




㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟᣑᐇ⾜ᡓ␎
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௧㸰ᖺ㸯㸯᭶㸱㸮᪥
௧㸱ᖺ㸯㸰᭶㸰㸯᪥
௧㸲ᖺ㸳᭶㸰㸮᪥
㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟᣑࡢࡓࡵࡢ
㍺ධᅜつไࡢᑐᛂ➼㛵ࡍࡿ㛵ಀ㛶㆟






㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟᣑᐇ⾜ᡓ␎
㹼࣐࣮ࢣࢵࢺࣥ㍺ฟࡢ㌿ࡢࡓࡵ㹼

㸯㸬ࡣࡌࡵ
  ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟ㢠ࡣࠊ ᖺࡢ⣙  ൨ࡽಸቑࡋࠊ
 ᖺࡣࠊ㸯ࢆ✺◚ࡋࡓࠋ⫼ᬒࡣࠊࢪࢆ୰ᚰᾏእࡢᾘ㈝⪅
ࡢᡤᚓࡀྥୖࡋࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ₯ᅾⓗ㉎㈙ᒙࡀቑ࠼ࡿࡶࠊ
ゼ᪥እᅜேࡢቑຍ➼ࢆ㏻ࡌ࡚᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㨩ຊࡀᾏእᗈࡲ
ࡗࡓ࡞ࡢ⎔ቃኚࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᅜෆࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿ
㛵ಀ⪅ࡀᵝࠎ࡞ᙧ࡛㍺ฟᴗྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡂᯝࢆᣲࡆࡘࡘ࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢ㛫ࠊᨻᗓࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭ᆅᇦࡢάຊ㐀ᮏ㒊⨨ࢀࡓ㎰ᯘỈ⏘ᴗ
ࡢ㍺ฟຊᙉ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢ㍺ฟຊᙉᡓ␎ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶㸧ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺ㸲᭶ࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘≀࣭
㣗ရࡢ㍺ฟᣑࡢࡓࡵࡢ㍺ධᅜつไࡢᑐᛂ➼㛵ࡍࡿ㛵ಀ㛶㆟㸦௨
ୗࠕ㛵ಀ㛶㆟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ
ࠕ㎰ᯘỈ⏘≀ཬࡧ㣗ရࡢ㍺ฟࡢಁ㐍
㛵ࡍࡿἲᚊࠖ
㸦௧ඖᖺἲᚊ➨  ྕࠋ௨ୗࠕ㍺ฟಁ㐍ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧ᇶ
࡙ࡁᨻᗓ୍య࡞ࡗ࡚㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไಀࡿ༠㆟➼ࢆ⾜࠺యไࢆ
ᩚഛࡍࡿ࡞ࠊ㍺ฟಁ㐍ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
  ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㍺ฟᣑࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ㣗ᩱ࣭㎰ᴗ࣭㎰ᮧᇶᮏィ
⏬ࠖ㸦௧㸰ᖺ㸱᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ཬࡧࠕ⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪
ࠖ
࣭ࠕᡂ㛗ᡓ␎ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࠖ㸦௧㸰ᖺ㸵᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸
࡚ࠊ ᖺࡲ࡛㸰ࠊ ᖺࡲ࡛㸳࠸࠺㍺ฟ㢠┠ᶆࢆタᐃࡋ
ࡓࠋࡇࡢ┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜෆᕷሙࡢࡳ౫Ꮡࡍࡿ㎰ᯘ
Ỉ⏘ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗࡢᵓ㐀ࢆࠊᡂ㛗ࡍࡿᾏእᕷሙ࡛✌ࡄ᪉ྥ㌿ࡍࡿࡇࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᮏᡓ␎ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡢୗࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅ࡢ┈ࡢᣑ
ࢆᅗࡿࡶࠊ㍺ฟࡢᣑࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶ࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭
ᆅᇦࡢάຊ㐀ᮏ㒊࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
  ᅇࠊ㛵ಀ㛶㆟ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊせ࡞㍺ฟရ┠ࡢ⏕⏘ࡽ㈍⮳
ࡿᴗ⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚㍺ฟྲྀࡾ⤌ࡴᅋయࡢㄆᐃไᗘࡢタ࡞ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ
➨  ᅇᅜ㸦௧㸲ᖺᖖ㸧ᥦฟࡋࡓࠕ㎰ᯘỈ⏘≀ཬࡧ㣗ရࡢ㍺ฟࡢಁ
㐍㛵ࡍࡿἲᚊ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖࡀᡂ❧ࡋࡓࡇ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊ
 ᖺᗘᐇࡍࡿ⟇ཬࡧ  ᖺᗘ௨㝆ࡢᐇྥࡅ᳨ウࡍࡿ⟇





