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は　じ　め　に

　第2次世界大戦後，戦後の混乱から抜け出し，急速
な経済発展を遂げる中で，政府主導による国産農水産
物輸出拡大の動きは2回あった．第1回目の動きは，「農
水産物輸出推進のための予算が急増した」1989年ごろ
から1995年にかけて進められた．第2回目が2005年1
月の通常国会で小泉純一郎首相（当時）が施政方針演
説で「攻めの農政＝国産農水産物輸出の振興」策を打
ち出したことが契機となった国産農産物輸出拡大策
だった．「攻めの農政」の旗の下，小泉政権時には「5
年間で6000億円に倍増」，続く安倍政権では「平成25

（2013）年に1兆円」と目標は引き上げられた．
　2回にわたる政府主導の輸出拡大目標策定の背景に
は，ともに日本の農水産業を取り巻く環境の大きな変
化があった．1回目は牛肉・オレンジ自由化をはじめ
日本の市場開放，食料輸入が一段の拡大を迫られると
いう状況が生まれたこと，2回目は世界的に自由貿易
協定締結の動きが広がる中で，日本政府が豪州などと
の農業を含めた経済連携協定（EPA）締結に動きだし
たことだった．そこには，農産物輸入拡大に対する生
産者などの懸念や不満を払しょくしようという政策的
意図が働いていた．

　同時に国内需要が伸び悩む一方で，中国はじめアジ
ア諸国・地域の急激な経済発展と世界的な食の安心・
安全，健康志向の高まりを背景にした，海外での「高
品質で健康的，安心・安全な」国産農水産物への需要
の高まりがあった．
　それまで農産物では輸入問題が大きな焦点とされて
いただけに，時の首相が提唱した政府主導による輸出
拡大計画のインパクトは大きかった．輸出計画目標達
成に向け，輸出関連予算は増加しアジアなど世界各地
で農産物フェアや物産展が開催され，各自治体，産地
による海外市場を目指す動きも広がった．こうした動
きを追い風に輸出目標策定以降，2007年までは輸出額
は順調に伸びた．しかし，リーマン・ショックを引き
金にした世界経済の低迷，急激な円高の影響で2008
年，2009年と2年連続で前年実績を下回り，1兆円目
標の半分にも満たない4454億円にとどまった．このた
め1兆円達成目標に赤信号がともった．
　赤信号がともる中で，2009年9月には総選挙の結果
を受けて民主党政権が誕生した．同政権下で同年12月
発表された新成長戦略では，輸出目標が「2020年に1
兆円」に修正された．一連の輸出拡大への取り組みの
結果，政治主導による「まず目標ありき」の政策姿勢
に限界があることが示された．ここ2，3年の動きは，同
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時に政府と実際に国産農水産物輸出を担う生産者団体，
自治体などとの緊密な連携を基礎にした，具体的で実
践可能な輸出戦略の構築とその戦略に基づくきめ細か
な戦術を実行していく重要性を示すことにもなった．
　本稿では, 経済界などが，「日本農業を成長産業とし
て捉え，世界市場に進出せよ（日本国際フォーラム政
策委員会，2009）」と主張する中で，戦後2回の政府
主導による輸出目標策定の経緯と問題点を検証し，具
体性のある輸出戦略構築の課題を考察する．

国産農水産物輸出の歴史的推移

　１．明治時代の近代化をけん引した農水産物輸出
　250年近くにわたる鎖国体制を敷いていた江戸時代
にも，日本は海外に開かれた長崎から干しアワビ，フ
カヒレ，干しナマコの「俵物三品」をはじめとして昆布，
スルメなどの水産物を中国に輸出してきた．幕末にな
ると欧米列強の圧力もあって，鎖国状態に別れを告げ
開国に踏み切った．「開国（1854年）以来の日本の外
国貿易の拡大はきわめてめざましく，世界全体の貿易
の拡大のテンポをはるかに越えていた（暉峻，2003）」．
開国によって国際化の道を切り開き，急速な近代化の
ために外貨獲得が国策となったこの時期の日本で，主
な輸出品として活躍したのが，「日本初期の輸出品は
まず生糸と銅であった．そのほかは今日の発展途上国
と同様に，第1次産品とそれに近い半製品（茶，コメ，
シイタケなどの農産物と昆布，乾アワビなどの水産物）
が主要なもので，これらが総輸出に占める比率は初期
には80％，20世紀初頭でも50％を占めていた（暉峻，
2003）」「輸出においては幕末以来の生糸，緑茶をはじ
め，海産物，石炭，銅などの増加が目立っている（中村，
1985）」と述べられるように，生糸や茶などの農産物
関連品や水産物だった．
　「欧米に追い付き追い越せ」と近代化を急速に進め
ようとした明治政府が，工業原材料や欧米の先進的な
技術，知識を求めるために貴重な外貨調達の手段とし
て重視したのが農産物の輸出だった．中村によると，
主要農水産物の輸出額は，1871-73年の585万円から
1883-85年の992万円へと10年余りの間ほぼ倍増し
た．
　明治時代初期に日本の農水産物輸出のけん引役を果
たした産品の一つが茶だった．幕末期に日本に駐在し
た英国の外交官，オールコックも開国期の輸出で茶が
果たした役割をこう評価した．「日本からの主な輸出
品は茶と絹で，どちらも大きな利潤をあげたが，とく
に茶の方がそうであって，中国の緑茶の不足をおぎな

うために需要が大きかった（オールコック，1962）」．
　商業輸出は江戸時代末期からだが，「オランダが
1610年に平戸から日本の茶をインドネシア経由でヨー
ロッパへ輸出したのが，輸出の始まり」（日本茶輸出
組合副理事長の谷本宏太郎氏）ともいわれる．明治政
府は1874年（明治7年）に内務省勧業寮農政課に製茶
掛を設けるなど，勧業奨励の重要な柱の一つとして茶
業振興策に力を入れた．明治政府の支援策もあって米
国市場向けを中心とする茶の輸出は着実に伸びて生糸
に次ぐ輸出品目となり，1887年（明治20年）には総
輸出量の約15％を占めていた．茶と共に明治時代に
入っても輸出を続けたのが，江戸時代に対中国向け輸
出に活躍した長崎県などからの水産物の輸出だった．
従来の俵物三品などに加えて，イワシをはじめとする
水産物缶詰が輸出の一翼を担うようになる．
　「缶詰は，輸出を第一の目的として，昔から製造さ
れ，サケ，マス，カニなどの缶詰は，世界じゅうの市
場へ流れていました（宮崎，1958）」．
　水産物缶詰の輸出は，明治初期に長崎からイワシ缶
詰が初めて輸出されて以来，成長を遂げた．宮崎が述
べるように，江戸時代から明治時代初期にかけて水産
物輸出の主力だった塩干物と肩を並べるほどになる．
　昭和初期には，小林多喜二の小説「蟹工船」にも描
かれたように，船上での缶詰生産が行われるようにな
る中で，カニやサケ・マス，マグロなどの水産物缶詰
が，生糸などと共に日本の重要な輸出品になった．
　日本の近代化が進む中で，新たな輸出農産物として
温州ミカン，リンゴ，ナシなどの果実類が登場する．
果実の中で最初に輸出されたのはミカンで，1885年に
静岡県や神奈川県産のミカンがカナダ向けに輸出され
た．クリスマスの時期に家庭で気軽に食べられること
から，「クリスマス・オレンジ」と呼ばれて定着し始め，
続いて隣国の米国向けにも輸出が広がり始めた．
　リンゴの輸出は，青森県が1895年に北海道の函館港
から中国に3.4トンを輸出したのが始まりで，1899年
にはロシアのウラジオストックにも輸出された．1910
年には中国の上海に販売拠点も設けられるなど，極東
地域向けを中心にリンゴ輸出は次第に広がりをみせて
いく．

