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２．主な品目の輸出環境課題を巡る状況 

（１）コメ・コメ加工品 

①輸出実績 

 コメ及びコメ加工品（米菓、日本酒）の輸出額は全体で、対前年＋19.2％の 201億円

（2015 年）と大幅に増加した。このうち、コメについては、全体として、日本食レス

トラン、寿司屋、おにぎり屋といった、コメを扱う外食店向けの需要が好調であったこ

と、東南アジア地域で、日系百貨店・スーパーの新規出店が相次いでおり、そうした店

舗が取り扱う日本産米の輸出が増加したこと、香港、シンガポール等で、玄米で輸出し、

現地で精米して販売するビジネスが引き続き好調であったこと等から、対前年比＋

56.4％の 22億円となった。米菓（あられ、せんべい）については、輸出額１位の台湾

向けについて、日本産食品の輸入規制が強化されたことから、輸出額が減少し、対前年

比－1.9％の 39 億円となった。日本酒については、米国や香港向けを中心として着実

に増加し、特に、中国からの旅行客の影響により需要が増えたこと等から、対前年比＋

21.8％の 140億円となった。 

 

●コメ・コメ加工品の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

 

●コメ・コメ加工品の輸出額の推移（品目別） 
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②主要国・地域における輸出環境課題 

 放射性物質に係る輸入規制【台湾、中国、韓国】 

 我が国からの輸出額上位である台湾、中国、韓国を始め、一部の国・地域において、

輸入停止や放射性物質検査証明書等の要求といった放射性物質に係る輸入規制が残っ

ているが、平成 28 年１月に EU が大幅な緩和を行うなど、徐々に規制緩和が進んでお

り、更なる規制の緩和・撤廃に向け、引き続き取り組んでいるところである。 

 

 精米・燻蒸施設の認定取得【中国】 

 中国側が認可した指定精米工場におけるカツオブシムシの無発生調査や精米と登録

くん蒸倉庫でのくん蒸が主な解禁条件として合意済みであるが、指定施設の追加に係

る中国側手続きが進んでいないため、施設が増えていない。現状では、指定精米工場１

か所と登録くん蒸倉庫２か所のみである（処理能力約 7,000 トン/年）。現在ある施設の

輸出余力を活用することはもとより、輸出ができるチャネルを増やすことが輸出の促

進には不可欠であることから、指定施設の追加も重要である。 

 

 包装米飯の製造工程に関する承認【米国】 

 我が国に流通している包装米飯（パックご飯）を米国向けに輸出する場合、現在の米

国の基準では、酸味料を添加し、pH を 4.6 以下に低下させた商品については、常温で

米国側への輸入が認められているが、酸味料を添加していないものについては、常温で

の輸入は認められていない。 

常温での輸出を可能とするためには、事業者による申請において、製造施設を米国医

薬食品局（FDA）に登録するとともに、製造工程においてボツリヌス菌が死滅する管理

措置等が採られていることを証明し、製造工程について FDAの承認を得る必要がある。 

現在、酸味料による pH調整を行わない包装米飯を常温で米国に輸出したいとの意向

を有する事業者の検討に対し助言を行い、FDA から承認を得られるよう取り組んでいる

ところである。 

 

 

（２）青果物 

①輸出実績 

 青果物の輸出額は 235億円（2015年）と対前年比＋44.2％増加している。輸出先国・

地域別では、台湾向けが 133億円(前年比＋37.4%)と突出しており、香港、米国を合わ

せた上位３カ国・地域で輸出全体の９割弱を占める構造となっている。また、品目別で

は、りんご、ながいもを合わせた上位２品目で輸出全体の７割を占めている。特にりん

ごの輸出は、作柄が良かったことから前年比＋55.0%の 134億円と大きく増加している。 
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●青果物の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

●青果物の品目別輸出額（2015年） 
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②主要国・地域における輸出環境課題 