ࡘ࠸࡚ᮏᡓ␎ࢆᨵゞࡋࠊࡑࡢ᪉ྥࢆỴᐃࡍࡿࠋ

㸰㸬㍺ฟᣑᐇ⾜ᡓ␎ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉
  ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟྜࡣᅜẚ㍑ࡋ࡚ࡶపࡃࠊᅜෆᕷሙ౫
Ꮡᆺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㍺ฟᴗࡣࠊ⏕⏘⪅ࡀᅜෆᕷሙྥࡅ⏕
⏘ࡋࡓ⏘ရࡢవရࢆࠊ㍺ฟ࡛ࡁࡿᅜࡔࡅ㍺ฟࡍࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ
ὶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ㍺ฟᴗ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭
㣗ရࡢㄆ▱ᗘࡀపࡃࠊࡋࡤࡋࡤ᪥ᮏே␗࡞ࡿႴዲࢆᣢࡘᾏእࡢᾘ㈝⪅
ồࡵࡽࢀࡿ⏘ရࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋᾏእ⌧ᆅ࡛ࡢ㈍㊰ࡶࠊ⌧ᆅࡀせồࡍࡿࢫ࣌ࢵ
ࢡ㸦㔞࣭౯᱁࣭ရ㉁࣭つ᱁㸧࡛⥅⥆ⓗᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ୍⯡ᑠᗑࡢᲴࢆ
☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࢆ✚ᴟⓗㄪ㐩ࡋࡼ࠺ࡍࡿ᪥
⣔࣭ࢪ⣔ࡢᑠᗑ࣭እ㣗➼㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ
㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢ⾨⏕᳨つไࡸつ᱁ᇶ‽ྜࢃ࡞࠸⏘ရࡣࡃ㍺ฟ࡛ࡁ
࡞࠸ࡓࡵࠊ₯ᅾⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡣ࠶ࡗ࡚ࡶከࡃࡢ⏘ရࡀ㍺ฟ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋୡ⏺
ࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရᕷሙࡀᣑࡍࡿ୰࡛ࠊ㍺ฟቑࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣ㧗࠸ࡶࡢ
ࡢࠊࡇ࠺ࡋࡓቨࢆᡴ◚ࡋࠊᾏእᕷሙၟὶࢆᣅࡁ᪂ࡓ࡞✌ࡂ᪉ࢆᖖᶍ⣴ࡋ
⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤࠊᣑࡍࡿᾏእᕷሙᗈࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
  ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚋࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟᣑࢆຍ㏿ࡍࡿୖ࡛᭱
ࡶᚲせ࡞ࡇࡣࠊᾏእᕷሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿࢫ࣌ࢵࢡ㸦㔞࣭౯᱁࣭ရ㉁࣭つ᱁㸧
ࡢ⏘ရࢆᑓ㛛ⓗ࣭⥅⥆ⓗ⏕⏘࣭㍺ฟࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿᙧ࡛ၟὶࢆ㛤ᣅࡍࡿయไ
ࡢᩚഛ࡛࠶ࡿࠋゝࡍࡿࠊ⏕⏘ࡽ⌧ᆅ㈍ࡲ࡛ࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥయ
ࢆࠊ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࢘ࢺࠖࡽࠕ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࠖᚭᗏⓗ㌿ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢㄆ㆑ࡢୗࠊᮏᡓ␎࡛ࡣࠊḟࡢ㸱ࡘࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ᇶ࡙࠸࡚ᨻ⟇ࢆ❧
࣭ᐇ⾜ࡍࡿࠋ➨୍ࠊ᪥ᮏࡢᙉࡳࢆ᭱㝈Ⓨࡍࡿࡇࠊ➨ࠊ࣐࣮
ࢣࢵࢺࣥࡢⓎ࡛㍺ฟࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅ࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡇ
ࠊ➨୕ࠊ┬ᗇࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ᨻᗓ୍యࡋ࡚㍺ฟࡢ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡛
࠶ࡿࠋ
  
㸱㸬ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡃලయⓗ⟇
 ᪥ᮏࡢᙉࡳࢆ᭱㝈Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌
㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟࡀከ࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㍺ฟඛ㐍ᅜ࡛ࡣࠊࡑࡢᅜࡀᙉ
ࡳࢆᣢࡘရ┠ࡘ࠸࡚ࠊ⏕⏘ࡽ㈍ࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸㛵ಀᴗ⪅ࡼࡗ࡚⤌
⧊ࡉࢀࡓࠕရ┠ᅋయࠖࡀᏑᅾࡋࠊᴗ⏺ࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࠊᑐ㇟ရ┠ࡢ㍺ฟ





