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鶴田町みどりの会海外先進地視察研修報告書

■視察先 ニュージーランド、韓国

■期 間 平成 25 年 2 月 24 日（日）～3 月 3 日（日）

■参加者 ・浅利純一 ・佐藤貴郁 ・長峰良孝 ・蒔苗直樹

・三浦 憲 ・出町文人 ・乗田 和 ・瀬戸倫也

・岡 丈乃 ・田澤貴裕 ・釜萢和也 ・松山 聡

・櫻田文人 （以上 13 人）
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第 1 章 視察の目的

われわれ鶴田町みどりの会会員 13 人は、平成 25 年 2 月 24 日から 3 月 3 日

までの 7 泊 8 日の日程で、ニュージーランドに農業視察研修に行ってきた。

現在、日本農業ならびに鶴田町の農業には、農業従事者の高齢化や急激な気

候変動などさまざまな課題があるが、昨今、国論を二分している TPP 問題に代

表される、農業のグローバル化も大きな課題になっている。これからは津軽の

一農家といえども、あらゆる意味で世界と勝負しなければならない時代になる

のだろう。この視察研修の目的は、これから迫りくる農業のグローバル化に備

え、輸出国の農業事情を探ることであり、その中でも果樹農業も盛んな農産物

輸出大国、ニュージーランドを視察することとした。

ニュージーランドは豪州の東南約 1,600km に位置し、全土が西岸海洋性気候

に含まれる。湿度が低く涼しい夏と比較的温暖な冬は、羊・牛などの飼育に適

しており、「英国の海外農業」として羊毛と乳製品の輸出を基盤として発展して

きた。国土面積は日本の 4 分の 3 であるが、人口は日本の 3%の 427 万人（2009

年、国連統計）に過ぎず、国内市場が小さいため、国内生産量に対する輸出の

割合が高いことが特徴である。特に乳製品については、生産量の約 9 割以上が

輸出に振り分けられ、世界最大の輸出国となっている。 草地を最大限に利用し

た牛・羊などの放牧により、乳製品・牛肉・羊肉・羊毛などの畜産物の生産が

盛んである。また果実ではキウィフルーツ・リンゴ・ワイン用ブドウ、野菜で

はバレイショ・タマネギ・カボチャが主要な生産物であり、穀物生産は比較的

少ない。

特にリンゴは南半球という地理的条件を生かし、北半球の端境期に輸出して

くる。昨春も日本にリンゴが輸入されるなど、その存在は脅威である。一方、

日本は農産物自給率も先進国の中では極めて低く、農産物はほとんどが国内向

けに生産されている。日本とニュージーランドの農業事情は、この点で大きく

異なるものであり、真逆といってもいい。

このような現状の中、ニュージーランドの農業者はどこに視点を置き、どこ

を目指して経営しているのか？真逆の環境ながら学べる点はあるのか？生産農

家の視点からそれを探ってきたものである。

次章では、青果物の販売事情・リンゴ・ブドウ・そのほかの作物について詳

しく述べていく。

※農林水産省 ニュージーランドの農林水産業概況より一部出典
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第 2 章 視察内容

（A）青果物の販売事情

・韓国

今回の視察先はニュージーランドであるが、トランジットの関係でソウル市

のスーパーマーケットにも立ち寄った。

2 月 25 日午前、ソウル市のロッテマーケットを見学した。ロッテマーケット

は、ソウル市民の標準的なスーパーということである。裕福層は格上のロッテ

デパートに行くようである。

売っていたリンゴはすべて無袋のふじであった。バラ売りはなかった。

リンゴ価格表

無袋ふじ 8,000 ウォン/中玉 4､5 個入り（約 700 円）

贈答用無袋ふじ 49,000 ウォン/大玉 9 個入り（約 4,200 円）

贈答用無袋ふじ＆和ナシ 49,000 ウォン/大玉各 6 個、計 12 個入り

（約 4,200 円）

品質は産地規格のいわゆる 2 番手 3 番手である。サビシブも多く見られた。

玉筋などを見ると、おそらく消費者はほぼ日本と同じような嗜好であるが、さ

らに大玉を好むようである。栽培技術が追い付いていないのかなと思った。

その後、リンゴを買って食べてみた。われわれのリンゴと比べると、甘みと

酸味が足りない気がしたが、意外と固く、十分食べられるレベルであった。

また韓国では、リンゴよりナシの方が高級であるということであった。リン

ゴとナシの組み合わせで贈答品として売っていた。

そのほかの青果物も全部が韓国産であったが、輸入品は高級品として扱われ

るらしく、ロッテデパートに置いてあるそうである。

またスーパー内のガラス室では、LED 照明を利用した葉物（サニーレタスな

ど）の無農薬・水耕栽培がされており、収穫物は 100ｇ約 1,800 ウォン（約 160

円）で即売されていた。

・ニュージーランド

2 月 26 日 パックンセーブ（ネイピアのスーパーマーケット）
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リンゴ価格表

