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Ⅰ 輸出促進等の展開について 

1



2



平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ４ 日

農林水産物・食品の輸出促進について
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食文化・食産業のグローバル展開に向けたFBI戦略の進化 

日本食・食文化の普及/世界の
料理界で日本食材の活用推進 
（Made FROM Japan） 

日本の「食文化・食産業」の 
海外展開 
（Made BY Japan） 

日本の農林水産物・食品の 
輸出 
（Made IN Japan） 

○ 輸出１兆円目標（２０２０年）の達成に向け、ＰＤＣＡを踏まえながら、国別・品目別輸出戦略を実行。
当面、７０００億円（２０１６年）を中間目標として、達成を目指す。

○ 本年は、①国別・品目別に分析した輸出環境整備の課題に関する事業者とのコミュニケーションや、②輸出支援を
オールジャパンの取組に重点化し、品目別に輸出促進の司令塔となる団体の育成・支援等に取り組む。

 外国人調理師のビザ要件の緩和 （ｐ16）

 日本版アペリティフの日の開催

 日本食材を使うシェフの育成

 ASEANの主要大学と連携した食産業に係る現地人材の育成

 グローバル・フード・バリューチェーン戦略（総合戦略・地域別戦略）の策定（ｐ17）

 海外官民フォーラムの開催

 海外の表示規制への対応

 インポートトレランスの設定やＨＡＣＣＰ認定の促進等を含む輸出環境の整備
・ 課題の優先順位や予見可能性についての事業者とのコミュニケーション （ｐ12） 
・ PDCAを基本に「輸出環境整備レポート」（仮称）の作成・公表 （ｐ12） 
・ 輸出促進に向けたGLOBALG.A.P.の活用 （ｐ8,11） 

 オールジャパンでの輸出に向けた商流の確立・拡大
・ 輸出サポートのワンストップサービス化（ジェトロ） （ｐ13） 
・ クールジャパンとの連携 （ｐ15） 

 輸出１兆円へのロードマップと進捗管理
・ 輸出戦略の実行
・ 戦略実行委員会の立ち上げ
・ 品目別輸出促進団体の育成 （ｐ14） 

 輸出特区の検討

以下についてPDCAサイクルを基本とし、ロードマップを示しながら実行 

１ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○本日御説明するFBI戦略の実行に向けて、今後、右枠囲いにある施策を、PDCAサイクルを基本に、ロードマップを示しながら推進していく。○なお、前回、御意見頂いた点については、参照ページを記載している。○このうち輸出については、１兆円の達成に向け、当面、2016年に7,000億円という中間目標を設定して取り組む。



4月19日 第３回攻め本部で輸出戦略の案をまとめ、地域ブロック毎に意見交換を実施し、ブラッシュアップすることを 

決定 

● 5月17日  安倍総理が成長戦略スピーチ第二弾において農産物輸出倍増についてプレゼン

● 5月22日～6月25日  地方ブロック意見交換会開催（全国９ブロック 延べ約５百人）

● 1月25日  安倍総理から林大臣に対し、輸出促進等の指示
『農林水産大臣は、攻めの農業政策を構築すべく、農産品輸出拡大策の強化、農業競争力強化策について検討すること。』

1月29日 農林水産省内に攻めの農林水産業推進本部（攻め本部）を設置し、輸出戦略の作成を開始 

● 6月19日  衆議院農林水産委員会で「我が国の農林水産物・食品の輸出に関する件」を決議

8月8日   第５回攻め本部で地域ブロックの意見交換会、衆議院農林水産委員会の決議等を輸出戦略案に反映し取りまとめ 

4月28日～5月4日  安倍総理と江藤副大臣がロシア・中東を訪問し、トップセールス 

● 4月23日  林大臣が第７回産業競争力会議において輸出戦略についてプレゼン

● 6月18日  林大臣が第２回農林水産業・地域の活力創造本部において輸出戦略案について説明

● 8月29日  2014年度予算概算要求とともに、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（輸出戦略）を策定・公表

● 10月29日  林大臣が第７回農林水産業・地域の活力創造本部において輸出戦略及び輸出環境整備の課題を説明

10月11日～11月5日 「「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」に関する地方ブロック説明会」で輸出戦略等について説明

（全国９ブロック 延べ約５百人） 
10月18日  第７回攻め本部で輸出戦略に基づく輸出環境整備の課題を取りまとめ

輸出戦略の検討の経緯

● 10月9日～12月17日  「６次産業化の推進に向けた全国キャラバン」で輸出戦略を説明（47都道府県 延べ約５千人）

２ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【飛ばす】



○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に
展開することにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。 

○ このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan）、日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。 

 日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan） 
① ビジネス環境の整備
② 人材育成
③ 出資による支援

 日本の農林水産物・食品の輸出 
 （Made IN Japan） 

 国別・品目別輸出戦略の実行 
（全国協議会の枠組みを活用した検証・見直しを実施） 

日本食文化の普及 
 日本食の普及を行う人材育成、 

メディアの効果的活用等を各省連携して実施 

 世界の料理界で日本食材の活用推進 
（Made FROM Japan） 
日本食材と世界の料理界とのコラボレーション  
※世界中のシェフが日本のゆずをメニュー化 
※中華料理の高級食材として輸出されるホタテ 

食文化・食産業のグローバル展開

３ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○FBI戦略の考え方を示している。○輸出促進のみならず、食文化・食産業のグローバル展開を図り、伸びゆく世界の食市場を獲得しようというもの。



農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

・

４ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○国別・品目別輸出戦略の概要。詳細は配付している冊子を参照。○これまでは、１兆円との大目標はあったが、何をどこに、いくら売るのかという具体的な目標がなかった。○具体的に目標を定めることにより、県のフェア中心の補助事業も、戦略とリンクする形で審査ができ、ＰＤＣＡサイクルに基づき見直すことができるようになった。



○ 市場の状況に応じ、原発事故の影響の最小化を起点に、①相手国が求める認証・基準への対応
や基準のハーモナイゼーション等の輸出環境の整備（ENTER）、②商流の確立支援（ESTABLISH）、 
③商流の拡大支援（EXPAND）の３つのＥ施策を集中的に実施。

原発事故
への対応

START 

STEP1 

輸出環境の
整備 STEP2 

商流の確立
商流の拡大

STEP３ 

農林水産物・食品輸出の方向性：３Ｅｓ

○情報提供を始め、商談会、海外での
マッチングの場、各種イベントへの支援
等総合的なサポート体制を充実・強化
（ジェトロ等） 
○共同輸送・混載による物流費の抑制
○産地間連携による日本の農林水産物
を年間を通じて安定的に供給できる体制
を構築

○農林漁業成長産業化
ファンド、Mａｄｅ BY Japan 
との有機的な連携 

○相手国が求める認証・基準への
対応・基準のハーモナイゼーション
○規制等情報の提供
○ハラール、GLOBALG.A.P.等、世界
の食市場において通用する認証の
取得に対し、十分かつきめ細やかに
支援

○輸入規制措置の緩和・撤廃
に向けて、諸外国・地域に正確 
な情報を提供した上で、科学的 
根拠に立った対応を強く要請 
○海外メディア等の活用による
日本食の安全性のＰＲ 

５ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○国ごと、品目ごとにステップは異なるが、輸出戦略の目標を達成するために取り組むべきステップを記載。



規制措置が完全撤廃された例 最近の輸入規制緩和の例

【緩和前】 【緩和後】

【改正前】 【改正後】

輸入 
停止 

食肉､牛乳・乳製 
品､野菜・果実と 
その加工品､
水産物 

福島県､茨城県､ 
栃木県､群馬県 

野菜・果実と 
その加工品 

埼玉県､千葉県､ 
東京都､神奈川県 

卵 福島県､茨城県 

輸入 
停止 

食肉､牛乳・乳製品､卵､
野菜・果実とその加工品､
緑茶及びその製品､
水産物 

福島県 

放射性 
物質検査 
証明書 

食肉､牛乳・乳製品､
野菜・果実とその加工品､ 
水産物 

茨城県､栃木県､ 
群馬県 

野菜・果実とその加工品 
埼玉県､千葉県､ 
東京都､神奈川県 

卵 茨城県 

緑茶及びその製品 静岡県 

（※1）上記の規制品目について、規制対象となっていな
い都道府県については、産地証明書を要求。

１．シンガポールの例（2013年4月8日施行） 

２．ＥＵの例（2014年4月施行予定） 
検査証明書の対象都県と対象品目が全体として縮小されるとともに、ＥＵ通関時に求められていた

モニタリング検査が緩和される等。

産地 対象品目

福島県 すべての食品及び飼料

青森県､山梨県､長野県､

新潟県､静岡県

きのこ類

岩手県､宮城県､茨城県､ 

栃木県､群馬県､埼玉県､ 

千葉県､東京都､神奈川県

野菜､果実､茶､畜産物、 

きのこ類､山菜､水産物､ 

大豆､米､そば

産地 対象品目

福島県 すべての食品及び飼料

青森県､山梨県､長野県､

新潟県､静岡県

きのこ類

秋田県､山形県､長野県 きのこ類、山菜

岩手県､宮城県､茨城県､

栃木県､群馬県､埼玉県､

千葉県､東京都､神奈川県

野菜､果実､茶､畜産物、 

きのこ類､山菜､水産物､

大豆､米､そば

原発事故による諸外国の食品等の輸入規制緩和の概要
ＳＴＡＲＴ 原発事故への対応 

６ 

○ 原発事故に伴い諸外国・地域において強化された輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、
マレーシア、ベトナムの輸入規制の解除等、徐々にではあるが、規制緩和・撤廃される動き。

解除された年月 国名 

2011年6月 カナダ 

〃 ミャンマー 

2011年7月 セルビア 

2011年9月 チリ 

2012年1月 メキシコ 

2012年4月 ペルー 

2012年6月 ギニア 

2012年7月 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

2012年8月 コロンビア 

2013年3月 マレーシア 

2013年4月 エクアドル 

2013年9月 ベトナム 

2014年1月 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○まずは、原発事故への対応。○原発事故により、「安全で高品質」がウリの日本産食品が、放射性物質汚染物質となった。○昨年では、マレーシアやベトナムなどの国が規制を撤廃したほか、シンガポール、ロシアなどが規制を緩和した。EUもこの４月からさらに緩和されることとなった。（○撤廃への道筋は、①まず輸入停止を解除させ、放射性物質検査証明書を添付して輸出を再開させる、②次に、検査証明書を撤廃させ、③最後に、輸出先国での水際のモニタリングの頻度を下げさせるというもの。）



原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の動き

○ 我が国の主な輸出先国・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・食品の輸入規制を維持、強化（韓国）。

○ 現在、香港、台湾、中国及び韓国に対し、重点的に規制撤廃を申し入れ中。

○主な輸出先国の輸入停止措置の例 (2014年２月1２日現在) 

(*) 中国については、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等」については、放射性物質検査証明書の添付による 
 輸入が認められているが、証明書の様式が合意されていないため実質上輸入停止。 

ＳＴＡＲＴ 原発事故への対応 

輸出先国・地域 
輸出額(2013年） 

※括弧内は輸出額に占める割合 
輸入停止措置対象都県 輸入停止品目 

香港 
1,250億円 

(23%) 
福島、茨城、栃木、群馬、千葉 野菜・果実、牛乳、乳飲料、粉ミルク 

米国 
819億円 
（16%） 

日本国内で出荷制限措置が 
とられた都県 

日本国内で出荷制限措置が 
とられた品目 

台湾 
735億円 
（13%) 

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品 

中国(*) 
508億円 
（9%) 

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 

韓国 
373億円 

(7%) 

日本国内で出荷制限措置が 
とられた都県 

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 

全ての水産物 

７ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○働きかけは、輸出額が大きい国又は有望な国であって、輸入が停止されている香港、台湾、中国、韓国を、優先的に取り組んでいる。○特に輸入停止の解除は、青果物の産地間連携を実現するために必要不可欠。例えば香港や台湾に、福岡の「あまおう」を輸出することはできるが、栃木の「とちおとめ」は輸出できない。○昨年も緩和の動きが見られたが、９月の汚染水問題により一気に後退。



加工食品 水産物 コメ・コメ加工品 青果物 牛肉 林産物 茶

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化 ○馬側におけるリスク評価

○ハラール認証の取得 ○ハラール認証の取得

○乳製品の第三国リスト掲載 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）

○放射性物質検査証明書の要求の解除 ○EU・HACCP認定の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県）

○GLOBALG.A.P.認証の取得

○GLOBALG.A.P.認証の取得

○残留物質モニタリング検査の実施

○栄養成分表示への対応

○GMOの表示

○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○露側による現地調査の実現 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（６都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物由来食品の生産国認定（措置済み）

○自由販売証明書の発行（措置済み） ○検疫条件の設定（リンゴ）

○ＭＬ番号の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県） ○植物由来食品の生産国認定 ○尼側による現地調査の実現

○インドネシア語による食品の表示 ○輸入利用港の制限（４港に限定） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県） ○園芸作物の輸入ライセンスの取得 ○ハラール認証の取得

