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【注意事項】 

本事業は、農林水産省食料産業局輸出促進グループの委託により、株式会社アサツーデ

ィ・ケイが実施したものであり、本報告書の内容は農林水産省の見解を示すものではあり

ません。 

 

 

【免責事項】 

農林水産省および委託事業者である株式会社アサツーディ・ケイとその関連会社は、本

報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲

罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはそ

の他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。

これは、たとえ、農林水産省および委託事業者である株式会社アサツーディ・ケイとその

関連会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、

完全性を保証するものではありません。農林水産省および委託事業者である株式会社アサ

ツーディ・ケイは、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発

行する可能性があります。 
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1. 事業の概要 

 

1.1. 事業目的 

 

本事業は、日本産の農林水産物・食品（以下「農林水産物等」という。）の主要輸出先

国の一つである中国市場について、輸出戦略の構築に資するための市場マーケティング、

商流調査等を実施するほか、東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」とい

う。）による市場への影響の調査を行い、原発事故の影響により縮小した中国市場の輸出

先国の需要の回復を目的とする。 

 

1.2. 事業内容 

 

本事業の事業内容は以下のとおりである。 

 

(1)国別・地域別マーケティング(中国) 

① 調査項目 

ア 日本産の主要農林水産物等への需要及び潜在需要(伸びしろ） の明確化 

※ 必須調査品目： 米、加工食品、果実（ りんご、なし）、牛乳・乳製品、水産物（ 加

工原料用、個人消費用） 

(ｱ)調査品目の需要状況（ 震災前・後） の把握 

(ｲ)輸出競合国や中国産との競争及び棲み分け状況の把握 

(ｳ)今後の需要の伸びが期待できる品目の特定 

・GDP の上昇や人口増加等の外部環境の観点から潜在需要（ 伸びしろ）を分析 

・調査品目の商品力（ 価格競争力、産地供給力、輸出適性、品質優位性） 

イ 日本産の主要農林水産物等の購買層の明確化 

(ｱ)調査品目の購買目的、頻度の把握 

(ｲ)購買層（ 所得別、年齢別、地域別等）の把握 

(ｳ)消費者の購買基準（ 価格、産地、品質等） の把握 

ウ 日本産の主要農林水産物等の商流(日本の産地から現地の小売まで)の明確化(震災

前・震災後) 

(ｱ)各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェアの把握 

・上海、大連、広州(香港)等の各輸入ルートの実態把握 

・インポーター、卸の実態について、特に分析すること 

(ｲ)各流通段階におけるバリューチェーンの把握 

(ｳ)各流通経路の商品の品質の把握(贈答用か一般消費用か等) 

(ｴ)特殊な商慣行、代金回収リスク等のいわゆるチャイナリスクの分析 
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エ 消費行動・消費者意識への原発事故の影響調査及び需要回復のための情報発信手法

