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１ 現状（加工食品全般）
 加工食品全体としての輸出額は、農林水産物・食品輸出の約４分の１を占める。長距離輸送にも耐えることから、我が国農

林水産物・食品輸出の主軸の一つだが、近年の輸出額はほぼ横ばいで推移。輸出先は米国、香港、台湾、韓国など日本食林水産物 食品輸出の主軸の つだが、近年の輸出額はほぼ横ばいで推移。輸出先は米国、香港、台湾、韓国など日本食
市場がある程度確立した国。

 日本食を特徴付けるコンテンツであるみそ・しょうゆ等調味料、日本の文化等とも関連させやすい菓子類・清涼飲料水、健康
食品のほか、日本の食品製造技術を活かしたレトルト食品等が有望。輸出先国も日本食文化の浸透とともに新規市場を開
拓。拓。

加工食品輸出の内訳

調味料

平成23年 平成24年 増減率

調味料 275.3 269.6 ▲2.1%

ソース混合調味料 201.0 195.2 ▲2.9%

品目名

調味料
270億円
（21.5%)

清涼飲料水

醤油 36.5 36.7 0.5%

みそ 21.3 20.7 ▲2.9%

清涼飲料水 101.9 120.7 18.5%

アルコール飲料（清酒除く） 102.6 117.1 14.2%

ビ ル 38 0 44 8 17 8%
総額

1,252億円

清涼飲料水
121億円
（18.5%)

アルコール飲料

117億円

その他

585億円
（46.7%)

ビール 38.0 44.8 17.8%

焼酎 13.5 17.3 27.8%

ぶどう酒 2.3 1.5 ▲37.2%

菓子（米菓除く） 88.4 94.1 6.4%

チョコレート菓子 44.0 49.2 11.8%117億円
（14.2%)

菓子（米菓除く）

94億円（6.4%)

粉乳

キャンデー類 29.3 29.8 1.7%

ビスケット 8.0 8.0 ▲0.5%

チューインガム 7.1 7.1 ▲0.1%

うどん・そうめん・そば 30.1 28.3 ▲5.8%

※「アルコール飲料」には日本酒は含まない。

うどん・そうめん・そば

28億円（2.3%)
即席麺

25億円（2.0%)

粉乳

12億（0.9%) 即席麺 21.5 25.3 17.9%

粉乳 47.3 11.6 ▲75.4%

その他 569.4 584.7 2.7%

加工食品計 1,236.3 1,251.4 1.2%

加工食品全体としては、近年伸び悩み。このため、輸出で
きる加工食品の種類の拡大と新規市場の開発がカギ。
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２ 現状（加工食品全般）

 世界の食市場規模は 2009年の340兆円から2020年には680兆円との予想 中でもアジアの伸びが顕著 世界の食市場規模は、2009年の340兆円から2020年には680兆円との予想。中でもアジアの伸びが顕著。
 最終製品の輸出の他、海外に展開する日系外食チェーン等への調味料や原材料の提供という形態の輸出

も有力。
 相手国政府や取引先から食品衛生管理基準への対応を求められる場面が増加。

世界の食市場規模の推移

日本から調達

海外進出企業（食料品）における
原料調達先（2010年度）

第三国からの
調達 6.1％ 日本から調達

5.8％

調達

資料 ATカ ニ 社資料より農林水産省作成

現地調達
88.1％

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」
注：食料品製造業のみの値。

現地調達

参考：加工食品全般の輸出に関する市場可能性分析表（SWOT分析）

強み 弱み 機会 脅威

・日本産食品に対する信頼感 ・競合他国産品と比べ価格が高い ・日本食人気 ・世界的な食品安全管理強化の流れへの対

資料：ATカーニー社資料より農林水産省作成 注 食料品製造業 み 値。

日本産食品に対する信頼感 競合他国産品と比べ価格が高い
傾向

・競合他国産品と比べ賞味期限が
短い傾向

・諸外国政府や取引先等が要求
するＨＡＣＣＰ等の衛生管理基準

日本食人気

・日系レストランチェーンの海外進出
（調味料や材料の一部に日本産加
工食品を使用）

・富裕層の増加
・飲酒量の増加

世界的な食品安全管理強化の流れへの対
応の遅れ

・原発事故の影響による輸入規制（輸入停
止等の措置を受ける福島や北関東等には、
多くの食品メーカーの工場が立地）

・輸入規制等により輸出ができない品目がするＨＡＣＣＰ等の衛生管理基準
への対応の遅れ

飲酒量の増加
・健康への関心の高まり

輸入規制等により輸出ができない品目が
存在

・安価な他国産品や日系メーカーの現地産
品との競合
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３ 品目ごとの現状分析（調味料）

 味噌、醤油をはじめ日本の調味料は「日本食」の根幹をなすものであり、調味料だけは日本製にこだわる
事業者も多い。

 現在の輸出先国は、米国、台湾、韓国など日本食が一定程度確立している国がメイン。
 その他調味料については相手国政府や取引先から求められる安全基準への対応などが課題 その他調味料については相手国政府や取引先から求められる安全基準への対応などが課題。

調味料の輸出先別推移 醤油の輸出額推移（２０１２）

米国・台湾・韓国300 265 271
291

275
（億円）

270 米国・台湾・韓国
等の安定成長グ
ループが主要輸
出先で安定推移

110 112 
121 106 103 

200 

250 

300 265 271 275 270

33 35 39 38 38 

24 24 26 28 27 
23 25 

26 25 24 
13 14 

14 16 17 

50 

100 

150 

味噌の輸出額推移（２０１２）

61 60 65 63 62 

0 
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

アメリカ合衆国 台湾 大韓民国 香港 オーストラリア その他

目標：イタリアのオリーブオイルの輸出額16億ドル
（約1,280億円）

食文化の浸透を
通じた新規市場
開拓が必要
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３ 品目ごとの現状分析（菓子、清涼飲料水）

 清涼飲料水については 中国及びUAEが大きなシ アを占めているのが特徴的 清涼飲料水については、中国及びUAEが大きなシェアを占めているのが特徴的。
 菓子の輸出先国の構造は他の加工食品同様、主要輸出先国となっており、香港、台湾などの輸出先国の

多角化が望まれる。

（億円）

清涼飲料水の輸出の推移

（億円）

菓子（米菓除く）の輸出の推移
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清涼飲料水はUAE向けが際立っ

ているものの、それ以外は菓子同
様日本食の既存市場向けが太宗
を占めている。
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中国 香港 アラブ首長国連邦 米国 台湾 その他 香港 台湾 米国 シンガポール 韓国 その他
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４ 農林水産品・食品輸出先進国 イタリアとの比較

