はじめに

寄稿 2

和歌山県は全国1位の柿の産地であり、2017
年の収穫量が国内の約21％と他の産地を圧倒し
ており、またその大部分が紀北地域で生産され
ています。近年では若い購買層の獲得に向け
「柿でハロウィン」
という取り組みを行い、アー
ティストとコラボレーションしたミュージック

柿
（ｋａｋ
ｉ）
米国へ初輸出

ビデオの作成やSNSを利用した情報発信を行う
等、柿の消費拡大に向け努力を続けています。
１．世界の食市場と輸出解禁
世界の食市場は、2009年の340兆円から2020
年までに680兆円に倍増すると見込まれていま
す。わが国の農林水産業・食品産業の発展のた
めには、この成長を取り込むことが不可欠であ
り、農林水産省は2020年に農林水産物・食品の
輸出額を１兆円規模に拡大するという目標を掲
げています。このような中、
2017年10月12日「米
国向け柿生果実輸出解禁」が新聞で報道されま
した。

JA紀北かわかみ

日本政府は1986年8月、柿生果実の輸出解禁

代表理事組合長

宮崎

卓郎

を米国に対し要請しました。以降輸出解禁に
向け日本における病害虫の発生状況や防除対
策のデータ等を提出し、米国側による病害虫
リスク分析が実施されてきました。2015年に
は第30回日米植物検疫定期協議が京都で開催
され、当JA（紀北かわかみ）が現地視察先とな
り急ピッチで輸出に向け協議が行われ、昨年
2017年2月、 富 有 柿5ケ ー ス（1ケ ー ス7.5kg）が
サンプル輸出され、本年1月に本格的な輸出が
行われ、ロサンゼルスにおいて105ケースの販
売を行いました。
２．世界の柿市場と米国
国連食糧農業機関
（FAO）によると、2014年
の柿生産量は1位の中国が373万トンと10年前の
約8割増、2位の韓国は42.8万トンで同4割増と
なっています。3位のスペインは24.5万トンと5
倍以上に伸び、またその7割が輸出向けであり、
今後3年で生産量が倍以上の70万トンに増える
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に増える見込みです。 位は日本で  万トンと

からの輸入を解禁し仕入れ先を広げています。

見込みです。4位は日本で24万トンと横ばい傾
横ばい傾向、
 位はブラジルで  万トンです。

を解禁し仕入れ先を広げています。
柿は米国では特殊な果物で、海外からの移民

向、5位はブラジルで18.2万トンです。
米国では年間約１万トンの柿が生産され、う

柿は米国では特殊な果物で、海外からの移
には人気がありますが、一般的な米国人にはな

ち 米国では年間約１万トンの柿が生産され、う
割以上を輸出しています。米国は高い購買

民には人気がありますが、一般的な米国人に
じみがありません。このため消費者への教育と

ち5割以上を輸出しています。米国は高い購買
力（世界一の
*'3）があり、また人口も増え続

はなじみがありません。このため消費者への
販売店でのサンプル提供などの販売促進活動な

力（世界一のGDP）があり、また人口も増え続
けており、特にアジア系の人々の伸び率もが高

教育と販売店でのサンプル提供などの販売促
しでは主流の果物に押し上げることができませ

けており、特にアジア系の人々の伸び率もが高
く所得も高い傾向があります。さらに健康志向

進活動なしでは主流の果物に押し上げること
ん。

く所得も高い傾向があります。さらに健康志向
の高まりからヘルシーな日本食への関心が高ま

ができません。
具体的に考察すると、 年の米国内で流通

の高まりからヘルシーな日本食への関心が高ま
っています。この点において柿の機能性に注目

具体的に考察すると、2013年の米国内で流通
量は約
 トン程度であるとされています。

っています。この点において柿の機能性に注目
が集まり、旺盛な国内需要を賄うため輸入も行
が集まり、旺盛な国内需要を賄うため輸入も行
っています。その量は年々増加し、
年の輸

量は約6,000トン程度であるとされています。
東アジア系米国人（約
 万人）が主要な消費
東アジア系米国人
（約700万人）
が主要な消費
者であると想定すると、
人あたりの柿消費量

っています。その量は年々増加し、2013年の輸
入量は
 トン（輸入元上位はイスラエル・
入量は1,030トン
（輸入元上位はイスラエル
・ス
スペイン・チリ）
、 年は  トン（スペ

者であると想定すると、1人あたりの柿消費量
は年間約
 玉（ｇ）となり、日本人年間消費

ペイン・チリ）、2014年は1,750トン
（スペイン
・
イン・チリ・イスラエル）
、 年は
 ト
チリ・イスラエル）
、2015年は3,140トンと前年
ンと前年の約
 倍、
年は  トンで約半