ロイヤルガラ（ＮＺ産） 3.48ＮＤ/kg（約 280 円）

ブレーバーン（ＮＺ産） 3.68ＮＤ/kg（約 300 円）

ジェネシス（ＮＺ産） 3.68ＮＤ/kg（約 300 円

上記の 3 品種はいずれも赤色品種である。個売りではなく㎏売り（重量）で

あった。大きさは 50 玉大である。色むら・傷も混ざっていた。産地に近いため

か、後述のオークランドのスーパーより若干安いようである。

3 月 1 日 カウントダウン（オークランドのスーパーマーケット）

リンゴ価格表

ロイヤルガラ（ＮＺ産） 3.99ＮＤ/1kg（約 320 円）

パシフィックビューティー（ＮＺ産） 3.99ＮＤ/1kg（約 320 円）

ロイヤルガラ（アメリカ産） 5.99ＮＤ/1.5kg（約 480 円）

グラニースミス（アメリカ産）緑色 5.99ＮＤ/1.5kg（約 480 円）

大都市のスーパーである。品質や大きさは、ネイピアのパックンセーブとほ

ぼ同じであった。1.5 ㎏パック袋詰め（8 個入り）の商品もあった。

ガラやグラニースミスが店頭に並んでいるのは驚いた。しかも数か月前に収

穫されたものなのに。アメリカ産＝プレミアなのだろうか。

2 か所のスーパーを見学してみて、ナイフで皮を切り割って食べる習慣ではな

く、ポケットやランチボックスに入れておき、いつでもどこでも食べることが

できる小玉文化であるということが、品揃えからも理解できた。またニュージ

ーランドは、南半球で一番リンゴの消費量が多いということで、品揃え、量が

多く、青果売場の中でも中心に置かれている印象を受けた。

ブドウ価格表

白ブドウ赤ブドウ品種不明

（オーストラリアかチリ産）
5.99ＮＤ/kg（約 480 円）

意外なことに国産の生食用ブドウはなかったが、視察先の園主の方の話を聞

くと納得できた。ブドウも皮ごと食べてしまうそうである。

両国のスーパーとも撮影禁止であったので苦労した。
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（B）リンゴ

・はじめに

昨年、国内のリンゴが不足したことから、ニュージーランドから Jazz（ジャ

ズ）と Envy（エンヴィ）の 2 品種のリンゴが日本に輸入され、世間で注目され

ました。みどりの会の会員のほとんどはリンゴを栽培しており、この 2 品種は

どんなリンゴなのか？ニュージーランドではどのような栽培方法や輸出体系を

取っているのか？ということに関心が集まりました。今回、2 月下旬に視察した

場合、南半球のニュージーランドではちょうどリンゴの収穫時期、あるいは収

穫前の成っている状態を視察できます。

ニュージーランドは農産物の輸出国であり、今回ニュージーランドのリンゴ

事情を探るため、リンゴ栽培が盛んな北島で品種開発を行っている Plant

&Food Research という研究所のリンゴ園地と、日本に Jazz と Envy を輸出し

た ENZA Fruits という会社のリンゴ園地を視察してきました。

・Plant & Food Research（プラント&フードリサーチ）

ここは政府から補助金を受けている第 3 セクターの研究所で、ニュージーラ

ンド各地に存在します。われわれが視察したヘイスティング地区の研究所では、

主に果樹の研究をしています。園芸作物では、リンゴ・ナシ・ブドウ・核果類

を主に扱っていて、農家への栽培のアドバイスや市場調査、新品種の開発や改

良などをしています。

リンゴ園は約 70ha あります。Jazz と Envy はここで開発されました。最近

は品種開発に力を入れていて、地球温暖化に伴い、それに適応した品種や病害

虫に強い品種を開発していて、また北半球の国向けに寒さに強い品種の開発も

行っているそうです。だいたい 10,000 株を開発して、商品化にたどり着けるの

は 5～6 品種だそうです。

まず栽培方法についてですが、ニュージーランドには丸葉はなく、すべてわ

い化です。台木は M9 台木で、栽植距離は列間が 3.5m、樹間が 1.5m、青森県

で一般に普及している栽植距離よりは密植でした。地面には点滴かんがい用の

ホースが敷かれていました。仕立て方は流し剪定に近い感じですが、側枝の数

は日本のわい化よりは少なく、同じ方向の側枝は 50～60cm 間隔を空けて配置

し、満遍なく光が入るようにし、立枝や太い横枝は外して垂れ下がるようにし

ています。通路に出た枝は、邪魔にならない所で切り落としています。摘果に

関しては摘果剤は使わず、すべて手作業で行われています。摘果は新梢のリン
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ゴはすべて落として、ほかは一つ成り摘果程度です。着色管理に関しては、反