タ タ 「食 を特徴づ を輸 イタリアは、イタリア「食」を特徴づけるコンテンツを輸出している。
 一方、日本は、日本「食」を特徴づけるコンテンツが輸出される構図になっていない。

イタリア 日本イタリア 日本

主な輸出品目はイタリア料理の基軸となる
食品・食材

みそ・醤油、日本酒等の和食の代表的な
食材の輸出額は小規模に止まる

 穀物輸出国ではない我が国は、イタリアのような食輸出タイプを目指す。穀物輸出国ではない我が国は、イタリアのような食輸出タイプを目指す。
 日本酒も含めた加工食品で全体の３／４を目標。日本酒も含めた加工食品で全体の３／４を目標。
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５ 目標設定の考え方

 世界の食市場規模は2020年に現在の２倍となる見込み。
 ２倍の市場規模に対して、made byの取組に伴う日本からの原材料調達の増加が見込まれるとともに、新規市場への輸出の障害となっている規

制の撤廃や、日本食の普及促進、ジャパンブランドの確立等の輸出促進策の実施により、現在の日本食の摂食率を平均で倍増させる。
 その結果、輸出金額目標は5,000億円を見込む。

調味料類

日本食を構成するキラーコンテン

菓子類（米菓除く）・
清涼飲料水

大手メーカーの魅力ある商品による市場拡大

レトルト食品・植物性油脂・
めん類・健康食品その他

日本の高度な製造技術を活かしたカレー・シチュー等のレト

1,600億円 1,400億円 2,000億円

日本食を構成するキラ ンテン

ツの代表として、日本食の普及・

made by Japan普及の取組とあわ

せて進める。

大手 魅力ある商品 よる市場拡大

が主となるが、中小企業の商品については

ジャパンブランドの確立、これらを後押しする

Enterに向けた取組、食品技術流出防止等の

日本の高度な製造技術を活かしたカレ シチュ 等のレト

ルト食品、植物性油脂、めん類及びデキストリン等の食品製

造用原料等について、日本食の普及やmade by Japanの取

組と併せて進める。

代表的品目：

取組を進める。

代表的品目：

代表的品目：

レトルト食品（カレー、シチュー、ハヤシ、食肉野菜混合

しょうゆ・みそ・食酢・ソース類・

めんつゆ・インスタントカレー等

チョコレート、キャンディー、ビスケット、

チューイングガム、清涼飲料水、水

煮、釜飯のもと、麻婆豆腐のもと等）、植物性油脂（ごま油

等）、粉乳、スープブロス、うどん・そうめん・そば、即席麺、

デキストリン、ペプトン、レシチン

ターゲット市場：

日本食の新興市場

ＥＵ、ロシア、マレーシア、

ドネ ベ タ

ターゲット市場：

経済成長の著しい新興国・地域

シンガポール、タイ、ベトナム、

ターゲット市場：

日本食の新興市場及び経済成長の著しい新興国

インドネシア、ベトナム、タイ、

フィリピン、シンガポール、

中国、中東、ブラジル

フィリピン、インドネシア、インド ＥＵ、ロシア、マレーシア、インドネシア、ベトナム、

タイ、フィリピン、シンガポール、中国、中東、ブラジル、

インド ６



６ 目標達成に向けて

政府 役割

 必要な証明書の円滑・迅速な発給のための体制整備や輸出可能品目の拡大に向けた諸外国への働きかけなど関係省庁
が一丸となった輸出環境の整備。

 主要輸出先国における主要品目に関する衛生基準、健康強調表示、食品の規格基準情報等の収集・提供。

政府の役割

 主要輸出先国における主要品目に関する衛生基準、健康強調表示、食品の規格基準情報等の収集 提供。
 輸出環境の整備のための官民合同フォーラムの設置。
 輸出環境の整備に関する組織の創設。
 第三者認証品質管理の取得やジャパンブランドの確立に向けた民間の取組のバックアップ。
 海外のマーケット拡大のため、日本食文化の発信・普及や日本食材の保存方法・活用方法等の普及。 海外のマ ケット拡大のため、日本食文化の発信 普及や日本食材の保存方法 活用方法等の普及。
 健康の増進に果たす日本食の機能に関する科学的なエビデンスの収集・発信

ジェトロの役割 民間の役割

 新興市場やハラルを始めとするテーマ別の専門家の設
置等、民間事業者のサポート体制のさらなる強化。

 諸外国のトレンドや食習慣等を踏まえたマーケティング
と事業者 のアドバイス

ジェトロの役割

 新興市場を中心に、海外のマーケットを敏感につかん
だ市場展開・市場開拓。

 見本市や商談会等の機会を活用した積極的な市場開

民間の役割

と事業者へのアドバイス。
 マーケティングに基づく商談機会の創出。
 新規バイヤーの発掘。

 民間事業者から寄せられる輸出先国における新たな規
制 運用等 情報に 政府と民間事業者 橋渡

 見本市や商談会等の機会を活用した積極的な市場開
拓。

 海外市場のニーズに合致した商品の開発・供給。

制の運用等の情報について、政府と民間事業者の橋渡
し。

「出せる市場に出す」から「出したい市場に出す」ことにより、「出せる市場に出す」から「出したい市場に出す」ことにより、
開拓開拓競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン」を切り開く競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン」を切り開く。。
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【参考】 輸出拡大に向けた課題-Enter-

品目横断的事項 調味料・レトルト食品・菓子等 清涼飲料水

●添加物規制の遵守（主要国×主要品目についてのDB作成）
国・地域横断的事項

●添加物規制の遵守（主要国×主要品目についてのDB作成）
●賞味期限延長に向けた議論

●賞味期限の短さについての注意喚起

急成長市場

EU
●栄養成分表示への対応
●乳製品について第３国リスト掲載に向けた働きかけ

●ＧＭＯ不使用への対応について周知徹底（不分別では×）
●第３国リスト掲載に向けた働きかけ（乳製品・鶏卵、肉製品）

●国家登録証明書（ベビ フ ド 健康食品）の取得が必要 （（≒現
●国家登録証明書（ベビーフード・健康

食品）の取得が必要 （（≒現地発行衛
ロシア

●国家登録証明書（ベビーフード・健康食品）の取得が必要。（（≒現
地発行衛生証明書）の取得に１～２ヶ月必要であるため、期間短
縮に向けた要請。※要確認）

食品）の取得が必要。（（≒現地発行衛
生証明書）の取得に１～２ヶ月必要で
あるため、期間短縮に向けた要請。※
要確認）

ベトナム
●自由販売証明の取得（機能性食品、添加物等）※当局発行である

必要性を要確認
●自由販売証明の取得（飲料水）※当

局発行である必要性を要確認
●ML番号取得手続きの迅速化に向けた要請

インドネシア
番号 得 続 要請

●ハラル対応に向けた情報収集・提供、取得促進支援（アドバイザー育成、インス
ペクター招聘、施設整備等）

タイ

●タイ側での関税分類事前教示制度の確立（事前教示制度がないために、事後
調査により関税番号が違うと指摘されて罰金を請求されるなどのリスク大）

●飲料・牛乳乳製品・乳幼児食品・チョコレート・パン・インスタント食品等GMP適合
証明への対応（現状では国内で営業許可証を要さないものが課題）（衛生証明
（営業許可証）の英文による証明）