　２．戦時体制への移行で，農産物の輸出比重は下がる
　近代化の当初は輸出に重要な役割を果たしてきた
茶，シイタケ，コメなどの農水産物だが，日清戦争や
日露戦争をへて工業化が進展していく過程で比重は低
下傾向をたどった．「第1次産品のなかで茶を代表的商
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品とする農水産物輸出額の比重は，1876～1880（明
治9 ～13）年には総輸出額の41％もあったのに，（略）
1901～05年には10％へと急速に低下していった（暉
峻，2003）」
　特に開国当初は生糸と共に大きな役割を果たしてい
た日本の茶輸出は，大正元年になると総輸出額のわず
か2・6%に低下した．インドやセイロン（現スリラン
カ）など大規模なプランテーション生産をする国々と
の販売競争に敗れたことが響き，輸出額は綿織物など
にも抜かれた．その後，一時的に盛り返したが，第1
次大戦停戦後は次第に減少傾向をたどり，世界の市場
から急速に後退していった．
　軍国主義化を進める日本が第1次世界大戦，第2次
世界大戦と戦時下に突入していく過程で，輸出が増え
たのが水産物だった．特に北洋におけるカニやサケ・
マス漁が活発化したことによってサケやマスなどを原
材料とする水産物缶詰の伸びが目立った．これに魚
粉・鯨油など水産関連製品が加わり，水産物が日本の
輸出品の柱の一つになった．長崎港の通関統計でも，
1937年（昭和12年）には中国，香港，シンガポール
などに向けたイワシ缶詰の輸出額が225万円と最高額
を記録し，機械類・部品類の輸出額の約70％を占め
た．しかし，翌1938年には戦争の激化により輸出額は
大幅に減少し，戦時中は再び回復することがなかった．
　明治時代の後半にミカンとリンゴで始まった果実輸
出は，リンゴの伸びが目立ち，1924年（大正13年）
には輸出量が全生産量の21％に達した．さらに1940
年には中国の東北部，旧ソ連（現ロシア）のウラジオ
ストックなどへの輸出量が，約2万3000トンと輸出開
始以来，最高を記録した．しかし，リンゴの輸出は第
2次世界大戦の勃発によりそれまでの輸出先向けが中
断し，食料需要が増す香港向けなどで輸出は続けられ
たものの，金額ベースでは落ち込んでいった．
　ナシは1933年，上海，大連など中国や台湾に住む在
留邦人向けを中心に輸出が始まった後，シンガポール
やタイなどへと拡大していった．しかし，第2次世界
大戦によってナシの輸出も一時的に中断し，リンゴや
ミカンなども戦争によってほとんど中断した．

　３．第2次世界大戦後の輸出再開の動き
　第2次世界大戦での敗戦後間もなく，国産農水産物
の輸出で活躍したのが，1946年（昭和21年）に輸出
が再開された茶だった．当時，米国に輸出された茶の
輸出量は4372トンであったが，その後輸出は着実な伸
びをみせ，1954年には国際市況に恵まれたこともあっ

て，17,178トンと茶の輸出量で戦後最高を記録した．
しかし，米国やアフリカ諸国などをターゲットとして
きた茶の輸出は，紅茶の不振もあってこの年をピーク
に減少傾向をたどり，1956年には1954年の約40％に
低落した．
　戦後復興時の国産農水産物輸出では，明治時代から
の代表的な輸出品国だった茶と水産物，果実類がけん
引役を果たしていく．戦時中は輸出がほぼ中断してい
た果実は，戦後間もなく連合軍占領下で輸出が再開さ
れた．ミカンと共に明治時代に中国やロシア向けの輸
出に乗り出した青森のリンゴは，戦後しばらくして台
湾から輸入割り当てを取得し，輸出を再開した．1952
年には，県内の出荷団体によって輸出指導や市場調査
にあたる「青森県りんご輸出協会（現青森県りんご輸
出協会）」が設立されるなど，輸出産地の中ではいち
早く輸出に取り組む体制がつくられた．主力の台湾向
けの輸出は，戦後間もなくは年に約400トンだったの
が約2000トンへと拡大していった．しかし，台湾側の
制度によって現地の輸入業者が1社に絞られるなど，
大幅な輸出拡大への障壁も厚かった．
　ミカンは戦後，クリスマス用を中心に再び，カナダ
などへの輸出が始まり，ミカンを原材料とするミカン
加工品の缶詰も戦後復興時には輸出回復に寄与した．
ミカン缶詰の輸出は，世界的に強力な競争国がなかっ
たこともあって，英国や米国，旧西独（現ドイツ），オ
ランダなど欧米諸国向けに戦後年々増加を続けた．
1954年の輸出額724万ドルと前年の約5倍に伸び，一
時は米国，カナダ向けなど6万トン以上の輸出量に達
した．しかし，その後中国産や韓国産との競合もあり，
年間5000トン前後で推移する水準に落ち込んだ．その
後，国内における原料のミカン生産の縮小や円高など
の影響を受たこともあって，1990年代に入ると輸出国
から輸入国に転じる．
　ナシの輸出は，1949年にフィリピン向けが再開され
た．日持ち（貯蔵性）の良さや食味感などが受けて，
1969年にはハワイ，1974年には台湾などと輸出先を
再び広げていった．輸送がコンテナ船に切り替わり，
輸送時間が短縮する中で，輸出先も米国や中東，欧州
などへと拡大し，1982年に生産量の約17%にあたる約
1万5000トンと輸出のピークを記録した．しかし，そ
れ以降は，1984年に二十世紀梨の主産地である鳥取県
が記録的な鳥取豪雪に見舞われたことや円高などによ
る価格競争力の低下などで苦戦が続いた．その後，ア
ジア市場などで価格が安く品質も向上した韓国ナシな
ど他国産ナシとの競合が激化したこともあって，2003
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年（平成15年）には2000トンを割り込んだ．
　一方，水産物では戦時中大きく落ち込んだイワシな
ど缶詰類の輸出が伸び始め，1948年度にはイワシ缶詰
の約3分の1を輸出用が占めた．
　イワシやサンマ，サバ，クジラなどを原材料とする
水産缶詰が主力の水産物輸出は，その後も順調に推移
した．世界有数の水産物生産を誇り，輸出も活発だっ
た「水産大国」日本が，「水産物輸入国」に転じたのは，
高度経済成長による国民所得増大で国民の食生活が大
きな変化を遂げた1971年のことだった．
　このように，戦時中はほぼ中断状態にあった国産農
水産物の輸出だが，戦後の復興期に明治時代からの長
い歴史を誇る茶や水産物，果実を中心に相次いで再開
されていった．1951年のサンフランシスコ講和条約締
結後は，日本の貿易振興策がさらに強化された．1954
年に日本貿易振興機構（JETRO）の前身である財団法
人海外貿易振興会が設立され，1955年には財団法人日
本輸出農林水産物振興会が設立された．その後1958年
に海外貿易振興会が特殊法人日本貿易振興会に改組，
日本輸出農林水産物振興会を統合した．新生JETRO
の中には，国産農水産物の輸出促進事業を担う，農水
産部が設置されるなど，農水産物貿易を推進する体制
が確立された．
　1956年の国産農水産物の輸出状況をみると，工業製
品など輸出全体の対前年比伸び率24％を上回る32％に
なったが，原動力になったのが鯨油などの水産物だっ
た．中でも大きな比重を占めていたのが，サケ・マス
やカニ，マグロ，サンマ，イワシなどの水産物缶詰で，
輸出先は米国や英国，カナダなど世界130か国以上に
広がった．一方で米国向けのマグロなど冷凍水産物や
香港，シンガポール，台湾などに向けた，スルメやコ
ブなど塩干水産物も輸出が伸びた．

