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４．規格・認証、知的財産制度の戦略的活用
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海外の買い手が求める規格・認証等への対応①

海外の消費者や取引相手に、日本
産品の品質や特色をアピールするた
めには、JAS規格の活用が有効。
機能性、生産行程、流通等について
規格化することが可能。

我が国の強みのアピールにつながる多
様な規格の制定・活用が可能なった
ところであり、これらを足掛かりとして国
際標準化を目指している。

海外の大手スーパー等の取引先の要請に
基づき、必要に応じＧＡＰ認証を取得。

農畜産物の輸出拡大に向け、
GLOBALG.A.P.認証取得及び日本発
ＧＡＰ認証（ASIAGAP）について国
際的な信頼を得るための取組を支援。

特に欧米に輸出する際、加工施設等の

HACCPによる衛生管理が必要。

このため、食肉処理施設・水産加工施設

等のHACCP対応を含む施設整備を支

援。

また、取引先から求められる認証に関し、

各種支援を実施。

HACCP GAP JAS

（参考） JASを活用した輸出事例

（参考）GAPを活用した輸出事例

○ 主に欧米向けに輸出するためには、HACCPによる衛生管理が必要であり、導入に向けた取組を支援。
○ 海外マーケットからの要請に基づき、必要に応じGAP認証を取得する場合があり、認証取得を支援。
○ 海外の消費者向けに、日本産品の品質・特色をアピールするためには、JAS等の規格の活用が有効。

北海道丸富青果は、平成21年12月
にGLOBALG.A.Pの団体認証を取得。
取引先から、ＧＡＰ認証を取得した

タマネギ輸出の提案
を受けて、平成29年
10月、オランダへ向け
てタマネギを46トン輸
出。
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「しょうゆのJAS規格」が日本ブランドとして
人気であるため、食品メーカーEはJAS規
格の認証を取得し、台湾・中国・韓国・東
南アジア諸国向けに輸出している。

「日持ち生産管理切り花のJAS規格※」により、切
り花の輸出に必要な日持ちを確保するとともに、海
外取引において認証取得をアピールし、輸出拡大
に寄与。（※平成30年4月施行予定）

（参考）欧米向け牛肉輸出の食肉処
理施設認定状況

○対米国向け：10か所

（岩手県１か所、群馬県１か所、岐阜県１か

所、熊本県１か所、宮崎県２か所、鹿児島

県４か所）

○対EU向け：４か所

（群馬県１か所、岐阜県１か所、鹿児島県２

か所）



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

海外の買い手が求める規格・認証等への対応②

コーシャ食品を求めるユダヤ教徒及び
ユダヤ人市場向けの輸出を拡大する
ためには、コーシャの認証取得が重要。

欧米を中心にトレンドとなっている有機
食品の需要に対応（有機JASの同等
性の仕組みを活用）。

農業者等による有機JAS認証の取
得や輸出向け商談等の取組を支援。

ハラール有機 コーシャ

岩手県の南部美人は、日本酒につ
いてコーシャ認証を取得し、アメリカ向
けの輸出の拡大を図っている。

（参考）コーシャ認証を活用した輸出事例

コーシャ認証制度等に関する情報収
集・提供、セミナーの開催や、認証取
得・更新等の取組を支援。

（参考）有機JASを活用した輸出事例

鹿児島県の霧島製茶は、平成13年
に茶の有機JAS認証を取得。平成25

年から輸出を開始。ドイツ・フランス・米
国への輸出を伸ばしている。

海外のムスリムの消費者向けに輸出を
拡大するためには、ハラール対応が必要。

ハラール認証制度やマーケット等の情報
の収集・提供、セミナー開催や、認証取
得・更新等の取組を支援。

（参考）ハラール認証による輸出事例

平成29年11月に牛肉輸出が可能と
なったマレーシア向けには、徳島県・熊
本県の事業者が、マレーシアに対応した
ハラール認証を受け、牛肉を輸出。

○ 欧米のニーズに対応するため、有機食品の輸出拡大に向けた取組が重要。
○ ハラールやコーシャ等、多様なマーケットのニーズに応じた対応が重要。

（参考）
ハラールの国産牛肉

○有機茶の輸出推移
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

○ 海外マーケットにおける我が国の農林水産物のブランド保護の観点から、ＧＩの活用は有効。
○ 我が国の優れた品種の輸出機会の喪失を防ぐため、海外における品種登録の取組が重要。