射シートは敷かず、葉取りやツル回しも一切行っていません。

最初に、ニュージーランドで最もポピュラーな品種であるロイヤルガラを視

察しました。約 5～7 年生で、高さはだいたい 3m 程度でした。収穫時期は 2 月

上旬で、わたしたちが視察したときは収穫時期を過ぎていましたが、視察用に

残してありました。ニュージーランドでは、170～180g の小ぶりで丸かじりで

きるリンゴが主流で、このロイヤルガラは 150～160g とさらに小玉でした。通

常は収穫後、少し貯蔵して味をなじませてから出荷するそうで、冷蔵で 8 月ま

で貯蔵できるそうです。

次に、ロイヤルガラをベースに開発した新品種を 2 種類試食させていただき

ました。1 つ目は果肉は硬め、果汁は少なめで甘味が強い品種でした。この品種

は早生の品種で 1 月下旬に収穫しますが、8～9 か月貯蔵できるそうです。日本

の品種だと早生品種のほとんどが長持ちしないので、この品種の貯蔵性には驚

かされました。2 つ目は甘味が強く、果汁がやや多い品種で、この品種の特徴は

皮が厚く収穫の際に痛みにくいそうです。ニュージーランドは日本と同じ島国

で、海外から外来の病害虫が入ってくるので、病害虫に強い品種を作る必要が

あり、現在は病害虫に強い品種と大玉になる品種を掛け合わせて、両方の特性

を持つ品種を開発しているそうです。

最後に Envy を視察しました。約 8～10 年生で高さは 4m くらいで、100t/ha

収穫するそうです。Jazz と Envy は、輸出向けの品種開発プログラムで開発さ

れた最初の 2 品種で、現在は ENZA という会社が権利を買い取っています。

この研究所では新品種を開発して、その権利を業者に販売しているそうです。

現在、この研究所は 23 の国と協定を結び、輸出向けの品種改良に力を入れてい

るそうです。例えば、南島のネルソンにある研究所では栽培試験を行っており、

その地域の気候は南米に似ているので、南米での栽培を視野に入れているそう

です。さらに、寒くて降雪のある北半球向けに、寒さに強い品種や収穫時期を

ずらした品種、日本でいう早生種の育成もしており、アジアに市場展開しよう

としているそうです。また 2010 年から日本でも種苗会社の組合を通じて、市場

展開しようとしているそうです。

この研究所は 1970 年代から研究を開始しましたが、当時と今とでは大きく変

わった点があります。イギリスと姉妹都市であることも関係し、’70 年代では全

体の約 70％がヨーロッパ向けの輸出でした。しかし、それがだんだんと環太平

洋圏の国々に移行してきて、徐々に北米や中国が主なマーケットになっていき

ました。最近は中東にも市場展開してきているので、それ向けの品種改良も行

っているそうです。現在、ヨーロッパのシェアは 35％まで減少しました。この

変動はここ 5、6 年のもので、これは中国、インドの台頭が影響しており、東南
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アジアも近年発達してきているので、そこも視野に入れているそうです。品種

