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○ 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。国別の状況

については、台湾がほぼ5割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 日本産米の輸出量の推移

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

376 191 408 234 634 320 967 427 940 527 373 203
(-15%) (-12%) (+9%) (+23%) (+55%) (+37%) (+53%) (+34%) (-3%) (+24%) (+59%) (+45%)

うち 台湾 201 79 183 77 413 169 593 161 450 175 109 41
(-17%) (-24%)

香港 75 42 115 64 99 57 155 74 218 119 109 53
(+98%) (+69%)

シンガポール 33 25 63 45 63 35 63 40 92 48 64 30
(+94%) (+69%)

中国 0 1 18 5 0 0 2 7 72 43 50 30
－ －

米国 20 20 6 15 16 25 128 99 41 71 4 19
(-50%) (+5%)

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。

輸出合計

商業用のコメの輸出数量等の推移

２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 2008年
(1～4月)

1 



輸出量
（2007年）

小売価格
参考：現地産米価格

　　　（日本品種）

日本産米の販売状況 米の消費動向

台湾 450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、
産地間での競合が激化。

・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 218トン
・高級日本食レストランからの需要が
徐々に増加。
・産地間の競合が顕在化。

・一人当たり消費量は約40kg。
・消費量の8～9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 92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 41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 74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。

○ 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、限られた販路での産地間の競合が激しくなってきている。

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

２ 主要輸出国における日本産米の販売状況
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基 本 指 標

※USDA公表資料（2008年5月）による。 数字は精米ベース。

● 人 口 13億1,400万人

● 在留邦人数 11万5千人

● 日 本 食 北京、上海に
レストラン数 約400～500店

米 の 需 給 (2007年)

● 生 産 量 1億2,980万t

● 輸 出 量 100万t

● 消 費 量 1億2,730万t

● 一人当たり 96.3kg/年
消 費 量

● 自 給 率 102.0％

中国市場における小売価格
（北京・上海での店頭調査）

● 日 本 産 米 約1,400～1,500円/kg

● 一般在来種 約40～50円/kg

● 高級在来種 約90～110円/kg

● 現地産日本品種 約140～170円/kg
（コシヒカリ、あきたこまち）

● タ イ 産香米 約190～230円/kg

※

○ 一人当たりの消費量は近年減少傾向にあるが、まだ100kgに近い水準である。また、輸入量は年により大きく変動

するが、タイからの輸入が９割以上を占めている。

○ 日本産米の現地での小売価格は、現地米の10倍以上、日本国内の小売価格の3倍程度となっている。

３ 中国の米市場の概況

439,74024,536678,71232,523471,54020,871タイ

471,54125,501719,01033,650513,96621,782合計

274271268915パキスタン

4,396744,3251053004ラオス

26,51882935,55099741,534887ベトナム

数量金額数量金額数量金額

2007年2006年2005年

資料：「Global Trade Atlas」 単位は、金額が百万円、数量がトン。

中国の米の輸入実績
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資料：「Global Trade Atlas」 単位は、金額が百万円、数量がトン。資料：財務省「貿易統計」

90.4％4万3千トン48.3kg/人111万9千トン

自給率輸出量
国民1人あたりの

年間消費量消費量

12万8千トン101万2千トン1万6千人2,300万人

輸入量生産量在留邦人数人口

米に関する基本指標(2007年)

1751611697779金額(百万円)

450593413183201数量 (トン)

2007年2006年2005年2004年2003年

日本から台湾への米輸出実績

74,6854,35758,2403,24923,299976米国

137,1057,816108,8155,75366,8602,747合計

5,4863034,50118733012エジプト

11,44259210561,05641ベトナム

44,3912,35442,4071,94041,3701,554タイ

数量金額数量金額数量金額

2007年2006年2005年

台湾の米の輸入実績

④日本産米の販売状況等

関税割当数量は年間14万4,720トン（政府輸入分65％、民間輸入分35％）、枠内
税率は無税、枠外税率は45元/kg（米製品は49元/kg）。
民間輸入分の枠の配分は、輸入米1kg当たりの当局に納入する権利金（上限・
下限の設定なし）を高額で落札した順に枠を与えるオークション方式を採用。

①関税率

○日本政府の植物検疫証明書の添付が義務付けられている。検査・検疫費用は、
CIF価格の0.1％。

○包装された米を販売する際には、台湾産米と同様に、①種類、②品種、③産地、
④等級、⑤加工包装日、⑥保存期間、⑦精米工場名、住所、電話番号の表示
が義務付けられている。

②検疫措置・関連措置

○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（池上米等）も存在。
○豪州産・加州産コシヒカリは、日本産米の約4分の1～2分の1の価格。