知的財産制度の活用

植物品種登録地理的表示（ＧＩ）

地理的表示（ＧＩ）は、日本ならではの高品質な産
品の名称を、知的財産として保護。

各国との国際協定によりＧＩを相互に保護するための
制度を整備し、海外における地理的表示の保護が国家
間の国際約束によっても実現可能。

ＧＩの仕組みを活用することにより、海外マーケットにお
ける我が国の農林水産物のブランド保護にも資する。

（参考）ＧＩ産品の輸出事例

海外で我が国の優れた品種の権利保護がなされてい
ない場合、海外マーケットへの輸出機会の喪失につなが
る可能性。

海外での日本品種の無断栽培に対抗するには、外国
での品種登録（育成者権の取得）が必要。
（自国内で譲渡開始後４年以内（木本は６年））

このため、海外における品種登録の取組みを支援。

（参考）海外で品種保護がなされていない場合の弊害

○ 神戸ビーフ ○ 木頭ゆず ○ 韓国のケース
・ 韓国に流入した日本のイチゴ品種を基に品種改
良が行われ、タイなどのアジアマーケットに輸出

○ 中国のケース
・ 出願可能期限を経過した品種(シャインマスカッ
ト等)が流出し、中国で産地化（現地新聞情報）
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５．諸外国の食品等の輸入規制への対応
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原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の撤廃・緩和 食料産業局

◇最近の輸入規制緩和の例◇最近の規制措置完全撤廃の例

◇諸外国の食品等の輸入規制の状況（平成30年5月7日時点）

注1）規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。注2）タイ政府は規制措置を撤廃したが、一部の野生動物肉についてのみ検査証明書等を要求。

※ スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA加盟国）もEUに準拠した規制緩和を実施。

規制措置の内容／国・地域数 国・地域名

事故後輸入
規制を措置

規制措置を完全撤廃した国 27
カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、コロンビア、
マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、豪州、タイ、ボリビア、インド、クウェート、ネパール、
イラン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、パキスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ

輸入規制
を継続して
措置

一部の都県を対象に輸入停止
8

6 韓国、中国、シンガポール、香港、マカオ、台湾

２ （日本での出荷制限品目を停止）米国、フィリピン

一部又は全ての都道府県を対
象に検査証明書を要求 18

インドネシア、仏領ポリネシア、オマーン、バーレーン、エジプト、コンゴ民主共和国、モロッコ、ブラジル、ＥＵ※、
ＥＦＴＡ（アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン）、ブルネイ、ニューカレドニア、アラブ首長国連
邦（ＵＡＥ）、レバノン、ロシア ※ＥＵ加盟国（28ヵ国）を１地域とカウント。

54 27 自国での検査強化 1 イスラエル

撤廃された年月 国名

平成26年１月 イラク

〃 豪州

平成27年５月 タイ ※一部の野生動物肉を除く

11月 ボリビア

平成28年２月 インド

５月 クウェート

８月 ネパール

12月 イラン

〃 モーリシャス

平成29年４月 カタール

〃 ウクライナ

10月 パキスタン

11月 サウジアラビア

12月 アルゼンチン

平成30年２月 トルコ

○原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、撤廃・緩和される動き
（規制を設けた５４の国・地域のうち、２７か国で輸入規制を撤廃、２７の国・地域で輸入規制を継続）。
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緩和された年月 国・地域名 緩和の主な内容

平成２８年４､７、８、
９､10､12月

米国 輸入停止(福島県等）→ 一部の品目が順次解除

10月 ニューカレドニア
輸入停止（12都県の全ての食品・飼料）→解除 (野菜、果実(柿を除く)、畜産品、そば、茶等につい
て証明書の添付も不要に)

12月 UAE 検査証明書の対象地域の縮小（15都県の全ての食品・飼料→5県のみに）

平成29年３月 レバノン 全ての食品・飼料について検査報告書の添付で輸入可能に

４月 ロシア 青森県に所在する施設での水産物について、検査証明書の添付が不要に

９、11月 米国
・ 福島等５県産の牛乳・乳製品について、輸入時の（放射性物質に係る）安全性証明が不要に

・ 輸入停止（福島県等）→一部の品目の解除等

12月 ＥＵ※
検査証明書及び産地証明書の対象地域及び対象品目が縮小 (福島県のコメ等を検査証明対象
から除外 等)

