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（１）精米

○ 近年の東アジア地域における経済発展等を背景に、日本産米の輸出は増加傾向で推移してきている。2007年につい

ては、数量ベースでは、台湾や米国向けが不調のため、前年を下回っているが、金額ベースでみると、前年を2割程

度上回って推移している。

○ 国別の状況については、台湾が5割以上のシェアを占める最大の輸出先国で、次いで香港、シンガポール向けとなっ

ており、アジア諸国への輸出が大宗を占めている。

１ 日本産米等の輸出量の推移

精米（商業用）の輸出数量等の推移

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円

444 216 376 191 408 234 634 320 967 427 770 440
(+118%) (+129%) (-15%) (-12%) (+9%) (+23%) (+55%) (+37%) (+53%) (+34%) (-10%) (+18%)

うち 台湾 286 112 201 79 183 77 413 169 593 161 382 150
(-27%) (+11%)

香港 78 42 75 42 115 64 99 57 155 74 199 109
(+45%) (+66%)

シンガポール 26 21 33 25 63 45 63 35 63 40 89 47
(+71%) (+40%)

米国 24 18 20 20 6 15 16 25 128 99 35 62
(-72%) (-32%)

中国 0 0 0 1 18 5 0 0 2 7 22 12
(+1000%) (+68%)

資料：貿易統計（ただし、援助用と推察される数量を除く）
注：（　　）内は対前年同期増減率である。

２００７年
（～11月）

輸出合計

２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
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（２）日本酒

○ 日本酒の輸出は、日本食ブームを背景に、毎年着実に増加している。

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
キロリットル 百万円 キロリットル 百万円 キロリットル 百万円 キロリットル 百万円 キロリットル 百万円 キロリットル 百万円

7,504 3,521 8,270 3,922 8,796 4,534 9,537 5,339 10,269 6,105 10,099 6,275
(+6%) (+10%) (+10%) (+11%) (+6%) (+16%) (+8%) (+18%) (+8%) (+14%) (+11%) (+16%)

うち米国 2,046 1,467 2,204 1,682 2,616 2,103 2,997 2,603 3,354 3,062 3,442 3,108
(+14%) (+13%)

台湾 2,000 598 2,191 598 2,080 577 2,133 646 1,991 603 1,520 489
(-13%) (-6%)

香港 853 390 1,026 485 987 521 961 575 877 573 910 632
(+15%) (+23%)

韓国 116 65 133 74 230 115 399 185 665 286 873 383
(+56%) (+58%)

カナダ 392 118 468 149 410 151 462 183 490 223 447 220
(+1%) (+12%)

中国 241 83 314 94 240 97 262 114 426 212 410 218
(+18%) (+25%)

資料：貿易統計
注：（　　）内は対前年同期増減率である。

２００５年 ２００７年（～11月）

輸出合計

日本酒　輸出数量等の推移
２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００６年
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２ 主要輸出国における日本産米の販売状況

○ 小売価格は市場によってばらつきがあるが、1,000～1,200円/kgの価格帯が中心。販売店は主に日系百貨店・

スーパー。

○ 台湾や香港では、市場に定着しているが、産地間の競合が激しくなってきている。

輸出量
（2007年1～11月）

小売価格 日本産米の販売状況 米の消費動向

台湾 382トン

・日本産米の銘柄が浸透しており、「新
潟コシヒカリ」が人気。
・10種類以上の産地銘柄の日本産米が
日系百貨店を中心に販売されるなど、
国内産地間での競争が激化。