③米の消費動向

○小売店は、卸売業者から提示された、日本産米の産地・銘柄の中から、
売りたいものを選択するのが一般的。価格設定も卸売業者が行う。

○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、販売価

格が低下傾向。飽和状態との見方もあるが、日本産米への魅力付けができれ
ば、まだ消費拡大の余地はあると見られる。

○日本食レストランはコスト意識が高く、台湾産コシヒカリ等を使用することが

多い。台湾産米と同程度の価格帯でないと業務用としての販売は厳しいとの
見方。

○日本産米の銘柄が浸透しており、「新潟コシヒカリ」が人気。

○台湾米の2倍以下の価格でなければ、業務用需要は厳しい状況。

（参考）台湾の米市場の概況
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0％0トン45.1kg/人31万5千トン

自給率輸出量
国民1人あたり
の年間消費量

消費量

31万5千トン0トン2万7千人694万人

輸入量生産量在留邦人数人口

313,28420,054287,49516,070298,97714,895タイ

348,28322,351320,80418,040328,88016,633合計

5,9792992151200エジプト

7,9365418,2365128,394522オーストラリア

16,47294919,1841,02212,690675中国

数量金額数量金額数量金額

2007年2006年2005年

資料：「Global Trade Atlas」 単位は、金額が百万円、数量がトン。資料：財務省「貿易統計」

○長粒種需要が8割～9割程度を占める。
○共働き比率が高く、外食率が非常に高い。家庭での調理は、手間をかけない

中食が嗜好される。
○中国産、ベトナム産中短粒種は日本産米の10分の1、加州産米は5分の1程度

の価格。中国産は安全性の問題から敬遠気味。

無税。

○精米については、植物検疫証明書は必要ない。
○米は備蓄対象物資であるため、輸入業者にはライセンスが必要で、14日以内

に輸入申告の手続を完了する。輸入するごとに実際の輸入量の報告義務が
ある。

○包装された米を販売する際には、①名称、②重量あるいは成分一覧、③食用
期限あるいは賞味期限、④保存方法あるいは使用方法、⑤業者の名称および
住所、⑥食品の数、重量の表示が義務付けられている。

米に関する基本指標(2007年)

日本から香港への米輸出実績

香港の米の輸入実績

④日本産米の販売状況等

①関税率

②検疫措置・関連措置

③米の消費動向

○日本産米は加州産、豪州産短粒種と競合。
○日本食に対して、高品質で、安全・安心・健康のイメージが強い。
○台湾と同様、日本産米同士の競争が激化。
○高級日本食レストランからの需要が徐々に増加。

11974576442金額(百万円)

2181559911575数量 (トン)

2007年2006年2005年2004年2003年

（参考）香港の米市場の概況
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0％0トン82.4kg/人37万5千トン

自給率輸出量
国民1人あたり
の年間消費量

消費量

37万5千トン0トン2万6千人450万人

輸入量生産量在留邦人数人口

193,43112,025174,8019,689170,1648,064タイ

326,85418,214301,73014,881281,75912,564合計

5,4345204,4693705,619358米国

36,9891,92229,1641,37226,4481,184インド

69,6902,65961,0241,94125,474717ベトナム

数量金額数量金額数量金額

2007年2006年2005年

資料：「Global Trade Atlas」 単位は、金額が百万円、数量がトン。資料：財務省「貿易統計」

○外食率が非常に高く、屋台が日常的に利用されており、三食とも屋台と
いう市民も多い。

○中食も発達しており、あまり料理をしない国民性。
○コメ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。

○短粒種は、日本、米国、ベトナム等からの輸入。

米に対して関税はかけられていない。ただしCIF価額の5％の消費税がかかる。

○精米については、植物検疫証明書は必要ない。
○輸入検査は実施されない。ただし、輸入業者の倉庫や販売店で、残留農薬基

準を満たしているかどうかの検査が抜き打ちで実施されることがある。
○米の輸入業者は、輸入ライセンスを取得し、米貯蔵計画（RSS)に参加する（最

低50トン輸入し、100トンを備蓄。実行できない場合罰則あり）。ライセンスがな

くても、ライセンス料を支払って輸入してもらうこともできる。
○販売には別途販売ライセンスが必要。販売に際して義務付けられる表示は、

①米の種類、②穀物組成（全粒もしくは破砕）、③重量、④銘柄、⑤業者・販売
店等の名称、住所。

米に関する基本指標(2007年)

日本からシンガポールへの米輸出実績

シンガポールの米の輸入実績

④日本産米の販売状況等

①関税率

②検疫措置・関連措置

③米の消費動向

○購入層は、華僑や欧米人を中心とした富裕層。
○回転が悪いため、精米から半年程度経過した商品が販売されている例も。
○在留邦人には、加州産米が好評。価格は日本産の2分の1。