●健康食品・乳製品・ベビーフード・瓶缶詰食品・飲料について公的
機関の自由販売証明の発行への対応（見本市用輸入の際も簡易
輸入可となる）

●健康食品・乳製品・ベビーフード・瓶缶
詰め食品・飲料について公的機関の
自由販売証明の発行への対応（見本
市用輸入の際も簡易輸入可となる）

（営業許可証）の英文による証明）

フィリピン
●営業許可（License to Operate）取得のためGMP又は製造業者登録証明及び

CFSが必要。現状では便宜的に商工会議所のサイン証明及び領事査証で運用
しているが、中長期的には政府発行の証明の発行への対応

マレーシア
●ハラル対応に向けた情報収集・提供、取得促進支援（アドバイザー育成、インス

ペクター招聘、施設整備等）。但し義務ではないため、中長期的課題。

インド ●ベジタリアンマ ク の対応インド ●ベジタリアンマークへの対応

シンガポー
ル

●原発事故に伴う一部都県の輸入停止の解除

中東（トルコ
含む）

●ハラルへの対応（インドネシア参照）
●トルコ向け「食べても人体に害がない」証明書の発給への対応
●トルコ向けは輸出時におけるトルコ語でのラベル添付への対応
●衛生証明（営業許可証）の英文による証明●衛生証明（営業許可証）の英文による証明

安定成長市場

香港 ●原発事故に伴う５県の輸入停止品目の解除 ●粉ミルクのヨウ素基準値への適合についての注意喚起

台湾
●原発事故に伴う５県の輸入停止の解除
●輸出時における繁体字でのラベル添付への対応の必要性について周知徹底

●加工食品中の牛肉・内臓肉の原産地表示への対応（12年９月～）

米国 ●FSMAへの対応（HACCP、施設登録）
●牛肉エキスを含む食品の輸出解禁
●豚肉エキスを含む食品の輸出手続きの緩和●豚肉エキスを含む食品の輸出手続きの緩和

中国

●原発事故に伴う10都県の輸入停止の解除
●輸出企業は輸入側受取者とともに質検へネット経由で届け出義務（12年10月施

行）
●食品安全法に基づく国家基準の相次ぐ制定への対応
●ブランド保護のための商標登録監視等
●栄養成分表示への対応

（●ミネラルウォーターについては亜硝
酸態窒素の基準が0.1mg/Lと非常に
低く、国内基準との乖離が大きいた
め注意喚起が必要）

８



【参考】 輸出拡大に向けた課題-Establish-

品目横断的事項 調味料 菓子類等

国・地域横断的事項

●日本産ブランドの確立（補助事業におけるおい
しいロゴの活用を条件付け）

●TTPPを進化させたマッチングサイトの立ち上げ

●市場ニーズに合致したパッケージ
や容量の工夫

●適切な保存方法や活用方法のPR

●市場ニーズに合致したパッケージ
や容量の工夫

（ジェトロ）
●適切な保存方法や活用方法のPR

急成長市場

●IFS、BRC、FSSC等の取得推進（またはGFSIベ
ンチマーク）

EU ●高級食品は仏・西・英等の有力見本市に出展
●一般食品は、中東欧等新興市場の発掘に向け

たテストマーケティング。

ロシア ●さらなる日本食の普及に向けたプロモーション。

ベトナム、インドネシア、
タイ、フィリピン、マレーシア

●ジャパンブランドの確立。
●専門家の育成。
●見本市出展、難しい場合にはバイヤー招聘等に

より新規ルートの開拓。

●アニメ等クールジャパンコンテンツ
と共同したPR

インド
●専門家の育成。
●日本食の普及に向けたプロモーション。

シンガポール ●ジャパンブランドの確立

安定成 市場 ジ パ ブ ド 確立安定成長市場 ●ジャパンブランドの確立

香港
●IFS、BRC、FSSC等の取得推進（またはGFSIベ

ンチマーク）

台湾

９

台湾

米国 ●引き続き商談機会の提供



コメ ・コメ加工品の輸出戦略（案）コメ コメ加工品の輸出戦略（案）

平 成 ２ ５ 年 ４ 月



１－１ 現状（コメ）

 輸出量は５年間で約２倍とな ているが 香港 シンガポ ルで約７割のシ ア 中国については 巨大なマ ケ ト 輸出量は５年間で約２倍となっているが、香港・シンガポールで約７割のシェア。中国については、巨大なマーケット
として期待されているが、輸出量は過去最大でも100ｔ程度。

 輸出単価は、近年下落傾向。

500

600 2,500 
商業用米の輸出量等の推移

輸出単価(円/kg) 700

800  商業用米の輸出額等の推移

( t )
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100

200 

300 
ロシア

アメリカ
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中国

その他
輸出用米の認定状況の推移

(t)

0 0 

フランス

中国

その他

0 

100  その他

(百万円)

1,000 

2,000 

3,000 
(t)

※ 米の国内実生産量は812万ｔ
（2012年）。輸出割合は、約
0.03パーセント。

出典：財務省貿易統計より輸出促進グループ作成
出典：農林水産省資料より輸出促進グループ作成
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 米菓については、平成20年まで伸びていたものの、そ

１－２ 現状（コメ加工品（米菓、日本酒））

本酒に は 近年 額 量ともに顕著に増加
 米菓については、平成20年まで伸びていたものの、そ

の後輸出額は横ばい。
 国内生産量については、近年おおむね上昇傾向で推

移。
 方で 原発事故後の諸外国の輸入規制が輸出額

 日本酒については、近年、額・量ともに顕著に増加。
一方、2008年以降は増加のスピードが鈍化。

 単価は上昇傾向であったものの、近年は横ばい。
 米国、香港、韓国、ＥＵ等が中心だが、輸出先国は以

 一方で、原発事故後の諸外国の輸入規制が輸出額
に影響（例：中国政府が、米菓主産地の新潟県からの
全ての食品の輸入を停止）

前と比べて多様化。
 国内の製成量は、緩やかな減少傾向。

(百万円) 日本酒輸出額推移(百万円) 米菓輸出額推移
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その他