ಁ㐍ྥࡅࡓࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࠊࣈࣛࣥࢻࠊရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢᇶ‽సᡂ➼
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰⏘≀㈠᫆ࡢᑓ㛛㒊⨫ࢆタ⨨ࡋࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࢆせ࡞㍺ฟඛᅜ࣭
ᆅᇦࡢ㤋ෆཪࡣ⊂⮬ࡢᾏእົᡤ㓄⨨ࡍࡿࡶࠊᑓ㛛ⓗ▱ぢࢆ
᭷ࡍࡿ࣮ࣟ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࢆᾏእົᡤ㛗ᮇ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡛ࠊရ┠ᅋయ
➼ᑐࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡞ᨭࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ࠊ᪥ᮏࡢ㍺ฟရ┠ࡣࠊຍᕤ㣗ရࢆ୰ᚰከᒱࢃࡓࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ㍺ฟ㢠ࡣᑠࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟࡀࠕᅜෆ
ᕷሙྥࡅ⏘ရࡢవရࢆ㍺ฟࡍࡿࠖᴗࡲࡾࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡼ
ࡿ㍺ฟࡢయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᚋࡢ㍺ฟᣑᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊᾏእ࡛ホ౯ࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢᙉࡳࡀ࠶ࡿရ┠ࢆ୰ᚰ㍺ฟࢆຍ㏿ࡉࡏࠊࡑ
ࡢἼཬຠᯝࡋ࡚ࠊయࡢ㍺ฟࢆఙࡤࡍࡇࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ᪥ᮏࡢᙉࡳࢆ᭷ࡍࡿရ┠ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ࡘ࠸࡚ࠊရ┠
ẖࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦࡢලయⓗ࡞㍺ฟ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᨻ⟇㈨※
ࢆ㔜Ⅼⓗᢞධࡍࡿࠋ

ձ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠㍺ฟ┠ᶆࡢタᐃ
 ۑᾏእ࡛ホ౯ࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢᙉࡳࡀ࠶ࡾࠊ㍺ฟᣑࡢవᆅࡀࡁࡃࠊ㛵
ಀ⪅ࡀ୍య࡞ࡗࡓ㍺ฟಁ㐍άືࡀຠᯝⓗ࡞ရ┠ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 
ရ┠ࢆ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠㑅ᐃࡋࡓࠋྛရ┠ࡢ㍺ฟ┠ᶆࡣࠊู⾲㸯ࡲ
ࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠௨እ࡛ࡶࠊ㍺ฟಁ㐍ἲᇶ࡙ࡃ㍺ฟᴗィ
⏬ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿ࡞ࠊ㍺ฟ┠ᶆࡑࡢᐇ⾜ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ᑐ⟇ࢆ
᫂☜ࡍࡿ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡣᘬࡁ⥆ࡁ㐺ษ࡞ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

㍺ฟ㔜Ⅼရ┠
∵⫗
㇜⫗
㭜⫗
㭜༸
∵ங࣭ங〇ရ

ᾏእ࡛ホ౯ࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢᙉࡳ
∵ࡋ࡚ୡ⏺୰࡛ㄆࡵࡽࢀࠊேẼࡀ㧗ࡃࠊᘬࡁ⥆
ࡁ㍺ฟࡢఙࡧᮇᚅࠋ
ࢇࡘࠊ↝ࡁ㫽࡞᪥ᮏࡢ㣗ᩥ࠶ࢃࡏ࡚ᾏእ
ࡢ᪥ᮏࣇࣥࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢ㍺ฟࡢ
ఙࡧᮇᚅࠋ
༙⇍ࡓࡲࡈࡀᾐ㏱ࡋࠊ⏕㣗࡛ࡁࡿ༸ࡋ࡚ࡢရ㉁ࡀ
ホ౯ࡉࢀࠊ᭦࡞ࡿ㍺ฟࡢఙࡧᮇᚅࠋ
㤶 ࡸྎ‴࡛ရ㉁ࡀ㧗ホ౯ࠋࢪࢆ୰ᚰ㍺ฟࡢ
ྍ⬟ᛶࠋ






