は

次のように整理できる 3) その lとして，産地・地

域に対してであるが，①農林水産物等の新たな販路

拡大，所得の向上，②器内側絡の下洛に対するリス

クの軽減，などがある.その 2として，国民全体に

対してであるが，(i生産量の増加による食料自給率

の向上，食料安全保障への貢献，(g)我が国輸出入バ

ランスの改替，などがある.

(2)輪出の現状と特徴

農林水E1物等輸出の現状とこの特徴は次のとおり

である 第 1に，輸出の現状をみておきたい泊.その

lとして， 2008年における輸出額は4，312億円である

1985年のプラザ合意まで輸出額は 4，0∞億円にとど

まっていた. プラザ合意後の円高基調によって，輸

出額は一時 2，500fj意向まで減少したが，その後増加

傾向にある その 2として，関別輸出である. 2008 

年(総額 4，312億円)では第 H立が香港 (795億円，

18.4%)，第 2位が米国 (724億円， 16.8%)，第 3f立

が勝爵 (491箔:丹， 11.4%)，第 4{:立が台湾、 (481舷門，

11.2%) ，第5位が中国 (437億円， 10.1%)となって

いる.すなわち，アジア諸国のウェートが大きいこ

とがわかる.その 3として，品目別輸出である.

2008年(総額4ぷ2諒円)では水産物関係(1，757億円，

40.7%) と農JiJi物加工食品 (1，140t宮内， 26.4%)が

輸出額の約 70%(2，897億円)を占めている.

第2に，翰出の特徴であるが，ここでは食品と水

産物を除いた農林産物輸出の特徴をとりあげる.そ

の 1として，農林産物輸出に取り組む担い手が個々

の農業者，単位農協やその上部団体，商社など多様

である. このことは，小口ロットによる非効率な輸

送方法で輸出するという課題を内包しているのであ

るl)その 2として，翰出する農林JiJi物が高級品

品質・高価絡)である.そして，米や乾シイタケの

ように同じ商品が一関(日本)において輸出入され

ているケースが出てきている.つまり，低品費・低

( 91) 

価格のものを他国から輸入する一方で，高品質・高

価格である日本産をアジア諸国中心に輸出している

のである.

この 2つ呂の特徴をもっ貿易は，産業開貿易の説

明に用いられた比較生産費説では説明がつかない.

この貿易は，産業内貿易でも同じ商品で差別化が関

られているケースによって説明が可能となる 5) す

なわち， 日本産は高級品(高品質・高価格)として

差別化されているが， この標的市場は， 臼本人と所

得格差が大きくない議裕者腐となる. また， Iヨ本産

を高級品として輸出するならば，高級品の所得弾力

性と価格部力性の視点も考えておく必喜さがある.す

なわち，その lとして，アジア諸国が今後，経済発

肢を遂げれば，さらに岡本政の市場規模が大きくな

ることである.その 2として，価格を引き下げた方

が販売高が場加することである. このことは， 日本

の農林業において生産コストと流通コストの低減に

努める必要があることを意味している.

3. 乾シイタケ輪出の現状

(1)罰内生産の概要(1980年以降)6) 

1)生産量と輸出盤乾、ノイタケの生産量は 1984

年の 16，685tをピークに，その後減少して 2008年

には 3，867tとなっている ただし 2008年は前年

対比 8.4% (301 t) 増加している.輸出量は生産設

とi可じように 1984年の 4，087tをピークに，その後

減少して 2008年には 60tとなっている.輸出廷の

内訳であるが， 1980年から 2008年までをみると，

第 l位が香港 (64.2%)，第 2位がシンガボール

(18.4%)，第 3位が米国 (9.5%) である. この上位

3者で輸出量の 92.1%を占めている. これらの輸出

先は l人当たり GDPが高く，華僑や:在留邦人が多

い盟・地域となっている.香港への輸出都合は

2002年の 82.2%をピークに低下傾向を示している

が，今日でも森港が最も重要な輸出先であるので¥

本節第 3項では香港市場をとりあげて乾シイタケ輪

出について考察する.

2)生鹿戸数生産戸数は 1984年の 68，855戸を

ピークに減少しているが，近年， この減少速度は緩

やかになっている.そして， 20昨年(17，582戸)

から 2008年(17，955戸)にかけて増加に転じている.

