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ブリティッシュ・コロンビア（BC）州は多彩な農水産物や加工食品を生産
しています。国際的な食品安全規格の認証取得に積極的に取り組んでいる
ことから、世界中の輸入業者が BC 州の食品に関心を示しています。BC 州
では最新の農業技術を活用し、輸送インフラも整備されているため、とび
きり新鮮で栄養価の高い食品を消費者に迅速かつ効率的に届けることがで
きます。

ブリティッシュ・コロンビア州は、世界中の市場に農・水産物や	
加工食品を供給しています。

BC州の農水産物と加工食品の輸出額は 2018
年に45億ドルに達し、輸出先は149 市場に
及んでいます。
州政府は 2021 年まで毎年 200 万ドルを BC 州 
の地産地消プログラム「Buy BC」に投入する
方針で、州内の生産者や加工業者の生産・ 
販売活動を支援し、食の安全を確保することを
明らかにしています。



交通・運輸
BC 州はカナダ西岸に位置し、アジア太平洋と北米の
両市場へのゲートウェイなっています。北米の競合 
サプライヤーよりも輸送コストが安く、輸送時間が 
短いというメリットがあります。また、国際貿易協
定により優先的な市場アクセスがあるため、輸送を 
より簡単かつ効率的に行うことができます。 

多様性
穏やかな気候と変化に富んだ地形に恵まれた BC 州は、
大地と海の恵みを活かして、さまざまな食品を生産・
製造しています。BC 州は豊富な農産物と 180 種類の
水産物の産地であり、350 を超える認定ワイナリーを
擁する世界的なワイン産地でもあります。州内の生産
者や加工業者は、果実、野菜、ハーブ薬から、最高
品質の食肉、飲料まで、多種多様な製品を供給してい
ます。

品質と食の安全性
BC 州の食品の品質と美味しさは、国際的に高い評価
を得ている食品トレーサビリティシステム、食品安全
規格、持続可能性基準によって管理されています。

持続可能性の実現に向けて
BC 州では持続可能性の原則に従って食品の生産を
行っています。州内の温室栽培農家は、総合的病害虫
管理や革新的な温室栽培技術の活用で世界をリードし
ています。BC 州の商業漁業者、養殖漁業者、水産加
工業者は連携して、安全で高品質な水産品・水産加工
品を国内外の市場に供給しています。また、水産業界
と州政府は、持続可能な漁業の実現に向けて、共同
で漁業や水産資源の利用に関する保全プロジェクトに
取り組んでいます。

イノベーション
BC 州の農水産業と食品加工業は、柔軟性と適応力を
備えています。州内には、産官学連携による最新の 
研究成果と技術を駆使した近代的なインフラが整備さ
れています。例えば、「カナダ –BC 州アグリイノベーション 
プログラム」は、州内の農水産業と食品加工業の競争
力を高めるプロジェクトを助成しています。

BC州は、カナダ有数の多種多様な農水産物・加工食品の産地です。	 	 
515 種類の農産物、180 種類の水産物を輸出しているほか、世界的に有名なワインや、 
ニッチながら需要が伸びつつある高品質で高付加価値な製品を製造しています。州内
には、農水産物の一次生産者、食品加工業者、飲料加工業者、栄養補助食品、花卉・
ペットフード生産者など、多数の農水産企業や食品加工メーカーが集積しています。

自然がもたらす恵み



野菜
温暖な気候、肥沃な土地、良質な水に恵まれた BC 州は、
アスパラガスからズッキーニまで、多種多様な野菜の栽培
が可能です。2018 年の野菜の輸出額上位 5 品目は、きの
こ類、ピーマン、エンドウマメ、トマト、キュウリでした。
BC 州の温室野菜栽培農家は年間約 10 カ月間新鮮な野菜
を栽培し、州内の市場に出荷し、2018 年の輸出額は 1 億
5,500 万ドルに達しました。