○園芸作物の輸入ライセンスの取得（ジュース、ジャム） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○ハラール認証の取得

○表示ラベル規則への対応

○模倣・知的財産の侵害対策

○ベジタリアンマークの取得

○ノンビーフの表示

○模倣・知的財産の侵害対策 ○検疫条件の合意（措置済み）

○自由販売証明書の発行（措置済み）

○放射性物質検査報告書の要求の解除(４県）

○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県） ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県） ○検疫上の生産地域の追加（カンキツ類） ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県）

○自由販売証明書の発行（措置済み） ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(７都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(７都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(３県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(静岡県）

○鶏卵加工品の衛生証明書の取得

○衛生証明書の取得（トルコ）（措置済み） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国) ○衛生証明書の取得（トルコ）（一部措置済み） ○衛生証明書の取得（トルコ）

○伝統食品への添加物使用の禁止（トルコ） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国） ○ハラール認証の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国）

○模倣・知的財産の侵害対策

○ハラール認証の取得

○ハラール認証の取得

○検疫条件の合意（措置済み）

○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○動物衛生証明書要求への対応（一部措置済み）

○放射性物質検査証明書の要求の解除（５県） ○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（５県）

○輸入ライセンスの取得

○模倣・知的財産の侵害対策 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○粉ミルクのヨウ素等基準値への対応（措置済み）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除 ○模倣・知的財産の侵害対策 ○台湾側におけるリスク評価

○牛肉由来食品の原産地表示規定への対応 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○残留農薬違反に伴う管理改善書の提出

○検疫条件の設定（トマト） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除

○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法(FSMA)への対応（海藻等） ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県） ○米国HACCPの取得（魚介類） ○低酸性無菌包装米飯の輸出解禁 ○検疫条件の緩和（うんしゅうみかん） ○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県） ○検疫条件の設定（カキ） ○有機同等性の承認の取得（措置済み）

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○木構造設計規範への対応

○食品安全法に基づく相次ぐ国家基準への対応 ○放射性物質検査証明書の要求の解除 ○模倣・知的財産の侵害対策 ○中国側におけるリスク評価 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○衛生証明書の発行業務の円滑化（措置済み） ○精米・くん蒸施設の認定取得

○栄養成分表示への対応

○放射性物質検査証明書の要求の解除（13都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８都道県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（13都県）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（８県）

※　EUの放射性物質に係る輸入規制の内容については、2014年４月１日から適用予定のもの。

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ） ○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除

（トルコ）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

－

○輸出業者は輸入側受け取り業者と共に質検総局へ
登録

○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）
（一部措置済み）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

○相手国におけるリスク評価（ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､
ﾄﾙｺ）

2014年３月11日現在

○BSEに係る輸入規制措置の解除（ｵﾏｰﾝ）
（交渉進展）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除
（牛乳・乳飲料、粉ミルク）（５県）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○残留農薬基準（2014年８月施行）への対応
（インポートトレランスの設定）

○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの
設定）（一部措置済み）

－

○残留農薬基準（2014年８月施行）への対応
（インポートトレランスの設定）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（全県）

韓国

中国

米国

台湾

香港

ブラジル

メキシコ

マレーシア －

ＥＵ
○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

「国別・品目別輸出戦略」に基づく輸出環境整備の当面取り組むべき課題について

○原発事故に係る輸入停止施設の解除（８県に所在
する施設）

－

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県の一部
水産物）

ベトナム

インドネシア

インド

ロシア

フィリピン

タイ

シンガポール

中東
（トルコ含む）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

－

○冷凍牛肉の輸出のための検疫条件の改正
（措置済み）

「国別・品目別輸出戦略」に基づき、輸出環境整備に係る約170の課題を整理。当面、うち50程度の課題に優先的に対応。 

ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備

８ 
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※詳細は、別紙（Ａ３用紙）をご参照下さい。



水産物のＨＡＣＣＰの現状について

○ ＨＡＣＣＰは、ＦＡＯとＷＨＯの合同機関であるＣｏｄｅｘ委員会から発表され、各国にその採用が推奨されている
  食品安全のための工程管理システム。 
○ このシステムは、食品の製造工程で発生する恐れのある危害をあらかじめ分析（Hazard Analysis ）し、安全な製品
  を製造する上で特に重要な工程を重要管理点（Critical Control Point ）と定め、これを継続的に監視することにより 
  製品の安全を確保。多くの国でＨＡＣＣＰを導入。 
○ ＥＵは、漁場から食卓までのフードチェーン全体でＨＡＣＣＰ基準を満たすことを要求しており、他国に比べて厳しい
  条件となっている。 
○ 日本は、ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定施設数が諸外国に比べて少ない現状にある。

ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備 

９ 
12

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○EUは漁場から食卓までのフードチェーン全体で管理を行うことを要求しているほか、９ページ中段下に記載されているように、ハード・ソフト両面での対応が必要など、他国に比べて厳しい条件を設定している。○また、我が国においては、EU・HACCP認定施設が諸外国に比べ少ない状況となっている。



水産物のＨＡＣＣＰ認定促進に向けた課題

○ 水産物輸出増にはＨＡＣＣＰ施設増が必要。
○ ２０１２年度以降、補正予算で改修を行う施設が５９施設あり、今年度中には全てが作業を終了する予定。
そのうち対ＥＵ向けは２２施設、対米国向けは２６施設、その他（東南アジア等）は１１施設。

○ ２０１３年度補正においても引き続き改修支援を促進。
○ ＨＡＣＣＰ施設の認定促進に向けた体制強化が不可欠。

ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備 

10 
13

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○EUへの輸出を増やすためには、EU・HACCP認定施設数の増加が必要であり、「HACCP対応のための改修支援事業」により施設の改修等を支援するなど、認定施設数の増加に取り組んできたところ。○これらの支援により、来年度には22件の申請が見込まれる一方、現在の申請体制では年間1桁の確認しか行っておらず、次のステップとして、EU・HACCPの認定促進に向けた体制強化を行うことが不可欠となっている。



GAPの導入 

取
組
の
拡
大

高度なGAPの拡大 今後の展開方向

高
度
化

農業生産活動を行う上で必要な関
係法令等の内容に則して定められ
る点検項目に沿って、農業生産活
動の各工程の正確な実施、記録、
点検及び評価を行うことによる持続
的な改善活動。

【基本理念】

○農業の持続的発展

○食品の安全確保

○環境の保全

○基礎GAP（2007年3月）
○GAP手法導入マニュアル
（2008年1月） 

我が国への導入策

「食料・農業・農村基本計画」
（2010年3月） 
「共通基盤づくりを進めるとともに、産地
における更なる取組拡大と取組内容の
高度化を推進」

「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤
に関するガイドライン」を策定
（2010年4月） 
 食品安全、環境保全や労働安全に関
し、特に実践を奨励すべき取組を明確化。

◆ 食品の安全性等を向上し、需要者や消費者の信頼を確保するため、高度な取組内容を
含むGAPの普及を支援。 
○ 消費・安全対策交付金 （2,096百万円の内数）

◆ 輸出を目指す生産者・産地に対し、海外の取引先の要請に対応したGLOBALG.A.P.等
の取得を支援。
○ 日本の食を広げるプロジェクト（4,000百万円の内数）

推進策（2013年度） 

我が国のガイドラインに則した
GAP取組産地数 

2013年3月 
980産地 

2015年度（目標） 
1,600産地 

○ ガイドラインに則したGAPの普
及・拡大を引き続き推進。

○ 輸出を目指す生産者・産地に
対し、GLOBALG.A.P.※等の取
得を支援。

※  欧州の流通小売の大手企業が主導
で策定した取引要件としてのGAP 
我が国におけるGLOBALG.A.P. 取

得数（2012年末現在） 122件 

農業生産工程管理
（GAP）とは 

うちGLOBALG.A.P.取得数
122件 （2012年末現在） 
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ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備 
我が国における農業生産工程管理（GAP）の取組状況 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○農業生産工程管理（GAP）とは、食品の安全性向上、環境保全等の観点から、点検項目に沿って、各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。○農林水産省では、「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」を策定。このガイドラインに則したGAPの普及・推進を図る取組を進めているところ。○さらに、輸出を目指す生産者や産地に対しては、取引先が求めるGLOBALG.A.P.等の取得を支援しているところ。



輸出環境整備に係る取組と今後の対応

年月 事案名 国名 品目名 具体的内容 

2013年3月 牛肉の第三国
リスト掲載 

ＥＵ 牛肉 

○ 2005年から、牛肉に係るＥＵの第三国リスト掲載に向けた交渉を開始。

2013年３月に第三国リストに掲載。 
（現在、申請のあった施設の認定に向けた審査を厚労省で実施中。） 

2013年6月 自由販売証明書
の発行 

ベトナム､
フィリピン､
タイ､トルコ
など 

加工食品等 

○ 加工食品等の輸入の際に東南アジア各国では自由販売証明書を要求。

2013年6月20日より厚生労働省が発給を開始。  
（ベトナム、フィリピンなどへの加工食品の輸出が可能となった。） 

2013年8月 ○農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略の公表

2013年9月 有機同等性の
承認の取得 

米国 茶等 

○ 2003年から、我が国の有機JAS制度と全米有機プログラムの同等性の交渉を開始。

2013年9月26日、米国から有機同等性の承認を取得。2014年1月1日より適用。 
有機ＪＡＳを取得した農産物等が、米国の有機制度による認証を改めて受けることなく

      「organic」等と表示して輸出することが可能となった。

2013年12月
植物由来の
輸入食品の
規制緩和 

ベトナム 青果物等 

○ 2011年7月ベトナム政府は植物由来食品をベトナムへ輸出するには、食品の衛生・
安全が確保されている国としての認定を要求し、我が国の植物由来食品を輸入停止。 

○ 林大臣がファット農業大臣と会談した結果、ベトナムが2013年に限り、日本を輸出国
  として暫定的に認定。 

2013年12月16日正式に輸出国として認定を取得。植物防疫の条件の設定が必要 
なものを除き輸出可能となった。 

2014年2月 
 牛肉の輸出 
 解禁 

メキシコ  牛肉 
 〇 2004年から、牛肉の輸出に向けた協議を開始。 

2014年2月、検疫条件に合意し、認定施設からの輸出が可能となった。 

○ 攻めの農林水産業の検討以降、厚生労働省ほか関係府省の協力を得つつ、輸出環境の整備に努力。
○ 今後は、まず、2014年度の戦略実行予算を活用しつつ、課題の優先順位付けや予見可能性について、事業者とコミュニケーション。

さらに、2015年度以降はＰＤＣＡサイクルで検証しつつ、問題となる規制の概要、国際ルール上の問題点、課題への対応の進捗状況などを盛り込ん
だ「輸出環境整備レポート」（仮称）を作成・公表。

ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○攻めの農林水産業の検討以降、厚生労働省等の協力を得つつ、輸出環境の整備に努力しており、ここには、これまで解決された例を挙げている。○輸出環境の整備についても、PDCAサイクルと透明性（transparency）、予見可能性（predictability）が重要と考えており、まず、来年度は先ほどの表をベースに事業者とコミュニケーションを図り、2015年度以降、進捗状況などを「輸出環境整備レポート」として公表することとしている。



○ 中小企業対策費等のほか、農林水産省からジェトロ
への約10億円の補助。 

（輸出総合サポート事業）

2012年度まで 

輸出のビジネスサポートをジェトロに集約

○ 海外における見本市への出展や商談会の開催など、農林水産省とジェトロや経済産業省をはじめ
とした関係府省が連携して輸出を推進。

2013年度以降 

ＳＴＥＰ２ 商流の確立 

○ 海外見本市への出展、商談会の開催などを
ジェトロに集約。

○ 2014年度より、海外見本市への出展や商談会
開催の年間スケジュールを公表。

○ 関係府省と連携しつつ、ジェトロを輸出に係る
情報窓口としてワンストップサービス化に着手。

○ 農林水産省とジェトロは、それぞれ海外
見本市への出展、商談会の開催などを実施。

○ 海外見本市への出展や商談会開催の年間
スケジュールの公表なし。

○ ジェトロの農林水産物・食品に係る事業規模
   は、中小企業対策費を中心に、約５億円（2012 
年実績ベース）

○ 事業者は、輸出に係る情報を個別に収集。

 国内外にネットワークを有するジェトロへ機能を
集約。
 ＰＤＣＡサイクルにより、継続的に事業を見直し。

13 
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○輸出環境が整備された後は、ビジネスにつなげることが大事。○このため、バラバラに取り組んできた見本市や商談会等の輸出のビジネスサポートをジェトロに集約するとともに、これまで作られていなかった年間計画をジェトロが公表することで、事業者の利便性を向上。○足の速い食品の輸出促進のためには、通関時のトラブルを円滑に処理することが必要。○農林水産物・食品については、食品安全、動植物検疫といった専門技術的な条件があるため、まず、トラブル回避のための情報の一元化に着手したい。○さらに、通関時のトラブルを円滑に処理するためには、専門技術的な事項について、相手国当局と迅速に交渉することが必要不可欠。○したがって、大使館や領事館に農業アタッシェの拡充を図ることが有効。