韓国

シンガポ ル
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ア
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中華人民共

和国
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米国

台湾
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230,000 
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出典：財務省貿易統計
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出典：食品産業動態調査（農林水産省）

出典：国税庁統計資料より
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２－１ 分析（コメ）

 日本産米に対しては、「高いけれども、うまい」という評価はあるものの、輸出先マーケットにおいては、許容できる価格差には限界があると理解されている。 日本産米に対しては、 高いけれども、うまい」という評価はあるものの、輸出先マ ケットにおいては、許容できる価格差には限界があると理解されている。
精米後、半年を経過しても販売されているものも散見されるなど品質についても疑問。

 特に、中国市場では、品質差を上回る高価格で流通しているのが実情。しかも、価格差の６割は先方の手数料であり、生産費を下げる等の努力によっても
この差は埋まらない。

 海外でも日本産品種が栽培されていることを考えれば、許容できる価格差で販売できる国・地域以外では、米粒の輸出が爆発的に伸びるとは考えにくい。
 コメに係る関税は、香港、シンガポール、オーストラリアでゼロ。

○ 参考：日本産米輸出に関する市場可能性分析表（SWOT分析）

強み 弱み 機会 脅威

中国 冷めても美味しい 価格が高い 日本食レストランが多い（約1 000店） 般日本食レストランは米国/中国産を購入中国
以外

・冷めても美味しい

・日本産食材ブランドへの信頼、イ
メージの良さ

・価格が高い
（米国・中国産ジャポニカ米の２倍以
上）

・日本食レストランが多い（約1,000店）
・長粒種から短粒種へのシフトの可能性

・一般日本食レストランは米国/中国産を購入
・輸入・卸業者からのコストダウンの要求

中国 ・冷めても美味しい

・日本産食材ブランドへの信頼、イ
メ ジの良さ

・価格が異常に高い
（中国産コシヒカリ、あきたこまちの
５倍以上）

・日本食レストランが多い（約3,700店）
・富裕層が多く潜在的需要が大きい

・原発事故の影響で一部都県からの輸入がス
トップ
般日本食レストランは米国/中国産を購入メージの良さ ５倍以上） ・一般日本食レストランは米国/中国産を購入

・植物検疫の条件が厳しく、コストもかかる

○ 外国市場における日本産米の店頭小売価格（円/kg） ○ 中国市場における日本産米
香港 シンガポール 中国

新潟産
こしひかり

米国産
こしひかり

台湾産池上
有機米

魚沼産
こしひかり

米国産
こしひかり

日本産米
中国産日本品種
（コシヒカリ・あきた

こまち等）

9 0 90 00 9 0 0
1,100～

200 2 0円

g
小売価格内訳（試算）

約1,300円/kg

流通ﾏｰｼﾞﾝ
約 20円/k

香港 ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟ

台湾 豪州 米国 中国 EU

○ コメの関税比較

950 490 600 960 470
1,100
1,300

200～260円

出典：香港・シンガポール：2012年２月ジェトロ小売価格調査、
中国：2011年度農林水産省委託調査（中国）

約720円/kg

関税・増値等
約180円/kg
関税１％、
増値税13％

ﾎﾟｰﾙ

FREE FREE 45TWD/k
g

FREE 11.2%,
$0.014/kg

14% 175EUR/t

出典：ＷＴＯ関税データベース ３

FOB価格
約410円

出典： 貿易統計、小売価格調査等
より農水省試算



 米菓の世界市場規模は、約４ ０００億円。

２－２ 分析（コメ加工品：米菓、日本酒）

 日本酒の店頭小売価格は、現地産等より５～10倍高いものの、価格差 米菓の世界市場規模は、約４，０００億円。

世界のスナック菓子市場規模：９兆円
世界の米菓市場規模：4,000億円

出典：2012年 亀田製菓会社説明資料

 日本酒の店頭小売価格は、現地産等より５ 10倍高いものの、価格差
に見合う品質差と理解されている。

 世界のワイン消費量は上昇傾向。主要な消費国はEU、米国。近年、中
国の消費量が伸びている。

 韓国など、日本以外の国で生産された日本酒が浸透している市場もあ

50000

世界
255,000

主要国のワイン消費量

各国を代表する酒の輸出額（億円）日本酒の店頭小売価格の比較(円)

（百kl）

出典：2012年 亀田製菓会社説明資料  韓国など、日本以外の国で生産された日本酒が浸透している市場もあ
る。

40000

45000

225,000

2009 2010 2011
日本酒 71 85 88
仏ワイン 7110 7190 7740
英ｽｺｯﾁ 4580 4620 5150
韓国ｿｼﾞｭ 105 108 91

米国 中国
日本産 4498  4030 
現地産等 900  494 

出典：ジェトロ「日本酒・焼酎輸出ハンドブッ
ク」、2011年度農林水産省調査
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35000
フランス

アメリカ

韓国ｿｼ

出典：喜多常夫「成長期」にあるSAKEとSHOCHU

消費量 日本からの輸入自国生産 その他

世界の日本酒動向2011（推定） 単位 KL
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（英、独、仏、
伊、蘭）
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出典：喜多常夫「成長期」にあるSAKEとSHOCHU ４



３－１ 目標と対応方向（コメ加工品全体、コメ）

 精米そのものの輸出だけではなく、パッ
800 (億円)

600億円 精米そのものの輸出だけではなく、パッ
クご飯、米菓、日本酒等加工品での輸
出に力を入れ、コメ・コメ加工品全体で
２０２０年までに輸出額６００億円を目指
す。

200

400

600

約５倍
600億円

す。
0

2012年 2020年

【コメ】
 許容できる価格差で販売できる香港、シンガポール、豪州、EUを中心に、マーケットニーズを開拓する取組の実施。
 現地での精米の取組や炊飯 ボ トと合わせた外食 の販売など 真に美味しい日本米の ﾟﾚｾﾞﾝｽを高める取組を強化

香港 シンガポ ル 豪州 ＥＵの他 ブラジル等

 現地での精米の取組や炊飯ロボットと合わせた外食への販売など、真に美味しい日本米のﾌﾟﾚｾﾞﾝｽを高める取組を強化。
 パックご飯については、日本国内で製造するほか、原料を香港へ輸出し、香港で加工したものを中国へ輸出し、CEPAの適

用を受ける等、優遇関税制度を活用することも一案。

● 粒のまま輸出する場合 最終消費用
・香港、シンガポール、豪州、ＥＵの他、ブラジル等
の一部の「こだわり」層をターゲットに、「日本産」を
全面に出した売り込み（全て成長市場と想定）。