3)輪入盤輸入賞はブラザ、合意以降急増して 1996

年 (7，206t)には国内生産量 (6，886t)を上回っている.
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その後， 2001年の 9，253tをピークに減少して 2008

年には6，759tとなっている.輸入量のほとんどが中

国産 (2∞8年 96.6%)であることから判断すると，

この輪入量の減少には，中国産野菜の残留農薬問題

や冷凍ギョウザ問題など， 日本における中国産食料

に対する食の安全性の確保問題が大きく影響してい

る.また，中盟国内における原木事情や経済成長に

よる閣内需要の増大なども影響していよう

4)乾シイタケ単価 図 1に示すとおり国内単価

と盟内輸入単価との間には大きな絡差がある. これ

には次の 2つが婆悶としてあげられる.すなわち，

①中国産の生産コストが安いこと，②中国産は菌床

を利用して生産されているのに対して， 日本~は原

木を利用して生産されている.この生産技術の違い

が乾シイタケの品質格差に繋がって， 日本産は高級

品(高品質・高価格)として商品の差別化が図られ

ていること，である.また，盟産プレミアムも影響

していると考えられる.園内総入単価は， 2005年

まで低下傾向を示している.閣内単(聞は，長期的に

は圏内総入単価の影響を受けて 1999年まで低下傾

向を示している. しかし，それ以降は上昇傾向に転

じている. これは上述した食の安全性の確保問題に

よって日本産の需婆が増大しているためである.輸

出単価(国捺市場)と輸出単価(香港市場)を比較

すると，後者が前者を上回っている. これは香港の

1人当たり GDPが高く，このことによってほかの国・

地域よりも高価格の乾シイタケを購入することがで

きるためで、ある 7) 輪出単価(香港市場・圏際市場)

は，長期的には 2001年まで低下傾向を示して，そ

れ以降は上昇傾向を示している.

上述したように， 日本関内市場及び圏際市場にお

いて， 日本産乾シイタケは中国産に大打撃を被って

いる.しかし国内単価及び輸出単純(国捺市場・

香港市場)が近年上昇している. これによって，生
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図 1. 乾シイタケ単価の推移

資料:林野庁『特潟林産物需給表H特用林gg関係資料~ (各

年)財務省(大蔵省)編『日本貿易月表JJ(各年・各月)
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産者と主主~量が増加している. このように日本の乾

シイタケ生産には切るい兆しをみることができる.

(2)用途別閣内価格の推移

前項で述べたように輸出単価は，近年上昇傾向を

示しているが，輸出量は減少している.本項では，

全差是入札会のデータを利用して， この旅田について

検討する なお，全農入札会では園内生産量の約

20%を取り扱っており， B本国内市場を分析するに

は最適である.

1)用途男IJ取扱盤 データが揃っている全農 13規

格について，これを用途別(家庭ffl，輸出用，業務

用，贈答用)に集計して用途別取扱主主的をみると，

閣2に示すとおり家庭用規格の取扱盤が増加してい

る これは f食の安全性を確保するためには臼本産

を購入するJという消費者意識のためである.これ

に対して翰出用規格の耳元扱量は低迷している.輸出

用規格のうちで，中国産乾シイタケと羨731]化できる

規格は「特小上厚」以上の規格 Cf並どんこJr花ど

んこJf上どんこJ)である. この規格の取扱震をみ

ると， 2002年をピークに減少している.全農 13規

格に占めるこの規絡の取扱量割合も 2004年以降低

下している.また，贈答用需要の低迷にともなって

贈答用規格の取扱量は減少している.業務用規格は，

前述した食の安全性の磁保問題によって 1997年以

降増加している.その後， f量的には減少しているが，

全農 13規格において大きなウェートを占めている

また， この業務周波格の取扱盤の変化には家庭用需

要を満たすために，業務用規格が家庭用に用いられ

ていることも影響している.

2)用途剖錨格的 関3に示すとおり家庭用需要

が;増大したために家庭用規格の価格が上昇してい

る.業務用規格の価格は家庭用規格と同じ傾向を示

しているが， これは家庭用需要を満たすために業務

用規格が用いられているためである.検出用規格の

価格は長期的にはわずかに上昇している.贈答用規

格の価格は贈答用需要の減少によって 1997年以降

低下している.用途簡の価格格差についてみると，

これは縮小している.また，食の安全性の確保問題

が2001年以降にクローズ・アップされる. 2001年

以降における規格間の締格格差についてみると， 13 

規格の平均悩格は 2001年の 2，850円!kgから 2007年

(4月まで)の 4，098円!kgまで，長鍛的に上昇傾向

を示している 一方，価格格差として 13規格につ
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図3. 会農入札会の用途別価格

資料.全農入札会資料(1994年一2007年)
li:l) データが揃う 13焼絡に装つく

2) 2007 年は 1 月 ~4 月のデータである

いて標準偏差を計算すると，これは2001年の 1，720.0

から 2007年 (4月まで)792.1まで，常に低下して

おり，価格の規格間格差も縮小している すなわち，

食の安全性を確保する目的で日本産の家庭用需要が

増大しており，生産者にとって栽培管理が難しい輸

出用規格は，魅了がなくなっている.生産者は販売

収入，最終的には農業所得の増加を自擦に経営行動

している.乾シイタケ生産では，生産者は相対的に

価格が高い規格を生産するという経営合理的な行動

をとっていることがわかる.輸出促進のためには，

翰出用規格の価格がほかの規格に比べて優位になる

ことが要件である.