産地間競争からオールジャパンの体制へ

産地間連携による
多品目周年供給の実現

県から地域へ 地域からオール・
ジャパンに

産地バラバラ

重点国・重点品目を設定せず、
事業者への輸出機会の提供が中心。

産地単位で、輸出しやすく、商流が既に確立
している国・地域に輸出が集中し、現地で産
地間の過当競争や叩き売りが発生。

（図１）
2012年度販売促進事業
実施先国（延べ数）

（図２）
香港における2012年度

果実の月別販促補助事業実施数

 
 

春節（合計：29）

【例】
香港、台湾、シンガポールへ事業が集中（図１）、
さらに香港の春節前に県のイベントが集中（図２）。

オールジャパンで、
重点品目を重点国・地域へ積極的に輸出

これまで これから

○ 各県バラバラではなく、ブロックや地域でまとまって輸出に取り組む取組を支援するとともに、共同輸送・混載による
物流費の抑制を図るため、事業者向け支援をメリハリ化することにより、ジャパンブランドの構築や産地間連携の取組
を重点化（輸出総合サポートプロジェクト事業）。

ＳＴＥＰ２ 商流の確立 

品目別輸出団体の育成・支援

SOPEXA（フランス食品振興会）やUSMEF（米国食肉輸出連 
合会）、NSC（ノルウェー水産物審議会）等を参考にしつつ、 
品目別に輸出促進の指令塔・マーケティングを行う団体を
育成・支援。

等

（品目例） 

 牛肉  茶  日本酒  水産物
14 
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○実際に輸出に取り組む方々にも、オールジャパンでまとまることにより、海外の市場をとって頂きたいと考えている。○現在、輸出に取り組みやすい香港・台湾などでは、前回時間が紹介したとおり、各県が春節前などに集中して同時にあるいは週替わりで、イベントを実施。その結果、現地では産地間の足の引っ張り合いが発生し、バイヤーには足下を見られるという状況。○今後は、産地が連携した多品目周年供給体制の構築に向けた取組などを積極的に支援。○例えば、前回話がでた九州経済連合会の事例は、この取組の一環である。○さらに、関係府省との連携を強化しつつ、SOPEXAやUSMEFなど諸外国に見られるように、品目別マーケティング団体の育成などを行っていくこととしている。



関係省庁との連携による取組

○ 品目別マーケティング団体の育成等の国家的マーケティング体制を整備、事業者サポート体制を強化。

日本酒マーケティング検討会概要 

日本酒の輸出に関する国全体の
効果的なマーケティングに関する調査

成田空港周辺における農観連携
プロジェクト検討会

農林水産物・食品の輸出に係る
物流検討会

ＳＴＥＰ２ 商流の確立 

【委託先】
○ みずほ情報総研

【趣旨】

○ ＳＯＰＥＸＡ等各国の輸出促進団体を
調査しつつ、日本酒の国全体としての
効果的なマーケティングに向けた現
状・課題・あり方等を検討。

【委員】

○ 内閣官房、国税庁、農林水産省、
ジェトロ、酒造組合中央会、地酒協同
組合、名門酒会、卸売酒販中央会等、
日本酒の主たる組合・メーカー・流通
事業者等

【スケジュール】

○ 今年度内に、日本酒全体としての
マーケティングのあり方について、
一定の方向性を報告。

【事務局】
○ 観光庁

【検討事項】
○ 成田空港周辺地域をモデル地
域として、農業と観光が連携した
地域活性化、農産品のプロモーショ

ン、空港を活用した輸出拡大方策等
を検討。

【委員】

○ 農林水産省、国土交通省、千葉県、
地元市町、成田空港会社

【スケジュール】

○ 今年度内に地元の取組状況や意
向を確認。2014年度は具体的

プログラム作りやプロモーションを進
めつつ、課題を抽出・具体化。

【事務局】
○ 農林水産省・国土交通省

【検討事項】

○ 農林水産物・食品の輸出拡大に向
け、国内荷量の集約、共同配輸送等
による効率的な輸送ルートの確保、
品質の維持、海外マーケット開拓等
を検討。

【委員】

○ 農林水産省、国土交通省、学識経
験者、ジェトロ、経団連、日本物流団
体連合会、全農、物流事業者、農産
物等輸出事業者

【スケジュール】
○ 今年度内に方向性を取りまとめ。

【クールジャパン、ビジット・ジャパン等と連携した取組】
関係省庁が実施するクールジャパン等関連イベントと連携して、日本食・食文化の魅力を海外に発信。

＜例＞昨年１１月にインドで開催された南アジア最大級の見本市に経済産業省と連携してパビリオンを設置。他分野のコンテンツ
と連携して、日本食・食文化の魅力を総合的に発信。 15 
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○次に、関係省庁との連携について紹介する。○まず、日本酒について、内閣官房や国税庁、業界関係者に一堂に会してもらい、日本酒全体のマーケティングのあり方等について議論した。生産・流通・サービス一体となった輸出促進のための協議会を立ち上げるべく、準備中。○さらに、国交省とともに物流検討会を立ち上げ、輸出拡大に向けた効率的な輸送等について検討中。○また、関係省庁が実施するクールジャパン等関連イベントと連携して、日本食・食文化の魅力を発信。日本食・食文化の普及について、今後とも連携を密にして、最大限の効果が発揮できるよう取り組んでいく。



例）
・ マスターオブワイン（ワインに関する国際的
な認定資格を有する者）を日本に招聘し、
酒造りや日本酒の持つ魅力を海外へ発信
・ パリにおいてアラン・デュカス氏と連携した
日本食や日本産食材のPRイベントを開催 

・ 米国サンフランシスコ市内のレストラン10 
店舗で、日本産食材を使った創作メニュー
によるレストランフェアを開催  

世界の料理界での日本食材の活用推進 

海外のトップシェフや
食関連事業者等への魅力発信

 世界的トップシェフに日本食・食
文化への正しい魅力を深めてもら
う取組を実施

外国人調理師の
在留資格の要件緩和

 本年２月から、外国人調理師が日本国内におい
て働きながら日本料理を学べるように在留資格の
要件緩和を実施

農
林
水
産
省

調
理
師
学
校

日
本
料
理
店

申
請

計
画
認
定

・ 外国人留学生の
卒業後の実習計画
を共同で 
策定 

○ 世界の料理界における日本食材の活用促進のため、外国人調理師の在留資格の要件の緩和や、
海外のトップシェフや食関連事業者等への魅力発信等を実施。 

アラン・デュカス氏

16 

・ 実習計画に 
基づき外国人 
調理師が日本 
料理店に就労 

・ ２年間、働き 
ながら日本料 
理の調理技能 
等を修得 

ＳＴＥＰ２ 商流の確立 
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○次に、世界の料理界における日本食材の活用促進の取組を紹介。○外国人調理師の在留資格の要件の緩和や、　海外のトップシェフや食関連事業者等への魅力発信を実施中。



● 日本の「強み」を活かしたフード・バリューチェーン（FVC）構築により、今後急速な成長が見込まれる世界の
食市場を取り込み、日本の食産業の成長と輸出拡大につなげる（”Made BY Japan”の深化）。 

● 民間投資と経済協力の連携によるフード・バリューチェーン構築により、日本の食産業の海外展開と途上国等
の経済成長につなげる（”All Japan”、”Made WITH Japan”による途上国等との「Win-Win」な関係の構築）。 

  グローバル・フード・バリューチェーン戦略の構築
～ 日本の「強み」を活かした日本の食産業の成長と輸出拡大 ～

１．ねらい

２．グローバル・フード・バリューチェーン戦略（今夏までに策定）

（１）総合戦略
・  地域ごとの諸課題に官民連携で対応

  （官民連携体制の構築と役割分担）
・  情報収集、ビジネス環境整備、人材育成、外交機会の
活用、経済協力との連携、資金調達、インフラ整備等・
官民連携による食インフラシステム輸出

（２）地域別戦略
・  潜在的成長力の高い地域別の戦略を策定
 （アセアン、中国、インド、アフリカ等）
・  地域の課題や実情に応じたFVC構築のため
 の戦略

 

生産 製造・加工 流通 消費

①健康安全・高品質  ：品質管理、品種開発、表示・規格等

②先進技術   ：農業機械、食品加工・製造、 
   コールドチェーン、ＩＣT、省エネ等 

③先進・利便性     ：コンビニ、スーパー、外食等

 生産・流通・消費、ビジネス投資環境整備（各種規制、

商慣習等）、人材、税制、インフラ（道路、港湾、電力

等）等 

■ 日本の食産業の「強み」 ■ ＦＶＣ構築の課題（地域ごとに異なる）

・種子、肥料、農薬、資材
・農業機械、灌漑、発電、
土壌、ＩＣＴ、農業保険  等

・食品製造・加工
・品質管理  等

・コールドチェーン
・集荷・貯蔵・輸送、卸売市場
・品質管理
・港湾、道路、電力  等

・コンビニ、スーパー、外食
・品質管理、ＰＯＳ
・日本食市場開拓    等

17 

ＳＴＥＰ２ 商流の確立 
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○　次に、「Made by Japan」を深化するための「グローバル・フード・バリューチェーン戦略」について紹介する。○　これは、世界の食市場を取り込むための更なる取組として、生産から消費に至るまでのグローバル・フード・バリューチェーンの構築を、官民が連携して推進するもの。○　日本の食産業の海外展開と途上国等 の経済成長を同時に図り、途上国等との「Win-Win」な関係を構築する「Made WITH Japan」の発想も取り入れる。○　当戦略については、今後民間の意見も聴きつつ、今夏までに策定する予定である。



商流の拡大に向けた取組

○ ビジネス環境の一層の整備を図るため、ファンド等も活用し、輸出の商流を拡大。

クールジャパンファンド Ａ－ＦＩＶＥ

【設立】 

2013年１月 

【目的】 

○ 農林漁業者が主体となって、生産と消費

をつなぐバリューチェーンの構築 

【出資金】 

318億円 

【設立】 

2013年11月 

【目的】 

○ 世界に向けて展開するためのプラットフォー

ムの確保 

○ M&A等を通じた海外流通網の確保

○ 「地域発、世界へ」を実現、ものづくりを

狙う地域を活性化 

【出資金】 

375億円 

【A-FIVEを活用した輸出の取組】 
○ 千葉県を中心とした植木、盆栽生産者と連携し、中国に加えEU、北南米等への輸出も志向して新たな市場

を開拓。

ＳＴＥＰ３ 商流の拡大 
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連携

海外での盆栽・植木の
利用例
(左)イタリア、(右)中国 

ＥＵ向け輸出に向けた輸
出条件をクリアするため、
栽培地において厳しく管
理(右) 
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○商流が確立後は、輸出を拡大するためには、出資等の枠組みも活用しながら、自走が必要。○政府としても、ここに紹介しているような出資の枠組みを整えつつある。○また、クールジャパンファンドとA-FIVEの連携なども推進。○このほかにも、みずほ銀行が中東のGIC（Gulf Investment Corporation）と連携しており、我々も意見交換をさせて頂いている。
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平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ４ 日

農林水産物・食品の輸出促進について

（参考資料編）

参
考
資
料
１
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農林水産物・食品の輸出の推移
○ 2011年３月の原発事故に伴い多くの国が日本産農林水産物・食品の輸入規制を強化したこと
などにより、農林水産物・食品の輸出額は、５千億円の壁に当たっていたところ。 

○ 未だ多くの国が輸入規制を解除しない中、2013年の輸出額は5,506億円となり、過去最高を記録。
（なお、農林水産物・食品の輸出は通常の貿易取引とは異なり、円建て決済が太宗。）

農林水産物・食品の輸出額の推移と目標

農林水産物・食品の輸出における決済通貨比率（％）

資料：ジェトロ「2011年度農林水産物・食品輸出に関する 
 アンケート調査」

Ｎ=95 
資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

出典：日本銀行「基準外国為替相場」

貿易取引通貨別比率（輸出、％）

円／ドル

出典：2014年１月27日財務省報道発表 
注：比率は金額比率 

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

108 110 116 118  103  94  88  80  80  98  

リーマンショック 東日本大震災

１ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○まず、輸出の概況。○原発事故に伴い、多くの国が日本産農林水産物・食品の輸入規制を強化。○未だ多くの国が輸入規制を解除しない中、2013年の輸出額は5,506億円となり、過去最高。○為替との関係では、輸出最高額を記録した昨年よりも、2007年や2008年の方がより円安だが、輸出額は５千億ちょっと。



農林水産物・食品の輸出額の国・地域別内訳

※カッコ内は輸出額
に占める割合

（2013年：速報値） （億円）

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

○ 主な輸出先国・地域は、香港、米国、台湾、中国、韓国で、約７割を占める。
○ 原発事故に伴う輸入規制により、中国及び韓国は震災前（2010年）の水準に戻らなかった。他方、
アセアン地域は、輸出額が急増。