４�．茶，果実，水産物がけん引した戦前，戦後復興期
の輸出

　日本の近代化過程で本格化した国産農水産物輸出の
歴史的経緯をみると，戦時体制に入るまでは一進一退
を続けながら一定量を維持してきたことがわかる．そ
のけん引役は，明治時代から台頭した茶や水産物，ミ
カン，ナシ，リンゴなど果実類だった．この構造は，
戦後復興期も基本的に変わることはなかった．戦後復
興期には果実類や水産物の輸出が本格再開されたとは
いっても，輸出の取り組みは戦前からの伝統を受け継
ぐ一部産地に限られていた．財政上の要因もあり，政
府や地方自治体による支援体制もほとんど整わない状

況だった．国レベルで国産農水産物輸出への関心が高
まるのは，製造業や商社を中心に日本企業の海外進出
が活発化する一方で，米国などからの農産物市場の全
面開放圧力が一段と強まる1980年代後半のことだった．

戦後の国産農水産物輸出拡大への
取り組み

　１�．1980年代，国際舞台に本格登場した国産農水
産物

　戦後，深刻な食糧難を経験しながら経済的社会的復
興の道を歩み，欧米諸国に追いつき追い越そうとして
きた日本が，自国の農水産物を本格的に国際舞台に押
し出したのが，1986年（昭和61年）10月にパリで開
かれたパリ国際見本市だった．「日本の農産物や食品
は終始大人気を博し，一大フィーバーが起きた」と当
時の日本農業新聞は伝えている．
　1985年9月の「プラザ合意」を引き金とした急速な
円高・ドル安の逆風の中でも，国産農水産物の輸出は
徐々に増え，1988年には24億7000万ドル（3166億
5400万円）となった．こうした中で1988年，国産農
水産物輸出拡大を目指す新たな動きが出てきた．農林
水産省は「日本の農水産物の海外市場を開拓，輸出を
支援する事業を来年度（1989年度）から開始する」と
して，1989年度予算に1億2600万円を計上した．具
体的な輸出支援事業を検討する組織として1989年度に

「農水産物輸出基本戦略検討委員会」を発足させた．
　農水省がこうした戦略を打ち出した背景には，米国
などの圧力による牛肉・オレンジの自由化をはじめ日
本の市場開放，農産物輸入の急増，食料自給率の低下
が進むという，日本農業を巡る環境の大きな変化が
あった．
　「円高と市場開放の進展のもとで，農産物輸入が急
増し食料自給率の低下が進んだ．さらに，この輸入急
増とコメの生産力水準の上昇，日本人の食生活様式の
急変（『洋風化』）とコメ需要の減少のもとで，日本の
基礎的農産物であるコメの過剰が恒常化しはじめ，生
産調整政策など60年代まではみられなかった過剰対
策，食料政策がこの期に登場してきた（暉峻，2003）」
　暉峻編の「日本の農業150年」がこう指摘するように，
米国などからの農産物市場開放の圧力の高まりと，
1988年の農産物輸入額は牛肉や穀物などの急増もあっ
て274億ドルと史上最高になった．中でも市場開放を
強く求める米国からの1988年の輸入額は，対前年比
9.1％増の163億ドルと増え，農水省が「市場開放に努
力している裏付け材料になる」としたほどの急増ぶり
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だった．米国などからの農産物輸入の急増は，圧倒的
に輸入に依存する日本の食料供給構造の危険性を露呈
する形になった．
　こうした大幅な市場開放や輸入急増に対して，国内
の生産者や生産団体の間からは不満が高まった．それ
だけに，政府としてもその不満と懸念の解消を狙って
輸出促進を叫ぶ必要性に迫られていた．
　一方，欧米諸国はじめ海外で国産農水産物に対する
需要が少しずつ伸びる動きがみられた．国際化を目指
す日本企業が積極的な海外進出に力を入れ，民間企業
の駐在員とその家族など海外生活をする日本人も増え
た．こうした中で，海外で日本食や国産農水産物への
関心が高まったことが，この時期の国産農水産物拡大
の一つの要因になった．
　国産農水産物の輸出促進関連予算が，1990年度には
4億7000万円と前年のほぼ4倍に急増した．全国農業
協同組合連合会（全農）が青果物の商標を「メード・
イン・ジャパン」に統一することを検討するなど，一
部の生産者団体や自治体の動きも活発化した．
　当時の新聞にも「ロスに農林水産物アンテナショッ
プ　海外で初　7県参加　農水省が来月から」（註1）「世
界市場めざし輸出に意欲　ナシは成功の筆頭格　エノ
キダケ，昨年100トン超す」（註2）「農産物輸出効果いか
に　農水省がブランドマークを試作」（註3）などの記事
が目立った．

　２�．1989年からの1回目の政府主導による輸出促
進策

　こうした取り組みが一定の効果をあげ，ドルベース
による国産農水産物の輸出額は，1989年（平成元年）
の24億7000万ドルが91年には26億1000万ドル，93
年には28億ドルと漸増傾向をみせた．83年（昭和58
年）から93年までの10年間でみると，輸出額で2.3倍，
輸出数量で1.2倍と拡大した．1990年の輸出品目では，
真珠（天然，養殖），たばこ，練り製品，カツオ・マ
グロ類，魚粉が上位5位を占めた．特に輸出の伸びが
目立ったのが，ソース・混合調味（10年間で4.3倍），
野菜の種（2.3倍）などだった．
　輸出先国・地域では，米国，香港，台湾，韓国，タ
イが上位5位までを占める一方で，スイス，ドイツ，
オランダ，英国の欧州勢もベスト10に名を連ねてい