開発や栽培試験の段階から輸出を意識していて、輸出先の気候や消費者のニー

ズを調査し、それに合わせて開発を行っていることに驚かされました。

・ENZA Fruits（エンザフルーツ）

ENZA の親会社である Turners & Growers は、農産物の輸出に関しては世界

トップクラスの企業で、今回ネイピア地区にある ENZA Fruits のリンゴ園地を

視察しました。栽培面積は 70ha で、収穫したリンゴの約 50%は輸出用の生食

として出荷され、残りは国内販売用の生食とジュースなどの加工に用いられる

そうです。栽培方法は Plant＆Food Research とほぼ同じわい化栽培でした。

ENZA Fruits の視察の際、平川市と大鰐町から 7 人の農家の方がちょうどニ

ュージーランドに来ていたので、一緒に視察することになりました。

最初に Jazz を視察しました。5 年生で、Jazz に関しては試験的に栽植距離を

列間 3.5m、樹間が 75cm と、かなり密植で植えていました。また台木も M9 の

ほか、CG202 という台木を使用していました。Jazz は酸味と香りが良いのが特

徴で、大きさは小さめの品種です。今年は干ばつ傾向なので、さらに小玉傾向

だそうです。

次に Envy を視察しました。台木は CG202 で、現在 5 年生で収量が 85t/ha。

約 6 週間後に収穫だそうです。Envy は Jazz より大玉の品種で、食感が良く、

甘味が強いのが特徴です。

昨年、日本に輸出した際に、果実の内部褐変が見つかりました。ENZA でも

そのことは把握していて、原因としては ①輸出する際、貯蔵性を良くするた

めにスマートフレッシュという燻蒸剤で処理していて、その際に温度を上げる

必要があり、それが原因で褐変が発生した。②昨年は雨が多かったので、褐変

が発生しやすい状況だった。③若い木ほど褐変が発生しやすい が考えられる

そうです。その対策としては、若い木は内部褐変のリスクが高いことを考慮す

る、冷蔵やスマートフレッシュ燻蒸処理の際にゆっくり冷やす、などを考えて

いるそうです。また今年は干ばつ傾向なので、今年の気候で内部褐変がどれだ

け発生するか観察したいと考えているようです。

Envy は、大玉で甘味の強い品種を好むアジアで特に人気で、アジアを中心に

輸出は増加傾向にあるそうです。現在、南米やアメリカのワシントン州、フラ

ンスなどでも栽培され始めているそうです。

最後にふじの着色系統品種である KIKU（キク）を視察しました。約 8 年生

で、KIKU の場合は間にわい化の交配樹を植えていました。KIKU は樹勢が強

い品種であることと、地力が良過ぎることが影響しているために、樹勢が強く
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なりやすいそうです。そのため、根切りなどをやって樹勢を落としたそうです。

収量は 91t/ha で、約 4～5 週間後に収穫予定です。KIKU に関しては、どち

らかというと国内販売はほとんど考えてなく、輸出向けに栽培していて、大玉

生産を狙っているそうです。日本へは 2000 年に少しだけ輸出して、2009 年ご

ろから本格的に輸出し始めたそうです。これから日本への輸出は増やすつもり

で、そのための品質管理も考えているそうです。

ニュージーランドやヨーロッパは、小ぶりで丸かじりしやすい品種が好まれ

るのでロイヤルガラや Jazz が人気で、大玉で甘味の強い品種を好むアジアでは

Envy や KIKU が人気だそうです。

・まとめ

今回、ニュージーランドのリンゴ事情を研修して一番驚かされたのは、輸出

に対する戦略の立て方です。日本でも、主に台湾を中心に生食用を輸出してい

ますが、基本的には国内販売向けに栽培したリンゴの一部が輸出されている感

じで、最初から輸出向けに栽培しているわけではありません。ニュージーラン

ドでは、輸出したい国・地域の気候や消費者の趣向を調査し、そこをターゲッ

トにして品種開発・改良・育成を行い、栽培・梱包・輸送まで輸出用にプログ

ラムを設定して販売しています。

昨今、TPP が話題になっていますが、リンゴの場合は輸出がされているので、

TPP に参加することで輸出が増加する、という期待ができるかもしれません。

しかし、作ったリンゴをどのように輸出するか、という考え方ではなく、ニュ

ージーランドのように品種開発から販売までリンゴの輸出に対する戦略がなけ

れば、日本のリンゴの品質がどんなに素晴らしくても、他国に負けず輸出を増

やすのは難しいのではないかと感じました。

またリンゴなどの農産物の輸出入が活発になれば、海外から外来の病害虫が

入ってくるリスクも考えなければなりません。日本から台湾に輸出される際に、

モモシンクイガが注意されているように、他国から日本にリンゴが輸入される

際は、火傷病などの侵入に特に注意する必要があると思います。

いずれにしても、日本ではリンゴの国内消費が頭打ちの状態であることと、

TPP 参加によって貿易が自由化される可能性を考えると、これからのリンゴ産

業にとって輸出というのは一つのカギとなるかもしれません。今回のニュージ

ーランドのリンゴ視察で、研究所が品種開発や育成をし、ENZA が生産・販売

をする、という連携ができているように、日本でも輸出を伸ばすためには、ま

ず初めに、品種開発や苗木育種する業者や機関、リンゴを栽培・生産する農家、

販売する業者、そして国や自治体とが一体となって、輸出に対してもっと情報
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交換する、連携を取る、足並みを揃える、ということが大事ではないかと思い