・一人当たり米消費量は約50kg。
・消費量の8～9割が短粒種。
・自国産米に対する誇りも強く、ブラ
ンド米も存在。

香港 199トン
・高級日本食レストランからの需要が
徐々に増加。
・日本産米同士の競合が顕在化。

・一人当たり消費量は約40kg。
・消費量の5割が長粒種。
・中国産、ベトナム産中・短粒種は日
本産米の1/10、加州産米は1/5程度
の価格。

シンガポール 89トン

・市場に浸透しつつあり、売上は拡大傾
向。
・購買層は、華僑や欧米人を中心とした
富裕層。

・一人当たりの消費量は約80kg。
・米は全てを輸入に頼り、タイ産の長
粒種が大きなシェアを占めるが、近
年は中国産の輸入が増加。

米国 35トン

・日系スーパーでの販売及び通信販売
が中心。
・販売はやや苦戦しており、かなりの在
庫を抱えている業者も存在。

・一人当たりの消費量は約10kg。
・消費の多くは、国内産長粒種。
・西海岸地域は中・短粒種の需要が
大きく、米消費が浸透。

中国 24トン

・イベントや広報活動を通じた話題性や
希少性が評価。
・購買層は、富裕層が中心であり、贈答
用需要が相当程度を占めている模様。

・一人当たり消費量は約100kg。
・消費量の2～3割が短粒種。
・南方は長粒種、北方は短粒種の消
費が大きい。

約600～1,300円/kg

現地産日本品種
約300～400円/kg
米国産加州米
約300円/kg

約800～1,500円/kg

中国産日本品種
約160円/kg
米国産日本品種
約800円/kg

約750～1,000円/kg

中国産短粒種
約50～200円/kg
米国産日本品種
約400～500円/kg

約800～1,000円/kg
現地産短粒種
約150～170円/kg
現地産日本品種
約200～400円/kg

約1,400～1,500円/kg

現地産日本品種
約140～200円/kg
米国産短粒種
約1,000円/kg
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○ 平成19年4月の大臣級協議において、検疫条件（精米工場の指定、くん蒸処理の実施）の基本合意がなされ、全農が
6月に第1便として24トン（新潟県産コシヒカリ、宮城県産ひとめぼれ）を輸出、７月より北京及び上海で販売を開始し、
北京で8月中旬、上海で9月下旬に完売。

○ 継続協議となっている恒常的輸出に向けた検疫条件については、平成20年3月末までに解決することとされ、それま
での間、150トンまでの輸出が可能となったところ。これを受け、全農は12月下旬及び1月下旬に合計100トンを輸出。

３ 中国向け輸出の状況

○ 植物検疫条件の概念図

指定精米工場 港湾倉庫

中国本土

輸出検査

くん蒸処理

産地の玄米
貯蔵施設

生産ほ場

脱穀

植物検疫証
明書の発給

精米工場の
玄米貯蔵庫

無発生区域（注）

（注）無発生区域：中国が検疫の対象としている3種のカツオブシムシが無発生であることが
確認され、かつ、無発生の状態が維持されている地域

日 本

輸入
検査

○ 中国国内における日本産米の販売状況

○ 日本産米の定着に向けた主な取組

６月・中国向け米輸出記念式典（東京）を開催
７月・販売開始に合わせて、商品発表会（上海）、

販売開始セレモニー（北京・上海）を開催
・各種広報活動を実施

９月・「日中のお祭りIN北京」において、日本産
米のPRブースを出展。

北京
（販売期間7/26～8/13）
・イトーヨーカ堂（６店舗）
・太平洋百貨店
・ヨークベニマル

上海
（販売期間7/26～9/20）
・久光百貨店
・カルフール
・しんせん館

＜小売価格＞

・新潟産コシヒカリ：198元/2㎏（約3,200円）
・宮城産ひとめぼれ：188元/2㎏（約3,000円）

消費者
・中国人富裕層贈答用
・中国人富裕層家庭消費用
・企業贈答用
・在留邦人用、等
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○ 近年、各地域の生産者団体等が、生産者の意欲の向上や、作付け面積の拡大等を図る観点から、主に台湾、

香港向けの輸出に取組んでいるところ。

４ 輸出に向けた産地等の取組

○ 生産者団体等による主な日本産米輸出の取組事例

輸出者 輸出先 銘柄等
輸出開始

時期
輸出量 販売上の工夫

岩手県江刺市農業協同組合 台湾
特別栽培米「ひ
とめぼれ」

H17 3.6トン（H18）
見本市や物産展への出品により、輸出銘柄の現地消費者への
浸透を図っている。

岩手県 マレーシア 「ひとめぼれ」 H19 5トン（H19)
在マレーシア日本大使公邸でのレセプションにて、岩手県産の
食材とともに県産米をPR。知事によるトップセールスを実施。

新潟産米輸出協議会 台湾、香港 「コシヒカリ」 H16 9トン(H18） 現地での物産展や県産品フェアに出品し、PR。

福井県経済連 香港、台湾 「コシヒカリ」 H17 7.5トン（H18）
経済連と県が連携して積極的に県産米をPR。ライスレディーとと
もに担当者が直接現地に赴き、試食販売を実施。