0 
（年）

２ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○主な輸出先国・地域は、香港、米国、台湾など。○原発事故に伴う輸入規制により、中国及び韓国は震災前（2010年）の水準に戻らなかったが、アセアン地域（赤の折れ線）は、輸出額が急増。



農林水産物・食品の輸出量・額の動向

○ 数量、金額ともに前年を上回る中で、特に、品目別では、ホタテ等の水産物やリンゴ等の青果物の輸出が大
きく増加。

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
３ 

品  目  名 
2010年 2011年 2012年 

2013年 

対前年比伸び率 

数量 金額（億円） 数量 金額（億円） 数量 金額（億円） 数量 金額（億円） 数量 金額 

 水産物 - - 1,950 - - 1,736 - - 1,698 - - 2,217 - 30.6 ％ 

 ホタテ貝 T 13,709 103 T 10,255 113 T 26,147 189 T 57,353 398 119.3 ％ 110.6 ％ 

 さば T 120,416 101 T 97,765 88 T 106,586 92 T 113,247 120 6.2 ％ 29.9 ％ 

 ぶり T 4,140 66 T 5,084 78 T 5,447 77 T 6,467 87 18.7 ％ 13.0 ％ 

 さけ・ます T 65,166 180 T 22,379 67 T 21,570 61 T 32,915 84 52.6 ％ 36.4 ％ 

 加工食品 - - 1,464 - - 1,286 - - 1,299 - - 1,502 - 15.6 ％ 

 清涼飲料水 KL 47,971 119 KL 43,253 102 KL 47,877 121 KL 50,555 124 5.6 ％ 2.3 ％ 

 菓子（米菓を除く） T 9,864 101 T 8,379 88 T 8,870 94 T 9,725 111 9.6 ％ 18.0 ％ 

 醤油 T 20,088 40 T 18,871 37 T 19,822 37 T 21,780 43 9.9 ％ 16.4 ％ 

 味噌 T 10,240 21 T 10,503 21 T 10,083 21 T 11,816 24 17.2 ％ 17.6 ％ 

 粉乳 T 9,438 142 T 3,380 47 T 1,191 12 T 1,381 17 16.0 ％ 43.8 ％ 

 コメ・コメ加工品 - - 124 - - 122 - - 126 - - 150 - 19.0 ％ 

 日本酒（清酒） KL 13,770 85 KL 14,022 88 KL 14,131 89 KL 16,202 105 14.7 ％ 17.6 ％ 

 米菓（あられ・せんべい） T 3,566 32 T 2,915 28 T 3,123 29 T 3,606 35 15.5 ％ 20.2 ％ 

 コメ（援助米を除く） T 1,898 7 T 2,129 7 T 2,202 7 T 3,121 10 41.7 ％ 41.8 ％ 

 林産物 - - 109 - - 127 - - 123 - - 158 - 28.4 ％ 

 製材加工材 - - 28 - - 27 - - 25 - - 28 - 13.8 ％ 

 丸太 ＣＭ 65,482 9 ＣＭ 100,134 14 ＣＭ 113,715 14 ＣＭ 264,715 31 132.8 ％ 123.6 ％ 

 乾しいたけ T 40 2 T 39 1 T 23 1 T 41 1 77.8 ％ 51.8 ％ 

 花き - - 63 - - 68 - - 83 - - 96 - 15.8 ％ 

 植木等(植木・盆栽・鉢もの） - - 62 - - 67 - - 82 - - 94 - 15.4 ％ 

 切花 T 39 1 T 26 1 T 23 1 T 39 2 67.7 ％ 39.3 ％ 

 青果物 T 34,217 115 - 29,297 101 - 20,979 79 - 35,670 131 70.0 ％ 66.4 ％ 

 りんご T 21,075 64 T 18,205 65 T 9,107 33 T 19,431 72 113.4 ％ 116.2 ％ 

 ながいも等 T 5,334 20 T 5,035 15 T 4,289 18 T 5,714 19 33.2 ％ 8.0 ％ 

 牛肉 T 541 34 T 570 35 T 863 51 T 909 58 5.3 ％ 14.0 ％ 

 緑茶 T 2,232 42 T 2,387 47 T 2,351 51 T 2,942 66 25.2 ％ 30.8 ％ 

 Ｔ：トン、ＫＬ：キロリットル、ＣＭ：立方メートル、ＫＧ：キログラム   ※加工食品、林産物、花きの金額は戦略上の定義による数値 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○前回、中嶋委員から「円建てベースの輸出額だけでなく、実質ベースでどの程度増えたか確認すべき」との指摘。○戦略品目ごとに主な品目をみると、金額だけでなく数量も大きく増加。○ホタテ等の水産物やリンゴ等の青果物の輸出が大きく増加。



出典：農林水産省「農林水産物輸出入概況」 

○ 日本における農林水産物・食品の2013年の貿易状況を見ると、輸入が8.9兆円と輸出5,506億円の
約16倍となっており、輸入超過の状況にある。 

361 401 449 516 508 446 492 451 450 551 

7,455 7,654 
8,086 

8,543 8,708 

6,658 
7,119 

8,051 7,918 

8,942 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

農林水産物・食品 年別輸出入額

農林水産物輸出 農林水産物輸入 

農林水産物・食品の輸出入状況

(年) 

(10億円) 

４ 

○輸入上位品目の輸入量・額の動向

品目名 
2012年 

2013年 

対前年比 

数量 金額（億円） 数量 金額（億円） 数量 金額 

とうもろこし T 14,890,824 4,090 T 14,400,910 4,634 ▲ 3.3 ％ 13.3 ％ 

たばこ T 146,662 4,623 T 144,425 4,407 ▲ 1.5 ％ ▲ 4.7 ％ 

豚肉 T 778,760 4,086 T 738,417 3,897 ▲ 5.2 ％ ▲ 4.6 ％ 

牛肉 T 514,186 2,202 T 534,254 2,662 3.9 ％ 20.9 ％ 

えび T 207,626 1,829 T 194,030 2,249 ▲ 6.5 ％ 22.9 ％ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○同じく、中嶋委員ご指摘の純輸入額の件。○純輸入額は、リーマンショック等の世界的な不況となった2009年に縮小したものの、近年は再度拡大傾向。【7兆円（2004年）→8.2兆円（2008年）→6.2兆円（2009年）→7.6億円（2011年）→7.5億円（2012年）→8.4兆円（2013年）】



 

〈会員（全156会員）〉 

【農業関係（10会員）】 
・全国農業協同組合中央会会長
・全国農業協同組合連合会会長
・日本農業法人協会会長
・日本花き生産協会会長
・中央果実協会理事長
・日本園芸農業協同組合連合会会長
・日本茶業中央会会長
・全国農業会議所会長
・日本農産物輸出組合理事長
・日本プロ農業総合支援機構理事長

【林業関係（４会員）】
・日本林業協会会長
・日本特用林産振興会会長
・日本木材総合情報センター理事長
・日本木材輸出振興協会会長

【水産業関係（５会員）】
・大日本水産会会長
・全国漁業協同組合連合会会長
・日本水産缶詰輸出水産業組合理事長
・日本鮪缶詰輸出水産業組合理事長
・日本真珠振興会会長

【食品産業関係（10会員）】 
・食品産業センター会長
・日本醤油協会会長
・全日本菓子協会会長
・全日本菓子輸出工業協同組合連合会
 理事長
・日本缶詰協会会長
・日本食肉輸出入協会会長
・日本ハム・ソーセージ工業協
・同組合理事長
・日本乳業協会会長
・全日本カレー工業協同組合理事長
・全国米関連食品輸出促進会

【酒類関係（１会員）】
・酒類業中央団体連絡協議会幹事

【流通関係（９会員）】
・日本貿易会会長
・日本物流団体連合会会長
・日本冷蔵倉庫協会会長
・国際ﾌﾚｲﾄﾌｫﾜｰﾀﾞｰｽﾞ協会会長
・航空貨物運送協会会長
・日本百貨店協会会長
・日本チェーンストア協会会長 
・日本加工食品卸協会会長
・全国主食集荷協同組合連合会会長

【外食・食文化関係（３会員）】
・日本フードサービス協会会長
・日本料理研究会会長
・日本食レストラン海外普及推進

機構理事長

【観光関係（２会員）】
・国際観光振興機構理事長
・日本振興観光協会会長

【知的財産関係（２会員）】
・日本弁理士会会長
・日本食品・バイオ知的財産権

センター会長

【経済界（３会員）】 
・日本経済団体連合会会長 
・日本商工会議所会頭 
・日本電機工業会会長 

【その他（９会員）】 
・日本貿易振興機構理事長
・農畜産業振興機構理事長
・日本貿易保険理事長
・日本政策金融公庫総裁
・国際交流基金理事長
・日本能率協会会長
・農林中央金庫理事長
・日本食農連携機構理事長
・GLOBALG.A.P協議会代表理事 

【都道府県（82会員）】 
・47都道府県知事 
・農林水産ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ輸出促進
 都道府県協議会会長
・都道府県ごとの輸出促進協議会
（34団体）の長 

【地域ブロック（９会員）】
・北海道､東北､関東､北陸､ 東海､

近畿､中国四国､九州､沖縄の輸出
促進協議会の長

【府省（７会員）】
・内閣官房知的財産戦略推進事務局長
・外務省経済局長
・国税庁審議官（酒税）
・農林水産省食料産業局長
・経済産業省通商政策局長
・観光庁審議官
・厚生労働省医薬食品局食品安全部長

【会長】茂木友三郎（キッコーマン株式会社代表取締役名誉会長） 

○ 我が国の高品質で安全な農林水産物・食品の輸出を一層促進するため、関係者一体となった取組を推進すること
を目的に、2005年に農林水産物等輸出促進全国協議会が設立。 

○ 2014年度には、本協議会の下に、オールジャパンの輸出促進の指令塔として戦略実行委員会を設置し、戦略の
着実な実行に向け、品目別・課題別に関係者が議論。

農林水産物等輸出促進全国協議会の構成員等（2013年11月１日時点）

直近の開催状況

2013年度  
農林水産物等輸出促進全国協議会総会 

開催日：2013年11月１日(金) 
場所：ホテルオークラ 
議題：○安倍内閣総理大臣御挨拶

○林農林水産大臣御挨拶
○国別・品目別輸出戦略説明
○日本食海外普及功労者表彰及び講演

※ この機会にオリンピックメダリストの室伏選手、
  三宅選手のほか、約50の国・地域から、約80名 
  の在京大使等を招き、FBI戦略に基づく日本の食 
を実際に食べていただき、その魅力を発信。

５ 
28



農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

平 成 ２ ５ 年 ８ 月

参
考

資
料

２
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農林水産物・食品の輸出額を 
2020年までに1兆円規模へ拡大国別・品目別輸出戦略 

輸出戦略の策定 

全国協議会の枠組
みを活用した検
証・見直しを実施 

検証結果を踏まえ
た国別・品目別輸
出戦略の改訂 

戦略に沿った事業
者支援・輸出環境
整備等の実行 
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○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を
 一体的に展開することにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。 

○ このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」の海外展開
 （Made BY Japan）、日本の農林水産物 ・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。 

 日本の「食文化・食産業」の海外展開 
（Made BY Japan） 
① ビジネス環境の整備
② 人材育成
③ 出資による支援

 日本の農林水産物・食品の輸出 
 （Made IN Japan） 

 国別・品目別輸出戦略の実行 
（全国協議会の枠組みを活用した検証・見直しを実施） 

日本食文化の普及 
 日本食の普及を行う人材育成、 

メディアの効果的活用等を各省連携して実施 

 世界の料理界で日本食材の活用推進 
（Made FROM Japan） 
日本食材と世界の料理界とのコラボレーション  
※世界中のシェフが日本のゆずをメニュー化 
※中華料理の高級食材として輸出されるホタテ 

１ 

１ ． 食 文 化 ・ 食 産 業 の グ ロ ー バ ル 展 開
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２ ． 農 林 水 産 物 ・ 食 品 の 輸 出 促 進 に 向 け て

○ 日本の農林水産物・食品輸出の現状

 巨大な食の世界市場規模に対し、日本の輸出金額は５千億円前後

現在340兆円の世界の食の市場規模は、 
2020年には680兆円に倍増との推計 

 これまでの輸出支援策は、関税が低く、

非関税措置も厳しくない国・地域への商

談の機会の提供による、産地の取組支

援が中心。

 一方で、各国との市場獲得競争や原発

事故の影響もあり、輸出金額５千億円の

壁にあたっている。

○ 「食」への評価と農林水産物・食品輸出額の相関

 ジェトロの調査によると、「食」の人気が一番高いのは日本だが、「食」への支持が輸出に結びついていない。
 日本の輸出先は、関税が低く、非関税措置も厳しくない地域が中心。

２ 

イタリアの農林水産物・食品輸出額の内訳(2011) 日本の農林水産物・食品輸出額の内訳(2011) 