とほぼ一致します。東アジア系米国人が柿消費
費の中心になっており、その市場も成熟市場で

の約2倍、2016年は3,260トンで約半分はスペイ
分はスペインからのものであります。そして、
ンからのものであります。そして、2016年にニ

年にニュージーランドから、 年に日本

る可能性が考えられることから、今後は東アジ
ジア系以外の米国人への
35 とともに、新たな食

は年間約4玉
（844ｇ）
となり、日本人年間消費量
量とほぼ一致します。東アジア系米国人が柿消
の中心になっており、その市場も成熟市場であ
ある可能性が考えられることから、今後は東ア
ア系以外の米国人へのPRとともに、新たな食
べ方の提案などの戦略が必要となります。

ュージーランドから、2017年に日本からの輸入 

べ方の提案などの戦略が必要となります。

米国の人口構成と平均所得及び食料支出（Global
Trade Atlas より作成）
米国の人口構成と平均所得及び食料支出
（)NQDCN6TCFG#VNCU
より作成） 









３．重点販売地域を西海岸に設定
３．重点販売地域を西海岸に設定
アジア系米国人世帯は典型的な米国人世帯
アジア系米国人世帯は典型的な米国人世

中心に販路開拓に取り組み、アジア系消費者の
心に販路開拓に取り組み、アジア系消費者の日
日本産柿に対する高評価を得ることで典型的な
本産柿に対する高評価を得ることで典型的な米

います。この為、重点販売地域を西海岸に設
集中しています。この為、重点販売地域を
定すれば、
西海岸に設定すれば、

係での業務利用についてもアプローチしていく
での業務利用についてもアプローチしていく必
必要があると考えています。
要があると考えています。

に比べて、果実製品の購入額が高く、うち35
帯に比べて、果実製品の購入額が高く、う
がカリフォルニア州に集中して
ち％（500万人）
％（ 万人）がカリフォルニア州に

① 日本からの輸送コスト面で有利
①日本からの輸送コスト面で有利
② 高品質なものを志向するアジア系住民が
②高品質なものを志向するアジア系住民が多
い

多い

③ 日本以外の国からの輸入柿との競合が殆
③日本以外の国からの輸入柿との競合が殆ど
どない
（輸入された柿の流通は、東海岸が
ない（輸入された柿の流通は、東海岸が中心）
中心）
④日本産柿はカリフォルニア産柿に比べ、大
④ 日本産柿はカリフォルニア産柿に比べ、
きさや見た目の美しさ、甘さで勝る
大きさや見た目の美しさ、甘さで勝る
といった利点があり、まずはアジア系住民を中
といった利点があり、まずはアジア系住民を
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米国系世帯にも販路を拡大していくという将来
国系世帯にも販路を拡大していくという将来展
展望が開けてきます。また併せてレストラン関
望が開けてきます。また併せてレストラン関係



４．ワールド企業との戦い
４．ワールド企業との戦い
ロサンゼルスの野菜果物卸売業者の話による
ロサンゼルスの野菜果物卸売業者の話による
と、スペイン企業では米国への柿の周年供給を
と、スペイン企業では米国への柿の周年供給を
目指して生産地をスペイン・ブラジル・ニュージ
目指して生産地をスペイン・ブラジル・ニュー
ーランドで確保し、さらに中東・アジア市場を
ジーランドで確保し、さらに中東・アジア市場
有望とみて輸出に取り組んでいるとのことで
を有望とみて輸出に取り組んでいるとのことで
す。柿の生産・販売においてもグローバルな動
す。柿の生産・販売においてもグローバルな動
きがあることを思い知らされました。
 世紀 9#-#;#/#
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きがあることを思い知らされました。

見ますと、生産量と価格が相反しています。


５．日本の柿市場と米国
５．日本の柿市場と米国
日本では10年の間、柿の生産量は20万トン前
日本では  年の間、柿の生産量は  万トン
後、出荷量は17 ～ 19万トンと伸びていません。
前後、出荷量は ～ 万トンと伸びていません。
総務省の家計調査によると、この5年の柿の年
総務省の家計調査によると、この  年の柿の年
間消費量は１世帯当たり約2.5キロで、1990年
間消費量は１世帯当たり約  キロで、 年
代と比べ4割減となっています。2016年の柿出
代と比べ  割減となっています。 年の柿出
荷量は19万1500トン、うち640トンを台湾、香
荷量は  万  トン、うち  トンを台湾、
港、タイなど8カ国・地域に輸出しています。次
香港、タイなど  カ国・地域に輸出しています。
の「米国における柿市場の状況」
のグラフを見ま
次の「米国における柿市場の状況」のグラフを
すと、生産量と価格が相反しています。10月の