 残留農薬基準への対応【台湾、香港】 

 青果物の輸出額上位１、２位を占める台湾、香港における残留農薬基準への対応が大

きな課題である。 

台湾では、残留農薬のポジティブリスト制が導入されており、基準値が定められてい

ない農薬については一切検出されてはならない規則になっている。そのため、台湾側の

水際検査において残留農薬が基準値を超える、あるいはリストに無い農薬が検出され

るといった違反があった場合には、改善計画の提出を求められたり、台湾当局の判断に

より、同一産地（最大で日本全域）からの青果物に対するサンプリングの頻度が増加

（最大で全量検査）したりするので、出荷前にあらかじめ検査を行って確認するなどの

十分な配慮が必要である。平成 28（2016）年３月現在、日本産青果物は、しそが全量

検査、かんしょ、メロンがサンプリング頻度強化の対象となっている。 

また、香港については、平成 26（2014）年８月から残留農薬のポジティブリスト制

が導入されたが、日本で使用されている多くの農薬の基準値が設定されておらず、台湾

と同様、基準値が定められていない農薬については一切検出されてはならない規則と

なっている。 

 輸出先国・地域の残留農薬基準に沿った国内での生産体系の構築を進めるためには、

品目ごとに輸出先国・地域の基準に対応した総合的病害虫・雑草管理（IPM）等の防除

体系を各産地で確立していく必要がある。しかし、防除体系を設定していく中で、対象

となる病害虫に対する代替農薬等が無く、使用せざるを得ない農薬については、必要性

や難易度などを踏まえて優先順位を検討の上、相手国・地域に対してインポートトレラ

ンスを申請していく必要がある。 

 

 放射性物質に係る輸入規制【香港、台湾】 

 我が国からの輸出額上位である香港、台湾を始め、一部の国・地域において、輸入停

止や放射性物質検査証明書等の要求といった放射性物質に係る輸入規制が残っている

が、平成 28 年１月に EU が大幅な緩和を行うなど、徐々に規制緩和が進んでおり、更

なる規制の緩和・撤廃に向け、引き続き取り組んでいるところである。 

 

 植物検疫 

 青果物を輸出するためには、植物検疫上、相手国・地域においてその品目の輸入が認

められていなければならない。輸入が認められていない品目を輸出可能とするために

は、相手国・地域との間で検疫協議を行い、科学的知見に基づいた検疫条件を設定する

ことが必要となる。 

検疫条件は、貨物、郵便物、携帯品の輸出形態ごとに定められることから、輸出形態

ごとに相手国と輸出解禁協議を行うこととなる。このため、輸出戦略実行委員会の決定

等に基づき、貨物を輸出形態とする協議を実施している。一方で、訪日旅行者等による

お土産品としての持ち出しを通じた海外への普及効果を狙う観点から、貨物での輸出

が見込まれない相手国に対して、携帯品の検疫条件設定の協議を開始している。さら

に、空港等における輸出検疫体制の整備を行っている。 

 

・検疫条件の設定（なし）【ベトナム】 

 ベトナムへの青果物輸出のためには、ベトナムが検疫対象病害虫を決定するための



32 

 

病害虫リスクアナリシス（Pest Risk Analysis）5を実施し、その上で対象となる病害

虫の検疫条件を両国間で協議・決定する必要がある。平成 27（2015）年９月にりん

ごについての検疫条件が合意され、輸出解禁となったため、新たに、なしの輸出解禁

に向けて協議を実施している。 

 

・検疫上の生産地域の追加（かんきつ類）【タイ】  

 タイへのかんきつ類（うんしゅうみかん、いよかん、はっさく等）の主な輸出条件

として、日本でミカンバエが発生していることから、生産地域の追加には、ミカンバ

エの発生が少なくとも３年間ないことを確認した上でのタイ側の認可が必要であり、

さらに、生産地域の認可後は、①園地及び選果こん包施設の登録、②ミカンバエの発

生調査の実施、③日タイ植物検疫当局の合同輸出検査の実施等が設定されている。現

在、指定生産地域の追加に取組んでいるところであり、平成 28 年（2016 年）１月に

は、既存の２地域の面積が拡大するとともに新たに３地域が追加され、タイが認める

輸出生産地域は、静岡県及び三重県内で 10 か所となった。引き続き、生産地域の要

望を踏まえて、輸出拡大に向けて、生産地域の追加に取り組んでいく。 

 