・ （ｎ＝）は回答個数。 
・ 本設問においては、実施国の料理
 は選択肢から除外。 
・ 複数回答可としており、総回答数
に対する回答個数の割合を示した。

【好きな外国料理】  質問：『好きな料理かつ外食で食べる外国料理はどれですか』

出典：ジェトロ「日本食品に対する海外
消費者調査（中国、香港、台湾、韓国、
米国、フランス、イタリア）」 
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資料：財務省貿易統計を基に農林水産省作成

壁 

総額 
434億ドル 

（３兆4,679億円） 

総額 
51億ドル 

資料：Ｉnternational Trade  Centre
HSコード1～24、44を集計 33



 市場の状況に応じ、原発事故の影響の最小化を起点に、①相手国が求める認証・基準への対応や基準のハーモナイゼー
ション等の輸出環境の整備（ENTER）、②商流の確立支援（ESTABLISH）、③商流の拡大支援（EXPAND）の３つのＥ施策を集
中的に実施。

2020年品目別・国別輸出額イメージ 

○ 農林水産物・食品輸出の方向性①：重点国・重点品目

 日本「食」への支持を背景に、日本「食」の基軸となる食品・食材を、食市場の拡大が見込まれる国・地域へ輸出することに
より、2020年までに１兆円目標を達成。

○ 農林水産物・食品輸出の方向性②：３Ｅｓ

原発事故への
対応

START 

○情報提供を始め、商談会、海外でのマッチングの場、各
種イベントへの支援等総合的なサポート体制を充実・強化
（ジェトロ等） 
○共同輸送・混載による物流費の抑制
○産地間連携による日本の農林水産物を年間を通じて安
定的に供給できる体制を構築

○農林漁業成長産業化
ファンド、Mａｄｅ BY Japan 
との有機的な連携 

○相手国が求める認証・基準への対応・基準のハーモナ
イゼーション
○規制等情報の提供
○ハラール、GLOBAL G.A.P.等、世界の食市場におい
て通用する認証の取得に対し、十分かつきめ細やかに支
援

STEP1 

輸出環境の
整備 STEP2 

商流の確立 商流の拡大
STEP３ 

３ 

○輸入規制措置の緩和・撤廃に向け
て、諸外国・地域に正確な情報を提
供した上で、科学的根拠に立った対
応を強く要請 
○海外メディア等の活用による日本
食の安全性のＰＲ 

１兆円

34



３．水産物の輸出戦略

○原発事故に伴う諸外国の輸入規制
の強化やリーマンショックの影響で近
年の輸出額はやや低迷。 

○主な輸出先は、香港、米国、中国、
タイ、ベトナム、台湾等。 

○品目別には、ホタテガイ、真珠、干
しナマコ等の輸出額が多い。 

輸出の現状 分析 2020年目標と輸出拡大策 
○ 輸出額目標：３，５００億円

世界の食用魚介類の
国別年間供給量の推移

○世界的に水産物に対する需要は増
大。特に、中国、EU、米国、インドネ
シアで高い伸び。 

○ 日本産水産物の品質に対して、世
界から高い評価。 

○輸出先国の衛生管理基準への適合、
衛生証明書の添付など、外国政府が
求める要件に適切に対応する必要。 

○個々の漁協・事業者が個別に輸出
に取り組んでいるため、マーケティン
グ・ブランディングが十分でない、小
ロット・季節対応となってしまい売り場
が望む供給が難しいなどの課題。 

品目別輸出実績（2012年） 

国別輸出実績（2012年） 

・品質管理体制の確立（対米・対EU向けHACCP 
 取得の促進等）
・迅速な衛生証明書発給体制の構築
・品質保持（冷凍・解凍・一次加工）技術の向上

品質管理水準の向上

・輸出相手国への働きかけ（原発事故に伴う輸入規制 
 の緩和・撤廃に向けて、科学的根拠に立った対応を 
  要請する等） 
・養殖生産物をはじめとする日本の魚のブランディング 
・生鮮・加工品の組合せ販売・産地間連携の促進による
安定供給
【重点品目の考え方】
①資源的に余裕があり、輸入国で一定の食習慣があるもの

（例：ブリ、サバ、サンマ等）
②国際競争力のある水産加工品

（例：第二のカニかま、ファストフィッシュ、真珠等）
③ 国際商材（例：ホタテ、サケ、タラ、錦鯉等）
【重点国・地域の考え方】
①新興市場：所得が拡大しているなど、需要増加が見込ま

れる国・地域（例：EU、ロシア、東南アジア、 アフリカ）
②安定市場：水産物の消費量が多く、日本産水産物が評価

されている高・中所得国・地域（例：東アジア、米国）

国家的マーケティング

・生産者・流通・小売業者等が連携した、水産物
輸出のビジネスモデルの構築

ベストプラクティスの構築

・現地ネットワークやノウハウの蓄積を活かした
 継続的なサポート
・重点国・地域への進出に必要な情報の提供や
売込手法の提案【ジェトロとの連携強化】

きめ細やかな支援

1961 1971 1991 1981 2001 2009 
４

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 35
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４．加工食品の輸出戦略

○加工食品の輸出は、農林水産物・食
品全体の1/4を占めるが近年横ばい。 

○2012年の輸出額は1,299億円。

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○近年伸び悩んでいる輸出額を増やすため
には、輸出できる加工食品の種類の拡大と
新規市場の開拓がカギ。 

○最終製品輸出の他、海外の日系外食
チェーン等への調味料や原材料提供も有力。 

○Made BY Japanの取組に伴う日本からの原材料調達の増
加と輸出環境整備、食文化発信により、「出せる市場に出
す」から、 「出したい市場に出す」へ。

○原材料の国産化による付加価値の向上を推進。

○主な輸出先は米国、台湾、韓国等日本食
市場がある程度確立した国。 

○アルコール飲料の輸出は増加基調。
○清涼飲料水の輸出は他品目に比べ中国、
ＵＡＥのシェアが大。 

○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が重要。 

○相手国政府や取引先から求められる場面
が増えている食品衛生管理基準、その他規
制への対応も重要。 

目標達成に向けて 

政府  ： 輸出環境整備を推進。 

民間  ： 海外市場のニーズを敏感につかみ、積極的な市場開拓・ 

 市場展開及び商品の開発・供給に努める。 

ジェトロ ：マーケティングに基づく事業者への総合的なサポート体制 

  の充実・強化。 

主な品目ごとの目標と方向性 
○調味料類 （ 1,600億円）

みそ、醤油といった日本食を象徴するコンテンツを普及。
・新興市場：ＥＵ、ロシア、インドネシア、マレーシア、ベトナム、

 タイ、シンガポール、フィリピン、中国、中東、ブラジル 
・安定市場：米国、台湾、韓国、香港、豪州

○菓子類（米菓以外）、清涼飲料水 （1,400億円）
大手メーカーの商品販売を促進するとともに、中小企業の商品
についてジャパン・ブランドの確立を支援。

・新興市場：インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、
  シンガポール、フィリピン、インド 

・安定市場：香港、台湾、米国、韓国 

○レトルト食品、植物性油脂、めん類、健康食品、牛乳・乳製品、
アルコール飲料（日本酒除く）、その他 （2,000億円）
日本の高度な製造技術を活かしたレトルト食品、牛乳・乳製品、
植物性油脂、めん類及び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。

・新興市場：
（レトルト食品等）  EU、ロシア、インドネシア、ベトナム、タイ、

 マレーシア、シンガポール、フィリピン、中国、 
 中東、ブラジル、インド 

（アルコール飲料） ＥＵ、ロシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国、 
 シンガポール 

※味噌、醤油など日本の調味料は「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。 

○ 輸出額目標：５，０００億円。

５ 

その他 

植物性油脂 

菓子（米菓を除く） 

清涼飲料 

ｱﾙｺｰﾙ飲料(清酒以外) 

調味料 

（億円）

（年）

加工食品の品目別輸出額の推移 

1,368 1,359 
1,464 

1,286 1,299 
米国 

香港 

台湾 

韓国 

中国 

その他 

1,368 1,359 
1,464 

1,286 1,299 

加工食品の国別輸出額の推移 （億円）

（年）

海外進出企業（食料品）の原料調達先（2010年度）

現地調達 
(88.1%) 

日本からの調達 
(5.8%) 

第三国からの調達 
(6.1%) 

出典：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。）
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５．コメ・コメ加工品の輸出戦略

○ 精米の輸出量は、５年間で約２倍
の２千ｔ(約７億円）。香港・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

で約７割。中国向けは、過去最大で
も100ｔ程度。 

○ 日本産米に対する評価は高いが、
許容できる価格差には限界。 

○ 精米から長期間経過後も販売され
ているケースもあり品質にも疑問。 

○ 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。 

○ 精米だけでなく、包装米飯・日本酒・
米菓も含めたコメ加工品の輸出に力
を入れる。 

○ 世界のワイン消費量は、約2,400
万klで、主要な消費国はEU、米国等。
中国の消費量が上昇傾向。 

○ 世界の酒市場の大きさを考えれば、
日本酒の輸出額の拡大余地は大き
い。 

各国を代表する酒の輸出額（2011年/億円） 

 コメ（包装米飯含む）
  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、日本米のプレゼンスを
高める取組を推進。 
 ★重点国 
  新興市場：台湾、豪州、ＥＵ、ロシア等 
  安定市場：香港、シンガポール 

 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。 
 ★重点国 
  新興市場：中東、中国、EU 
  安定市場：台湾、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、米国 

 日本酒
  発信力の高い都市や重点市場でのイベント・

事業を実施するほか、セミナー等を通じて、日
本酒の良さについて普及。日本酒の生産増
に対応した酒造好適米の増産が可能となるよ
う措置。 
 ★重点国 
  新興市場：ＥＵ、台湾、中国、ブラジル、 

   ロシア、韓国   
  安定市場：米国、香港 

日本酒 仏ワイン 英スコッチ 
88 7,740 5,150

香港における
米の小売価格（円/kg） 

   新潟県産
こしひかり 

米国産
こしひかり 

950 490

(億円) 

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 
○ 輸出額目標：６００億円。

○ 2012年の米菓輸出額は、約30
億円。主な輸出先は、台湾、米国、
香港等。

中国市場における
日本産米小売価格内訳（試算）

約1,300円/kg 
流通ﾏｰｼﾞﾝ
約720円/kg 

関税・増値税等
約180円/kg 

FOB価格等 
約410円/kg 

(億円) 

○ 2012年の日本酒輸出額は約90
億円。輸出先は、米国・香港で全体
の５割。
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ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

その他

日本酒輸出額推移

精米（商業用）輸出額推移

（年）

（年） ６ 
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６．林産物の輸出戦略

○2012年林産物輸出額は123億円。
うち木材は93億円で近年横ばい。 

○きのこの輸出額は４億円。

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○中国では住宅建設が拡大傾向で木
材需要の裾野が拡大。 

○他方、スギ、ヒノキが構造用材として
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
できていない。 

○近年、韓国では香りの良さなどからヒ
ノキの内装材利用が人気。消費者
ニーズを踏まえた製品を提案するとと
もに、現地企業等と連携し、販路を拡
大する事業者も一部ある。 

○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。 

中国 韓国

強み ・軸組工法が気候風土に
適合。

・内装材としてヒノキ材利用
が人気。

弱み ・木構造設計規範にスギ、
ヒノキ、カラマツが明記さ
れていない。
・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。

・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。

機会 ・住宅市場の拡大。
・木材を輸入に依存。

・オンドルのフローリング材
として利用。

・木材を輸入に依存。

脅威 ・米国、カナダ材による
２×４工法のシェア拡大。

・米国、カナダ材による
２×４工法のシェア拡大。

林産物
重点国 ： 中国、韓国
対応方向：
【中国】
中国「木構造設計規範」の改定

（2014年度内告示・施行見込）。
【韓国】
韓国におけるヒノキを中心とした

内装材市場の更なる拡大。
【中国・韓国】
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
オール・ジャパンでの取組、ブラ
ンド創り）。

技術者向け講習会の開催を通じ
た人材育成、日本産木材の利用
促進。

森林組合や産地間連携による共
同輸出、周年供給体制の構築。

常設展示場の設置による通年で
のＰＲによる日本産木材、住宅の
認知度向上。

７ 

○ 輸出額目標：２５０億円。

林産物の輸出額の品目別内訳（2012年） 
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７．花きの輸出戦略