ᯝᶞ㸦ࡾࢇࡈ㸧


ᯝᶞ㸦ࡪ࠺㸧
⏑ࡃ࡚⨾ࡋࡃࠊぢࡓ┠ࡶⰋ࠸᪥ᮏࡢᯝᐇࡣᾏእ࡛
ᯝᶞ㸦ࡶࡶ㸧
ࡶேẼࠋ
ᯝᶞ㸦ࢇࡁࡘ㸧
ᯝᶞ㸦ࡁ࣭ࡁຍᕤ
ရ㸧
㔝⳯㸦࠸ࡕࡈ㸧
㔝⳯㸦ࢇࡋࡻ➼㸧ͤ ↝ࡁⰞࡀࢪ࡛ேẼࠋ㍺ฟࡀᛴቑࠋ
ษࡾⰼ
እᅜࡣ࡞࠸ရ✀ᙉࡳࠋ㍺ฟࡢఙࡧ⋡ࡀ㧗࠸ࠋ
Ⲕ
ᗣᚿྥࡢ㧗ࡲࡾ᪥ᮏᩥࡢᾐ㏱ࡶḢ⡿ࢆ
୰ᚰࡏࢇⲔࠊⲔࡀᬑཬࠋ
ࢥ࣓࣭ࣃࢵࢡࡈ㣤࣭ ෭ࡵ࡚ࡶ⨾ࡋ࠸➼ࡢ᪥ᮏ⏘⡿ࡣᑑྖࡸ࠾ࡂࡾ➼
⡿⢊ཬࡧ⡿⢊〇ရ
ྥࡁࠊ᪥ᮏ㣗ࡢᬑཬࡶᣑࡀྍ⬟ࠋ
〇ᮦ
ࢫࢠࡸࣄࣀ࢟ࡣࠊ᪥ᮏᘧᮌ㐀ᘓ⠏ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㤶ࡾ
ࡢ⒵ࡋࡢຠᯝࡶேẼ࡛ࠊᚋࡢ㍺ฟࡢఙࡧᮇᚅࠋ
ྜᯈ
ྜᯈࡢຍᕤ࣭⏝ᢏ⾡ࡣࠊ᪥ᮏࡢᚓពศ㔝ࠋ᪥ᮏᘧ
ᮌ㐀ᘓ⠏ࡶࠊᚋࡢ㍺ฟࡢఙࡧᮇᚅࠋ
ࡪࡾ
⬡ࡀࡢࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ㨶✀ࠋ㏆ᖺࠊ⡿ᅜ➼ࡢ
㍺ฟ㢠ࡀቑຍࠋ
ࡓ࠸
⦕㉳ࡢࡼ࠸㉥Ⰽࡣ୰⳹ᅪ࡛ࡶዲࡲࢀࡿࠋά㨶㍺ฟࡢ
ቑຍᮇᚅࠋ
࣍ࢱࢸ㈅
㧗ရ㉁࡞᪥ᮏ⏘࣍ࢱࢸ㈅ࡣୡ⏺࡛㧗ࡃホ౯ࠋỈ⏘≀
࡛ࡣ㍺ฟ㢠ࢼࣥࣂ࣮࣡ࣥࠋ
┿⌔
┿⌔㣴Ṫࡣ᪥ᮏⓎ⚈ࠋ᪥ᮏࡢ⏕⏘࣭ຍᕤᢏ⾡ࡀᅜ㝿
ⓗ㧗ホ౯ࠋ
Ύᾴ㣧ᩱỈ
⥳Ⲕ㣧ᩱ࡞᪥ᮏࡢࡀேẼ࡞ࡾࠊఙࡧ⋡ࡀ㧗࠸ࠋ
ⳫᏊ
᪥ᮏ⊂⮬ࡢⓎᒎࢆ㐙ࡆࠊᅜࡣ࡞࠸⊂ᛶࠋࣂࣛ
࢚ࢸ㇏࡞ၟရࢥࣥࢸࣥࢶࡢᬑཬࡶᾏእ
࡛ேẼࠋ
ࢯ࣮ࢫΰྜㄪᩱ
࣮࢝ࣞࣝ࢘࡞᪥ᮏ㣗ࡢᬑཬࡶ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍ
ࡿᡂ㛗ࠋ
ჯ࣭㓺Ἔ
᪥ᮏࡀࡿⓎ㓝㣗ရࠋ㣗ᩥࡢᾐ㏱ࡶḢ⡿࣭
ࢪᆅᇦ࡛ேẼࡶୖ᪼ࠋ
Ύ㓇㸦᪥ᮏ㓇㸧
ࠕ㹑㸿㹉㹃ࠖࡣ᪥ᮏ㣗ࡢࡳ࡞ࡽࡎྛᅜࡢᩱ⌮ྜ࠺





࢘ࢫ࣮࢟
ᮏ᱁↝㓅࣭Ἳ┒

㣗୰㓇➼ࡋ࡚ୡ⏺୰࡛ㄆ▱ࡀᣑ୰ࠋ
᪥ᮏ⏘ရࡢရ㉁ࡀୡ⏺୰࡛ࣈࣛࣥࢻࡋ࡚ᐃ╔ࠋ
ཎᩱࡢ≉ᚩࢆṧࡍࣘࢽ࣮ࢡ࡞␃㓇ࡋ࡚ࡢホ౯ࡀ
࠶ࡾࠊᚋࡢ㍺ฟᣑᮇᚅࠋ

ͤࡑࡢࡢ㔝⳯㸦ࡓࡲࡡࡂ➼㸧ࡘ࠸࡚ࡶࠊỈ⏣➼ࢆά⏝ࡋ࡚㍺ฟ⏘ᆅࡢᙧᡂ✚ᴟⓗྲྀࡾ
⤌ࡴࠋ


ղ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ಀࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦࠊ㍺ฟ┠ᶆࠊᡭẁࡢ᫂☜
㍺ ۑฟ㔜Ⅼရ┠ẖࠊᾏእࡢᕷሙືྥࡸ㍺ฟ⎔ቃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㍺ฟᣑ
ࢆ㔜Ⅼⓗ┠ᣦࡍ࡞ࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦẖࡢ㍺ฟ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ
⌧ᆅ࡛ࡢ㈍ࢆఙࡤࡍࡓࡵࡢㄢ㢟ࡑࡢඞ᭹ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ᫂☜
ࡋࡓࠋ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ูࡢ㍺ฟ┠ᶆࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦࠊᅜ࣭ᆅᇦู
㍺ฟ┠ᶆཬࡧࡑࡢᡭẁࡘ࠸࡚ࡣࠊู⾲㸯ࡲࡵࡓࠋ