4840354525金額(百万円)

9263636333数量 (トン)

2007年2006年2005年2004年2003年

（参考）シンガポールの米市場の概況
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（参考）米国の米市場の概況

158.2％358万2千トン13.2kg/人399万トン

自給率輸出量
国民1人あたり
の年間消費量

消費量

69万9千トン631万4千トン37万人3億人

輸入量生産量在留邦人数人口

376,50625,593372,94821,362320,94516,524タイ

682,69545,214622,12836,960408,09824,034合計

16,2791,81416,7251,52715,3931,284パキスタン

129,2105,122105,1844,23792477中国

107,4038,83770,8736,46059,9934,988インド

数量金額数量金額数量金額

2007年2006年2005年

資料：「Global Trade Atlas」 単位は、金額が百万円、数量がトン。資料：財務省「貿易統計」

○通常10、15、20ポンド（1ポンド＝約0.45kg）袋で販売されている。
○米国人は米を主食としてではなく食材として捉えるため、幅広い用途に利用で

きる長粒種が好まれる傾向。
○価格帯は、加州産短粒米（田牧米、国宝ローズ等）が約150円～170円、加州

産日本品種が約240～260円、日本産米が約1,000円～1,800円程度。
○西海岸地域が米食が最も浸透しており、中・短粒種の需要が大きい。
○加州米は品質、価格帯が幅広く、ブランドとしても定着。

玄米：2.1セント/kg、精米：1.4セント/kg、砕米：0.44セント/kg （1セント＝約1.1円）

○精米については、植物検疫証明書は必要ない。

○植物検疫法に基づき籾米の輸入を禁止している。

○バイオテロ法に基づき、事前に加工等に関する米国内外の施設を、米穀健康
福祉省食品医薬品局（FDA）に登録しなければならず、さらにFDAに対しては、
輸入の事前通告義務もある。また、FDAは食品衛生検査も行う。

米に関する基本指標(2007年)

日本から米国への米の輸出実績

米国の米の輸入実績

①関税率

②検疫措置・関連措置

③米の消費動向

④日本産米の販売状況等

○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。
○日本産米と加州米の価格差は6倍程度。
○日本食レストランでは、大部分が加州米を使用。

7199251520金額(百万円)

4112816620数量 (トン)

2007年2006年2005年2004年2003年
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４ 中国における米の消費動向

○ 伝統的な食文化

北方：畑作中心で小麦を主食とした麺食文化圏（饅頭、餃子、麺類）

南方：稲作中心で米を主食とした米食文化圏（ご飯、お粥）

⇒ 最近は、人の移動の活発化や情報手段の発達から、その相違は薄まる傾向

○ 生産量の２～３割が短粒種

⇒ 東北部（遼寧省、吉林省、黒龍江省）や上海周辺（江蘇省、安徽省等）

○ 南方は長粒種、北方は短粒種の消費が大きい

⇒ 近年は、経済の発展に伴い、長粒種から短粒種へ消費者の嗜好が変化しているとの

指摘も

○ 冷えたご飯を食べる習慣がない

⇒ 冷えたご飯はチャーハンかお粥に。コンビニでは、おにぎりを購入した客の６～７割が

電子レンジでの加熱を希望

○ 品種銘柄ではなく産地によるブランド米が一般的

⇒ 五常米（黒龍江省）、天津小站米など
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輸入者

１％

65％

14.1％

86.5％

合計増値税（※）関税

割当枠を有する

割当枠を有しない

13％

※増値税･･･付加価値税の一種で、
物品の売買等に対して課税される。

米は、「農産品輸入関税割当額管理暫定弁法」に基づき、関税割当制度の対象品目となっている。
関税割当数量は532万トン（長粒種266万トン、短粒種266万トン）。枠の50％は国家貿易で、中国
糧油食品進出口有限公司（COFCO）に割当て。
残りは民間貿易枠となっており、100社程度に割当て（個別の企業名は非公開）。

①関税割当制度

５ 主な輸入制度・手続きの概要

【税率】

商品名、原産国、輸出入者、精米所、精米日等を、中国語で表示しなくてはならない。
表示内容については、事前審査ではなく、輸入通関時に現物により審査される。

③表示ラベル

通関に際しては、以下の書類が必要。
①通関申告書、②検査検疫申告書、③検査検疫申告委託書、④植物検疫証明書、
⑤輸入契約書、⑥貨物引換書、⑦輸入領収書、⑧パッキングリスト 等