○花きの輸出額は増加傾向で、2012年
は83億円。 
 うち植木等（植木・盆栽・鉢もの）が82
億円、切り花が1億円。 

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

※植木等の主な輸出先はベトナム、中国、香港
※切り花の主な輸出先は、米国、中国

○花きの産出額は近年3,500億円程度
で推移。 

花き全体

多様で高品質。

 ｢所得倍増｣に向け、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。

植木・盆栽

日本ブランドが確立。

植木については、近年、急激に輸出
量が増加したため、イヌマキ等一部
品目の資源が枯渇しつつあるため、
新たな輸出品目の開拓が必要。

鉢もの・切り花

 輸出の歴史が浅く、海外における
日本産の認知度が低いことから、
さらなるプロモーションが必要。

 継続的な長期出荷に対応できる
安定した価格・数量の確保が課題。

 長時間輸送に耐えうる鮮度保持
技術の普及・開発が課題。

植木・盆栽
重点国： 新興市場：ＥＵ

安定市場：中国
方向性：
 輸出品目の拡大。
具体的対応：
 海外からのバイヤー招へいや見本市等を通じ、

新たな輸出品目を開拓。

○ 輸出額目標：１５０億円。

鉢もの
重点国： 新興市場：シンガポール

安定市場：中国、香港
方向性：
 輸出の拡大及び認知度の向上。
具体的対応：
 産地間連携による年間を通じた安定的な供給体

制の整備。
 品種識別技術の開発等、知的財産権の保護強

化。

切り花
重点国： 新興市場：シンガポール、カナダ、ＥＵ、

ロシア
安定市場：米国、香港

方向性：
 輸出の拡大及び認知度の向上。
具体的対応：
 産地間連携による安定的な供給体制の構築。
 統一規格やロゴ等によるジャパン・ブランドの

浸透。
 見本市の開催等による花文化と併せた効果的

な発信。
 長時間輸送に耐えうる鮮度保持技術の開発・

普及。

花きの輸出額の推移

（年）

（億円）

花きの産出額の推移

（年）

（億円）

８ 
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８．青果物の輸出戦略

○野菜・果実等の輸出は、世界的不況
等により、2007年をピークに減少傾
向（2012年 約80億円）。 

○ 現在の主要輸出先である
台湾に加え、成長の著しい東
南アジア等に着目した戦略
的な市場開拓が重要。 

○ 青果物をジャパン・ブランド
として確立するためには、
マーケティングと品揃え、周
年供給の確保が重要。 

○ 一方で、原発事故に伴う輸
入規制によって、主要取引先
である台湾・香港は、一部地
域からの輸入を停止中。  

（具体例） 
いちご・・・栃木県 
なし・・・・・福島県、千葉県 
もも・・・・・福島県 

【生鮮野菜】
主要な生鮮野菜の輸出額（2012年）のうち、
約９割を「ながいも」が占める。
輸出先は、台湾・香港で全体の約７割。

【果実】

  主要な果実の輸出額のうち、約６割を「りんご」
が占める。

  輸出先は、台湾・香港で全体の約９割。

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○ 輸出額目標：２５０億円。

○ 重点品目：
（例） りんご、柑橘類、いちご、なし、もも、

 ながいも、かんしょ、 
 「第２、第３のりんご、ながいも」 

○ 重点国：
（新興市場）シンガポール、タイ、ベトナム、

  インドネシア、マレーシア、 
   カナダ、米国、EU、ロシア、中東 

 （安定市場）台湾、香港 

○ 方向性：
①富裕層に加え、人口の多い中間層もター
ゲットとし、マーケティング等の強化により、
売れる品目を発掘しつつ市場を開拓。

②東南アジアやＥＵ、ロシア、中東において、
産地間連携、卸売市場の活用等により、 

 りんごや他の品目を組み合わせ、日本産 
 青果物が海外の店舗に常時並ぶ「多品目 
 周年供給」体制を構築。 

○ 輸出環境整備：
①原発事故による輸入停止措置の解除。

②検疫等の制限に対する戦略的働きかけ。

③鮮度保持・長期保存技術の開発。

９ 

(

億
円
）

2008年   2009年   2010年   2011年   2012年 

※その他
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９．牛肉の輸出戦略

○2012年の輸出額は51億円、輸出量
は863トンといずれも過去最高。

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○市場の大きい米国やＥＵで重点的に
活動する必要。 

○ 2012年８月に対米輸出が再開し、
現在香港、マカオ、シンガポール、
米国、タイ、カナダ、UAE等への輸
出が可能。 

○2013年３月には、EUへの輸出が認
められたところ。 （※）

※ 輸出施設の認定が行われると、実際の輸出が
可能 

出典：厚生労働省ＨＰ 

米国 カナダ EU 香港 UAE 
シンガ 
ポール 

マカオ タイ 

施設数 7 5 0 9 2 10 52 34 

輸出国・地域別の施設認定状況 （2013年７月現在） 

○ロース、ヒレ等の高級部位だけでなく、
バラ等多様な部位の販売促進が必要。 

○牛肉需要が見込まれる国・地域（ロ
シア、メキシコ、中国等）への輸出解
禁に向けた働きかけが必要。 

○相手国の要求するHACCPやハラー
ル認証等に対応した食肉処理施設の
整備が必要。 

和牛統一マーク 焼肉店の海外進出

出典：米国農務省HP（2011年） 

（単位：1,000トン（枝肉ベース）） 

米国、ＥＵの牛肉消費量及び輸入量

具体的な輸出拡大策 

 焼肉等の日本食文化と一体的なプ
ロモーション。

 商談会開催や見本市出展等を支援。
 ジェトロによる米や果物などと一体

的な日本食材の販売促進。

輸出環境整備 

 輸出解禁に向けた衛生協議
(ロシア、台湾、中国等と協議)。

 HACCP等施設整備への支援。
 ハラール認証を取得しようとする

取組に対し、きめ細やかな支援
を措置。

米国 EU 

消費量 11,651 7,941 

輸入量 933 367 

前年同期比
150%

○輸出額目標：２５０億円（４千トン相当）
【新興市場】 米国、ＥＵ、カナダ、香港、
マカオ、シンガポール、タイ、ＵＡＥ 

【有望市場】ロシア、メキシコ、中国、台
湾、イスラム圏（インドネシア、マレーシ
ア、サウジアラビア他）等 

10 
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１０．茶の輸出戦略

○2012年の茶輸出額は約50億円で、 5
年前と比べ約1.5倍に増加。その半分
は米国向け。 

○ＥＵ向けは震災以降減少しているが、
シンガポール向けは拡大傾向。 

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

 新興市場：ＥＵ、ロシア
 安定市場：米国、香港、台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

生産サイドの対応方向

 輸出に対応した茶栽培技術、加工技術の
確立、病虫害に強い茶の開発。

 有機栽培の推奨。
 健康成分高含有品種の開発・普及。
 茶樹中の放射性セシウム低減の徹底。

 輸出相手国の食品衛生関係規制に対応し
た基準に合った生産体制の確立。

日本からの緑茶の輸出額の推移
(億円) 

○世界的な健康志向の高まりから、各
国の緑茶需要は増加傾向。 

○他国産に比べてブランド力がある日
本茶が進出しやすい状況。 

○日本茶の価格は平均して現地・他国
産の２～４倍。安いものは家庭用、高
いものは贈答用として販売。 

○米国では、「緑茶は健康」とのイメー
ジがあり、市場が拡大傾向。 

○ＥＵでは残留農薬問題や放射性物
質にかかる規制により日本茶の輸入
量は伸び悩み。 

輸出環境整備
 米国の有機同等性の承認の取得。
 EU向けのGLOBAL G.A.P.認証取得支援。

 EU、香港、台湾の残留農薬基準への対応。
（基準に沿った生産体制確立、相手国でのインポート 
トレランス設定の支援） 

マーケティング

 日本食・食文化の発信とあわせた売り込
み。

 日本茶の安全性や健康イメージ、カテキン
など機能性成分による効能をＰＲ。

 富裕層だけでなく中間層もターゲットとした
新規需要層の開拓。

 フレーバーティー等相手国の嗜好に合った
商品を開発。

○ 輸出額目標：１５０億円。

国別のお茶の消費量（各3年間の平均） 

（出典：茶関係資料（日本茶業中央会））

(千トン) 

2012年の輸出額の国別割合 
0

400

800

1200
2007年～2009年 
2009年～2011年 

(年) 
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「輸出促進ロゴマーク」を使ってみませんか！ 

  「おいしい」（oishii）は、食品の味を賞賛する日本語であり、「日本」、
「和」のイメージを力強く印象づける筆文字書体でデザインしています。 
「Japanese food quality」を包含した朱色の四角は、品質の高い日本の
農・林・水の各産物及び加工食品（計4種）が世界に向けて勢いよく輸出さ
れることを表現しています。  

 農林水産省では、日本産農林水産物・食品の輸出に当たり、日本産である
ことの識別を容易にし、品質やおいしさなどを海外の消費者にアピールする
ための「輸出促進ロゴマーク」を作成しています。 

  このロゴマークは、ご自身が取り組む輸出の中で、商品の包装資材、ポ 
スター、名刺などに印刷やシールという形でご使用いただけます。 

  使用に当たっては、日本産の農林水産物・食品の輸出に用いること、マ 
ークのデザイン、色、縦横比を変えないことなど一定の約束をお守りいた 
だきますが、使用されたい方は輸出促進グループまでご連絡下さい。 

食料産業局輸出促進グループ 電話 03-3502-3408 

農林水産省HP 輸出促進ロゴマーク  
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_logo/index.html 

「輸出促進ロゴマーク」（英語版） 
世界各国の言語を用意しています。 
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お問い合せ先

農林水産省食料産業局輸出促進グループ    (03)3502-3408 
北海道農政事務所農政推進部経営・事業支援課 (011)642-5485 
東北農政局経営・事業支援部事業戦略課    (022)221-6146 
関東農政局経営・事業支援部事業戦略課    (048)740-0111 
北陸農政局経営・事業支援部事業戦略課    (076)232-4233 
東海農政局経営・事業支援部事業戦略課    (052)223-4619 
近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課    (075)414-9024 
中国四国農政局経営・事業支援部事業戦略課  (086)224-9415 
九州農政局経営・事業支援部事業戦略課    (096)211-9334 
沖縄総合事務局農林水産部農政課         (098)866-1627 

農林水産省は、農林水産物・食品の輸出に取り組む方を応援しています。 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
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Ⅱ HACCPについて 
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１．ＨＡＣＣＰとは 

１ 原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚
染、金属の混入などの危害要因を分析（ＨＡ）した上で、危害の防止に
つながる特に重要な工程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録する工程管理シ
ステム。

２ これまでの品質管理の手法である最終製品の抜取検査に比べ、より
効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能。

ＨＡＣＣＰ 
方式 継続的な監視・記録 

※重要管理点 
(CCP)の例 

異物の検出 温度の管理 

ＨＡ （Hazard  Analysis） 
危害要因の分析 微生物、異物など 

ＣＣＰ（Critical  Control  Point） 
重要管理点 殺菌工程における温度、時間など 

工
程
例

原
材
料

入

荷

保

管

加

熱

冷

却

包

装

出

荷

50

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
既にご存知とは思いますが、念のためおさらいHACCPとは、～の工程管理システムこちらの工程の例では微生物制御のため加熱・冷却の温度管理異物混入の検出がCCPCCPを継続的に監視・記録



２．主要国における国内食品へのＨＡＣＣＰ義務化 

２．ＥＵ 
一次生産を除く全ての食品の生産、加工、流通事業者にHACCPの概念を取り入れた衛生管理を義
務付け。（2006年完全適用）ただし、中小企業や地域における伝統的な生産方法等に対しては、弾
力的運用。 

１．米国 
一部の食品（水産物及びジュースの加工・輸入、食肉及び食肉製品）に、HACCPによる衛生管理

を義務付け。（1997年～2002年に、品目ごとに導入） 
  【食品安全強化法】 平成23年1月成立。米国内で消費される食品を製造、加工、包装、保管する
全ての施設について、①ＦＤＡへの登録とその更新、②HACCPの概念を取り入れた措置の計画・実
行を義務付け。（なお、②は、計画の要件、適用スケジュール等を定めた規則案のパブコメを実施
（平成25年1月～11月）、最終案の公布後に施行。） 

３．台湾 
一部の事業者（食肉加工事業者、乳製品加工事業者、水産食品事業者）に対して義務化（2003年以
降、品目ごとに導入）。 

４．韓国 
一部の食品（①蒲鉾類、②魚類・軟体類・調味加工品、③冷凍品のうちピザ類・饅頭類、麺類）、④
氷菓類、⑤非加熱飲料、⑥レトルト食品、⑦白菜キムチ）に対して義務化。（2006年以降、企業規模
により段階的に適用） 

他にカナダ、オーストラリア、シンガポールでも、一部の食品又は事業者に対して義務 ５１



３．日本からの輸入食品に対する主要国の対応 

○ 日本から輸出する際に、日本政府又は国内の第三者認証
機関等によるHACCP認証が必要な国・地域と対象食品 

  ・ＥＵ ：水産物、水産加工品、牛肉 

  ・米国 ：水産物、水産加工品、牛肉 

  ・カナダ：牛肉 

  ・香港 ：牛肉 

    ・シンガポール：牛肉 

  ・メキシコ：牛肉 

  ・ニュージーランド：二枚貝（ホタテガイの貝柱を除く）

輸出促進のためには、輸出環境の整備の一環として
輸出先国が求めるＨＡＣＣＰに対応する必要 
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ISO22000 
(International Organization 

for Standardization) 