平成30年１月 トルコ 輸入時全ロット検査の対象品目が縮小 (切り花、盆栽等を検査対象から除外)

３月 米国 輸入停止（栃木県産のクリ）→解除

〃 ロシア
輸入停止(７県産の水産物)→岩手等６県産の水産物については停止措置を解除、福島県産の
水産物については放射性物質検査証明書(ｾｼｳﾑ、ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ)の添付を条件に停止措置を解除

４月 UAE 検査証明書の対象地域の縮小（５県の全ての食品・飼料→福島県）、産地証明書の添付不要



原発事故に伴い輸入停止措置を講じている国・地域 食料産業局

●我が国の輸出先国・地域においては、原発事故に伴い、福島県他の一定地域からの日本産農林水産物・食品

の輸入規制を継続。

●引き続き、政府一丸となって撤廃・緩和に向けた取組を実施中。

輸出先
国・地域

輸出額・
順位

輸入停止措置対象県 輸入停止品目

香港
1,877億円

１位
福島、茨城、栃木、群馬、千葉 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

中国
1,007億円

３位
宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
新潟、長野

全ての食品、飼料

台湾
838億円
４位

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品（酒類を除く）

韓国
（ＷＴＯにおいて

係争中）

597億円
５位

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉 水産物

シンガポール
261億円
８位

福島 林産物、水産物

福島原発周辺の10市町村 全ての食品及び農産物

マカオ
38億円
23位

福島
野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、
水産物・水産加工品

宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野 野菜、果物、乳製品

注：１ 輸出額及び順位は、平成29年確定値による。（出典：財務省「貿易統計」）
２ 上記７か国・地域のほか、米国、フィリピンの２か国は、日本国内において出荷制限措置がとられている品目を輸入停止している。
３ 中国については、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む）」については、放射性物質検査証明書の添付が求められているが、
放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない状況。
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相手国政府への対応・申請主な海外の輸入規制

その他輸入規制等への対応及びそれらに適合した生産

○ 動植物検疫や食品安全などの海外の輸入規制等への対応を行うとともに、相手国の規制等に
適合した生産を行うことが必要。

相手国の規制に適合させるための
生産現場での対応

○ 動植物検疫

○ 残留農薬基準

○ 食品添加物

○ 産地の意見等を踏まえて、相手国と
の協議を進め、輸出出来る国・品目を
拡大。（国）

○ 輸出相手国で登録されていない農薬
について、残留基準の設定（インポート
トレランス）を申請。（農薬メーカー）

○ 海外での日本の既存添加物（クチナ
シ青色・黄色色素等）の登録申請。
（食品添加物メーカー）

○ 相手国政府が定める条件に対応
した生産園地、施設（選果こん包施
設、と畜施設等）の登録。

○ 相手国政府が定める残留農薬基
準をクリアするための生産。

○ 相手国政府から使用が認められ
ている食品添加物を使用して製造。

国は申請を支援。

国は施設のハード整備、輸出先国の査
察官の招へい等を支援。

国は、病害虫防除マニュアルの普及、
専門家派遣、産地の生産体系実証を支
援等。

国は申請を支援。

国はJETROを通じて、相手国政府で
使用が可能な食品添加物等の情報提
供。
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（27年度以降の実績）
・米国 かき

うんしゅうみかん
（福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県の追加）

・EU かんきつ類（栽培地検査の撤廃）

・ベトナム りんご
なし

・タイ かんきつ類
（三重県内生産地域の追加拡大）

・豪州 玄米
かき（柿）

（臭化メチルくん蒸に代わる検疫措置の追加)