なお，輸出用規格の取扱設が減少している要因に

は，上述した輸出用規格の価格が優位性をなくして

いることのほかに，地球の fi温暖化jがあげられる.

「温暖化Jの下では，これまでの低鼠菌による輪出

用「どんこjの生産が難しくなっている.輸出促進

のためには，温暖化に対応した生産技術の開発と種

菌の開発が要件である.

(3)香港市場

1)輸出入蚤川第 1に，香港市場の輸入量である

が 19卯年代半ば以降減少傾向にあり， 2006年では

6，223tとなっている.個別市場シェアは， 2006年で

は中国が 97.4%と圧倒的である. このために中国か

らの輸入盤の減少が香港市場における輪入量の減少

に大きく影響している 日本産の市場シェアは 2006

年では 0.9%であり，近年， 1%前後で推移している

プラザ合意以前は， 日本産の市場シェアは70%以上

あって，香港市場において日本産はリーダーとして

位置づけられたが，今ではニッチャーとなっている.

日本産と同様の地位にあるのが韓国産である.

第 2に，香港市場からの再輸出と香港の需要最に

ついてである.再輪出は近年， 1，000 t台で推移して

いる.輸入量から再検出量を慈しヲiくと，香港の需

要量を3草出することができるが， 5，000 t台の需要量

となっている 1人当たり消費量は約 750gである

日本の 1人当たり消費量 (2007年約 88g) と比較す

ると， これを大幅によ回っている.中国料理には欠

くことができない食材ということもあるが， この数

値には中国への移出も含まれていると推察できる.

2)翰出関別市場単価 香港市場単価であるが，

図 4に示すとおり日本産は中国産と比較すると高価

格で推移している. この格差の要因は，前述(本節

(1) 4)) した日本国内の場合と同じである. 2つ自

の要因から臼本産と競合するのは韓国産であるが，

韓関産の香港市場単価は日本産を下回っている.つ

まり，それだけ香港市場において臼本産の評価が高

いということである.

香港市場では日本産は 1%の市場シェアしかない

が， 日本産の単価は高く， f日本産イコール高級品」

というブランド・イメージが香港の消費者に定着し

ている.このブランド価値を維持していくためには，

高品質を維持して，香港市場へ乾シイタケを安定供

給することが要件となる. この要件を満たすために

は，中国産を日本産と偽った偽装表示による日本か

らの輸出は絶対に避けなければならない.コ具体的な

対策として，今後，生産履歴の確立が必要である.
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また， 日本からの輸出の減少に儲止めをかける必要

がある.

4. 課題(まとめ)

食の安全性確保問題によって国内では羽本渡乾シ

イタケに対する需要が増大しこのことが家庭用規

格の価格を言語くしている. この結楽，生産者にとっ

て輸出用規格を生産することの優位性がない.一方，

香港市場では 1%という小さいm場シェアの下で，

日本政はブランドが確立している.第 3節で述べた

輸出促進のための要件ば重要で、あるが， このような

現状で輸出を促進していくためには，さらに次の 3

つの課題がある.第 1に，盟内における乾シイタケ

生産の振興である. これは国内需要を満たすことが

g的であり，家庭用規格の価格の安定化につながる

のである 第 2に，乾シイタケ生産の振興において，

生産コストと流通コストの低減に努めることであ

る. これは香港市場をはじめとする国際市場におい

て高級品(日本産)の価格弾力性が高いという意味

で重要である.第 3Vこ，国際市場において新市場を

開拓することである.新市場を開拓できれば，これ

が輸出用規格の価格をど上昇させて，生産者が翰出用

規格を生産する契機となるのである.

注1)本研究;土地域幾林経済学会~H9 回中関支部大会

(2009.l2)の報告を加ぎをしたものである

2) 文献[1]. [5J参照、

3) 長室林水蔵省 n我がE還後林水産物・食品の総合的な

織的i淡路Jの改訂について.J(2009年)参照

4)文獄 [1J参照.

5)文献 [2]， [5J参照.
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6) 本項の数{法はISl1と同じ資料に基づく.

7)文献 [4J参照

8) 13規格とは，家庭用がF持小!享，特中立立で，主主務用

が加工大，特大並で，贈答用が中J二厚，仁iコ上中で，

輸出府が小上淳，立主どんこである.次の規格は( ) 

内の 2つの用途に用いられている目特小上原(家

庭用，翰I:f:lY苦)，加工小(家庭用，言葉務用)，特小

並(家庭用，業務用)，特下浮(家庭用，業務用)，

小どんこ(主義務用，輸出用). 2つのm途に用いら

れる規格については，その取扱f設を各用途別に 2

分の 1ずつ按分している，

9) 規格別耳元扱鐙により加議平均している. 8)参照

10) 関4を除く輸出入設に関する数値はmONG-KONG

TRADE STATISTICS.J (各年)に基づく.
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