・携行品としての生果実の輸出解禁【ブラジル、ペルー、チリ、イスラエル、南アフ

リカ】 

 日本から輸送距離が長いなどの理由から、現時点で貨物での輸出は見込まれないが、

携帯品としての輸出については一定の需要が見込まれる国を対象に協議を開始して

いる。 

 

 植物由来の生鮮食品の輸出入に係る安全管理への対応【インドネシア】 

平成 27（2015）年２月 17日に制定された「植物由来の生鮮食品の搬出入にかかる

食品安全監督に関する農業大臣規程」により、インドネシアに生鮮果物、野菜等を輸

出する場合には、化学物質等の残留基準を満たすことを証明するため、以下のいずれ

かの方法を採ることが必要となっている。 

① 生産国における植物由来の生鮮食品（品目ごと）の安全性確保システムの認定（生

産国認定）を受け、その証明書を添付すること 

② インドネシア政府に登録された検査機関が発行する分析試験結果証明書を添付

すること 

生産国認定を取得するためには、日本政府からインドネシア政府に対し、GAP6が適

用されている生産地域、モニタリングの方法等を記載した申請書を提出する必要があ

るが、生産国認定を取得すれば、認定から３年間、分析試験は不要となる。また、生

産国認定を受ければ、輸入港としての利用が禁止されているジャカルタ至近のタンジ

ュン・プリオク港を利用することが可能となる。我が国は、りんごについて平成 25

（2013）年５月に生産国認定を申請し、平成 28（2016）年４月に認定を受けた。分析

試験を行う検査機関についても、平成 28（2016）年３月に登録されており、農林水産

                                            
5 病害虫について、ある地域が植物を輸入するに当たり、その植物に寄生・罹病する病害虫について、輸出

国・地域で発生している種、それらが輸入国・地域へ侵入し、定着・まん延した場合の農林業等への経済的

影響を検討し、リスクが疑われる場合には、そのリスクに応じた検疫措置について検討する一連の流れのこ

と。 
6 Good Agricultural Practice の略。農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に即して定められる

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。 
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省のホームページで確認できる。 

（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/id_lab.html） 

 

 園芸作物の輸入ライセンスの取得【インドネシア】 

インドネシアが指定する生鮮野菜・果実やその調製品等をインドネシアに輸入する場

合、輸入業者は、インドネシア商業省から輸入許可証を取得する必要がある。輸入許可

証の取得に当たっては、事前に、インドネシア農業省から輸入推薦状を取得する必要が

あるが、輸入推薦状の申請（年２回のみ）に当たり、農場の登録情報又は GAPを実践し

たことについての認証書等の提出が必要となる。この農場の登録情報又は GAP を実践

したことについての認証書等の確認が厳格になり、また、申請がオンライン（インドネ

シア語）のみとなったことから、推薦状及び輸入許可証の取得が難しくなっているとの

声がある。 

平成 27（2015）年３月、米国及びニュージーランドは、本制度が不当であるとして、

世界貿易機関（WTO）にパネルの設置を要請し、平成 27年５月、パネルが設置された。

我が国はこの提訴に第三国として参加7しており、今後も関係国・地域と連携しつつ対

応していくことが必要である。 

 
 

（３）花き 

①輸出実績 

 植木・盆栽、鉢物、切り花を合わせた花き全体の輸出額は 81億円（2015年）と対前

年比▲4.2％減少している。これは、花き全体の輸出額の９割以上を占める植木等（植

木類、盆栽類、鉢物類）の輸出額が対前年比▲6.5％減少したためであり、その要因と

して、輸出先からの需要の多いイヌマキ等の大型植木の国内資源量が減っていること

等があるとみられる。なお、植木等の輸出先は、中国、香港、ベトナムの上位３カ国・

地域で全体の 80％を占めている。 

また、切り花は５億円と輸出額自体は少ないが、対前年比＋50.4％増加しており、香

港、米国、中国の上位３カ国・地域で輸出の 85％を占めている。 

  

                                            
7 WTO 協定に基づく紛争解決手続において、WTO 加盟国・地域が紛争解決を要請した案件に関して、当

事国以外の加盟国・地域が、当該案件に関心を有する場合に、第三国・地域として参加を要請することがで

きる仕組み。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/id_lab.html


34 

 