・カナダ なし
（全ての都道府県の解禁。携帯品含む。）

りんご
（「ふじ」を含む全品種の解禁。携帯品含む。）

・ペルー 精米､玄米、豆類等（携帯品）

○動植物検疫については、現在、17か国56件取り組んでおり、27年度以降は13か国27件が輸出解禁・条件緩和。

○相手国への解禁要請、協議中の規制について、引き続き、関係省庁と連携の上取り組む。

動物検疫協議の状況（平成30年2月16日現在）

植物検疫協議の状況（平成30年2月16日現在）

※1：家畜衛生体制や疾病の清浄性の評価

※2：病害虫の侵入・定着・まん延の可能性や、まん延した場合の経済的被害の評価を踏まえた検疫対象となる病害虫の特定

・韓国 鶏卵
・中国 牛乳・乳製品
・ロシア 牛肉 （施設追加）
・マレーシア 鶏肉
・米国 鶏肉、鶏卵
・豪州 牛肉

・中国 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵
・タイ 豚肉
・米国 豚肉
・EU 豚肉、鶏肉、鶏卵、乳製品

等 等等

相手国への解禁要請

検疫条件の協議中
・韓国 牛肉、豚肉
・インドネシア 鶏肉
・フィリピン 豚肉、鶏卵
・台湾 鶏卵

輸出先国による
疾病リスク評価(※１)の実施中

動物検疫協議中 輸出解禁済

（27年度以降の実績）
・豪州 常温保存可能牛肉製品
・ミャンマー 牛肉
・ブラジル 牛肉

牛肉製品等（携帯品）
・タイ 牛肉

（貨物の第３国積み替え、30ヶ月齢制限撤廃）

・シンガポール 鶏卵等（携帯品）

・台湾 牛肉
・マレーシア 牛肉

・米国 なし（全ての都道府県の解禁）

・カナダ もも
・ＥＵ 黒松盆栽（錦松盆栽を含む）

・韓国 りんご・なし
・タイ 玄米
・ベトナム かんきつ類
・ペルー なし （携帯品）

等

相手国への解禁要請 植物検疫協議中

・米国 ウリ科
輸出先国による

病害虫リスク評価 (※２)の実施中

輸出解禁済

等

動植物検疫の輸出解禁・条件緩和における取組

・米国 りんご（輸出前臭化メチルくん蒸の廃止）

・カナダ りんご
（臭化メチルくん蒸等に代わる検疫措置の追加）

・タイ かんきつ類（生産地域の追加）

・豪州 りんご・なし
（臭化メチルくん蒸等に代わる検疫措置の追加等）

いちご
・ＮＺ かんきつ類 （全品種解禁等）

・ペルー いちご （携帯品）

このほか、暫定的な輸出が認められている生果実
の植物検疫条件（タイ）について協議中。

検疫条件の協議中
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６．ＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡ等を活用した輸出拡大
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日本産農林水産物・食品の輸出

結 果 分 析

TPP11
我が国の農林水産物・食品のＴＰＰ参加国への輸出額の割合（2016年）

水産物、加工食品、米、青果物、牛肉、茶等、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目（※）の全てで関税撤廃。
例）・牛肉：近年輸出の伸びが大きい牛肉について、即時～10年目撤廃 （特にカナダでは26.5%の関税を６年目撤廃）

・りんご：2015年9月に輸出が解禁されたベトナムで、３年目撤廃
・花き：新興市場として今後輸出拡大を狙うカナダで即時撤廃
・茶：近年輸出の伸びが著しい茶について、15%の関税を課しているベトナムで、４年目撤廃
・清酒：12%もの高関税が課されていたベトナムで、３年目撤廃
・味噌・醤油：日本食レストラン数が大きく増えているTPP諸国（注）で、即時～6年目撤廃

【注：TPP11参加国の合計 5,638店(2013年) → 9,432店(2017年）（1.7倍）】

・チョコレート：近年輸出が大きく増加しているベトナム（2016年2億円、前年比32%増）で5～7年目の関税撤廃

・水産物：近年輸出の伸びが著しいベトナムで、ぶり、さば、さんまなど全ての生鮮魚・冷凍魚について、即時撤廃

ベトナムやマレーシアを始め、今後の伸びが期待される新興市場であるTPP諸国向けに、更なる輸出拡大が期待される。また、調味料を含
む日本食関連品目の関税撤廃により、日本食の普及との相乗効果による輸出拡大の好機もとらえ、更なる輸出促進の取組を強化する。