FSSC22000 
（Food Safety System 

Certification） 

SQF 
（Safe Quality Food） 

運営主体 国際標準化機構（ISO） 食品安全認証財団（FFSC財団） 米国小売協会（FMI） 

主なター
ゲット 

世界 欧州 米国・豪州市場 

適用品目 

一次産品から小売、製造・加
工に利用する機材、途中の運
送など、フードチェーンに直
接・間接的に関わる全ての組
織が認証の対象 

・生鮮の肉、卵、乳製品、魚製品等 
・生鮮の果実・ジュース、野菜等 
・常温での長期保存品（缶詰、ビス
ケット、スナック類、油、飲料水
等） 
・ビタミン、添加物等 

・一次産品 
・加工品 
・保管 
・物流 

特徴 

食品に限らず一般的な品質の
管理システムであるISO9001に
食品安全の基本である食品の
一般的衛生管理とHACCPを
統合した管理システム 

ISO22000の一般的衛生管理部分
をより具体化した管理システム 

・システムの他に製品
も認証(製品に認証
マーク付与可） 
・食品に対する認証レ
ベルを３段階設置 
・レベル３では衛生の
他に品質における危
害分析も実施 

４．食品安全マネジメントシステム認証制度の例 
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（参考１）我が国における認証数の推移 
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●国際的な食品安全マネジメントシステム認証の広がり
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国名 認証取得数 

世界総数 23,231 

中国 8,228 

インド 1,123 

ギリシャ 1,097 

ルーマニア 1,011 

イタリア 820 

日本 762 

トルコ 741 

ポーランド 659 

フランス 486 

スペイン 468 

順位 国家名 認証取得数
1 中国 709
2 米国 688
3 日本 579
4 インド 342
5 メキシコ 260

（参考２）世界の認証数 

出典：FSSC22000ホームページ
（http://www.fssc22000.com/en/）より作成（2013年11月6日
現在） 

ＦＳＳＣ２２０００認証取得数（総数６６２５）

ＩＳＯ２２０００認証取得数

出典：ISO Survey(http://www.iso.org/iso/iso-survey_2012.zipより作成 
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５．HACCP支援法による支援 

厚生労働大臣・農林水産大臣 

基本方針 

高度化基準 

高度化計画 又は 高度化基盤整備計画 

指定認定機関 
（事業者団体） 

認 
定 

提
出 

高度化基準に沿った工場の新設・改修、運用体制の整備計画 

ＨＡＣＣＰに対応した工場及び運用体制の整備 

事 業 者 認 
定 

提
出 

○ 食品の安全性の向上、品質管理の徹底等を目的に、食品製造業界にHACCPの導入を促進するため、必要
な施設整備に対する㈱日本政策金融公庫の長期低利融資を措置。 

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る

施
設
整
備
に
対
す
る
長
期
低
利
融
資

(株) 
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低温室等の自動温度記録器・警報機
（温度管理等の自動化による確実性向上） 

手洗い施設
（消毒器の使用に連動して作動する自動

ドア、エアタオル） 

ソックダクト
（空調機から排出された空気を清浄化） 

空調機、冷蔵庫の導入（製造環境の低温管理）

殺菌水供給装置
（塩素添加による井水等の殺菌） 

HACCPシステム 

高度化基盤整備 
従業員教育、

コンプライアンスの徹底等 施設・設備の整備

スパイラル式
野菜洗浄機 
（消毒薬を含む水
流により葉物等野
菜を洗浄） 

こ
の
部
分
の
み
の
計
画
で
も
融
資
対
象

（
新
た
な
支
援
対
象
）

従業員の衛生管理

食品製造設備の保守管理

危害要因分析 継続的な監視・記録

実施しなければならない事項
・HACCPチームの編成 
・危害要因、管理基準等の科学的分析
・重要管理点での継続的な監視・記録  等

「
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
」

ハ
サ
ッ
プ
導
入
ま
で
を
定
め
た
計
画
（
高
度
化
計
画
）
に
基
づ
き
融
資
対
象

中小企業には困難 
・人材確保が困難
・技術的知識が不足
・コスト転嫁が困難

HACCPシステムの導入 

「
高
度
化
基
盤
整
備
計
画
」

国が定める基本方針は、ＨＡＣＣＰ義務付け等の国際的動
向を踏まえ、ＨＡＣＣＰ導入が輸出促進に資することとなる
よう配慮して定める旨を法律上明記  

６．HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）改正のポイント 
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Ⅲ 日本食・食文化について
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１．普及の取組 

○ 今後10年間で、340兆円から680兆円に倍増すると見込まれている世界の食市場の獲得のためには、日本食・食文化の魅力
を正しく普及していくことが重要。そのためには、日本食・食文化が海外において継続的に普及継承されていくような仕組みを
構築することが必要。 

例） ・マスターオブワイン（ワインに関する国際的な
  認定資格を有する者）を日本に招聘し、酒造り
  や日本酒の持つ魅力を海外へ発信
 ・パリにおいてアラン・デュカスと連携した日本食

や日本産食材のPRイベントを開催 
 ・米国のジェームズ・ベアード財団において日本料理
  （懐石料理）レセプションを実施  

海外のトップシェフや食関連事業者等

海外の料理学校

例） ・25年３月に、コルドンブルー（仏）で 
  日本食講座を実施。
 ・米国で最も著名な料理学校である

CIA（Culinary Institute of America) 
  において日本料理・日本酒講座を開設。

海外の日本食レストラン等

世界的トップシェフに日本食・食文化への正しい魅力
を深めて貰う取組を実施
 

海外の複数の日本食レストラン等と連携し、一般消費者
に日本食・食文化の魅力を伝える料理の提供等を実施

将来の料理人を育成する海外の料理学校において
日本食講座を開設

例） ・上海の外食チェーンのゴールデンジャガー
等、約100店舗において、手延べ素麺や 

  鰹節を活用したメニューの提供を実施
 ・オランダのレストラン等の協力を得て、
  日本産食材を使用したメニューを提供し
  日本産品の「おいしさ」を訴求する

外国人調理師の在留資格の要件緩和
 本年２月から外国人調理師が日本国内において働きな
がら日本料理を学べるように在留資格の要件緩和を実施

農
林
水
産
省

○ 実習計画に基づ
き外国人調理師が
日本料理店に就労 

○ ２年間、働きな
がら日本料理の調
理技能等を修得 

調理師
学校

日本
料理店

○ 外国人留学生の卒
業後の実習計画を共
同で策定 

申請 計画
認定

アラン・デュカス氏
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２．普及の事例  

■マスター・オブ・ワインの活用

場所 ： ディスカバリーチャンネル
内容 ： 世界で約300人しか認定されていない「マスター・オブ・ワイン」の1人 

    サム・ハロップ氏を日本へ招聘し、米作りから酒蔵に至るまで日本酒の
魅力を丁寧に取材して貰う。その模様を3分×10話のドキュメンタリー化 

放映 ： 2013年9月 スペイン・イギリスにて放映 

    別途、サム・ハロップ氏は日本酒取材の内容や日本酒の魅力を
    欧州ワイン界のトップ層へ、講演会を通して発信。

■アラン・デュカス（仏） × 奥田シェフ（銀座「小十」）による 実演コラボ

場所 ： パリ アラン・デュカス店舗
内容 ： 仏トップシェフの仏アラン・デュカス氏が、国内トップ料理人とコラボ

日本産食材を活用して、和食＆フレンチ料理を仏VIP層に特別提供 
日時 ： 2013年11月6日 

仏のメディア＆シェフ仲間やVIP層へ、日本食・食文化の魅力や 
    日本産食材の新しい活用法について発信。

（１）海外のトップシェフや食関連事業者 
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（２）海外の料理学校の活用 

■ル・コルドン・ブルー・パリ校 で日本食講座

日時 ： 2013年3月8日 パリ 
内容 ： 2013年2-3月のフランスにおける「日本食文化週間」の一環として 

  未来のシェフ達に日本食講座を開催
    コルドン・ブルー・パリ校としては初の日本食正規講座 

  講師 ： 西澤辰男先生  （服部栄養学園）
  千星典央シェフ （ル・サンク・パリ）

  西澤先生が和食の基本である「出汁」をレクチャー、千星シェフがその「出汁」を
  ジュレにアレンジしてフレンチメニューを提案。 流れ作業のコラボに、歓声。

■タイ Dusit Thani College での日本食研修コース
Dusit Thaniグループは、タイの有名ホテル＆レストラングループ 

 タイ教育省のサービス産業認可大学 

日時： 2013年12月14日、20日、21日 バンコク（タイ） 
  内容 ： バンコクのシェフ育成大学での日本食基礎研修を実施
  講師 ： 辻調理師専門学校 松岡先生、西尾先生

  松花堂弁当＆うどん等のメニューを通して、包丁の取扱いや衛生講習を指導

デュシ     タニ カレッジ
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（３）海外の日本食レストランの活用 

■香港でのレストランフェア （2013年8月12日～17日） 
内容：同時期に開催中の見本市「Food Expo」に出展している商品を 

   香港市内のレストランでＦＢＩ戦略メニューとして展開
   特に、Ｍａｄｅ Ｆｒｏｍメニューは現地のお客様からの大変好評。

Made Fromメニュー展開  中華レストラン「FORUM」 
  国産きしめん（乾麺） → 中華風ヤキソバ 

Made By メニュー展開  日本食レストラン「兎に角」 
  国産西京漬け → 現地食材とのコンビランチ 

Made In  メニュー展開  日本食レストラン「稲ぎく」 
  国産梅酒  → 梅酒ゼリー 

問  日本食のイメージは変わったか
（FORUM来店客アンケート） 

■サンフランシスコでのレストランフェア  （2014年1月18日～26日）
内容：同時期に開催中の見本市「Winter Fancy Food Show」への出展商品を活用 

市内のレストランでMade From戦略メニューを中心に展開 
  多様な店舗選定により、生産者・店舗・消費者の三者に新発見

アラスカ銀タラとエビワンタン 
味噌スープしたて 三河みりん 

小豆ビスケットバーガー 
バニラアイス添え 

ゆであずき 
多様な店舗選定 

63



■実習計画の内容

  1 日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項 
  2 在留中の住居の確保に関する事項 
  3 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 
  4 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項 
  5 外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談への対応（苦情処理を含

む。）並びに監査の実施に関する事項 
  6 外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項 
  7 特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項 

（４）外国人調理師の在留資格要件の緩和 

○ 外国人調理師が日本国内において働きながら日本料理を学べるよう、本年２月、在留資格の要件を緩和。
○ 調理師養成施設の留学生について、調理師養成施設と日本料理の提供事業者が共同で申請した実習計

画を農林水産省が認定し、実習計画に基づき、２年間、働きながら日本料理の知識及び技能を修得。 

■認定の要件

  1 計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及び技能の修得が可能と認められること 
  2 日本料理の修得期間を２年以内としていること 
  3 受入れ人数を１事業所当たり２人以内としていること 
  4 日本人と同等額以上の報酬を受けること 等 
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（５）トップセールスの事例 

■ 1月12日 モザンビークでの日本食フェスティバル
 安倍総理のアフリカ歴訪に併せて、モザンビークで日本食を紹介
 現地産エビと日本産サツマイモの天麩羅等を提供

■ 1月17日 ベルリンでの日本食レセプション
 ベルリン農業大臣サミットの前夜際として、林大臣主催による日本食レセプションを実施
 各国の農業大臣等の閣僚級、各国大使や外交団、ドイツ政財界から約１１００人の来場者に
 林大臣自らが日本産食材を活用したＦＢＩ戦略メニューを振る舞った。
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Ⅳ 知的財産・ブランド保護について
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東アジア植物品種保護フォーラムとは 
 東アジア地域の連携による品種保護制度の整備を進めるため、日本のイニシアチブにより、ＡＳＥＡＮ＋日中韓の１３カ国
から成る、技術協力に関する情報交換等を行う「東アジア植物品種保護フォーラム」を設立。 

フォーラム本会合は各国で持ち回りで開催 
第１回：日本 （平成20年7月） 
第２回：中国 （平成21年4月） 
第３回：韓国 （平成22年4月）  
第４回：インドネシア（平成23年5月） 
第５回：タイ （平成24年5月） 
第６回：マレーシア（平成25年7月） 
第７回：ラオス（平成26年予定） 
 

事業内容 
 （１）東アジア植物品種保護フォーラム年次本会合開催 
   政策決定者等の意見交換により、経験、情報共有を促すことで、各国の品種保護制度のレベルを国際標準まで引き上げ
る。 

 （２）協力活動「実践編」の推進  
  各国で整備された植物新品種の審査基準をもとに、地域共通審査基準を作成する取組や、各国が行う研修への専門家派
遣、各国のハイレベル政策決定者への意識啓発や、ホームページによる情報共有・発信の取組等を行う。 

   

 
 
 
 
 

○ 平成２０年度以降、「東アジア植物品種保護フォーラム」の下、意識啓発、人材育成等の協力活動を実施。 
○ この結果、品種保護制度が未整備であったカンボジアで品種保護に関する法律が制定され、ラオスでは法律が改正されたほ
か、制度運営が不十分な国で審査対象植物数が大幅に拡大するなど、東アジア各国における品種保護制度の整備・充実に向
けた主体的な取組が現れてきたところ。 

