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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、株式会社三菱総合研究所が実

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三菱総合研究所とその関連会社は、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三菱総合研究所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三菱総合研究所は、

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・地域別に、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。)の影響を踏

まえて輸出戦略を再構築するためのマーケティングを実施し、さらにマーケティング成果

に基づく働きかけを実施し、原発事故の影響により縮小した輸出先国・地域の需要の回復

を目的とした。 

1.2. 事業内容 

本事業の内容は以下のとおりである。 

 

(1)国・地域別マーケティング(東アジア) 

①対象国・地域 

香港、台湾、韓国 

②調査項目等 

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 

なお、別紙「必須調査品目」を中心に調査を実施した。 

イ 日本産の主要農林水産物等の購買層の明確化 

ウ 日本産の主要農林水産物等の商流(日本の産地から対象国・地域の小売まで)の明

確化(震災前・震災後) 

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 

オ ア～エをふまえて日本側で講じるべき措置の明確化 

 

(2)情報ミッション団の派遣 

①内容 

情報ミッション団を台湾に派遣した。 

②対象国・地域 

台湾 

 

(3)情報発信 

①内容 

(1)の調査結果を踏まえ、対象国・地域に対し、日本産農林水産物等の需要回復のた

めに効果的な情報発信を行った。 
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②対象国・地域 

香港、台湾 

 

(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

討会議を設置した。 

②統括会議と地域部会 

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。統括会議は、国別戦略的

マーケティング事業(東アジア)に設置した。 

 

 (5)報告書 

調査事業については、調査結果を各国・地域別に取りまとめ、報告書を作成した。 

必須調査品目 

必須調査品目・地域 香港 台湾 韓国  

果
物
・
野
菜 

りんご ○ ○  

もも  ○ ○  

なし ○ ○  

ぶどう ○ ○  

ながいも  ○  

食肉 ○   

牛乳・乳製品 ○   

水産物 ○  

○  

（たい、すけと

うだら等） 

加工食品 ○ ○ ○ 

日本酒 ○ ○ ○ 
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2. 国・地域別マーケティング(東アジア) 

2.1. 調査方針 

2.1.1. 対象国・地域 

対象国・地域は、香港、台湾、韓国、とした。 

2.1.2. 調査内容および調査手法 

以下について現地ヒアリング及び国内ヒアリングを中心に調査を進めた。 

 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 

 日本産の主要農林水産物等の購買層の明確化 

 日本産の主要農林水産物等の商流(日本の産地から対象国・地域の小売まで)の明 

 確化(震災前・震災後) 

 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 

 上記をふまえて日本側で講じるべき措置の明確化 

2.2. 調査結果 

各国・地域の調査結果については、第 3 章から 5 章に記載した。 