た．ただ,この時期は，まだ中国はじめアジア諸国・
地域が急速な経済成長を遂げる前夜で，国産農水産物
の需要が大幅に拡大する基盤，条件は十分には整って
いなかった．全農のような取り組みはあったものの，
日本の生産者の間でも一部の先進的な産地を除き，輸
出への取り組み姿勢が十分ではなかったことも．輸出
拡大の勢いが続かなかった要因といえる．
　1回目の政府主導による輸出促進策は，先述したよ
うな客観的，主体的要因から，継続的な輸出拡大を図
るという点では多くの課題を残した．しかも，農水省
はじめ関係各分野にもこの間の経験やノウハウが十分
に蓄積されることがなかったことも，問題点の一つと
いえる．その反面，欧米など海外の消費者の間で日本
の農水産物や食品のイメージや認知度を高めるなど，
21世紀に入ってからの2回目の政府主導による国産農
水産物輸出の動きが広がるための基盤整備を進めた役
割は大きい．

　３．1回目の政府主導促進策の中断と輸出の足踏み
　1992年（平成4年）には対前年比で6％増の27億
6800万ドル，1996年には同12.2％増の3164億円（農
産物1701億円，水産物1340億円，林産物123億円）
と比較的順調に伸びていた国産農水産物の輸出だが，
その後足踏み状態が続く．その大きな要因になったの
は，外国為替市場での円高の進行による海外での価格
競争力の低下だった．
　「農業白書　平成11年（1999年）版」が，「一方，
輸出については，我が国の国土条件の制約等を背景と
した経営規模の零細性等に起因するコスト高のため大
きな伸びは見られず，10年（98年）の輸出額は2千億
円にとどまっている．以上の結果，農産物の貿易収支
は恒常的に大幅な赤字となっており，その額は35年

（1960年）の5千億円から平成10年（1998年）には4
兆4千億円まで拡大し，我が国は59年（1984年）以降，
世界第1位の農産物純輸入国になっている」と述べる
など，農水省はじめ政府側の輸出への取り組みへの言
及は減少していく．
　その後の白書など農産物貿易の農水省発表でも，国
産農水産物の輸出動向についてはわずかに触れられる
だけだった．新聞やテレビなどマスコミでの報道も輸
入の数字に限られ，輸出についてはほとんど報じられ

註1 日本経済新聞1989年9月7日付け朝刊．
註2 日本経済新聞1989年2月25日付け朝刊．
註3 読売新聞1991年10月5日付け朝刊．
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なかった．こうした動きは，急速な円高の影響で数少
ない輸出産地の輸出意欲が減退する中で，農水省の輸
出への取り組み姿勢が後退したことも反映している．

　４．地方が先行した輸出拡大への新たな動き
　2000年代に入ると，国産農水産物拡大に向けた草の
根の動きが全国各地で広がり始めた．
　農水省が発表する「食料・農業・農村白書」で，再
び輸出拡大への取り組みの項目が登場したのは，「平
成13年（2001年）版」からだった．ここでは，「農産
物の輸出入に関する施策」として，主要輸出先国・地
域の市場動向や輸入関係諸制度に係る情報の収集など
について提言されるようになった．
　「平成14年（02年）度版」では，「我が国における
農産物輸出の取組み」で事例を取り上げた．
　こうした新たな輸出促進の草の根の動きの推進役
は，平成不況による消費不振で国内市場での需要拡大
が見込めない中で，その活路を海外に求めようという
全国の産地の生産者や生産団体，自治体であった．そ
うした動きを伝えるマスコミ報道も次第に目立つよう
になる．
　輸出促進の動きの一つの転換点になったのが，2003
年（平成15年）5月の「農林水産ニッポンブランド輸
出促進都道府県協議会（30都府県が参加）」の設立だっ
た．同協議会の旗振り役は，日本農業新聞に「輸出力
のある農産物を」の一文を書いた，片山鳥取県知事（当
時）だった．数多くの都道府県が同協議会に結集した
背景には，農水産物の国内需要の停滞がある．農水産
業を取り巻く環境の厳しさを乗り越えるために，輸出
に活路を見いだそうという意識が自治体の間で高ま
り，「各地の特産物の輸出に係る障壁撤廃に向けた活
動や新たな販路の拡大」に向けた具体的な動きが広
がった．
　自治体の動きに対応して，国も農水省関東農政局が
2003年6月に「関東農林水産物輸出戦略検討委員会」
を 発 足 さ せ た． 同 年7月 に は 日 本 貿 易 振 興 機 構

（JETRO）を窓口に「日本食品海外市場開拓検討委員会」
が発足するなど，農水省主導による輸出拡大のための
総合的支援体制が具体的に動き始めた．新たな市場開
拓を目標とした海外市場開拓検討委員会には，コメや
果実，野菜，畜産物，水産物，林産物など各産品の輸
出実態を調査するためのチームが設けられた．
　各チームの活動は，上海，北京，香港，台北，ソウル，
シンガポールなど所得水準の向上が著しく，「輸出市
場として大きな可能性を秘めた」アジア諸国・地域が

中心になった．各チームは，アジア各国・地域の輸入
関連制度や流通規制などの制度調査，各市場の可能性
を探るマーケティング調査などを行った．同委員会が
約2年がかりでまとめた「日本農林水産物等の海外市
場開拓事業に関する基本戦略」と題した提言は，2005
年4月の官民共同による「農林水産物等輸出促進全国
協議会」設立へとつながった．この間の輸出拡大の動
きは，地方の自立的な取り組みが中央を動かした一つ
の典型例として注目する必要がある．

　５�．農林水産省による輸出拡大への総合支援体制の
強化

　「競争力の強い農業」を目指し，国産農水産物の輸
出促進などを柱に，「守り」から「攻め」の農政が強
調され始めたのもこのころからだった．農水省主導の
下で，地方自治体や生産団体，企業などを巻き込んだ
支援体制づくりが進み，2004年（平成16年）度予算
からは支援対策も強化された．農水省が打ち出した「総
合的支援体制」では，海外市場の調査や海外ニーズに
対応する産地の体制整備など，輸出機会を拡大するた
めの多様な取り組みが打ち出された．
　農水省は，輸出促進体制を強化するために，2004年
8月に大臣官房国際部に「輸出促進室」を新設．同年
11月には「農林水産物の輸出を巡る現状について」と
題する報告書をまとめている．同報告書の中では，北
海道・釧路市のスケトウダラ，JA帯広かわにしの長い
も，青森県のリンゴ，JA西いわみ（島根県）のヘルシー
元気米などの先進事例を紹介しており，農水省が具体
的な輸出促進策に乗り出したことを示す．
　輸出促進の財政的な裏付けとして，2004年度の輸出
促進関連予算は8億400万円と2003年度の4700万円
から一気に17倍に増えた．2005年度の予算は9億800
万円と2004年度よりさらに13％近く増加した．こう
した中で，農水省は2005年度から海外での通年型販売
促進など新たな販路づくりや強い産地づくり，ブラン
ドの確立・保護などに絡む知的財産権対策などを含め
た，「総合的輸出支援体制」をさらに強化していく．農
水省の輸出促進策を受けて，各自治体や生産団体など
が競い合うように香港や上海，台北などアジアの有力
市場や欧米各地で「フェア」や「物産展」を次々と開
催するなど，自県産農水産物の売り込み合戦を繰り広
げていった．国内の地域間，産地間競争が激化したが，
中には輸出への取り組み姿勢が不十分であるにもかか
わらず，とりあえず名乗りをあげておこうという自治
体や産地もみられるなど，一時のブーム的な傾向もみ
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られた．
　農水省などの輸出支援策が目指す主要市場が，1回
目の政府主導による輸出拡大計画時の欧米重視から，
アジア地域に移ったことは大きな変化だった．アジア
でも特に比重の大きい東アジア諸国・地域に向けて
は，それまで輸出の中心だったカツオやホタテ貝など
の水産物やリンゴ，ナシなどの果実類の輸出を支援す
る一方で，国外で食品を長期保存するための冷蔵施設
などインフラ整備なども重要課題として取り組まれる
ようになった．
　2000年代に入ってから活発化した農水産物輸出拡大
の動きをけん引したのは，地方自治体と各産地の生産
者団体だった．こうした自発的な取り組みが輸出拡大
の基盤を整備し，一時は輸出への取り組みを後退させ
ていた政府に大きな刺激を与えることにもなった．