この機会を捉え、関税撤廃以外の輸出環境課題（動植物検疫、放射性物質に係る輸入規制、食品安全基準等）の解決に向けた取組も加
速化し、更なる輸出拡大を図る。

※重点品目：「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年５月地域の活力創造本部とりまとめ）において、国毎に記載

我が国の農林水産物・食品の輸出額の推移
輸出額
（億円）

割合 主な輸出品目

885 11.8% －

　ベトナム 323 4.3% 粉乳、さけ・ます、いか、ほたて貝、かつお・まぐろ類

　シンガポール 234 3.1% アルコール飲料（ウィスキー等）、ソース混合調味料、牛肉、緑茶、たばこ

　豪州 124 1.6% 清涼飲料水、ソース混合調味料、アルコール飲料（ビール等）、ほたて貝、醤油

　カナダ 83 1.1% アルコール飲料（清酒等）、ほたて貝、ごま油、ソース混合調味料、緑茶

　マレーシア 73 1.0% いわし、アルコール飲料（清酒等）、ソース混合調味料、さば、配合調製飼料

　ＮＺ・メキシコ・チリ・ペルー・ブルネイ計 48 0.6% メントール、さば、ソース混合調味料、播種用の種等、アルコール飲料（ビール等）

6,617 88.2% －

　香港 1,853 24.7% 真珠、乾燥なまこ、たばこ、菓子、貝柱調製品

　米国 1,045 13.9% ぶり、アルコール飲料（清酒等）、ほたて貝、ソース混合調味料、緑茶

　台湾 931 12.4% たばこ、りんご、さんご、ソース混合調味料、アルコール飲料（ビール等）

　中国 899 12.0% ほたて貝、丸太、植木等、播種用の種等、アルコール飲料（清酒等）

　韓国 511 6.8% アルコール飲料（ビール等）、ほたて貝、ソース混合調味料、たい、丸太

　ＥＵ 423 5.6% アルコール飲料（ウィスキー等）、ほたて貝、ソース混合調味料、緑茶、醤油

その他 956 12.7% －

7,502 100.0%
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ＴＰＰ１１における主な品目の交渉結果と輸出の現状

品目 国
市場アクセス

2016年輸出額
（百万円） ＴＰＰ11／世界

WTO共通税率［EPA税率］注） 交渉結果 世界 ＴＰＰ11

米
ベトナム 40%［15%］ 即時撤廃

2,709 742 27%
マレーシア 40% 11年目撤廃

牛肉

カナダ 26.5％ 6年目撤廃

13,552 1,545 11%メキシコ
枠外20～25%
枠内[6,000ﾄﾝ、12～22.5%]

10年目撤廃

ベトナム 8～30％[1.4又は7.5%］ ３年目撤廃

りんご ベトナム 10％[3.6％] 3年目撤廃 13,299 193 1%

なし
マレーシア 5％［無税］ 即時撤廃

807 13 2%
カナダ 無税又は2.81セント/kg（但し、10.5％を上限） 即時撤廃

花き カナダ
0又は6%（植木・盆栽・鉢もの）
無税～16%（切り花）

即時撤廃
8,750 1,518 17%

茶 ベトナム 40％[15％] 4年目撤廃 11,551 2,179 19%

清酒※

カナダ 2.82～12.95ｾﾝﾄ/ﾘｯﾄﾙ 即時撤廃

15,581 1,938 12%ベトナム 55％［12％］ 3年目撤廃

メキシコ 20％［無税］ 即時撤廃

焼酎※ カナダ 0.1228ｾﾝﾄ/ﾘｯﾄﾙ/アルコール度数1％ 即時撤廃 1,466 199 14%

味噌
ベトナム 20％［45％］ 5年目撤廃

3,061 569 19%
マレーシア 5％［無税］ 即時撤廃

醤油
ベトナム 33％[8.2％] 6年目撤廃

6,608 997 15%
マレーシア 10％[無税] 即時撤廃

チョコレート
ベトナム 13～35％［7.5又は13.1％］ 5～7年目撤廃

9,195 1,090 12%
マレーシア 10又は15％［無税］ 即時撤廃

ぶり・さば・さんま ベトナム 10～15％［5.5～30％］ 即時撤廃 32,089 3,732 12%

さけ・ます ベトナム 10％～20％[5.5％又は11.3％] 即時撤廃 6,538 2,168 33%

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※財務省所管物資

注）2017年10月１日時点の税率（EPA税率が高い場合はWTO共通税率を適用）。
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ＥＵ側の関税については、水産物、緑茶、牛肉などの輸出重点品目を含め、ほぼ全ての品目で関税撤廃を獲得（ほとんどが即
時撤廃）。