●花きの輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

②主要国・地域における輸出環境課題 

 植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化【中国、シンガポール】 

花きの主要国である中国は、植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV）について、

旧 UPOV条約8の締結国であるため、一部の植物のみが保護対象となっている。同じく花

きの主要国であるシンガポールについては、UPOV 条約を締結後 10 年が経過した平成

26（2014）年７月に全植物が保護対象となったものの、審査や制度運用の経験が浅く、

今後、実効ある植物品種保護制度の運用となるよう注視することが重要である。 

このため、引き続き、農林水産省は、東アジア植物品種保護フォーラムを通じた ASEAN

及び中国における植物品種保護制度の整備・充実に向けた支援・働きかけを行ってい

く。 

 

 検疫条件の設定（黒松）【ＥＵ】 

松盆栽のうち、五葉松がＥＵ向け（土付き可、隔離栽培 2年必要）、米国向け（土付

き不可、網室での隔離栽培 3年必要）に検疫条件を満たすことで輸出できるのに対し、

黒松は、台湾、シンガポール、トルコには輸出できるものの、ＥＵ及び米国では、検疫

上輸入禁止品目となっている。 

他方、欧米や中国等のバイヤーの中には、黒松について、五葉松以上に高い品格が

あると評価し、五葉松に比べて海外ではあまり流通していないこれら黒松を購買する

ことに意欲を持っている者も多く、日本からの黒松の禁輸措置の解除を要望する声が

高まっている。こうした中、ＥＵは、既に五葉松の土付きでの輸出を認めているところ、

黒松についても輸出が可能となるよう働きかけを行う上で有利であると見られている。

このため、黒松の検疫条件設定に向け、ＥＵと検疫協議を実施している。 

 

  

                                            
8 UPOV には新・旧の条約が併存しており、旧条約は保護対象が限定的であるなど保護のレベルが異な

る。 
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（４）茶 

①輸出実績 

 茶の輸出額は 101 億円（2015 年）と対前年比＋29.6％増加している。国・地域別で

は、米国向けが全体の約 43%（44億円）を占めており、対前年比＋27.7%と順調に増加

している。 

 

●茶の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

②主要国・地域における輸出環境課題 

 放射性物質に係る輸入規制【台湾】 

 我が国からの輸出額上位である台湾を始め、一部の国・地域において、輸入停止や放

射性物質検査証明書等の要求といった放射性物質に係る輸入規制が残っているが、平

成 28 年１月に EU が大幅な緩和を行うなど、徐々に規制緩和が進んでおり、更なる規

制の緩和・撤廃に向け、引き続き取り組んでいるところである。 

 

 残留農薬基準への対応【台湾、香港、EU、米国】 

 台湾、香港、EU、米国等の茶の主要な輸出先国・地域では、残留農薬のポジティブリ

スト制が導入されている。 

台湾では、基準値が定められていない農薬については、一切検出されてはならない規

則になっており、台湾で基準値が設定されていない農薬が検出される事案が、台湾での

検査の結果で多発しており、緑茶及び茶類調製品については、サンプル頻度強化（20％）

措置が採られている。 

また、香港では、平成 26（2014）年８月から残留農薬のポジティブリスト制が導入

されたが、日本で使用されている多くの農薬の基準値が設定されておらず、台湾と同

様、基準値が定められていない農薬については一切検出されてはならない規則となっ

ている。なお、現在のところ日本茶における残留農薬基準違反があったとの報告は公表

されていない。 

 

日本からの茶の輸出額の大きい米国及び EU においても、日本で使用されている農薬

の多くで基準値が日本より大幅に低く設定されており、それぞれに定められている残

留農薬基準値を超過しないことが必要となっている。 
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 輸出先国・地域の残留農薬基準に沿った国内での生産体系の構築を進めるためには、

各産地で輸出先国・地域の基準に対応した総合的病害虫・雑草管理（IPM）等の防除体

系を確立していく必要がある。しかし、防除体系を設定していく中で、対象となる病害

虫に対する代替農薬等が無く、使用せざるを得ない農薬については、必要性や難易度な

ど踏まえて優先順位を検討の上、相手国・地域に対してインポートトレランスを申請し

ていく必要がある。 

今後、さらに茶の輸出を促進していくために、農薬の輸出相手国での残留農薬基準に

対応した防除体系の確立とともに、日本の残留農薬基準値に基づいて輸出先国で基準

値を設定してもらう取組を進めることとしている。 

 
 