手続きは以下の流れで行われる。
検査検疫機関への申告⇒目視検査（ラベル内容、虫の混入、包装状態等）
⇒サンプリング検査（残留農薬等）⇒通関

②通関・検査検疫

※実際の輸入手続きに当たっては、現地輸入者等の関係者を通じて、輸入国の担当部局等に、詳細について確認して下さい。 9 



６ 中国向け日本産米輸出の状況

○ 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）について基本的に一致し、
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。

○ 150トンの暫定輸出に関し、全農は12月末と１月下旬に50トンずつ、合計100トンを上海港及び天津港に輸出。

○ 昨年の第一便において、富裕層を中心に贈答用としての引合いが強かったことを踏まえ、その認知度を一層高め、
高級ブランドとして確立するため、北京、上海に加え、富裕層が多いとされる沿海部に販売網を拡充し、13都市で
現在販売中。

○ 希望小売価格

新潟産コシヒカリ：198元（約3,000円）/2㎏

宮城産ひとめぼれ：188元（約2,800円）/2㎏

※ 第１便と同様、富裕層をターゲットとした小売価格

※ 中国国内における現地米（日本品種）の小売価格の10
倍、日本における小売価格の3倍程度

○ 販売網の拡充

※瀋陽、南京は3月より販売を開始。
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７ 中国における日本産米に対する流通関係者の声

・贈答用需要が大宗を占め、企業による社員又は取引先向けの大量購入もみられる。

・昨年7月の第1便では、贈答品として最も需要のある価格帯にあり、イベントや広報活動を通じた

話題性や希少性が評価。

・第2便については、春節前の贈答需要期は順調な売上となったものの、春節以降、伸び悩み。

・ひとめぼれより高価なコシヒカリの方が売れ行きは好調。

・第１便の２４トンではニーズは読めない。２便以降の状況で実力が掴める。

・これだけの価格差があれば、美味しいのは当たり前という認識。

○販売動向に関する指摘

○今後の課題等に関する指摘

・富裕層はおいしさよりもブランドで購入しており、彼らが真の価値を理解して、リピーターとなるために

は、少々時間がかかる。今後、第1便と同じペースでの継続的な販売は難しいかもしれない。

・日本産米は日常的に食べるものではなくギフトなので、販売価格は下げないほうがよい。

・第1便は、珍しさからギフト用として売れたが、継続して販売するためには価格の引き下げが必要。

・高額商品の販売には、十分な情報提供が必要であり、食品の場合には試食を通じた販促活動が

効果的。

・安定的に販売するためには、品揃えを多くし、これらを購入する消費者層を、時間をかけて地道に

発掘することが必要。
11



８ 中国での米の販売におけるアンケート結果（１）

① 日本産米の購入動機
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図４： 日本産米を購入しなかった理由（複数回答）
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図３： 日本産米を購入した理由（複数回答）
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図１： 日本産米購入の有無
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このアンケートは、平成19年9月に北京市内の
繁華街で開催された、日中交流イベント内の
日本産米PRブースへの来場者を対象に実施。
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図２： 日本産米の輸入解禁を知っているか
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８ 中国での米の販売におけるアンケート結果（２）

図６： 日本産米を購入した世帯の一ヶ月あたり収入

図８： 日本産米の購入者が普段購入している米の価格帯（ｋｇあたり）

② 日本産米の購入者層

このアンケートは、平成20年2月頃に、北京・上海の百貨店で、日本産米を実際に購入した人を対象に実施。
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図５： 第１便時の販売分は購入したか
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図７： 日本産米の購入者が普段購入している米の品種
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○ 海外へ日本産米を輸出し、現地で継続的に販売していくためには、輸出先の消費者や小売・流通業者の意向を十分

に把握した上で、相手の求める商品を提供していく販売戦略を立て、それを実行できる体制づくりが不可欠である。

９ 日本産米の輸出から販売開始までの流れ

Ⅰ

準
備
段
階

Ⅱ

試
行
段
階

Ⅲ

実
施
段
階

1-1 輸出相手国・地域の決定1-1 輸出相手国・地域の決定 把握すべき事項

①相手国・地域の市場動向
②輸入規制内容

1-2 市場調査の実施1-2 市場調査の実施

把握すべき事項

①消費者の嗜好・ライフスタイル
②競合相手
③商品特性
④流通チャネル

2-1 パートナー探し （国内・海外）
2-1 パートナー探し （国内・海外） 2-2 販売戦略の策定2-2 販売戦略の策定

決定すべき事項

①販売ターゲット
②販売チャネル
③アピールポイント
④販促方法

2-3 テスト販売2-3 テスト販売

2-4 契約2-4 契約

現地販売

3-1 物流・商品手配3-1 物流・商品手配

3-3 品質・在庫管理3-3 品質・在庫管理

3-2 広報・宣伝3-2 広報・宣伝

物産展・試食会等
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