例） ・水産物：寿司や日本食レストラン用の需要が多いほとんどの水産物について、即時撤廃 （ほたて貝は段階的に８年目に撤廃）。
・調味料：日本食レストランでの需要が多い醤油・味噌等調味料について即時撤廃。
・緑茶：健康志向の消費者の需要が大きく、抹茶スイーツの人気も増大している緑茶について即時撤廃。
・牛肉： 2014年６月の輸出開始以降、高級レストランを中心に、順調に輸出量を伸ばしている牛肉について即時撤廃。
・花き：日本庭園や「BONSAI」のブームを背景に需要が多い花き（植木・盆栽等）について即時撤廃。

※ 重点品目：「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年５月地域の活力創造本部とりまとめ）において記載
水産物（ほたて貝、ぶり）、牛肉、調味料、日本特有の食材（ゆず等）、コメ、緑茶、アルコール飲料、花き

現在、ＥＵ向け輸出額は423億円(2016年）であり、世界全体に占める輸出額は5.6%となっている中、市場アクセス改善が図れ
れば、ＥＵ市場は、所得が高く、日本食レストラン数も多いため、外食向け需要を中心に今後の輸出拡大を期待。

この機会を捉え、牛肉以外の畜産物（豚肉・鶏肉・鶏卵・乳・それらを原料とする加工食品）の輸出解禁等、市場アクセス以外
の個別の輸出環境課題の解決に向けた取組を加速化し、更なる輸出拡大を図る。

我が国の農林水産物・食品のＥＵへの輸出額の割合（2017年）

日本産農林水産物・食品の輸出

結果分析

我が国の農林水産物・食品の輸出額の推移

日ＥＵ・ＥＰＡ大枠合意を受けた攻めの対応について

2,680 
3,136 

3,569 
4,431 4,593 

4,966 
118 

152 

211 

263 268 
355 

1,698 

2,216 

2,337 

2,757 2,640 

2,749 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

平成24年

2012年

平成25年

2013年

平成26年

2014年

平成27年

2015年

平成28年

2016年

平成29年

2017年

(億円)

農産物 林産物 水産物

5,505
6,117

4,497

7,451

１兆円

平成31年
2019年

1兆円平成31年の輸出額１兆円達成を目指す

7,502
8,071

＋7.6％
（対前年比）

輸出額
（億円）

割合 主な輸出品目

452 5.6% アルコール飲料（ウイスキー等）、ソース混合調味料、ホタテ貝、緑茶、播種用の種等

オランダ 134 1.7% アルコール飲料（ウイスキー等）、ホタテ貝、魚油（肝油除く）、播種用の種等、牛肉

フランス 72 0.9% アルコール飲料（ウイスキー等）、醤油、緑茶、ホタテ貝、ソース混合調味料

英国 72 0.9% アルコール飲料（ウイスキー等）、ソース混合調味料、醤油、清涼飲料水、牛肉

ドイツ 67 0.8% 緑茶、ラノリン、ソース混合調味料、錦鯉等、醤油

イタリア 32 0.4% レシチン等、真珠、植木等、アルコール飲料（清酒等）、干しのり・焼きのり・味付けのり

その他 75 0.9% －

7,618 94.4% －

香港 1,877 23.3% 真珠、なまこ（調製）、たばこ、ホタテ貝（調製）、菓子

米国 1,115 13.8% ぶり、アルコール飲料（清酒等）、ソース混合調味料、緑茶、ホタテ貝

中国 1,007 12.5% ホタテ貝、丸太、植木等、アルコール飲料（清酒等）、播種用の種等

台湾 838 10.4% りんご、アルコール飲料（ビール等）、ソース混合調味料、さんご、ホタテ貝

韓国 597 7.4% アルコール飲料（ビール等）、ホタテ貝、ソース混合調味料、菓子、丸太

その他 2,184 27.1% －

8,071 100.0%

輸出先国

EU向け計

EU以外向け計

輸出先計
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EUの農林水産品の対日関税の内容

○ 輸出重点品目である水産物、緑茶、牛肉などを含め、ほとんどの品目（注）で即時撤廃を獲得。

品目 現行関税率
日EUEPA

譲許内容（注）

輸出金額（億円）
(2016年)