・現地で許容される価格差を把握するための実証実験
【生産サイドの対応方向】

・EPA等の制度情報の収集・提供
・Made by Japan を受け入れる市場の創造

・日系小売、製造業、外食業の海外展開の後押し、

食品加工原材料用
・制度的メリットを享受できる場合

・日本産材料の使用が付加価値と
認識される場合

・精米機とセットで現地で精米して販売するスキームごと輸出・調達価格の安い輸出用米を、引き
続き生産調整の外枠に位置づけ。

【例１】パックご飯
・香港向けに玄米輸出。香港で精米した上で加工
→中国大陸へ輸出（30％以上付加価値付けをしたものにつ

いては、経済緊密化協定適用により関税ゼロ（日本から中
国へ直接輸出する場合は、関税率30％）

【例２】和食材おにぎり

・日系のコンビニが進出し、「おにぎり」文化を広めた
後に、日本産食材を使ったおにぎりをプレミアム商
品として販売

日系小売、製造業、外食業の海外展開の後押し、
日本食材使用の支援

● 日本国内で加工米飯を
製造して輸出する場合 小売用、外食用

・相手国のニーズに合った商品の開発
・手軽においしいものを食べたいニーズへの対応
・「加工食品」同様、相手国の規制・基準への対応 ５



３－２ 目標と方向性（コメ加工品：米菓、日本酒）

【米菓】 【日本酒】【米菓】
 相手国のニーズに合った商品の開発、手軽なス

ナックとしてのプロモーション強化。
 重点輸出先は、食文化にとらわれず、幅広く設

定

【日本酒】
 重点地域及び発信力の高い都市での事業にリソース

を投入し、認知度の向上と販路の確保・拡大を図る。
 酒造業者と生産者が結びつきをより強化すること等に

よる原料米の数量や価格の安定供給の確保定。

輸出環境整備 マーケティング

①相手国の

よる原料米の数量や価格の安定供給の確保。

市場タイプ 方向

・基礎的なマーケティング調査の実施

最重点国
台湾、香港、
シンガポール

・贈答需
要の開拓

①相手国のニー
ズに合った商品
の投入（ピザ味お
かき等、小分け
パ ク等）

共通

・海外発信に効果的な媒体の開発（ストーリー性をもった
宣伝材料、印刷媒体、オンライン等でも活用可能な資料）
※ マーケティングのプロを活用
※ 日本食とあわせて発信・展開
・ 関係府省の地方支分部局やJETROが連携し、全国各地

業者 輸 支援 修会 催 成功事例など 必パック等）
②日本らしさを活
かした商品の投
入重点国

米国 韓国
・米国食品安全
強化法 対応

での業者の輸出支援（研修会の開催、成功事例などの必
要な情報の収集・発信）

発信力の高い都市

・イベント・事業（BtoB、BtoC）の重点的実施
※ 発信力の高い都市でのイベント開催は、波及効果が

・手軽なスナック
というイメージで
の売り込み

米国、韓国 強化法への対応

新規需要開拓国

・原発関係規制
緩和の働きかけ
UAE

・商流構
築支援
（商談会

発信力の高い都市
（ロンドン、パリ、NY、
香港など）

あることから優先的に対応
※ 外国の一般消費者のみならず、バイヤー、著名人に
対しての発信や海外レストラン、日本食の料理人等の世
界的ネットワークを活用した発信

成長・拡大地域

・賞味期限を長期
に設定

新規需要開拓国
UAE、
サウジアラビア
中国、EU

UAE、
サウジアラビア

・民間基準も含め
製造工程認証に
係る情報提供

（商談会
等）
・贈答需
要の開拓

成長 拡大地域
（米、香、韓、EU、台、
中など）
※ 輸出額/増加率
が大きい市場

・イベント・事業（BtoB、BtoC）の重点的実施
・日系事業者（小売や日本食レストラン）以外への商流拡
大（見本市、商談会）

潜在成長地域 （印係る情報提供 潜在成長地域 （印、
伯など）
※日本以外産の清酒
の消費地や経済成長
率が高い地域

・日本産日本酒の特徴を消費者、事業者（バイヤー、料理
人等）に普及

６



林産物の輸出戦略（案）林産物の輸出戦略（案）

平 成 ２ ５ 年 ４ 月



現状（林産物全体）

○ 林産物の輸出額は123億円（Ｈ24年）。○ 林産物の輸出額は123億円（Ｈ24年）。
○ うち木材の輸出額は93億円、特用林産物の輸出額は25億円、きのこの輸出額は4億円。

林産物の輸出額内訳（H24年）

きのこ

３億円

（３％）

乾しいたけ

１億円

（１％）

※カッコ内は輸出額
に占める割合

林産物 輸 額 訳（ 年）

製材

２４億円

（２０％）

植物性ろう等

特用林産物

２５億円

（２０％）

丸太

１４億円

（１１％）

合板等

その他（パレッ

ト・チップ等）

１８億円

（１５％）

総額
123億円

合板等

７億円

（６％）

単板

パーティクル

ボード

３億円

（２％）

（１５％）

６億円

（５％）建築木工品

・木製建具

５億円

（４％）

繊維版

５億円

（４％）

食卓用品

４億円

（４％）

寄せ木

４億円

（３％）

木炭

３億

（３％）

（２％）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※  植物性ろう・・・用途は、化粧品など。
木炭・・・用途は、お香専用炭（いわゆる香炭団（こうたどん））など。
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現状（木材）

現状

○ 木材輸出額は近年漸減傾向。内訳をみると、「製材」は横這い、「丸太」は増加傾向。一方、「建
築木工品、木製建具」、「単板」などは減少。

○ 国内においては 住宅着工戸全体の減少にともない 木造住宅も減少傾向 製材品出荷量も

○木材輸出額の推移（国別） （百万円） ○国内住宅着工戸数の推移

○ 国内においては、住宅着工戸全体の減少にともない、木造住宅も減少傾向。製材品出荷量も
近年減少傾向。

中国 3,409 3,172 2,428 2,562 2,415 2,085

韓国 1,197 1,372 2,370 841 1,060 1,048

米国 1,857 1,695 1,169 1,468 1,083 966

07年 08年 09年 10年 12年11年

80

100

1,000 

1,200 

1,400 

最近10年間の住宅着工戸数及び木造率の推移

（%）

（千戸）

フィリピン 1,176 2,014 1,698 2,039 1,902 1,800

その他 3,831 3,697 2,779 3,291 3,271 3,446

全体 11,470 11,950 10,444 10,201 9,731 9,345

○木材輸出額推移（品目別） （百万円）

20

40

60

200 

400 

600 

800 

,

07年 08年 09年 10年 11年 12年

製材 1 826 2 629 2 128 2 749 2 573 2 423

○製材品出荷量 （単位：千㎥）

00 
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

住宅着工 木造住宅 木造率

製材 1,826 2,629 2,128 2,749 2,573 2,423 

丸太 404 722 546 869 1,358 1,405 

建築木工品、木製建具 1,797 1,490 969 922 688 508 

合板等 761 666 509 565 564 701 

単板 1 285 1 073 772 674 545 586
H7年
(1995)