ました。

（C）ブドウ

・Elmwood Table Grapes（エルムウッドテーブルグレープ／生食用ブドウ園）

生食用ブドウを生産している、Elmwood Table Grapes を視察しました。ここ

の園主は現役の警察官だそうで、もともとブドウ園であった場所を 4 年前に買

い取り、仕事の合間に副業として農作業を行うという兼業農家でした。雇用は

ほとんど使わず、主に家族労働力のみで作業を進めているそうです。

栽培方法は、鶴田町のスチューベンでも一般に行われている垣根仕立てでし

た。日本ではほかに棚仕立てというのがあり、園主もその方法は知っています

が、棚仕立ては樹体への負担が大きいのでやらないそうです。

栽培面積は約 2 エーカー（約 8 反歩）だそうで、ここに 13 種類の品種を作付

けしていました。このうち、主力の栽培品種は 5 品種で、全部で約 10 トンの収

穫量があるそうです。収穫したブドウは、園地の道路沿いに設けてある直売所

で販売したり、地元のスーパーマーケットに卸したりしていて、一部は近所で

週末に行われるフリーマーケットで販売しているとのことでした。

ニュージーランド国内で流通している生食用のブドウは、現在、ほとんどが

価格の安い外国産（主にチリ、南アフリカ）が占めているそうです。国産品に

関しては、価格が若干高くなるそうですが、地元の安心できる果物を求める消

費者が少なからずいるため、こういった方々に PR し続け、これからも消費拡大

に努めたいとおっしゃっていました。

今年のニュージーランドの天候は干ばつであったため、ワイン用のブドウに

は最適の気候であったそうですが、生食用のブドウは若干、出来が悪いそうで、

木の下にかんがい用のチューブを敷設して乾燥対策を施してはいても、ここの

園地のブドウの木は樹齢が高く、根が深くまで入り込んでいるため、かんがい

の効果は限定的であるそうです。やはり果実肥大のためにも、もう少し雨が欲

しかったと言っていました。しかし病害虫の発生は少なく、防除は非常に楽で

あったと言っていました。こういった気候要因で栽培管理が若干変動する点は、

日本のブドウ栽培と同じなのだと感じました。

販売方法として、日本のスチューベンと大きく異なる点は、冷蔵保存という

ことはまったくせず、収穫した直後に販売してしまうというところです。こち

らの園地では、その日の注文分をすぐに出荷できる体制を整えているので、農
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家自らが取り置きするようなことはまったくないそうです。そのためにも多く

の品種を作付けし、収穫時期を少しずつずらしながら、順番に収穫と販売がで

きる品種構成を行っているのだと言っていました。この点に関しては、鶴田町

のブドウ農家も参考にできるのではないでしょうか。

この農園では、鶴田町でも栽培されているスチューベンも、少しですが栽培

されていました。ここで見たスチューベンと鶴田のスチューベンとを比較して

みた場合、味に関しては好き嫌いの分かれる所ですが、全体の平均的な果実品

質は、鶴田町で見る物の方が数段優れていました。

ニュージーランドではブドウの海外輸出を考えていないのですか、と質問し

たところ、オークランド付近でハウス栽培を行い、輸出用ブドウを生産してい

る所もあるが、国内消費向けのブドウより生産コストがかなり掛かるそうです。

現状においては、海外の安い生食用ブドウにはなかなかコスト面からも太刀打

ちできない状況であるし、何よりも果実品質をより一層向上させなければ、輸

出には向かないとのことでした。確かに果実品質という面では、日本のブドウ

の方が見栄えは良く、栽培管理にもより多くの時間を掛けていることが、園地

を一目見ただけで分かりました。

これはニュージーランドにおける農産物の消費スタイルの違いからだと思わ

れますが、こちらのスーパーマーケットでは、野菜や果物のほとんどが㎏単位

での量り売りで、消費者はそれほど見た目を気にすることもなく、一度に大量

購入していきます。そのため、ニュージーランド国内向けの農産物は、この消

費スタイルに合わせた栽培方法が行われているのだろうと推測されました。

リンゴ栽培者も言っていたのですが、この国の農産物消費者は、できる限り

有機栽培に近い物を欲しがるそうで、ブドウに関しては大粒の品種であっても

種なし処理（ホルモン剤処理）は行われていませんでした。食べやすくするた

めの処理であっても、薬剤を使うことには消費者の抵抗が大きく、今後も行う

つもりはないそうです。こういった国内事情もあり、ここの園主もできる限り

有機栽培に近づけるため、農薬も化学肥料も最低限しか使わないように心掛け

ていると言っていました。

・Church Road Winery（チャーチロードワイナリー／ワイン用ブドウ園）

この Church Road Winery は、ホークスベイ地域の中心地にあるネイピアと

いう町にあり、トム・マクドナルドさんという方が 1897 年に創業、国内で初め

て赤ワインを作った場所としても知られており、国内外で高い評価を得ている

ワイナリーだそうです。
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このワイナリーでは、約 2,000 エーカー（800ha）という広大なブドウ畑を管