ճရ┠ᅋయࡢ⤌⧊ཬࡧࡑࡢྲྀ⤌ࡢᙉ
  ➨ ۑᅇᅜ㸦௧㸲ᖺᖖ㸧࠾࠸࡚ᨵṇࡉࢀࡓ㎰ᯘỈ⏘≀ཬ
ࡧ㣗ရࡢ㍺ฟࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕᨵṇ㍺ฟಁ㐍ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ᇶ࡙ࡁࠊᮏᡓ␎࡛ᐃࡵࡿ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ࡘ࠸࡚ࠊ⏕⏘ࡽ㈍⮳
ࡿ㛵ಀᴗ⪅ࢆᵓᡂဨࡋࠊᙜヱရ┠ࡘ࠸࡚࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡼ
ࡿ㍺ฟಁ㐍άືࢆ⾜࠺యไࢆഛ࠼ࡓᅋయࢆࠊ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ
㐍ᅋయ㸦࠸ࢃࡺࡿရ┠ᅋయ㸧ࡋ࡚㏿ࡸㄆᐃࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ۑㄆᐃࢆཷࡅࡿᅋయࡣࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡋ࡚άືࡍࡿࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᙜヱရ┠ࡘ࠸࡚ᅜ࡛㸯ࡘࡢᅋయࢆᐃࡍࡿࠋ
 ۑㄆᐃࢆཷࡅࡓᅋయ㸦௨ୗࠕㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢᕷሙ࣭㍺ධ᮲௳➼ࡢㄪᰝࠊၟㄯࡸぢ
ᮏᕷࡢ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡼࡿཧຍࡸࠊࢪࣕࣃࣥࣈࣛࣥࢻࢆά⏝ࡋ
ࡓᗈሗᐉఏ➼ࡼࡿ㟂せ㛤ᣅࠊ᪂ࡋࡃ㍺ฟྲྀࡾ⤌ࡴᴗ⪅ࡢ
ሗࡢᥦ౪ࡸຓゝ➼ࡢᴗົࢆ⾜࠸ࠊᴗ⏺୍య࡞ࡗ࡚ᙜヱရ┠ࡢ㍺ฟ
ᣑྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ۑㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయࡣࠊ㩭ᗘಖᣢᚲせ࡞ ᗘ⟶⌮ࠊ
㍺㏦ࡢ⭉ᩋ㜵Ṇᢏ⾡ࡢᐇド࣭ᬑཬࠊ㍺㏦ຠ⋡ྥࡅࡓໟᮦ➼ࡢ㍺
ฟᣑຠᯝⓗ࡞ᴗ⏺つ᱁ࡢ⟇ᐃ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ⓗ
ࡣࠊ㈍㊰㛤ᣅࢆ┤᥋⌧ᆅ࡛ᐇࡍࡿᾏእᣐⅬࡢタ⨨➼ࠊᚲせ࡞ྲྀ⤌
ࢆᴗ⏺㛵ಀ⪅ࡶ᳨ウࡋࠊ✚ᴟⓗᐇࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ





ࡍࡿࠋ
 ۑㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయࡣࠊᑗ᮶ⓗ⮬㈈※ࢆቑຍ
ࡉࡏࠊᅜ࡛ࡣ⾜࠼࡞࠸⣽ࡸ࡞ᴗ⏺ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయࡣࠊဨࡢቑຍ
ຍ࠼ࠊ㍺ฟࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ᴗ⪅ࡽᣐฟ㔠ࢆཷࡋࠊ㍺ฟಁ㐍
ࡢ⎔ቃᩚഛ࡚ࡿ௵ពࡢࢳ࢙ࢵࢡ࢜ࣇࡢᑟධࡶྵࡵ⮬㈈※ࡢቑ
ຍྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ດࡵࠊᅜࡣࠊࡢ㍺ฟඛ㐍ᅜࡢ⩏ົⓗࢳ࢙ࢵࢡ࢜ࣇ
ไᗘ࡞ࡶཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁ㈈※ࡢᐇᙉࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ

մ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞ᨭయไࡢᙉ
 ۑᅾእබ㤋ࠊ㹈㹃㹒㹐㹍ᾏእົᡤࠊ㹈㹄㹍㹍㹂㹍ᾏእ㥔ᅾဨࢆ࡞
ᵓᡂဨࡍࡿ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛ࡣࠊ⌧ᆅ࡛㣗ရ⏘ᴗ➼
⢭㏻ࡋࡓேᮦࢆ࣮ࣟ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࡋ࡚㏿ࡸ㞠⏝࣭☜ಖࡋࠊ㍺ฟ
ඛᅜ࣭ᆅᇦ࠾࠸࡚㍺ฟᴗ⪅ࢆໟᣓⓗ࣭ᑓ㛛ⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭࡍࡿࠋ
ࡲࡎࡣࠊ ᖺᗘࡲ࡛⡿ᅜࠊ㹃㹓ࠊࢱ➼ࡢ㸶࢝ᅜ࣭ᆅᇦ࠾࠸
࡚㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ㡰ḟࠊᕷሙࡋ࡚᭷ᮃ࡞㔜
Ⅼ㒔ᕷタ❧ࡍࡿࠋ
㍺ ۑฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊ⌧ᆅᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࡸ⌧ᆅࡢ
᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺࣛࣥ࡞ࠕ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒༠㆟㸦௨ୗ
ࠕ༠㆟ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࠖࢆタࡅࠊ༠㆟༠ຊࡋ࡚௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍ
ࡿࠋ
 ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไࠊᾘ㈝⪅ࡢႴዲࠊࢽ࣮ࢬ࡞ࢆࠕ࢝ࣥࢺࣜ
࣮࣏࣮ࣞࢺࠖࡋ࡚ࡲࡵࠊ㍺ฟࢆ┠ᣦࡍᴗ⪅ᚲせ࡞ሗࢆ
ᥦ౪
 ༠㆟ࢆ୰ᚰࠕࢪࣕࣃ࣮ࣥ࢘ࢡࠖࢆ㛤ദࡍࡿ࡞⌧ᆅᑟ
࡛ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡋࡓࡾࠊᆅ᪉බඹᅋయࡼࡿࣉ࣮ࣟࣔ
ࢩࣙࣥάືࢆᢕᥱࡋࠊ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ⌧ᆅࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥᡓ␎ࢆ❧
࢘ ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦ㍺ฟࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅἲே࡞ࡢᣐⅬࢆタࡅࡿ
ᴗ⪅ࢆࠊ⌧ᆅᗈ࿌௦⌮ᗑ㐃ᦠࡋࡓຠᯝⓗ࡞ᗈ࿌ࡸ㈍ಁࢶ࣮ࣝࡢ
ᥦ౪ࠊ⌧ᆅἲᚊົᡤ㐃ᦠࡋࡓἲⓗࢻࣂࢫࡢᥦ౪➼ࢆ㏻ࡌ
࡚ᨭ
࢚ ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺࣛࣥࡀቑ࠼ࠊ⤒Ⴀࡢከᅜ⡠ࠊ࣮ࣟ࢝ࣛࢬࡀ





㐍ࡴ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺࣛࣥ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ㣗ࡢᬑ
ཬࡸ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ⏝ಁ㐍ࡘ࡞ࡀࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍
࢜ ⌧ᆅἲᚊົᡤࠊㄪᰝ♫➼ࢆ⌧ᆅࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡋࠊ⌧ᆅᕷሙ࣭
ᑠᗑ࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⏘㣗ရࡢᶍೌရࡢㄪᰝࡸᐖᑐ⟇ࢆᐇ
 ۑせ࡞㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟ࠊᅾእබ㤋ࡢ㎰Ỉࢱࢵࢩ࢙ࡢ㓄
⨨ࡢᙉ㎰ᯘỈ⏘┬ࡽ㹈㹃㹒㹐㹍ࠊ᪥ᮏྎ‴ὶ༠➼ࡢጤ
クࡼࡾ㹈㹃㹒㹐㹍ᾏእົᡤ➼࠾ࡅࡿ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㈠᫆ᢸ
ᙜᐁࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟᮏ㒊ࡣࠊ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆά⏝ࡋࠊ
㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไ➼ಀࡿሗ㞟ࡸ⌧ᆅᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ➼ࡢᾏ
እᕷሙศᯒࢆ⾜࠸ࠊศࡾࡸࡍ࠸࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࢆ❧ࡕୖࡆࡿ࡞
ࡋ࡚ࠊ㍺ฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ᥦ౪ࡍࡿࠋ

せ࡞㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒タ⨨㒔ᕷೃ⿵
ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ
⡿ᅜ
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
ࣃࣜ
㹃㹓
ࣈࣜࣗࢵࢭࣝཪࡣ࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒
࣋ࢺࢼ࣒
࣮࣍ࢳ࣑ࣥ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
ࢱ
ࣂࣥࢥࢡ
ୖᾏ
ி
୰ᅜ
ᗈᕞ
ᡂ㒔
㤶 
㤶 
ྎ‴
ྎ