12
(2000)

19
(07)

20
(08)

21
(09)

22
(10)

建 築 用 材 19,871 13,813 9,455 8,836 7,671 7,642

計 24,766 17,231 11,632 10,884 9,291 9,415
注：出力7.5kw以上の製材工場の数値。

資料：農林水産省「木材需給報告書」（平成７(1995)～21(2009)年）、「平成22年木材統計」（平成22(2010)年）

単板 1,285 1,073 772 674 545 586 

その他 5,398 5,370 5,520 4,422 4,003 3,722 

計 11,470 11,950 10,444 10,201 9,731 9,345 
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分析（木材）

分析

○ 中国では住宅建設（完工床面積）が近年拡大傾向。米加両国が２×４住宅の販売を伸ばすなど中国におけ
る木造住宅需要の裾野が拡大。一方、我が国は、スギ、ヒノキ、カラマツが構造用材として中国「木構造設計規
範」に明記されていないため、木造軸組住宅の販売ができない状況。

○ 日本産木材の認知度は低く、消費者向け、業界向けの認知度向上が必要。

強み 弱み 機会 脅威

中国 ・軸組構法の特性（気候 ・木構造設計規範に明記されていない。 ・住宅市場の拡大。 ・米国、カナダ材による２×４構法
風土への適合等）。 ・日本産木材の知名度が低い。

・２×４に比べ価格が高く、施工が難しい。
・木造軸組工法の技術者が少ない。

・木材を輸入に依存。 のシェア拡大。

韓国 ・内装材としてヒノキ材利 ・木造住宅が増加傾向。 ・米国、カナダ材による２×４構法
用が人気。 ・日本産木材（特に構造材）の知名度が低い。

・２×４に比べ価格が高く、施工が難しい。
・木造軸組工法の技術者が少ない。

・オンドル（韓国床暖房方
式）によるフローリング材
としての利用。

・木材を輸入に依存。

のシェア拡大。

2,000 

都市新築住宅面積 農村新築住宅面積 総数

中国の住宅建設（完工床面積）

百万㎡

500

1,000 

1,500 

注１：中国では、構造別の建築統計が非公表のため、木造建築物の状況把握が困難。
注２：完工床面積には戸建て住宅以外にマンション等も含む。

0 

500 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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現状（乾しいたけ）

○ 乾しいたけの輸出額は１億円で、長期的な減少傾向にある。安価な中国産乾しいたけとの競合
等により、輸出量は最盛期の0.5％まで落ち込んだ（1984年：4,087ｔ）。

○ 主な輸出先国は香港 アメリカの２国で輸出量の８割 輸出額の８割を占める。○ 主な輸出先国は香港、アメリカの２国で輸出量の８割、輸出額の８割を占める。
○ 生産量はここ30年減少傾向。主な国内生産地は大分、宮崎等九州、四国地区。

○乾しいたけの輸出量、輸出額推移
（単位：トン、千円）

国 名 2008 2009 2010 2011 2012

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

香港 21 121,034 26 137,635 21 107,289 16 85,073 16 71,439

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 11 11,511 10 12,128 7 6,150 14 14,398 0 1,750

アメリカ 16 45,211 11 26,409 4 19,436 3 18,068 3 10,832

台湾 3 16,485 0 3,858 4 11,239 3 5,472 2 5,865

他その他 10 27,895 5 20,600 3 19,029 2 12,463 1 5,255

計 60 222,136 53 200,630 40 163,143 39 135,474 23 95,141

（注）計が一致しない場合は、四捨五入による。

○乾しいたけの生産量推移

1980 2000 2008 2009 2010 2011

生産量（ｔ） 13,579 5,236 3,867 3,597 3,516 3,696

大分 宮崎 熊本 愛媛 その他 合計

生産量(t) 1,533.5 605.6 291.5 263.6 786.1 3,695.9 

○乾しいたけの主な生産地（2011年）
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分析（乾しいたけ）

分析

○ 乾しいたけ生産者が減少傾向にあり、花どんこ等需要の高い製品が集まらないため、生産体
制の増強が必要。

○ 日本産乾しいたけは他国産と比べ総じて高価格であり 中級品以下の製品で他国産と競合す

分析

○ 日本産乾しいたけは他国産と比べ総じて高価格であり、中級品以下の製品で他国産と競合す
ることは難しいことから、高級品を売っていく必要（高級品には一定の需要）。

○ 木炭等は需要が限定的であるため、新たな商品開発が必要。

強み 弱み 機会 脅威強み 弱み 機会 脅威

香港
星
台湾

・食味、香り等品質の高さ ・価格が高い
・安定供給ができない

・高級乾しいたけに一定の需要

・中国産乾しいたけの残留農薬に関する不
信感（香港）

・中華料理への需要

・安価な他国産品との競合（中級品）

中華料理 の需要
・日本食レストランが多い（約1,000店）
・春節等贈答需要の存在
・富裕層が多い

米国
ＥＵ

・食味、香り等品質の高さ ・価格が高い
・安定供給ができない

・中華料理への需要
・日本食レストランが多い（約3,700店）

・安価な他国産品との競合（中級品）

2001 2007 2008 2009 2010 2011

○乾しいたけの生産者の推移

ＥＵ 安定供給ができない 日本食レストランが多い（約3,700店）
・富裕層が多い

生産量(人) 24,864 17,582 17,995 17,257 13,936 13,801 

産地 価格(円／100ｇ当たり）

○台湾における乾しいたけ価格の比較(H19)

産地 価格(ＨＫ＄／Kｇ）

○香港における乾しいたけ価格の比較(H19)

日本産 700～3,800

韓国産 300～500

台湾産 150～350

日本産 114～533

中国産 47～280
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林産物の輸出目標と戦略

年 林産物輸 額2012年の林産物輸出額

123億円

2020年の林産物輸出額目標

250億円

重点品目・重点地域及び方向性

木材 重点国 中国、韓国

方向性 日本式の工法住宅（庭園等を含む）普及を通じた日本産木材の輸出（中国）方向性 日本式の 法住宅（庭園等を含む）普及を通じた日本産木材の輸出（中国）
ヒノキを中心とした内装材市場の更なる拡大（韓国）