戦後2回目の政府主導による
輸出拡大目標の設定

　１�．小泉政権が掲げた初の輸出目標「5年後に6000
億円」

　政府主導による戦後第2回目の輸出拡大策は，2005
年（平成17年）1月21日，衆議院と参議院両院本会議
での「海外では，ナシやリンゴなど日本の農産物が高
級品として売れています．やる気と能力のある農業経
営を重点支援するとともに，企業による農業経営への
参入を進め，農産物の輸出増加を目指すなど，攻めの
農政に転換いたします」という小泉首相の施政方針演
説で，大きなはずみがつく．小泉政権による「攻めの
農政」の掛け声の下，食料・農業・農村政策推進本部
が，2006年4月，「21世紀新農政の推進について（21
世紀新農政2006）」を策定した．この中では，「農林水
産物・食品の輸出額を平成16年（2004年）の2954億
円を平成21年には6000億円にと5年で倍増」させる
ことを目指し，民と官が一体で取り組む方針が掲げら
れた．
　目標数字となった6000億円について，当時，農水省
の担当官として計画策定にあたり中心的役割を果たし
たA氏は，聞き取り調査（註4）に対して「わかりやすい
数字を短期に達成できる目標を立てたいというのが官
邸の判断だった。そこで，計画策定時の輸出額約3000
億円にそれまでの高位伸び率を掛け合わせるなどして
2009年までに倍増という計画がまとまった」と述べて
いる．小泉政権が2003年に「観光立国」を目指して策

定した，「2010年までに訪日外国人旅行客1000万人」
という目標数字と同様，策定当初から「まず数字あり
き」の政策的スローガンの色彩が強かった．
　当初から官邸主導だっただけに，倍増計画をキー
ワードにした輸出拡大政策は積極的に推進される．
2005年4月には，官民共同による「農林水産物等輸出
促進全国協議会（事務局・農水省輸出促進室）」が設
置された．同協議会には，農水，経済産業，外務など
関係各省をはじめ，地方自治体や農水団体，日本貿易
振興機構（JETRO），経済団体，食品会社など官民多
数が参加した．
　国産農水産物輸出の推進組織となる同協議会は，そ
の「基本戦略」で，販路の創出・拡大，輸出阻害要因
の是正，知的財産権・ブランド保護などを柱に，官民
一体で輸出拡大を図る方向性を示した．ただ，協議会
内では農水産業関係者よりも食品業界や流通業界など
産業界関係者の相対的な比重の高さが目立つとの指摘
もある．

　２．安倍政権が「2013年1兆円計画」を打ち出す
　小泉政権を受け継いだ安倍晋三首相（当時）は，
2006年（平成18年）9月29日の衆議院と参議院の本
会議で，「地方を支える農林水産業は，新世紀にふさ
わしい戦略産業としての可能性を秘めています．日本
の農林水産物や食品は国内向けとの固定観念を打破す
るために，おいしく安全な日本産品の輸出を，平成25
年（2013年）までに1兆円規模とすることを目指しま
す」との考えを示し，輸出目標を一段と引き上げた．
　安倍政権が2007年4月に打ち出した，「21世紀新農
政2007」でも，「食と農に関する新たな国家戦略の確立」
のために「農林水産物・食品の輸出の促進」が掲げら
れた．その具体策として，「我が国の農林水産物・食
品の輸出を促進するため，検疫交渉を加速化するとと
もに，輸出先国・地域が求める輸出証明書の発行等の
輸出環境の整備の迅速化，品目別のきめ細かな輸出支
援，日本食・日本食材の海外への情報発信等に重点的
に取り組む」ことをあげている．そのうえで，「平成
25年（2013年）までに我が国農林水産物・食品の輸
出額を1兆円規模とすることを目指す」ことを改めて
強調した．
　小泉政権が2006年に政府として初めて掲げた「5年
で6000億円に倍増」という輸出拡大目標数字は，同年
に政権を引き継いだ安倍政権下で一気に「2013年に1

註4 聞き取り調査は 2010年6月に実施．
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兆円」という目標数字に引き上げられている．このと
きの目標策定について，当時，農水省で国産農産物輸
出拡大政策を担当していた複数の高官への聞き取り調
査（註5）によると，「新たな目標数字の設定では，実際
の達成の可能性よりも目標数字としての区切りの良さ
が重視された」と述べる．ここでも「まず目標数字あ
りき」の政策的意図が先行し，目標達成に向けた具体
的な工程の策定などは盛り込まれないという問題点も
含んでいた．
　小泉，安倍と2代にわたる政権が計画の具体性，実
現性などの課題を含みながらも，強気の輸出目標計画
を設定した背景とその政策的意図としては，次の諸点
があげられる．

①中国をはじめとするアジア地域の急速な経済成長
と国民所得の向上，中間所得層の拡大

②高品質の果実や野菜などをつくり出してきた日本
農業の技術力の高さが評価をされてきた

③「世界的な食の安心・安全，健康志向」の高まり
などを追い風にした日本食人気，「高品質で，おい
しく美しい」国産農水産物に対する高い評価と需
要の高まり

④長引く消費低迷，少子高齢化社会の到来で国内市
場拡大の可能性が小さくなる中で，全国産地の生
産者に輸出志向が高まった

⑤豪州などとの2国間や地域間の経済連携協定
（EPA）締結や世界貿易機関（WTO）交渉への対
応の必要性．交渉では，農水産物の自由化を巡る
厳しい交渉を強いられるため，国際的競争力の強
い農業を目指す手段として，輸出促進が図られる
ようになった

⑥こうした環境の変化と日本農業を取り巻く状況の
変化の中で，農産物輸入拡大に対する農業生産者
や生産団体，消費者などの強い不満と懸念を払拭
しようという政策意図が働いた