理しており、醸造用のブドウとして、赤ワイン用、白ワイン用を合わせて 19 品

種を栽培しているそうです。多品種栽培の理由として、ここでは数種類のブド

ウを混ぜてワインを作る、フランスのボルドースタイルでの醸造を取り入れて

いることもあるそうです。

このブドウ畑では一切農薬を使用していないそうで、気候がワイン用ブドウ

に適しているため、病害虫に悩まされることはほとんどないそうです。これに

は驚きました。

ワイン工場の中も拝見させてもらい、一つ一つの設備をワイン製造の行程順

に説明していただきました。特に驚かされたのが、赤ワインを発酵させる際に

使う樽の大きさです。3 万 6,000 リットルも中に入るという、その大きさには驚

きました。また、樽の交換時期には、フランスやハンガリーから材料と一緒に

職人を呼び、細かい部品まで指定して完璧に仕上げているそうで、その徹底し

た仕事ぶりには感心しました。

工場の地下にはワインセラーがあり、その一部は昔のワイナリーを再現した

博物館になっていました。そこは創業者のマクドナルドさんが現役のころから

使われている貯蔵庫だそうです。

そのほか敷地内には、樽の並ぶ大広間やきれいな芝生が続く広場が有り、結

婚式やワインの品評会、ジャズイベントなど、さまざまな用途に使われている

そうです。

最後にワイナリーで生産した４種類のワインを試飲することができ、大変お

いしく頂きました。

（D）トマト

・概要

今回、研修させていただいた農場は、別項にもあり、リンゴの研修で訪れた

ENZA Fruits と同じく、Turners & Growers 社の子会社である STATUS 社（ス

テータス社）の農場です。トマト専門の会社で、パッキングの施設も備えてい

ます。総面積は 20ha。栽培品種はプチトマトも含めて各種です（ADMIRO-ア

ドミロなど)。ニュージーランドで生産されたトマトは国内消費がほとんどです

が、STATUS 社では空輸によりアジア、オーストラリアへの輸出も行っていま

す。収穫から 24 時間での流通とエチレンコントロールによって、品質を保って

います。
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・栽培方法について

非常に大きなグラスハウスが何棟も連なっています。他社から買い付けた苗

を自社で水耕栽培します。2 本仕立て苗を使用しています。ココピートと呼ばれ

るココナッツの皮（副産物）を使った 100%天然有機の媒体に移植します。

溶液・気温などは、すべてコンピューターで管理します。ソフトはオランダ

製。溶液は専用の巨大なタンクで混合して、そこから全体へ供給します。廃水

は再利用します。

今回、見せていただいたセクションは Beekist というシリーズで、交配は専

用のハチを使い、それ以外は行いません。ホルモン剤は使いません。摘果もし

ません。ですが、樹勢や栄養状態がかなり安定しているため、1 段 5~6 個で安

定しています。適葉は果実が見える位置まで行います。芽掻きは行います。ち

なみに畦の間に金属のレールが全面に敷かれていて、そのレールに乗って作業

をします。冬にはこのレールお湯を流し、暖房器具として使います。斜め誘因

を行い、およそ 1 年間、1 本の苗から収穫します。日本の倍もある高さから吊り

下げます。

生物学的な防除（益虫により害虫を抑える）Biological Control of Pests を基

本に置き、農薬は最低限度の使用にとどめます。農薬の散布もレールに付けた

スプレイヤーを使用します。ニュージーランドの国民はオーガニック志向が強

いそうです。

収穫はもちろん手作業になりますが、花房ごと収穫します。日本と違い、皮

厚で保存性の高い品種を栽培しています。そういったこともあり、房ごとの収

穫が出来るのかもしれません。

・まとめ

やはり資本による徹底したシステム化、生産性の高い品種、育苗・栽培・収

穫・パッキング・マージンをカットした B to B（企業間）での販売、親会社に

よる輸送などで、徹底した効率化を行っています。食味は違うにせよ、品質も

良く、日本でよく見る手作業が多い栽培では、まったく生産性でかなわないと

思いました。

http://www.turnersandgrowers.com

http://www.statusproduce.co.nz
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（E）総合農園（野菜）