具体の対応 米国、カナダ産に比べ知名度の低い日本産木材、住宅の認知度を向上させるべ
く、常設展示場の設置による通年でのＰＲ、データ実証、技術者向け講習会の開催などによる人
材育成等

乾し たけ

材育成等。

乾しいたけ 重点国 香港、シンガポール、タイ

方向性 高級乾しいたけ（花どんこ等）を富裕層向けに輸出（全体）
中国産乾しいたけへ不安を抱く層に対し中級品を供給（香港）

具体の対応 中国産との差別化に向けたＰＲ、贈答用製品の開発等オールジャパンで取組

6



我が国の対中国木材輸出の促進策

木材の輸出促進策

これまでの取組 対策

我が国の対中国木材輸出の促進策

課題

【規格・規制への働きかけ】
○中国木構造設計規範の改定に参
画

・低い日本産木材の地名
度・認知度（米加が大きく
先行）

○ 日本常設展示場の設置による通
年 拠点 拡大

画 先行）

・散発、表面的ＰＲ活動

【現地ニーズを踏まえた製品開

年でのＰＲ、拠点の拡大

○ プロ向け技術講習会の実施等を
通じた人材の育成、建築資材として【現地ニ ズを踏まえた製品開

発】
○中国向けマンション内装材として
の内壁用スギパネルの開発
（H22～24の３年間で約１億円を措置）

通じた人材の育成、建築資材として
の日本産木材の利用促進

○ 技術支援等を通じた住宅開発プロ
ジ クト の積極参画

・技術面での普及・取組不
足

・木材の安定供給

・輸出環境の整備

【国内対策】
○木材加工施設の整備支援

ジェクトへの積極参画

○ 森林組合や産地間連携による共
同輸出、通年供給体制の構築

・個々の事業者の取組支
【輸出先国でのＰＲ】
○見本市でのジャパンパビリオン

設置

同輸出、通年供給体制の構築

○ 協力ネットワークの構築、情報収
集、情報発信
（全国団体を通じたオ ルジ パン援が中心、協力体制の欠

如

設置（H24年度、北京、上海、ソウルで
各１回）

○日本産木材説明会の実施
（上海の１回）

（全国団体を通じたオールジャパン
での取組、ブランド創り）

7



乾しいたけの消費拡大に向けた総合戦略

乾しいたけの輸出促進策

♦山村において原木を用いて栽培する乾しいたけは、地
域経済に重要な役割を果たし 森林づくりと文化の継承に

現状認識 ３つの対策

産地再生対策

乾しいたけの消費拡大に向けた総合戦略

域経済に重要な役割を果たし、森林づくりと文化の継承に
貢献。

♦しかし、消費者の乾しいたけ離れ、福島原発事故の影
響が複合的に作用し、次の現象が顕在化。

国産 輸入量とも減少傾向

⇒しいたけ原木林の改良、しいたけ原木の供給増大、しいたけ生産
工程管理の提示等による生産力維持・増強

⇒検査・出荷管理の徹底による安全な乾しいたけの供給と情報発
信

産地再生対策

・国産・輸入量とも減少傾向
・価格の低迷
・生産者数の減少
このまま推移すれば、産地の衰退と、森林づくり、文化

の継承への支障が懸念。
⇒「日本産乾しいたけ」のブランドストーリーの構築と発信

⇒将来の消費層である児童・生徒と、保護者の需要喚起のため、地
域食・行事食の創出と学校給食への進出（日本の食プロジェクト）

国内市場対策

♦他方で、国内・海外市場の拡大・新規開拓に意欲的な取
組が萌芽。

こうした取組を本格的な流れに変えて、国内外における
消費拡大・新規開拓と、産地再生を総合的に進め、それ
らの相乗効果による好循環を形成する起爆剤として輸出

域食 行事食の創出と学校給食への進出（日本の食プロジェクト）

⇒若年層の需要開拓のための商品デザイン等の刷新（業界主導プ
ロジェクト）
⇒「乾しいたけの日」の創出（日本の食プロジェクト）

らの相乗効果による好循環を形成する起爆剤として輸出
を位置づけるべき。

⇒香港、シンガポール等の販路の維持・拡大

中国産乾しいたけに対する残留農薬への懸念から、一定層以上の
家庭及び飲食店には受け入れられていないため、中級品から最高級

海外市場対策

＜先行事例＞ＯＳＫ（大分県椎茸農業協同組合）
輸出先：タイ
単 価：10 000~20 000円/Kg 家庭及び飲食店には受け入れられて な ため、中級品から最高級

品までの品柄を輸出。中国産との差別化に向けたＰＲや商品開発（個
包装等）。
⇒タイ等の販路の新規獲得

単 価：10,000~20,000円/Kg
流通形態：生産者⇒（現金買取）⇒ＯＳＫ⇒シッパー

⇒現地販売店⇒富裕層
支援措置：現地試食会の資材費及び販売員の人件費

（大分県）
課 題：シッパー、代理店、通訳等の円滑な確保、

商談のルール化等
＊ほかに香港にも輸出を拡大中。また、星、台湾と商談中。

乾しいたけ関係団体への支援を通じて実施
8



花きの輸出戦略（案）

平 成 ２ ５ 年 ４ 月



1－1 花き（植木等と切り花）の産出額と輸出額の現状

 過去5年間で 花きの産出額は約930億円減少 過去5年間で、花きの産出額は約930億円減少。
 他方、近年国際的に極めて高い評価を得ている高品質な日本産花きの輸出の動きが一部で見られ、輸出額

は過去5年間で約30億円増加。特に、急速な経済成長を遂げるベトナム、中国向けの輸出が増加。
 国内需要が縮小する中、今後新たな販路を開拓し、輸出の動きを加速させることが必要。

5,000

 国内需要が縮小する中、今後新たな販路を開拓し、輸出の動きを加速させることが必要。

億円
○過去5年間における花きの国内産出額の推移

1.2 80.0

90.0 
○過去5年間における花きの輸出額の推移

（億円） 82.9
67.8

3,000

3,500

4,000

4,500

切花類

0.9 

1.1

1.4 
0.9 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

63.0

45.8

1,000

1,500

2,000

2,500
切花類

鉢もの類

花木類 52.4 
44.7 

61.6  66.9 
81.7 

1.1 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

※花木類に
は植木・盆

0

500

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

0.0 

0 0

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

植木等 切り花（億円）

輸出上位５カ国 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

は植木・盆
栽を含む

(単位：億円) 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

ベトナム 2.2 10.7 35.8 28.1 43.2

中華人民共和国 10.0 6.7 6.3 9.1 18.1

香港 29.9 19.7 11.8 22.1 11.8

イタリア 4 4 3 0 3 7 2 8 2 9

花木類 734 320 293 277 426

鉢もの類 1,124 1,009 944 924 955

切花類 2451 2206 2136 2158 1996
イタリア 4.4 3.0 3.7 2.8 2.9

台湾 0.6 0.7 0.7 1.0 2.2

資料：統計部「生産農業所得統計」、生産局「花き類の生産状況等調査」、「花木等生産状況調査」

合計 4,309 3,535 3,373 3,359 3,377
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１－2 植木等と切り花の輸出の現状