の明確化 

(ｱ)震災前・後における消費行動・消費者意識の把握 

(ｲ)震災前・後における消費者行動・消費者意識の変化に対する小売店等の対応策等 

(ｳ)日本産農林水産物等の需要減少の原因究明（風評被害、輸入規制等の原因を詳細に調

査） 

(ｴ)情報発信のターゲット及びターゲット別の発信手法の明確化 

オ ア～エをふまえ日本側で講じるべき措置の明確化 

(ｱ)即時的に講じるべき措置 

(ｲ)中・長期的に講じるべき措置 

② 留意事項 

① のエについては、年内早期の情報発信に資するため、先行的に取りまとめるものとす

る。 

(2)調査団の派遣 

① 内容 

学識経験者等を中心に組織した調査団を中国に派遣し、流通関係者等との意見交換を実

施する。なお、調査団の派遣に際しては、(1)の調査と密接に連携し、効果的に実施する

ものとする。 

②調査団の規模 

学識経験者等数名程度で構成し、概ね４日間程度で実施 

③留意事項 

中国の事業者相互の利害関係には十分に配慮し、情報提供・意見交換の実施に際しては、

個別事業者毎の対応も検討すること。 

(3)情報発信 

(1)の調査結果を踏まえて、年内のなるべく早い時期に中国に対し、日本産農林水産物等

の需要回復のための効果的な情報発信を行う。 

また、将来の輸入再開に備え、平成２ ３ 年度輸出農産物等信頼回復活動委託事業で作

成したコンテンツを用いて、メディアの活用による情報発信を追加的に行う。 

なお、情報発信に際しては、他の事業との連携に十分に留意するとともに、科学的、客

観的なデータの提供に努め、安全性を強調するあまり、不確実な情報を発信することが

ないよう十分に留意すること。 

※ 中国の輸入規制の状況により発信時期については変更の可能性あり。 

(4)輸出戦略検討会議の設置 

① 輸出戦略検討会議 

本事業を統合的かつ効果的に実施するため、外部専門家等を委員とする輸出戦略検討会

議を設置する。 



 

 3 

② 統括会議と地域部会 

ア 輸出戦略検討会議は、国別戦略的マーケティング事業(東アジア、東南アジア、中国、

欧州)全体を統合する統括会議と各地域部会から構成される。 

イ 統括会議は、国別戦略的マーケティング事業(東アジア)に設置する。 

ウ 各地域部会は、各地域事業毎に設置する。 

エ 国別戦略的マーケティング事業（ 東アジア、東南アジア、中国、欧州）の各受託者

は、統括会議と調整をとりながら実施する。 

③ 開催頻度 

事業設計、中間報告及び最終報告で３回以上開催すること。 

④ 委員の選定 

委員の選定に際しては、農林水産省と十分に協議し決定すること。委員の数は、統括部

会が 10 名以内、地域部会が 5 名以内とする。 
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2. 国・地域別マーケティング 

 

2.1. 調査方針 

 

国･地域別マーケティング調査では、果実、米、加工食品、牛乳・乳製品、水産物をはじ

めとする我が国の主要な農林水産物等の対中国輸出の促進に向けて、次の点に関する情報

の収集と具体的な方策の検討、提示を行った。 

 

①日本産の主要農林水産物等に対する需要及び潜在需要の明確化 

②日本産の主要農林水産物等に対する購買層の明確化 

③日本産の農林水産物等の商流（日本の産地から現地の小売まで）の明確化 

④消費行動・消費者意識への原発事項の影響の調査、及び需要回復のための情報発信手法

の明確化 

⑤以上を通じた日本側で講じるべき措置の明確化 

 

2.1.1. 対象国・地域 

 

中国 

 

2.1.2. 調査内容および調査手法 

 

(1)日本産の主要農林水産物等への需要及び潜在需要の明確化 

(ｱ)調査品目の需要状況（震災前・後）の把握 

(ｲ)輸出競合国や中国産との競争及び棲み分け状況の把握 

(ｳ)今後の需要の伸びが期待できる品目の特定 

(2)日本産の主要農林水産物等の購買層の明確化 

(ｱ)調査品目の購買目的、頻度の把握 

(ｲ)購買層の把握 

(ｳ)消費者の購買基準の把握 

(3)日本産の主要農林水産物等の商流(日本の産地から現地の小売まで)の明確化(震災前・

震災後) 

(ｱ)各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェアの把握 

(ｲ)各流通段階におけるバリューチェーンの把握 

(ｳ)各流通経路の商品の品質の把握 

(ｴ)特殊な商慣行、代金回収リスク等のいわゆるチャイナリスクの分析 
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(4)消費行動・消費者意識への原発事故の影響調査及び需要回復のための情報発信手法の

明確化 

(ｱ)震災前・後における消費行動・消費者意識の把握 

(ｲ)震災前・後における消費者行動・消費者意識の変化に対する小売店等の対応策等 

(ｳ)日本産農林水産物等の需要減少の原因究明 

(ｴ)情報発信のターゲット及びターゲット別の発信手法の明確化 

(5)(1)～(4)をふまえ日本側で講じるべき措置の明確化 

(ｱ)即時的に講じるべき措置 

(ｲ)中・長期的に講じるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