水産物 無税～26％（なまこ調製品等） 即時撤廃 76

醤油等調味料 7.7%（醤油） 即時撤廃 57

アルコール飲料 無税～32ユーロ/100ℓ 即時撤廃 53

緑茶 無税～3.2％ 即時撤廃 23

牛肉 12.8%+141.4～304.1ﾕｰﾛ/100kg 即時撤廃 12

花き
6.5又は8.3%(植木・盆栽・鉢もの)

8.5又は10％（切り花）
即時撤廃 7

林産物
（木材・木材製品）

無税～10% 即時撤廃 5

青果物
12.8％（かんきつ（ゆず等））

9.5ユーロ/100kg（ながいも）
即時撤廃 0.4

豚肉※ 46.7～86.9ユーロ/100㎏ 即時撤廃 -

鶏肉※ 6.4％、18.7～102.4ユーロ/100㎏ 即時撤廃 -

鶏卵※

（粉卵等含む）
16.7～142.3ユーロ/100kg 即時撤廃 -

牛乳・乳製品※
118.8ユーロ/100kg 等（脱脂粉乳）

189.6ユーロ/100kg 等（バター）
即時撤廃 -

ＥＵ向け輸出重点品目：水産物（ほたて貝、ぶり）、牛肉、調味料、日本特有の食材（ゆず等）、コメ、緑茶、アルコール飲料、花き
（注） ほたて貝（段階的に８年目に撤廃）、アイスクリーム（段階的に６年目までに70%削減）、ココア粉（段階的に８年目までに25％削減） 等を除く。
（※） 現在、輸出解禁に向け協議中の品目。
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項目 品目 課題 現状・今後の取組

動物検疫等
豚肉、鶏肉、鶏卵、乳、
それらを原料とする加

工食品

豚肉、鶏肉、鶏卵、乳又はそれらを原料と
する加工食品は、検疫協議中であり輸出不
可。

・牛肉以外の日本産畜産物（豚肉、鶏肉、鶏卵、乳及びそれらを原
料とする加工食品）のＥＵ向け輸出を可能とするためには、日本がＥ
Ｕの第三国リストに掲載される必要がある。

・そのためには、①質問票への回答、②残留物質モニタリング計画
の承認、③現地調査の実施、④ＥＵ加盟国間での協議といった手続
が必要である。
・平成29年10月、ＥＵ側による現地調査が行われたところであり、現

在、現地調査報告書の完成に向けてＥＵが作業を進めているところ。
今後も、早期に輸出が可能となるよう鋭意手続を進めてまいりたい。

残留農薬 農産物
ＥＵの残留農薬基準をクリアできない農薬
を使用した農産物は輸出不可

・茶に係る基準設定の必要性が高い農薬について、ＥＵに対し、計
画的にインポートトレランスの申請を推進。

・現在、申請のためのデータをとりまとめており、平成29年度に１剤
申請予定。申請後、ＥＵでの審査・基準設定手続が早期に進むよう
働きかけ。

・ＥＵの残留農薬基準をクリアする栽培、有機栽培の推進

食
品
安
全
基
準

添加物 加工食品
クチナシ色素等ＥＵの食品安全基準で認め
られていない添加物を含む加工食品は、輸
出不可

・製造事業者が行う添加物の登録に向けた安全性試験等に対する
支援を実施。（事業者のニーズが多いクチナシ色素から米国・ＥＵ
向けに取り組む。）

施設
（ＨＡＣＣＰの実施

を含む。）

水産物・牛肉
ＥＵ・ＨＡＣＣＰの導入等の条件を満たす輸
出認定施設以外で製造された水産物・牛肉
は、輸出不可。

・輸出認定施設の拡大（EU・HACCPの認定等）
（2018年3月時点の認定施設数：（水産物）55、（牛肉）４）

ＥＵ向けの輸出環境課題等への対応について 平成３０年３月
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