 植木等（植木・盆栽・鉢もの）の輸出額は 約82億円で増加傾向 植木等の輸出額の割合は ベトナム 中 植木等（植木・盆栽・鉢もの）の輸出額は、約82億円で増加傾向。植木等の輸出額の割合は、ベトナム、中
国、香港、イタリアで全体の約９割を占める。ベトナムは過去５年間で約20倍に増加し、中国も倍増。統計
上は分類できないものの植木・盆栽の主な輸出先は中国やベトナム、鉢ものについては、香港、シンガ
ポール（ヒアリングによる）。

○過去5年間における植木等の輸出額の推移

 切り花の輸出額は、約１億円。過去５年間のトレンドで見るとほぼ横ばい。米国、中国、ベトナム、香港で輸
出額全体の約８割を占める。

○過去5年間における切り花の輸出額の推移○過去5年間における植木等の輸出額の推移 ○過去5年間における切り花の輸出額の推移

２



２ 花きの輸出に関する市場可能性分析

 日本産の花きは高品質という評価。本産 花き 高品質 う評価。
 植木は、近年、急激に輸出量が増加したため、イヌマキなど一部の品目の資源が枯渇しつつある。
 鉢もの及び切り花については、輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の産地や生産者は輸出のルー

トを開拓する知識や経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸出のモチベーションが低い。
 切り花は海外にそれほど輸出されていないことから日本産であるという認知度が低い 切り花は海外にそれほど輸出されていないことから日本産であるという認知度が低い。

植木 盆栽 輸出額が大きい国 ベトナム 中国 香港 イタリア
・高品質。
日本ブランドがほ

・高価である（原価＋輸送コスト）。
・近年、急激に輸出量が増加したため、イヌマキ

・ヨーロッパに日本産樹木流通の中
継地点として大手ナ セリ が集中

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）

脅威重点品目 市場タイプ 重点国 強み 弱み 機会

植木・盆栽 輸出額が大きい国 ベトナム、中国、香港、イタリア ・日本ブランドがほ
ぼ確立。

近年、急激 輸出量 増加したため、イ キ
など一部の品目の資源が枯渇しつつある（中
国）。

継地点として大手ナーセリーが集中
（イタリア）。

による廃棄）。
・円高リスク。

・富裕層が増加してきている（ベトナ
ム 中国）

・輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の
産地や生産者は輸出のル トを開拓する知識や輸出額が大きい国 ベトナム、中国、香港

ム・中国）。
・富裕層が多い。また、経由して中
国向けに輸出される（香港）。

鉢もの

・高品質。
・現地にない品種を
含め多品種を供給
できる。

産地や生産者は輸出のルートを開拓する知識や
経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸
出のモチベーションが低い。また、これらの情報
などを共有できるツールや体制が未構築。
・高価である（原価＋輸送コスト）。
・継続的な出荷に対応できる安定した供給が困

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）。
・円高リスク。
・外国産との競合
・一部の輸出先国では品種保護制

輸出額が小さい国 シンガポール ・富裕層が多い。

できる。 継続的な出荷に対応できる安定した供給が困
難。
・認知度の低さ。アイテムを見ただけでは日本産
と判別できない。

部の輸出先国では品種保護制
度が未発達。

輸 が

輸出額が大きい国 米国、香港、オランダ

・富裕層が増加してきている（ベトナ
ム・中国）。
・富裕層が多い。また、経由して中
国向けに輸出される（香港）。

切り花

・高品質。
・現地にない品種を
含め多品種を供給

・輸出実績がある産地や生産者を除き、大半の
産地や生産者は輸出のルートを開拓する知識や
経験、需要者の嗜好などの情報がないため、輸
出のモチベーションが低い。また、これらの情報
などを共有できるツールや体制が未構築。
・高価である（原価＋輸送コスト）

・輸出相手国の検疫リスク（不合格
による廃棄）。
・円高リスク

輸出額が小さい国 シンガポール、カナダ

・富裕層が多い。
・近年切り花の輸出が増加。
・経由して東南アジア向けに輸出さ
れる機会がある。

含め多品種を供給
できる。

高価である（原価＋輸送コスト）。
・継続的な長期出荷に対応できる安定した価格・
数量の確保。
・認知度の低さ。アイテムを見ただけでは日本産
と判別できない。

円高リスク。
・外国産との競合。

３



３ 目標と戦略

年ま 億 拡大
160 0 150 2020年までに150億円に拡大

120.0

140.0

160.0 150

重点国
重点品目

60.0

80.0

100.0 83 既存市場拡大型 新規市場開拓型

植木・盆栽 ベトナム、中国、香港、イタリア

重点品目

20.0

40.0
鉢もの ベトナム、中国、香港 シンガポール

切り花 米国、香港、オランダ シンガポール、カナダ

① 産地間連携による高品質・安定的輸出体制の整備（品種開発関係者、生産者、卸売市場等関係者が一体となった枠組みの構築）。

0.0
平成24年(2012年） 平成32年(2020年）

② 輸出関係者のコーディネートを行う人材の育成。
③ 統一規格やロゴ等によるジャパン・ブランドの浸透。
④ 見本市の開催等による効果的なPR活動の実施（鉢もの及び切り花については「Japanese Flower」等としてＰＲ、植木等については輸出品目の

拡大を図る）。
⑤ 輸出重点国・地域の有用情報収集、輸出ノウハウの提供。⑤ 輸出重点国 地域の有用情報収集、輸出ノウ ウの提供。
⑥ 長時間輸送に耐えうる鮮度保持技術の開発・普及。

⑦ 輸出環境の整備（知的財産保護、植物防疫上の条件整備）。

具体的なマーケティング：
（１）既存市場拡大型では 対象国の需要や消費ニ ズに即して 見本市でのデモンストレ ションの実施等によりトレンド性を持たせることで 日（１）既存市場拡大型では、対象国の需要や消費ニーズに即して、見本市でのデモンストレーションの実施等によりトレンド性を持たせることで、日
本産花きブランドの浸透と継続的な取引の拡大を図る。
（２）新規市場開拓型では、販売・市場実態調査の実施等により消費ニーズの把握に努め、海外からのバイヤーの招聘や見本市等により、日本産
花きを紹介する機会を提供する。

４
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