今回、リンゴ・ブドウ・トマトのほかに、その他の作物として研修させてい

ただけたのは、Southern Belle Orchard（サザンベルオーチャード）という少

量多品目を栽培する中規模農家の農園でした（少量といっても日本よりはとて

も大規模ですが）。

園主はフランスさんで、奥さんのテニカさんと 9 年前にオランダから広い農

地を確保するために移住してきました。園地の総面積はおよそ 5ha。もともと

フランスさんは農薬関連の研究を、奥さんは栽培関連の研究をしていたそうで、

2 人のノウハウを合わせて頑張っているそうです。

栽培品目は、パプリカ・トウガラシ・フィジョア（グアバの仲間）・カキ・ブ

ドウなどです。直売も行っています。農業研修も多数受け入れており、宿泊施

設なども設けています。

まず見せていただいたのは、巨大なグラスハウス（ニュージーランドは日照

量が多いためプラスチック製）で栽培されていたパプリカです。面積はおよそ

15a。オランダ製のシステムを導入しており、気温・溶液をコンピューターで管

理していました。水代と環境に配慮し、廃水を再利用するシステムを使用して

います。ちなみに、海藻の成分の粉末、お茶などの有機物、有効細菌などを溶

液に使っていました。よりオーガニックに近い状態を目指しているそうです。

石炭や泥炭を使った苗床を使います。かなり高さを出し、高い所から吊り下げ

ます。生物学的防除（益虫により害虫を抑える）を取り入れ、新種の外来病害

虫が発生した場合のみ、農薬を使用しています。Biobest という会社が発行し

ている生物的防除のチャート（害虫‐益虫の関係を表した図）を使っていまし

た。

次にフィジョアの畑です。面積はおよそ 3ha。霜に弱かったため、北半球か

ら温暖なニュージーランドに持ってきたそうです。樹木の下に点滴チューブで

かん水していました。受粉はハチよりも鳥が行います。海外に輸出する場合は

青いうちに収穫し、ガス（おそらくエチレンのような）をかけて 5 週間追熟さ

せるようです。フィジョアはまだまだ認知度が低いようで、これからもっと認

知されていけば、作付けも増やしていきたいそうです。

通常は 3 人のアルバイト、そして収穫期になると 15 人ほどのアルバイトを雇

っているそうで、時間の空いている主婦の方が多いそうです。

栽培のほか、小さな選果機も備えていて、出荷先も自園のホームページを通

したりなどして、直接、取引先を見つけているそうです。また加工にも力を入

れており、フィジョアのジャムやトウガラシの瓶詰め、それからトウモロコシ

の芯からキシリトールを作り、今まで以上にコスト安の生成したキシリトール
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を販売しています。ニュージーランドも健康志向、オーガニック志向が強いで

す。

基本的には中規模の多品目農家で、日本でやれるといわれていることと同じ

ことをやっています。技術や知識は非常に深いと感じました。また技術面、新

しい作物を作るなど、大規模な企業と同じく 10 年後 20 年後を見つめているの

でしょう。

http://www.southernbelleorchard.com

（F）キウィフルーツ

Agrodome（アグロドーム）という、羊の飼育を含めた総合観光農園にて短時

間ではありましたが、キウィフルーツの畑も見学しました。キウィフルーツに

ついては詳しくはないですが、ブドウの垣根仕立てに似ていると思いました。

この Agrodome は、バイオグローという有機栽培の認証機関に所属しているそ

うです。

ここで教えていただいたのは、PSA という近年ニュージーランドで爆発的に

流行した伝染病です。日本で初めて発見され、感染力が非常に強く、葉や枝が

枯れる病気で、見た感じはリンゴの腐らん病に近い病状だと思いました。この

農場ではキウィ畑全体の 80％が感染したそうで、果実には病気の被害はなく、

人体にも影響はないそうですが、これにより輸出が停止になり、国内販売のみ

となったそうです。この PSA は基本的に雄株に感染するそうですが、この農園

は雌株がメインなので被害は少ない方で、雄株メインの園地では全滅に近い所

もあるそうです。処理としては焼却処理していましたが、被害部だけを切り取

って、枝を出し直すこともできるそうです。

ニュージーランド全体での被害面積は、およそ 1,600ha（東京ドームおよそ

340 個分）で、被害金額はおよそ 2 兆円。キウィフルーツの世界一の生産国は

チリで、ＮＺは３位。世界的に見ると、キウィフルーツ業界としてはそんなに

被害はないそうですが、日本のキウィフルーツは、ニュージーランドの依存割

合が高いので、影響が大きいそうです。

この病気の感染源は、車などの交通機関、人の靴の裏、洋服、風、昆虫など

要因がさまざまで、感染源の特定が難しく、対処できる薬剤もないため、防除

が非常に難しいそうです。今回の研修の際、われわれも何度となく空港で検査

を受けましたが、検疫の重要性なども感じました。

http://www.agrodome.co.nz
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第 3 章 総括