⑦小泉政権時の「5年間で6000億円に倍増」計画は，
「2010年までに訪日外国人旅行客を1千万人」の
観光立国構想と同様に小泉政権固有の「ワンフ
レーズ政策」のアピール手法に則ったものだった

⑧安倍政権時の「2013年に1兆円」目標の設定は，
農政での安部政権のプレゼンスを高める狙いが
あった．数値目標の設定では当時の年平均を上回
る伸び率を前提にしており，実現性より「政策的
目標」の色彩が強かった

　以上のような諸要因に加え，当時政権党だった自由
民主党の中で，いわゆる農林族の中心だった松岡利勝
氏が小泉元首相との関係を強化する中で発言力を強
め，安倍政権で農相に就任した要因も無関係ではない．
また，農水省が中国へのコメ輸出に注力していたこと
も同省の輸出への取り組み強化につながったといえ
る．

　３�．国主導の輸出目標策定が自治体，生産団体の錦
の御旗に

　「5年間で6000億円に倍増」「2013年に1兆円」とい
う小泉政権,安倍政権が相次いで打ち出した輸出計画
目標は，前節で先述したように，政権の政策アピール
的色彩が初めから強かった．各農水産物の輸出状況，
輸出産地の取り組み状況，輸出相手先の市場環境，農
水産物輸出のそれまでの経緯などを科学的に分析した
ものではなかった．輸出拡大のための政策協議，環境
づくりなどの努力目標は掲げられていたが，目標達成
のための計画性や具体性に乏しかった．
　一方で，政府が具体的目標数字を初めて掲げたこと
は，輸出拡大に取り組む地方自治体や生産者団体に
とって錦の御旗になった．「攻めの農政」「強い日本農
業の育成」を主張するエコノミストなどの間でも，目
標づくりの方向性や科学的な可能性や問題点などが十
分に検証されることなく，「国家的目標」として定直
した．
　地方先行から政府主導へと変化しながら官民一体によ
る輸出促進への取り組みで，国産農水産物の輸出額は
2000年の2398億円から2007年（平成19年）の4337億
円へと7年間で84％伸びた．中でも輸出の伸びが目
立ったのが，「全体の40％以上を占める」水産物で，7
年間の増加幅が2.2倍と，農産物の63％増を大きく上
回った．
　輸出先を地域別にみると，「関税などの規制が少な
い」香港や「親日的で規制も比較的緩やかな」台湾，「経
済成長の著しい」中国，韓国などアジア諸国・地域で，
輸出先全体の中でのシェアが1999年の59％から2008
年には69.2％と約10ポイント伸びた．その一方で，「長
年にわたる在留邦人向け輸出の実績を持つ」米国は
25％から16.8％へ8ポイント落ち込んだ．

　４．戦後2回の政府主導による輸出拡大策の相違性
　政府主導による国産農水産物の輸出拡大策の1回目

註5 聞き取り調査は2010年6月に実施．
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と2回目の共通性は，1回目が牛肉・オレンジなどの
市場開放圧力の高まりとそれに伴う農産物輸入額の急
増，2回目が豪州やブラジルなどとのEPA締結の動き，
というように日本農業を取り巻く環境の変化がある．
市場開放やオーストラリアなどとのEPA締結など農
水産物輸入拡大につながる動きに対し，生産者団体な
どが強く反対する中で，輸出促進に目を向かせること
で反発を緩和させようという政策意図が，2回にわた
る政府主導による輸出拡大策に投影されている．
　一方，2回の拡大策の間で大きな違いになっている
のが，輸出先市場の大きな変化だった．2回目の拡大
策には，いくつかのプラス要因が後押しをした．第一
には，中国をはじめとするアジア諸国・地域の急速な
経済成長と中間所得層の拡大，第二には，世界的な「食
の安心・安全，健康志向」の高まりの中で，日本食や
国産農水産物への需要の広がりなど輸出拡大の基盤整
備が進んだことがある．
　「油や甘さが控えめで健康に良く，おいしい」「クー
ル，すなわち格好いい食べ物」という日本食のイメー
ジが世界各地に定着しつつある．今ではニューヨーク
やロンドン，パリ，上海など世界の主要都市にすし店
や日本料理店があり，築地や長崎など各地の市場から
アジアや米国などに新鮮な水産物や野菜などが空輸さ
れている．
　2回にわたる拡大策の間には，輸出の主体を担う全
国の産地，生産者，生産団体，自治体の取り組み姿勢
にも大きな違いがある．1回目は地域的にも品目的に
もかなり限定的であったのに対し，2回目は農水省な
どの積極的な輸出促進策などもあって，輸出に取り組
む地域，生産者，品目が大幅に増えた．
　国内の生産者や生産団体にとっては，自分たちがつ
くりあげた産品を海外の店頭に並べ，海外の消費者に

「安心・安全，健康的で，おいしい」と評価してもら
うことは，日本国内での評価，ブランド力，競争力を

向上させ．自分たちの産品の魅力や強みに対する自信
を高めることにもなる．農水省がまとめた「輸出の先
進事例」をみても，全国的な広がりを示している．こ
うした中で，岩手県八幡平市の「安代りんどう」や北
海道帯広市かわにし農協の「なかいも」，福岡県のい
ちご「あまおう」，長崎県の長崎魚市による中国向け「鮮
魚」など，輸出が軌道に乗り始める品目も目立つ．

　５．政府主導の輸出拡大策の成果と課題
　国を挙げて国産農水産物の輸出拡大に取り組むとい
う2回目の輸出目標の策定，それに基づく政策の実施
によって輸出環境の整備は一定程度進んだ．その一つ
が，表1に示したような牛肉や精米，水産物の輸出条
件の確立・緩和など，輸出先国・地域との様々な貿易
上の課題交渉の進展だった．
　その一方で，輸出拡大策の基礎数字となる輸出実績
の具体的な中身の精査が十分ではなかったために生じ
た「輸出拡大＝強い日本の農業育成」という図式が単
純化されるという現象も生じている．国産農水産物の
輸出額の約40%は戦前，戦後を通じ120年以上の歴史
を持つ水産物で，半分以上のシェアを持つ農産物も約
50％は，缶詰やジュースなど加工食品が占める．生鮮
野菜，果実などの「野菜・果実等」は164億円（対前
年比19.8%減）で，農産物全体の2637億円に占める比
率はまだ6.2％にとどまっている．しかも，リンゴが
約54億円と野菜・果実のほぼ3分の1を占めている．
　有力な輸出先と期待される中国を例にとっても，コ
メ以外に国産の青果物で対中輸出が認められているの
は，リンゴとナシにすぎない．他の国・地域でも植物，
動物検疫上の問題などの“非関税障壁”はまだ多い．
また輸出主体側の事情もある．北海道・JA帯広かわに
しのながいも，北海道漁業協同組合連合会（同漁連）
の秋サケ，長野県川上村のレタス，岩手県八幡平市の
りんどう，など農水省が先進事例として紹介する各生