月の生産ピーク時の国内流通量を減少させる為、
生産ピーク時の国内流通量を減少させる為、一
一部を輸出に振り向けます。 月上旬に日本を
部を輸出に振り向けます。10月上旬に日本を出
出港し、下旬に米国西海岸に到着すれば、 月
港し、下旬に米国西海岸に到着すれば、10月月
月末のハロウィーン商戦に間に合います。この
末のハロウィーン商戦に間に合います。この時
時期においては、現地カリフォルニア産の流通
期においては、現地カリフォルニア産の流通は
は少なく、スペイン・イスラエル産の出回りは
少なく、スペイン・イスラエル産の出回りは11
 月中旬からで、翌年  月まで販売されます。
月中旬からで、翌年3月まで販売されます。結
結果として、 月下旬から  月上旬の間は日
果として、10月下旬から11月上旬の間は日本産
本産との競合品は少なく、有利な販売が展開で
との競合品は少なく、有利な販売が展開できる
きると見込んでいます。
と見込んでいます。



米国における柿市場の状況
（Global Trade Atlas より作成）
米国における柿市場の状況
（)NQDCN6TCFG#VNCU
より作成）




おわりに
おわりに
現在、外務省が設置したジャパン
・ハウス ロ
現在、外務省が設置したジャパン・ハウスロ

力を入れていきたいと考えています。
能です。柿の認知度を高めるきっかけの一つに
2018年秋は本格輸出の初年度となりますが、
なればと考え、より一層世界への情報発信に力

て頂くよう交渉を進めています。この施設はア
て頂くよう交渉を進めています。この施設はア
カデミー賞の授賞式会場として世界的に知られ
カデミー賞の授賞式会場として世界的に知られ

本産柿生果の新たな条件での輸出が解禁された
たねなし柿
（刀根早生柿）約  トンを送る計画
ので、積極的に取り組み約3トンを送る予定と
であり、さらに本年  月、オーストラリア向け

サンゼルスにおいて、来場者接待用の日本茶の
サンゼルスにおいて、来場者接待用の日本茶の
お茶請けとして、当JAの
「あんぽ柿」を採用し
お茶請けとして、当 -$ の「あんぽ柿」を採用し

るハリウッド＆ハイランドセンター内に位置
るハリウッド＆ハイランドセンター内に位置し、
し、世界への日本文化の発信には最適であるこ
世界への日本文化の発信には最適であること、
と、また
「あんぽ柿」
は冷凍保存が可能であるこ
また「あんぽ柿」は冷凍保存が可能であること
とから時期を問うことなく柿をPRすることが
から時期を問うことなく柿を 35 することが可
可能です。柿の認知度を高めるきっかけの一つ
になればと考え、より一層世界への情報発信に

たねなし柿
（刀根早生柿）
約30トンを送る計画で
を入れていきたいと考えています。
あり、さらに本年1月、オーストラリア向け日
 年秋は本格輸出の初年度となりますが、

なっています。柿生産量日本一の和歌山県とし
日本産柿生果の新たな条件での輸出が解禁され
て、オール和歌山
（JA和歌山県農
・JA紀の里・
たので、積極的に取り組み約
 トンを送る予定

JA紀北かわかみ）での輸出産地づくりに取り組
となっています。柿生産量日本一の和歌山県と
み、和歌山県食品流通課
・JETRO（日本貿易振
して、
オール和歌山（-$ 和歌山県農・-$
紀の里・
興機構）
・JFCジャパン
（株）の協力を得て輸出量
 世紀 9#-#;#/#
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の増大を図りたいと考えます。
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（参考）

日系量販店での販促活動

○あんぽ柿
「たねなし柿」
を一個ずつ皮をむき、機械乾燥
で水分を35％まで乾燥します。種がなく食べや
すく「たねなし柿」
本来の甘味を濃縮させた深い
味わいと柔らかさが特徴です。また、冷凍保存
により周年供給が可能です。

バイヤー向けの料理例

○ジャパン・ハウスについて
日本の多様な魅力を
「世界を豊かにする日本」
として発信することにより、知日派・親日派の
裾野を一層拡大することを目的とした新たな拠
点です。
日本に関する様々な情報がまとめて入手でき
るワンストップ・サービスを提供するとともに、
レストランやショップ等を設置し、民間の活力
と地方の魅力なども積極的に活用したオールジ
ャパンでの発信を実現することとしています。
更に専門家の知見を活用しつつ、現地のニー
ズにきめ細かく対応して現地の人々の共感を呼
ぶよう工夫されています。現在、サンパウロと
ロサンゼルスが開館し、ロンドンは開館準備中
です。
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日本料理店