滋賀県JAグリーン近江 台湾 「ヒノヒカリ」 H18
1～2トン
（H18)

県の認証を受けた圃場において、環境に配慮し栽培された米で
あることをPR。

島根県JA西いわみ 台湾
「ヘルシー元気
（コシヒカリ）」

H15 7トン（H18）
生産者が直接台湾の販売店舗に出向き、現地消費者に産地の
顔が見える販売に取組んでいる。

鳥取県JA鳥取いなば 台湾 「コシヒカリ」 H19
年間12トンを
予定

二十世紀梨や富有柿の輸出実績を元に、減農薬減化学肥料で
栽培したコシヒカリを輸出。

全農

香港、シン
ガポール、
米国、台
湾、中国等

「新潟産コシヒカ
リ」、「宮城産ひ
とめぼれ」、「秋
田産あきたこま
ち」等

H16
66.7トン
（H18）

H16年より、無洗米を真空パック包装し（中国を除く）、「JAライ
ス」のブランドで輸出を開始。販売店舗での試食を始め、おにぎ
りの実演販売や、日本料理教室の開催などを実施。

日本産米の販促活動（香港） 日本産米販売開始の様子（上海） 日本産米フェアの様子（台湾）



参考：輸出取組事例（島根県 JA西いわみ）

減農薬・減化学肥料で生産した｢ヘルシー元氣米｣を、安全性やおいしさをPRした
差別化商品として、２００３年から台湾へ輸出。栽培者はすべて島根県推奨制度の
認定エコファーマー。

品質管理を徹底し、小口でも単価が高く売れる市場の開拓を実現。

（平成1８年産 輸出量 ７トン。販売量に占める輸出比率 約１％）

【販売戦略、工夫した点等】

・ 県商工労働部より益田農林振興センターへ輸出可能な農産物の選定の

打診があり、ヘルシー元氣米が選定された。

・ 当初、台湾の輸入業者は｢高い日本米は売れない｣と懸念したが、売れな

かった場合は、買い取るということで販売したところ、2日で完売。

・ 商品の付加価値化、ブランド化への取り組みとして、高級百貨店での試

食宣伝会の継続、現地語での日本らしい袋の作成を実施。

・ JAが定めた精米所で品質管理を徹底し、量販店が2か月程度で売れる

量を精米、袋詰めして輸出。明快な流通管理をセールスポイントに。

台湾販売用の米袋

【輸出によるプラスの効果等】

・ 作付け面積の拡大に寄与した。

・ 米の輸出をきっかけに、メロンやあんぽ柿などの他の産品の輸出ルートも
確立。台湾での販売風景 6
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販路開拓

輸入制度等の把握

市場ニーズの把握

広報活動

意欲ある農業者等の支援

○ 輸入手続き、各種輸入制度（植物検疫、食品衛生基準、

表示基準等）等に関する調査の実施

○ 市場調査の実施
調査の結果、現地消費者は安全、品質、味の三点を重視する傾向にあり、

差別化した販売方式・詳細な商品説明、試食による広報等が効果的

○ 海外における販売促進活動等に対する補助
H19年度：日本産米を取り扱う５事業体に、総額49,944,600円の補助

国内輸出環境の
の整備

輸出ノウハウの浸透

相手国制度への対応

生産調整の仕組みの
中での円滑な輸出

○ 植物検疫協議の加速化及び検疫条件をクリアするための

指導

○ 消費動向等に関する情報等、関連情報の産地等への提供

○ 新規需要米として取組む輸出の数量については、生産数

量目標の外数としてカウント

５ 米の輸出促進に向けた取組

○ 民間による日本産米の輸出の取組を後押しするため、輸出環境の整備を進めるとともに、加工米飯等を含む

日本産米の販路開拓に向けた市場調査や広報活動等を積極的に実施。

○ 常設店舗の設置、展示・商談会の場の提供

（常設店舗において、日本産米の販売及びアンケート、試食会、

調理講習会などを実施）

○ 販売促進用資材（パンフレット、レシピ等）の作成

○ イベントの開催等による日本産米のPR活動の実施
H18年7月：日本産米販売開始セレモニー（北京・上海）を開催

9月：「日中のお祭りIN北京」で、日本産米のPRブースを設置
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参考１：平成19年度輸出促進対策関連予算の概要