表１　輸出環境整備の主な進展内容

牛肉の輸出条件の確立 米国・カナダ向け（平成17年），香港（同19年），シ
ンガポール，マカオ，タイ（同21年）

精米の恒常的輸出条件の確立 中国向け（平成20年）

水産物の輸出条件の確立
（衛生証明書の発行など）

ロシア向け（平成19年），ノルヴェー，スイス（同19
年），豪州，ウクライナ，ナイジェリア（同21年）

水産物の輸出条件の緩和 中国向け（平成18年，試験成績書の有効期間の延長），
EU向け（自治体による輸出証明書発行事務を簡素化）

資料：農水省「農林水産物・食品の輸出促進対策の概要」平成22年8月を基に作成．
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産地でも，輸出価格や流通問題や安定的な輸出ルート
の確保問題などから，「輸出は依然として国内供給の
調整弁」としているところが多い．一時的な輸出実績
が長期的な輸出拡大につながる保障はないだけに，「国
内需要の落ち込みを輸出で補う」という構想は，現時
点では現実性に乏しいことが分かる．

壁にぶつかる国産農水産物輸出の現状

　１．2007年を期に輸出拡大から減少へ
　2007年（平成19年）まで順調に伸びてきた国産農
水産物の輸出だが，2008年は5078億円（真珠，タバコ，
アルコール飲料の3品目を除くと4312億円）と前年比
1・6%減（同0.6％減）の微減となり，食料援助など
の特殊要因を除けば輸出額の実質的な減少は2000年以

来，8年ぶりとなった．農産物が対前年比7・7%増（同
9.8％増）の2883億円（同2437億円），林産物が同
13・6%増の118億円とそれぞれ前年に比べて増えたも
のの，それまで拡大の推進役だった水産物が前年比
12.7％減（同12・7%減）の2077億円（同1757億円）
に落ち込んだことが，減少の主因になっている．
　2009年の輸出額も減少傾向は変わらず，同12・3%
減の4454億円と大きく落ち込んだ．前年からのマイナ
ス幅は，水産物が17・0%減で農産物の同8.5%減を上
回った．増加傾向にブレーキがかかり減少に転じた要
因としては，急速な円高による輸出価格の上昇，海外
での価格競争力の低下，2008年9月のリーマン・
ショックを引き金にした世界的な経済低迷が主要な輸
出先であるアジア諸国・地域や欧米地域などでの消費
後退を招いていることがあげられる．
　とりわけ輸出の主力である水産物で，サンマなどの
輸出が増え，前年落ち込んだ韓国向けなどのスケトウ
ダラが大幅な輸出増に転じる一方で，漁獲量が減った
サバが対前年比で49・5%減の74億9050万円，カツオ
類が同78・3%減の21億9100万円にとどまったのをは
じめ，円高による価格競争力の低下で産地が輸出を抑
制したことが大きく響いている．輸出の内訳をみると，
水産物が40％強，即席麺，チョコレート，菓子などの
加工食品及び穀粉等が30％強を占める．「攻めの農政」

 

 

 

  

 

 

 

図１　農林水産物輸出額の推移（2009年）
　　　　資料：「貿易統計」を基に農水省作成．

表２　農産物輸出額の内訳（2009年）

加工食品 1225億円

畜産品 351億円

穀粉等 195億円

野菜・果実等 164億円

その他農産物 702億円

資料： 農水省「農林水産物・食品の輸出額の品目別内
訳」を基に作成．



117国産農水産物輸出拡大目標の策定と問題点

を標榜して輸出拡大策を推進してきたのにもかかわら
ず，強い農政を支えるはずの農産物は，野菜・果実類
が全体の3.7％，コメが0.1％と低い水準にとどまる．
　輸出地域の多様化を図ろうとロシアや中東など新た
な市場に向けイチゴやモモなどの果実類やコメ，牛肉，
花き類などの輸出拡大に取り組む動きも全国各地に広
がり始めている．ただ，こうした動きもまだ端緒につ
いたばかりで未知数の部分も多い．

　２．赤信号が灯った「2013年に1兆円」の輸出目標
　1ドルが80円台に突入するなど，円高基調が続き，
世界経済にも明るさがはっきりとは見えてこないなど
厳しい輸出環境の影響を受けて，2009年（平成21年）
の国産農水産物の輸出はさらに減少した．このため，
安倍政権が具体的な裏付けよりも政策的な意図から掲
げた「2013年に1兆円達成」という輸出目標は，その
達成に赤信号がともった．
　逆風が吹く中で，農水省は2009年に，「我が国農林
水産物・食品の総合的な輸出戦略」を改定し，国産農
水産物輸出拡大の意義について，

①事業採算に載せるための量を取りまとめる努力の
中で，産地の活性化や担い手の育成・確保につな
がることも期待される

②国内生産力の強化を通じて食料安全保障に資する
とともに，各種地域振興施策とも相まって，地域
の活性化にもつながる

③日本と諸外国との経済的な結びつきを強化すると
ともに，日本食文化の海外への情報発信を合わせ

て行うことにより，世界各国の人々に日本に対す
る親しみと理解を深めてもらう

という3つの点を改めて強調した．
　その一方で，従来輸出品目から外れていた真珠，た
ばこ，アルコール飲料の3品目を新たに加え，2008年
の国産農水産物の輸出額を従来の4312億円から5078
億円へと766億円かさ上げした．3品を輸出統計に加
えた理由として，農水省は，「日本酒や焼酎などのア
ルコール飲料は日本文化の重要な構成要素の一つと
なっており，農林水産物等の輸出促進を図る上で，ア
ルコール飲料と一体で海外での展示・商談会やPRを
実施することが効果的である．また，アルコール飲料
や真珠の関係者から輸出促進の要望があること」をあ
げる．この3品を加えたとしても，2009年の輸出実績
は4454億円で，従来ベースの最高だった2007年の
4337億円を100億円余り上回ったものの，大目標であ
る1兆円の半分にも及ばないという厳しい状況が続く．

　３．民主党政権下での輸出目標の見直し
　農水省は先述した2009年の「総合的な輸出戦略の改
定」で，「何年か厳しい状況が続くかもしれない」と
しながらも，「2013年に1兆円」達成の目標継続を強
調していた．しかし，2009年9月の民主党政権の発足
という歴史的な転換によって，輸出目標数字は見直さ
れることになった．
　同年12月に発表された民主党政権の「新成長戦略（基
本方針）」では，「農林水産分野の成長産業化」を打ち
出し，「潜在能力が高いと見込まれる品目・地域を中
心に検疫協議や販売ルートの開拓に注力」し，農林水
産物・食品の輸出額を「（2020年までに）2・5倍の1
兆円」にという目標を掲げた．この目標は，2010年6
月に発表された「平成21年度食料・農業・農村白書」
でも改めて示された．大きな転換点ともなる輸出目標
の見直しについて，農水省は「2005年から2009年ま
での平均伸び率約8％を基に目標数字を見直した結果」
と説明する．小泉，安倍政権時の目標設定に比べると
現実的な見直しといえる．
　2009年（平成21年）11月に民主党政権が新たな試
みとして行った行政刷新会議による「事業仕分け」の
会議では，国産農水産物の輸出促進関連予算もその俎
上に上った．農水省は2010年度予算の概算要求で，当
初は22億6500万円を計上していた．しかし，「事業仕
分け」では，仕分け人から「基本的に民間の実行にま
かせて，政府は生産者支援と市場を探すのみでよい」