（５）牛肉 

①輸出実績 

 牛肉の輸出額は、複数の国・地域において日本産牛肉の輸出が解禁されたこともあ

り、110億円（2015年）と対前年比＋34.6％と大きく増加している。国・地域別では、

香港や米国、シンガポール向けの輸出が好調で、それぞれ対前年比＋49.1%、＋37.2%、

＋37.4%と大きく増加している。 

 

●牛肉の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

②主要国・地域における輸出環境課題 

 放射性物質に係る輸入規制【香港、台湾、中国】 

 我が国からの輸出額上位である香港、台湾、中国を始め、一部の国・地域において、

輸入停止や放射性物質検査証明書等の要求といった放射性物質に係る輸入規制が残っ

ているが、平成 28 年１月に EU が大幅な緩和を行うなど、徐々に規制緩和が進んでお

り、更なる規制の緩和・撤廃に向け、引き続き取り組んでいるところである。 

 

 日本産牛肉の輸入禁止（検疫協議）【台湾、中国、豪州】 

 日本産牛肉については、BSE（牛海綿状脳症）及び口蹄疫を理由に輸入を禁止してい
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る国・地域があるが、それらの国・地域と検疫協議を進め、着実に輸入解禁を達成して

いる。直近では平成 27（2015）年 10 月にミャンマー、同年 12 月にブラジルへの輸出

が解禁となった。現在も、日本産牛肉の輸入が禁止されている台湾、中国、豪州、イス

ラム圏（マレーシア、サウジアラビア）等と、日本産牛肉の輸出解禁に向けて検疫協議

を進めている。 

 

 月齢制限の撤廃【タイ、マカオ等】 

 日本産牛肉の輸入が認められている国・地域においても、BSEを理由に一定の月齢を

超える牛由来の牛肉の輸入は認めない月齢制限が設けられている国・地域がある。日本

の和牛生産においては、30 ヶ月齢を超えるまでの期間、肥育する場合も多く、香港、

マカオ及びタイと月齢制限撤廃に向けて検疫協議を継続してきた。平成 27（2015）年

１月、香港との検疫協議が終了し、香港に対して 30ヶ月齢以上を含めた全ての牛肉の

輸出が可能となった。引き続き、タイ、マカオにおける月齢制限撤廃に向け、検疫協議

を重点的に進めている。 

 

●2014年以降の輸出解禁及び検疫条件緩和の実績 

輸出解禁・開始 検疫条件緩和 

・メキシコ（2014年２月） 

・ニュージーランド（2014年２月） 

・フィリピン（2014 年３月） 

・ベトナム（2014年３月） 

・EU（2014年６月） 

・カタール（2014年７月） 

・インドネシア（2014年 11月） 

・ロシア（2014年 12月） 

・バーレーン（2015 年３月） 

・ベラルーシ（2015 年７月） 

・ミャンマー（2015 年 10月） 

・豪州（常温保存可能牛肉製品に限る）（2015 年 11月） 

・ブラジル（2015年 12月） 

・シンガポール（牛肉・豚肉の携帯品（おみやげ）の 

簡易証明による輸出）（2016年 1月） 

・シンガポール（2014年３月） 

・香港（2015年１月） 

 

 牛肉の特定の部位の輸入禁止【インドネシア】 

 平成 27（2015）年 12月、インドネシアは、一部の高級な部位（ヒレ、サーロイン

等）のみしか海外からの輸入を認めない規制を導入した。安価な部位については、イ

ンドネシアにおいて、牛肉の需給ひっ迫による価格高騰時等の場合に、輸入が認めら

れることがあるが、基本的に輸出をすることはできない。 

 平成 27（2015）年３月、米国とニュージーランドは、インドネシアによる本規制を

含む畜産物の輸入ライセンス制度が不当であるとして、共同で世界貿易機関（WTO）

に提訴し、同年 10月、WTOパネルが設置された。我が国はこの提訴に第三国として参

加しており、関係国・地域と連携しつつ対応していくことが必要である。  