相手国貿易諸制度
市場特性
の調査

輸出志向型の生産・
流通・加工施設の
整備事業

高付加価値化・差別
化の推進、知的財産
を保護するための
研究開発事業

農林水産物等の
安全の確保
日本ブランドの確立
のための各種事業

○相手国貿易諸制度の
基礎調査

→セミナーでの調査
結果の提供

○輸出先駆者から活きた
情報、ノウハウ等を提供

○国内における商談会の
実施

○展示・商談会
○常設店舗

○知的財産保護支援
偽装表示の実態調査

○海外での販売促進支援
○産地ＰＲ・ほ場視察
○ブランド確立支援
○物流技術実証支援

○品目別広報コンテンツの整備
○海外日本食優良店の調査
○優良店の基準の策定・普及
○日本食料理人への講習会
の開催

○東アジア各国主要都市
における情報提供等の
サポート

○Try Japan‘s Good Food
○展示・商談会
○常設店舗
○海外での販売促進
支援事業

海外の課題
○表示・規格制度
○適切な市場ニーズの把握
○知的財産問題 等

国内の課題
○生産コストの削減
○流通（梱包、品質保持等）
○差別化のための新品種の
開発
○生産（GAP）
○加工（HACCP）
○ブランド確立 等

品目ごとの課題の例

○課題のさらなる明確化

○課題解決のための政策
ツールの具体的活用方法

○統一ブランドや物流の
効率化などの品目ごと
の取組の推進、コンセン
サスの形成

○当面の重点輸出国の決定

○広報戦略の策定

国
内
で
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
整
備

海
外
で
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
整
備

意

欲

あ

る

事

業

者

業
界
レ
ベ
ル

戦略的な広報活動の推進

中核イベント

意欲ある事業者、事業団体に対する支援

活
用

活
用

活
用

活
用

活
用

参
画

参
画

反映

輸出実行プランの策定・推進

を通じ品目別に輸出を促進

真の日本食・日本食材海外発信事業

研究開発

東アジア

みなぎる輸出活力誘発事業

輸出促進補助金

ネットワーク

販路創出

円滑化

円滑化円滑化

各種関連施策

各種関連施策

日本食優良店調査・支援



参考２：日本産米の輸出促進関連事業の概要（平成19年度）

日本産米の輸出実務に精通している関係者による検討委員会において、中国、台湾、香港、シンガポール、米国の5ヵ国を
重点国とし、販売戦略・ブランド戦略の構築、知的財産権の保護の観点から、広報戦略と併せて、日本産米の具体的な輸出
実行プランを検討・策定し、農林漁業者等にわかりやすい形で提示。

みなぎる輸出活力誘発事業

9

我が国の有望な輸出相手であるアジア諸国等において、シンポジウムやレセプション等のイベントを開催し、日本食材の
おいしさや日本食文化の素晴らしさを広く普及させることにより、日本産農林水産物・食品の輸出振興を支援。

中国での日本産米販売開始に合わせて行うことで、日本産米を広く周知・普及させ、
日本産米の輸出促進を図ることを目的として実施。パンフレットの配布や、日本産米
PRブースの設置などを通じ、日中双方の報道関係者や一般消費者に対し、日本産
米の周知に多大な効果を挙げた。

中国における日本産米解禁イベント

中国人富裕層、中国在住日本人、食品業界関係者を
ターゲットとし、販売開始の約１ヶ月前から屋外広告、
新聞、雑誌、インターネット等で広報活動を展開。
また、2007年9月15日に開催された、「日中のお祭りin北京」
において、日本産米ＰＲブースを設置し、一般消費者に
対して日本産米のＰＲを実施。

中国における日本産米広報活動

海外において、日本産米を販売している小売店や日本食レストラン等で、消費者に配布することを念頭に置いた
広報用資材（レシピ集等）を、H19年度末までに作成予定。

日本産米広報資材の作成

真の日本食・日本食材海外発信事業

日本産米解禁セレモニー（北京）

広報活動（バスラッピング） 「日中のお祭り IN 北京」PRブース