穀物・油糧種子
BC 州における 2018 年の穀物・油糧種子（小麦、キャノーラ、
オート麦、大麦）の生産量は 245,400トンにのぼりました。

花卉・種苗類
BC 州では観賞用花卉や潅木類の生産が盛んです。州内の
花卉栽培農家は、2018 年に切り花約 7,400 万本、屋内・ 
屋外用鉢 植 え 約 4,900 万鉢を生 産し、 年間売 上高は 
約 2 億 9,000 万ドルでした。種苗業者は、多年生植物、 
一 年生植 物、 落 葉 潅 木、 針 葉 潅 木、 陰 樹、 観 賞 樹、 
つる植物、果樹の苗木・種苗を生産しています。

水産物
BC 州は優良な漁場、世界有数のサーモンが遡上する川、 
水 質の良い海洋 養 殖 場に恵まれ、 多種 多様 な 魚 類、 
甲殻類、貝類が豊富に水揚げされます。漁獲される主な
魚種は、養殖サーモン、天然サーモン、オヒョウ、メヌケ類、
メルルーサ、ギンダラ、ニシン、マグロです。貝類・甲殻類は、
天然および養殖のクラム類、養殖牡蠣、カニ、プラウン、
ミルガイ、ウニ、ナマコなどが漁獲され、海藻類の種類も 
豊富です。BC 州はオヒョウ、メルルーサ、ビンナガマグロ、 
ベニザケ、シロザケ、カラフトマスの 6 魚種について、 
海洋管理協議会から認証ラベルを取得しています。

種類豊富で 
美味しい産物
畜産物・家禽製品
BC 州の農 場や牧場では、牛肉、乳 製品、鶏肉、 
七面鳥、卵、豚肉、マトン・ラム肉などの畜産物を
生産しています。2018 年の家畜・畜産品の輸出額は 
3 億 6,400 万ドルを 超 え、 輸 出 の上位 5 品目は、 
豚肉製品、動物油脂、生体牛、乳製品、家禽製品
でした。
BC 州の畜産物・家禽製品
2018 年の生産量

乳製品 牛乳：8 億 420 万リットル

家禽類 鶏・七面鳥：210,510トン

牛肉 88,260トン

卵 9,600 万ダース

豚肉 25,446トン

ラム肉 2,482トン

ハチミツ 1,424トン

果物・ナッツ類
BC 州は変化に富んだ気候を活かし、約 2 万 5,000
ヘクタールの農地でさまざまなベリー類、ブドウ、 
果樹、ナッツ類を栽培しています。代表的な果樹は、
リンゴ、サクランボ、モモ、セイヨウナシ、プラム 

（プルーン）、ネクタリン、アンズで、セイヨウハシバミ 
（ヘーゼルナッツ）、クルミ、クリ、ピーカンナッツな

どのナッツ類の生産も盛んです。BC 州のブドウの栽
培面積は 4,000 ヘクタールに及び、2018 年の収穫量
は 29,500トンを超えました。



飲料
BC 州には 900 以 上のワイナリーがあり、 世界 的 に 
高い評 価を得ています。BC 州で 造られたワインは、
毎年国内外のコンクールで数多くの賞を受賞してい
ます。 州内には 80 種 類を超 えるブドウが栽 培され
ており、栽培面積が多い上位 10 品種は、メルロー、 
ピノ・グリ、シャルドネ、ピノ・ノワール、カベルネ・ 
ソーヴィニヨン、ゲヴェルツトラミネール、カベルネ・フ
ラン、リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン、シラー 
で す。BC 州 は ク ラフトサイダ ー、 ビー ル の ほ か、 
ウイスキーやウォッカなどのスピリッツ類の産 地で 
もあり、新鮮な氷河水や高品質の果汁飲料、野菜ジュース 
の生産地としても知られています。2018 年には飲料の 
輸出額が 8,100 万ドルを超えました。

加工食品
BC 州は多種多様な農産物を生産しており、バラエティに 
富んだ加工食品の製造が可能です。食品加工業は BC 州 
で 2 番目に大きな製造業であり、2018 年の出荷額は
100 億ドルを超え、36,500 人の雇用を創出しています。
2,900 以上の中小規模企業が、国産および輸入の農産物 
や水産物で加工食品を製造しています。