今回の海外視察研修では、視察は大きく分けて、リンゴ・ブドウ・野菜・ス

ーパー4 種類のグループに分け、それぞれに担当者を配置しました。リンゴ栽培

を主とする会員にはリンゴ園を、ブドウを栽培している会員にはブドウ園を、

野菜を栽培している会員には野菜を担当してもらいました。そのおかげで各視

察先では、担当者を中心に熱心にメモを取り、積極的に質問をしていて、非常

に有意義で良い研修でした。

スーパーに関しては、韓国とニュージーランドの 2 か所を視察することがで

き、韓国は日本に近い感じで販売しており、ほかの果実と組み合わせて贈答用

も販売していました。ニュージーランドでは、視察先で聞いたとおり 46～50 玉

クラスのリンゴが山積み状態で陳列されており、1 個販売ではなく、量り売りで

した。

リンゴについて。品種開発の段階から輸出を目指していることに脱帽しまし

た。また、南半球の条件を利用して、季節が逆転する北半球をターゲットにし

て輸出戦略を考えている点は脅威でもあり、視野の広さに驚かされました。

ブドウについて。生食用については、ニュージーランドでもチリなどの安い

輸入品のシェアが多いことに驚きました。しかし、視察した生食用ブドウ園で

は、輸入品よりは割高でも、安心・安全な国産品を PR して販売を伸ばすことを

考えているという点では、日本でも最近よく見られるので共感が得られました。

ワイン用ブドウ園については、日本でもニュージーランド産のワインをよく見

掛けることから、これからどんどん伸びるのではないかと感じました。

トマトについて。わたしたちが視察した Beekist というシリーズは、世界的

に売り出しているブランドで、最近、日本でもこだわった栽培方法や地域ブラ

ンドは見掛けますが、それを世界的に売り出しているのは少ないと思います。

例えばの話ですが、青森県のリンゴも世界に売り出していく際に「日本の青森

リンゴは安全性・品質ともに世界一」のような付加価値やブランドが必要なの

ではないかと感じました。

総合農園について。先ほどのトマトもそうであったように、大型のハウスで

栽培し、さらにコンピューターで管理していました。日本でも、企業では導入

しているところもありますが、個人で所有していることに驚きました。路地栽

培とは異なり、ハウス内では環境が閉鎖されているので、気候条件の管理や病

害虫管理が楽で、減農薬や生物的防除も可能なことから、初期コストは高くて

も十分当てはあるのではないかと感じました。そして、個人でもホームページ

を利用して、他国の輸出業者と直接取り引きしていることから、この国では農
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産物の輸出が一般的なことなのだと感じました。

各園地を視察して共通していることは、ニュージーランドでは（ホルモン剤

も含めて）農薬をあまり使用しないこと、そのために生物的防除を積極的に導

入していること、そして有機栽培にこだわっていること。つまり、できるだけ

自然に近い状態で栽培することが主流となっていることです。そして、輸出に

関してはそれを武器にしていることです。

いずれにせよ、今回、ニュージーランドの農業状況や考え方を視察し勉強す

ることで、感じたところは個人それぞれで違うにせよ、ニュージーランドの輸

出に対する思いには共感しました。今回、海外研修で一番驚いたことは、各国

によって、農業に対する考え方がまるで違うということです。日本の農業は主

に国内向け、ニュージーランドは、作物によっては国内向けもありますが、ど

ちらかというと積極的に輸出するという考えだと思いました。そしておそらく、

ほかの国ではまた考え方が違うのではないか、と思いました。

今回、農産物の輸出国であるニュージーランドを研修することで、農産物の

輸出のためには、どういう考え方や視野を持たねばならないか、ということを

感じることができたのではないかと思います。知識や技術ももちろん大事です

が、それらは今の時代、インターネットや書籍で得ることができます。しかし、

その国の人たちの文化や仕事に対する考え方は、直接その国に行って、見て、

聞くのが一番だと思います。今回、それができたことが一番の収穫だと思いま

す。そして、そのことを地元の農家や仲間と情報を共有することが、まずやる

べきことではないかと思いました。

現在、TPP の交渉のテーブルに就くことが注目されています。TPP の交渉結

果がどうなるかは分かりませんが、日本の農業状況に大変動が起きる可能性は

十分あります。そのときに今回の海外研修で視察したことを生かし、激動する

農業社会を乗り切る力になれればいいと思いました。

最後に、今回、海外先進地視察研修を実施するにあたり、ご支援ご協力くだ

さいました中野町長、産業観光課をはじめとした鶴田町役場の皆さま、一緒に

同行してくださいました東奥日報社の熊谷氏、視察先の仲介をしてくださいま

した今智之氏、そのほか関係各位の皆さまに心より深く感謝申し上げます。