「生産者の支援（検疫外交，証明書発行など）は農水

 

 

 

  

 

 

 

図２　 国産農水産物輸出額の国・地域別別推移（2009年）
　　  資料：貿易統計を基に農水省が作成．
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省の事業と認めて良いが，商談会，料理学校等は民間
レベルに任せること」「本来の輸出振興は国際市場を
見すえた上でその為に国内の合理化を行うことへのサ
ポートをするもの．今次予算要求されている事業につ
いては，民間やJETROなどでより効率的な対応で削
減可能と考える」――などの厳しい声が相次いだ．ワー
キンググループは結論として，「すべての事業が不要
だというのではなく，生産者支援関係は，その必要性
を認めている．しかし，商談会等は縮小させるべきで
あり，日本食推進についても，その必要性がどうなの
か，という意見があった．当WG（ワーキング・グルー
プ）としては，予算要求の縮減を結論とする」という
ものだった．
　民主党政権誕生後の一連の動きが，これまで比較的
順調に確保されてきた輸出促進関連予算にも影響を与
えた．2011年度予算では，輸出促進関連が14億1900
万円と前年度比約40％減少した．2012年度予算以降，
前年比で多少の増額が認められたとしても，2010年度
予算の水準まで回復するには一定の年数を要すること
になる．

今  後  の  課  題

　2005年から2009年にかけ，「6000億円の倍増」「2013
年に1兆円」と大きな数字目標を掲げ，その錦の御旗
の下に輸出拡大策がとられてきた．しかし，世界景気
と円高の荒波を受け，国産農水産物の輸出は大きな壁
にぶつかっている．国産農水産物にとって魅力がある
海外市場は，それぞれ強い産物を持つ他国産農水産物
との激烈な競争を強いられる市場でもある．厳しい競
争条件の中で，「2020年に1兆円」という新たな目標
の達成を目指すには，「一時的キャンペーン」型の手
法の見直しが不可欠であり，克服すべき課題は多い．
　その策定が政策的意図から出発しているとはいえ，
政府が主導して，いわば国家的な目標として掲げる以
上は，その達成のための具体的な戦略の策定，その戦
略の基づくきめ細かな戦術を打ち立てることが欠かせ
ない．また，「何年までにどの分野では何億円に」と
いうように，中期的計画の最終年までにその目標を達
成していくための工程が明確でなければ，目標は単な
るスローガンに終わりかねない．加えて，輸出環境の
厳しさへの認識もないままに，「このような農業への
国際的関心の高まりは，むしろ日本農業をグローバル
化する好機であり，そのための体質強化に取り組む絶
好のチャンスととらえることができる（本間，2010）」
というような国産農水産物輸出拡大への必要以上の期

待感を生産者や国民に抱かせかねない．2005年以降の
輸出拡大への取り組みの結果が何よりもそのことを示
している．
　農水省は，2009年に打ち出した「我が国農林水産物・
食品の総合的な輸出戦略」で，「既存の重点個別品目
と重点国・地域に加え，支援事業をさらに集中的に実
施する品目・地域を新たに設定し，フロンティアの開
拓を図る」ことを強調した．それまでの総花的・並列
的な戦略に比べると，実績をあげている既存の輸出産
地への重点的な支援など，具体性が出てきたことは評
価できる．
　しかし，特定重点品目・地域をみると，下記の表3
のように，東アジア，東南アジア，北米，中東向けの
各重点品目を組み合わせただけの羅列的な表記がまだ
目立つ．「この地域は，なぜこの品目なのか」「この品
目の輸出をこの地域でどう拡大していくか」の方向性
が絞り切れておらず，輸出戦略が今一つ明確になって
いない．

　「2020年に1兆円」という新たな輸出目標を達成し
ていくためには，以下のような検討，改善に取り組む
べき課題は多い．

①農産物輸出は極めて息の長い取り組みだけに，近
視眼的ではなく輸出先市場のきめ細かなマーケ
ティングに基づいた中長期戦略構築と戦術の展
開。国全体の輸出促進体制の確立

②一定の効果を上げている検疫問題や商標問題など
輸出環境整備のための外交交渉の一層の強化

③農産物輸出は，食文化を含めた日本の魅力を世界
に訴えていくことだけに日本全体の魅力向上と，
国産農水産物売り込みのための「ジャパン・ブラ
ンド」の確立

④海外市場で支持を得るには，「高品質で健康的，安
心・安全」と共に，安定供給が欠かせない。その
ための産地間連携の形成と国のリーダーシップと
自治体との協力強化

表３　国産農水産物輸出の特定重点品目・特定重点地域

東アジア向け 米・野菜・果実・木材

東南アジア向け 食肉・水産物

北米向け 食肉・茶・水産物

中東向け 加工食品

資料： 「農林水産物・食品の輸出促進対策の概要」，農
水省，平成22年4月．
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⑤内外物流など輸出拡大のための基盤整備

文　　　　　献
オールコック　1962　大君の都（下）．岩波文庫，岩

波書店，東京
本間正義　2010　総合研究　現代日本経済分析3　現

代日本農業の政策過程．慶應義塾大学出版会，東
京

井熊　均・三輪泰史　2009　「甦る農業」，学陽書房，
東京

JA全農とっとり　2004　鳥取県におけるナシ輸出の
取組について，鳥取

梶井　功　2003　日本農業――分析と提言（前，後編）．
筑波書房，東京

角山　栄　1980　茶の世界史．中公文庫，東京
神門善久　2006　日本の食と農．NTT出版，東京
三国英実編著　2000　再編下の食料市場問題．筑波書

房，東京
宮崎一老　1958　漁業ものがたり，法政大学出版局，

東京
中村隆英　1985　明治大正期の経済．東京大学出版会，

東京

Summary

　The Japanese government took the initiative in expanding domestic agricultural and fishery product 
exports twice after the war.  Its first initiative was taken in 1989, when “a budget was drawn up for 
promotion of agricultural exports for the first time.”  Its second initiative was triggered by the speech 
which Prime Minister Koizumi delivered in the Diet in January 2005 in order to “make agricultural 
administration positive.”  Prime Minister Koizumi set an export target of “600 billion yen within five 
years,” which was replaced with the next Prime Minister Abe’s target of “1,000 billion yen in 2013.”  
However, the Democratic Party of Japan changed the export target to “1,000 billion yen in 2020” by 
the new growth strategy under the situation where Japanese exports had been smaller than those for the 
previous year in two successive years since 2008 due to steep appreciation of the yen and sluggish 
world economy.  It is not administration policy “based on target” but carefully planned strategy 
emphasizing economic cooperation in East Asian market and ability to execute steadily for completing 
target that is required in order to expand under the situation where market environment changes. 
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