BC 州の食品加工業は、高品質な畜産食品、精白穀物、 
油糧種子、砂糖・菓子類、果物・野菜、乳製品、肉製品、 
水産品、飲料のほか、スナック食品、コーヒー・紅茶、
フレーバーシロップ、濃縮食品、調味料・ドレッシング、
ピザ製品、スープミックス、調理済み食品・サンドイッチ、 
パン・トルティーヤ製品、焼き菓子類、シリアル食品、 
チョコレート・ココア調製品、各種飲料、ペットフードなど 
の加工食品を製造しています。

BC 州の果物
2018 年の生産量 ( 単位：1,000トン )

リンゴ 103.0
ブルーベリー 69.0
クランベリー 52.2
ブドウ 29.6
スイートチェリー 24.5
ラズベリー 7.9
モモ 5.8
セイヨウナシ 5.3
イチゴ 1.1
アンズ 0.9

BC 州農水産物・加工食品の輸出先上位 5カ国
2018 年市場別（単位：100 万ドル）

米国 3,088
中国 533
日本 224
韓国 73
香港 73



豊富な原料・多様な製品
BC 州の農水産業と食品加工業はカナダ有
数の多様性を誇り、500 種類を超える農産
物と約180種類の水産物を輸出しています。

 •  州内に 2,900 社以上の食品・飲料製造会社

 • BC 州の農水産業・食品加工業の年間売り上げは
140 億ドル以上、数千人を地元で直接雇用

 • 2018 年は 45 億ドルの農水産物・加工食品を 149
の市場に輸出

世界市場を目指して
BC 州の高品質な農水産品・加工食品の需要は世界的 
に拡大しており、船舶、航空機、鉄道、道路を組み 
合わせた効率的な物流ネットワークを構築して、 
世界中に輸出されています。州製品の最大の輸出先
は米国で、2018 年の輸出額は 30 億ドルを超えまし
た。その他の主な輸出先は中国、日本、韓国、香港で、
輸出額はそれぞれ 5 億 3,200 万ドル、2 億 2,400 万
ドル、7,300 万ドル、7,300 万ドルでした。

農産品
BC州は2018 年に31億ドルの農産品を世界中の市場に 
輸出しました。米国、中国、日本、韓国、台湾の 5 つ 
の市場への輸出額が全体の 88 パーセントを占めてい
ます。

水産品
BC 州は 2018 年に 14 億ドルの水産品を世界 78 の国・ 
地域に輸出しました。米国、中国、日本、ウクライナ、 
香港の 5つの市場への輸出額が全体の 91パーセント 
を占 めて い ま す。BC 州 の 主 要 水 産 輸 出 品 は、 
養殖アトランティックサーモン、カニ、メルルーサ、
天然ベニザケ、ナミガイ、小エビ・中型エビ、キング 
サーモン、ニシン、オヒョウ、ギンダラ、マグロ、ウニ 
です。

2018 年の水産物輸出額
魚種別輸出額（単位：100 万ドル）

養殖アトランティック
サーモン

541.1

カニ 159.1

メルルーサ 102.7

天然ベニザケ 56.1

ナミガイ 54.8

小エビ・中型エビ 53.1

キングサーモン 
( 天然および養殖 )

46.0

ニシン 36.2

オヒョウ 33.4

ギンダラ 22.3

マグロ 22.2

ウニ 21.0



BC 州の農水産業・食品加工業の生産者と生産品
について、詳しくは下記までお問い合わせください。

BC	Agriculture	Council 
www.bcac.bc.ca
BC	Food	Processors	Association 
www.bcfpa.ca
BC	Seafood	Alliance 
www.bcseafoodalliance.com
BC	Seafood.ca 
www.bcseafood.ca

連絡先 :
ブリティッシュ・コロンビア貿易投資事務所
999 Canada Place,  
Suite 730 Vancouver,  
British Columbia,  
Canada, V6C 3E1

電話:+1 604 775-2100
international@gov.bc.ca

BritishColumbia.ca

本パンフレットに記載されている情報の正確さについては万全
を期していますが、紹介したプログラム、引用されたデータは
予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

金額表示はすべてカナダドルです。
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