○ こうした気運を更に醸成し、各国の政策決定者等に重点的に働きかけを行い、フォーラムを戦略的に展開する必要。 

「東アジア植物品種保護フォーラム」第６回会合
（2013年7月3日、於マレーシア） 

１．東アジア植物品種保護フォーラム 

68 



  ＵＰＯＶ（ユポフ）条約は1968年に発効し、締約国は全世界で71カ国（ＥＵを含む） 

（Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales：植物の新品種の保護に関する国際条約） 

  UPOV条約の概要

91年条約（新条約） 
締約国数：51 (2014.1現在) 

78年条約（旧条約） 
締約国数：20 (2014.1現在) 

保護対象植物
全植物

（締結後10年間の猶予） 
24種類以上 

育成者権の及ぶ
範囲

種苗、収穫物 種苗のみ

育成者権の

存続期間

登録から20年以上 
永年性植物は25年以上 

登録から15年以上 
永年性植物は18年以上 

東アジア各国の

加盟国と加盟年

日本（1998年） 
韓国（2002年） 
シンガポール（2004年） 
ベトナム（2006年） 

日本（1982年） 
中国（1999年） 

目 的
 新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することにより、優
れた品種の開発、流通を促進し、もって農業の発展に寄与することを目的とする。

 このため、ＵＰＯＶ条約においては、新品種の保護の条件、保護内容、最低限の保護期
間、内国民待遇などの基本的原則を定めている。

※ＵＰＯＶには新・旧の条約が併存しており、保護対象・権利の範囲等が異なる

ＵＰＯＶ加盟国(７１カ国・地域） 

※参考
ＷＴＯ加盟国：１５９カ国・地域

ＷＩＰＯ(世界知的所有権機関） 
 加盟国：１８６ヵ国・地域

（２０１４年１月現在）

２．ＵＰＯＶ条約について 

69



我が国農林水産物・食品の知的財産面での取組強化によりジャパンブランドの海外展開を実現 

事業受託会社(民間) 
 ◇「農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム」の事務局 
 ◇監視業務の仕組みの設定 
 ◇海外における模倣品の発生状況、品種名称等の使用状況に関する現地人材等を活用した

共同監視、出願情報の整理 
 ◇海外展開食品企業の知財ＯＢ等を国別担当者（相談窓口）の設置 
 ◇ロイヤリティー収入を確保しつつ国際展開を目指す新たなビジネスモデルの構築・普及とその商標

監視 

海外現地調査 
（市場調査を現地法律
事務所に委託、現地邦

人による調査） 
メンバー 

●関心のある都道府県又は都道府県協議会 
・育成者権者としての立場 
・県内の農林水産物・食品の輸出関係者の
とりまとめの立場   

●農林水産・食品業関係団体、●ジェトロ、弁理士  
  会等 
 

補 
助 
金 
 

農 
林 
水 
産 
省 

農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム（充実） 

中国等における 
商標監視 

地方相談会 
（弁護士等派遣） 

※中国等での問題対応
のための地理的表示取
得検討も支援 

実 
施 

結果報告 

国別担当者 
（相談窓口）の設置 
（海外展開食品企業の
知財ＯＢ等を配置） 

守り 

 育成者権と商標権等の知的財産をセットで保護することによりロイヤリティー収入を確保し、国際展開を目指す新たな
ビジネスモデルを普及。さらに、セット化されている商標が海外において第三者に使用されないよう監視 

 中国等における我が国の地名、品種名等の商標出願・取得や我が国の農林水産物・食品の高い評価に便乗した模
倣品・海賊版が増加しているが、ジャパンブランドの侵害対策として、海外での知的財産権取得、第三者による商標出
願に対する異議申立て等を行うためには情報把握と共同対応が不可欠 
 海外での農林水産物・食品の知的財産保護に関しては、現地邦人のネットワークを活用した監視や海外展開の実績
のある食品企業の知的財産担当ＯＢの専門的知見を活用することが有効 
  
 攻め 

３．農林水産・食品知的財産保護コンソーシアム 
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Ⅴ 平成26年度食料産業局関係予算 
概算決定の概要
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（１） 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開          【財投資金】            
  ［農林漁業成長産業化ファンドを通じた６次産業化の取組に対する 

  出資等の支援（別に政府保証枠３５０億円）］ 

（２） ６次産業化支援対策 
  ［農林漁業者と多様な事業者が連携した６次産業化の取組を支援］ 

（３） 医福食農連携の推進 
  ［医福食農連携のためのコンソーシアム形成や疫学調査、 

  介護食品の商品開発・普及等を支援］ 

（１） 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 
  ［農林漁業者・団体が主導する地域還元型の再エネ発電事業の取組を支援］

（２） 地域バイオマス産業化推進事業 
  ［バイオマス産業都市の構築］

（３） 食品ロス削減等総合対策事業  
  ［食品ロス削減国民運動の展開、新たな食品リサイクルループの構築を支援］

等

（１） 日本食・食文化魅力発信プロジェクト 
① 国内外メディアの活用等により日本食・食文化の魅力を

国内外に発信
② 学校給食における地域農林水産物の利用拡大等の地産地消の

取組等を支援

（２） 輸出戦略実行事業 
  ［輸出促進の取組の司令塔を設置し、オールジャパンの輸出促進

  施策を実施］

（３） 輸出倍増プロジェクト 
  ［「国別・品目別輸出戦略」を踏まえた総合的な実務サポート体制

  の構築、産地間連携による取組等を支援］

（４） 食品産業グローバル展開インフラ整備事業 
  ［グローバル展開のための人材育成や阻害要因の解決を支援］

（５） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
  ［ミラノ国際博覧会への政府出展に向けた開催準備等を実施］

等

（１） クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業
  ［ＩＣＴを活用した汎用性の高いトレーサビリティ・システムの構築を支援］

（２） 食品の品質管理体制強化対策事業 
  ［食品製造業者のＨＡＣＣＰ導入を支援］

（３） 食料品アクセス環境改善対策総合事業 
  ［買い物不自由地域におけるサプライチェーン形成の支援］ 

等 

（１） 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
  ［豊富な資源と異業種との連携による新産業創出を支援］

（２） 知的財産の総合的活用の推進
  ［知的財産の発掘・保護・活用を推進］

（３） 植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の強化・活用事業
  ［植物新品種の保護強化・活用促進を支援］

（４） 東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進
  ［「東アジア植物品種保護フォーラム」の開催］

  福島産農産物等のブランド力の回復  ［産地と連携しつつ、出荷時期に合わせ戦略的かつ効果的にＰＲ活動を展開］ 

２７（３６）億円 
（補正２０億円）

４ 食品産業の強化  ４（４）億円 

４（－）億円

２（１）億円

１８（１７）億円

２（－）億円 
（補正２億円）

１（－）億円

１０（１３）億円

２（２）億円

０．１（－）億円

２（３）億円

２（１）億円

３（４）億円

０．２（－）億円

５ 成長産業化のための政策シーズの構築   ５（６）億円 

◆ 東日本大震災からの復旧・復興（復興庁計上） 

１ 農林水産物・食品の高付加価値化等の推進    ３１（３６）億円 

２ 日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進   ４４（３６）億円 

３ 再生可能エネルギーの導入促進等  ２３（２６）億円 

補正１６億円

１１（６）億円
０．３（０．４）億円

１５０（３５０）億円

※25当初：3億円、24補正：13億円 

０．３（－）億円

１１（－）億円 
（補正３億円）

１５億円の内数

（－）

農林水産省 　食料産業局

Ⅴ 平成２６年度 食料産業局関係予算 概算決定の概要 

７２



加工食品 水産物 コメ・コメ加工品 青果物 牛肉 林産物 茶

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化 ○馬側におけるリスク評価

○ハラール認証の取得 ○ハラール認証の取得

○乳製品の第三国リスト掲載 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）

○放射性物質検査証明書の要求の解除 ○EU・HACCP認定の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県）

○GLOBALG.A.P.認証の取得

○GLOBALG.A.P.認証の取得

○残留物質モニタリング検査の実施

○栄養成分表示への対応

○GMOの表示

○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県） ○露側による現地調査の実現 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（６都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物由来食品の生産国認定（措置済み）

○自由販売証明書の発行（措置済み） ○検疫条件の設定（リンゴ）

○ＭＬ番号の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県） ○植物由来食品の生産国認定 ○尼側による現地調査の実現

○インドネシア語による食品の表示 ○輸入利用港の制限（４港に限定） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県） ○園芸作物の輸入ライセンスの取得 ○ハラール認証の取得

○園芸作物の輸入ライセンスの取得（ジュース、ジャム） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(全県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○ハラール認証の取得

○表示ラベル規則への対応

○模倣・知的財産の侵害対策

○ベジタリアンマークの取得

○ノンビーフの表示

○模倣・知的財産の侵害対策 ○検疫条件の合意（措置済み）

○自由販売証明書の発行（措置済み）

○放射性物質検査報告書の要求の解除(４県）

○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県） ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県） ○検疫上の生産地域の追加（カンキツ類） ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査報告書の要求の解除(８県）

○自由販売証明書の発行（措置済み） ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(７都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(７都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(３県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(静岡県）

○鶏卵加工品の衛生証明書の取得

○衛生証明書の取得（トルコ）（措置済み） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国) ○衛生証明書の取得（トルコ）（一部措置済み） ○衛生証明書の取得（トルコ）

○伝統食品への添加物使用の禁止（トルコ） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国） ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国）

○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国） ○ハラール認証の取得 ○放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国）

○模倣・知的財産の侵害対策

○ハラール認証の取得

○ハラール認証の取得

○検疫条件の合意（措置済み）

○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（福島県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○動物衛生証明書要求への対応（一部措置済み）

○放射性物質検査証明書の要求の解除（５県） ○模倣・知的財産の侵害対策 ○放射性物質検査証明書の要求の解除（５県）

○輸入ライセンスの取得

○模倣・知的財産の侵害対策 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○粉ミルクのヨウ素等基準値への対応（措置済み）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除 ○模倣・知的財産の侵害対策 ○台湾側におけるリスク評価

○牛肉由来食品の原産地表示規定への対応 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県） ○残留農薬違反に伴う管理改善書の提出

○検疫条件の設定（トマト） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（５県）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除

○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法(FSMA)への対応（海藻等） ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応 ○米国食品安全強化法（FSMA）への対応

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県） ○米国HACCPの取得（魚介類） ○低酸性無菌包装米飯の輸出解禁 ○検疫条件の緩和（うんしゅうみかん） ○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県） ○検疫条件の設定（カキ） ○有機同等性の承認の取得（措置済み）

○原発事故に係る輸入制限の解除（３県）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県） ○木構造設計規範への対応

○食品安全法に基づく相次ぐ国家基準への対応 ○放射性物質検査証明書の要求の解除 ○模倣・知的財産の侵害対策 ○中国側におけるリスク評価 ○原発事故に係る輸入停止品目の解除（10都県）

○模倣・知的財産の侵害対策 ○衛生証明書の発行業務の円滑化（措置済み） ○精米・くん蒸施設の認定取得

○栄養成分表示への対応

○放射性物質検査証明書の要求の解除（13都県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（８都道県） ○放射性物質検査証明書の要求の解除（13都県）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（８県）

※　EUの放射性物質に係る輸入規制の内容については、2014年４月１日から適用予定のもの。

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ） ○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除

（トルコ）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

－

○輸出業者は輸入側受け取り業者と共に質検総局へ
登録

○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの設定）
（一部措置済み）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（トルコ）

○相手国におけるリスク評価（ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､
ﾄﾙｺ）

2014年３月11日現在

○BSEに係る輸入規制措置の解除（ｵﾏｰﾝ）
（交渉進展）

○原発事故に係る輸入停止品目の解除
（牛乳・乳飲料、粉ミルク）（５県）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○残留農薬基準（2014年８月施行）への対応
（インポートトレランスの設定）

○残留農薬基準への対応（インポートトレランスの
設定）（一部措置済み）

－

○残留農薬基準（2014年８月施行）への対応
（インポートトレランスの設定）

○通関時のモニタリング検査の全ロットの要求の解除
（全県）

韓国

中国

米国

台湾

香港

ブラジル

メキシコ

マレーシア －

ＥＵ
○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

「国別・品目別輸出戦略」に基づく輸出環境整備の当面取り組むべき課題について

○原発事故に係る輸入停止施設の解除（８県に所在
する施設）

－

○原発事故に係る輸入停止品目の解除（福島県の一部
水産物）

ベトナム

インドネシア

インド

ロシア

フィリピン

タイ

シンガポール

中東
（トルコ含む）

○通関時の放射性物質モニタリング検査の緩和
（措置済み）

－

○冷凍牛肉の輸出のための検疫条件の改正
（措置済み）

「国別・品目別輸出戦略」に基づき、輸出環境整備に係る約170の課題を整理。当面、うち50程度の課題に優先的に対応。 

ＳＴＥＰ１ 輸出環境の整備 （資料２－２）別紙
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