յ㹈㹃㹒㹐㹍࣭㹈㹄㹍㹍㹂㹍ㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ
 ۑ㹈㹃㹒㹐㹍ࡣࠊ ᖺ  ᭶タ❧ࡋࡓ㐠Ⴀᑂ㆟㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗
ရ㍺ฟಁ㐍ศ⛉࠾࠸࡚ࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼
ࡢពぢࢆ⥅⥆ࡋࠊ㐃ᦠࡍࡿࠋ
 ㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡀᚲせࡍࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ
ᅜ࣭ᆅᇦࡢᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࠊၟ័⾜ࠊつไ➼㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡍࡿ





ࡶࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡽࡢጤクࡼ
ࡾ᭦࡞ࡿヲ⣽ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
 ㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡢᅜ࣭ᆅᇦูᡓ␎ཬࡧ
ᴗィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊᾏእぢᮏᕷࡢฟᒎࡸᾏእၟㄯࡢ㛤ദࠊᅜෆ
ၟㄯࡸ⏘ᆅࡢࣂ࣮ࣖᣍ࠸࡞ࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺
ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡀయ࡞ࡗࡓ㈍㊰㛤ᣅࡢᨭࢆᙉࡍࡿࠋ
࢘ ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ⏘㣗ᮦࢧ࣏
࣮ࢱ࣮ᗑࡸ⌧ᆅ㍺ධၟ♫ࠊ⌧ᆅ⣔ὶ㏻⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࣈ࣮࣮ࣟ࢝
࡞⌧ᆅࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ⌧ᆅࡢၟὶᵓ⠏άືࡢᨭࢆ
ᙉࡍࡿࠋ
࢚ ㍺ฟ⏘ᆅࡢせᮃࡶ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ㍺ฟデ᩿ࠊᾏእᕷሙሗࡢᥦ
౪ࠊಶู┦ㄯࠊ࢙࢘ࣈ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡞ࠊᐇ≧ᛂࡌࡓࣁࣥࢬ࢜ࣥࡢ
ᨭࢆ㈠᫆ሗࢭࣥࢱ࣮➼ࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠺ࡶࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭
ᆅᇦࡢ࢜ࣥࣛࣥᕷሙࡢືྥ➼ࢆศᯒࡋ࡚ሗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ
㹃㹁ࢧࢺࡢฟရ᪉ἲࡢࢻࣂࢫ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ
 ۑ㹈㹄㹍㹍㹂㹍ࡣࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᅜ࣭ᆅᇦ࠾࠸࡚ᾏእ⌧ᆅࡢయไࢆᙉ
ࡋࠊᣑࡍࡿᾏእᕷሙࡢᾘ㈝⪅ྥࡅ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㨩
ຊࢆຠᯝⓗఏ࠼ࠊᑟධ࣭ᾘ㈝ࡘ࡞ࡆࡿᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
 ㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᡓ␎ࡢ
⟇ᐃ࣭ᐇࢆᨭࡍࡿࡶࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋ
య➼㐃ᦠࡋࡓ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ」ᩘᖺࢃ
ࡓࡾ⥅⥆ⓗᐇࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᭱ࡉࡏࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ౯್ࡀ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢᾘ㈝⪅ṇ
ࡋࡃ⌮ゎࡉࢀࠊ౯್ࡩࡉࢃࡋ࠸ᑐ౯࡛ྲྀᘬࡉࢀࡿ⎔ቃ㔊ᡂ㸦࣐
࣮ࢣࢵࢺ࣓ࢡ㸧ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࢘ ⌧ᆅࢽ࣮ࢬྜࢃࡏ」ᩘࡢ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣉࣟࣔ
࣮ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊရ┠ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡶᒎ㛤ࡍࡿࠋ
࢚ ࠕ᪥ᮏ㣗࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࠖࡢᵓ⠏࣭ᐇࢆᅗࡾࠊ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ
ࡢⓎಙయไࢆᣑࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᭦࡞ࡿ࣐࣮ࢣࢵࢺ࣓ࢡྥ
ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ⏘㣗ရࡢ౯್ࢆⓎಙࡍࡿࠋ

ն᪥ᮏ㣗࣭㣗ᩥࡢሗⓎಙ
 ۑ᪥ᮏࡢ㣗ᩥࡣୡ⏺ࡿᩥ㑇⏘࡛࠶ࡾࠊእົ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࠊ
ᅜᅵ㏻┬➼ࡢ㛵ಀ┬ᗇࡣࠊㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼ࡢ





άື㐃ᦠࡋࡓᾏእࡢᾘ㈝⪅ࡢ᪥ᮏࡢ㣗ရࡢㄪ⌮᪉ἲࠊ㣗᪉ࠊᆅ
ᇦࡢᩥࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢⓎಙ➼ࢆ㐍ࡵࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢಁ㐍㐃ᦠ
ࡋࡓゼ᪥እᅜேࡢ᪥ᮏࡢ㣗ࡸ㣗ᩥࡢ⌮ゎ࣭ᬑཬࢆᅗࡿࡇࡼ
ࡾࠊ᪥ᮏࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢᕷሙࢆᣑࡍࡿྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋ

 ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢⓎ࡛㍺ฟࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅ࢆᚋᢲࡋ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࢘ࢺࠖࡽࠕ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࠖࡢ㌿ࡣࠊࣜࢫࢡࢆ
ྲྀࡗ࡚㍺ฟྥࡅ⏘ရࡢ⏕⏘࣭㍺ฟࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿᴗ⪅ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ⌧ᅾࡣࠊ㍺ฟྥࡅࡢ⏕⏘ࢆ⾜࠺⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡾࠊ୍
㒊ࡢᴗ⪅ࡀ࣐ࢼ࣮࡞ၟὶ࡛㍺ฟᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡿࠋ⤖
ᯝࡋ࡚ࠊࣟࢵࢺ࡛ࡢྲྀᘬࡸᾏእࡢᑠᲴࡢ㛗ᮇ☜ಖࡣ㞴ࡋࡃࠊὶ㏻ࢥ
ࢫࢺࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊࠕ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไࡸࢽ࣮ࢬ
ᑐᛂࡍࡿ⏕⏘ࢆ⾜࠺ࡣヨ⾜㘒ㄗࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ▷ᮇⓗࡣධቑࡘ
࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖࡢᴗ⪅ࡢኌࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࣜࢫࢡࢆྲྀࡗ࡚ࠊ
㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไࡸࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥ㍺ฟྲྀࡾ⤌ࡴ
⏘ᆅ࣭ᴗ⪅➼ᑐࡋ࡚ࠊ㔜Ⅼⓗ࡞ᨭ࣭⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ㹈㸿ࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡢ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ᅋయࡣࠊ⮬ࡽ┠ᶆ➼ࢆタᐃࡋࡘࡘࠊ
㍺ฟಁ㐍యⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࡣࠊࡇࢀຓゝࢆ⾜࠺ࠋ

ձࣜࢫࢡࢆྲྀࡗ࡚㍺ฟྲྀࡾ⤌ࡴᴗ⪅ࡢᢞ㈨ࡢᨭ
㍺ࡢ࡛ࣥࢺࢵࢣ࣮࣐ ۑฟྥࡅ࡚ࠊ
ࠕ㎰ᯘ⁺ᴗἲே➼ᑐࡍࡿᢞ㈨
ࡢ㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕࠋ௨ୗࠕᢞ㈨
ἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆά⏝ࡋࠊᢞ㈨ᴗ᭷㝈㈐௵⤌ྜ㸦㹊㹎㹑㸧ࡢ
✚ᴟⓗ࡞⤌ᡂࢆᅗࡿࡶࠊࢢࣜࣅࢪࢿࢫᢞ㈨⫱ᡂ㸦ᰴ㸧➼ࡢᢞ
㈨యࡼࡿᾏእ⌧ᆅἲே➼ࡢฟ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
 ۑ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไᑐᛂ
ࡋࡓタᩚഛ࡞ࡢᢞ㈨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡽ┈ࡍࡿࡲ୍࡛ᐃᮇ㛫ࢆ᭷
ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᨵṇ㍺ฟಁ㐍ἲᇶ࡙ࡁ᪂
ࡓᥐ⨨ࡍࡿ㸦ᰴ㸧᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜࡢ㈚ࡅ㸦㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺
ฟᇶ┙ᙉ㈨㔠㸦௬⛠㸧㸧ࡸമົಖド㸦ࢫࢱࣥࢻࣂ࣭ࢡࣞࢪࢵࢺ㸧
ࡼࡿ㛗ᮇ࣭పࡢタഛ㈨㔠ࠊ㛗ᮇ㐠㌿㈨㔠ࠊᾏእᒎ㛤ᚲせ࡞㈨㔠
➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㍺ฟᴗィ⏬ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓ㎰ᯘỈ⏘
ᴗ⪅࣭㣗ရᴗ⪅➼ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡞㍺ฟᴗ⪅ࡢࢳࣕࣞࣥࢪࢆ
ᚋᢲࡋࡍࡿࠋ





 ۑ᪂ࡓᥐ⨨ࡉࢀࡓ㍺ฟᴗ⏝㈨⏘ࡿᡤᚓ⛯࣭ἲே⛯ࡢ≉
㸦ቑൾ༷㸧ࡢ✚ᴟⓗ࡞⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑ᪥ᮏ㈠᫆ಖ㝤㸦㹌㹃㹖㹇㸧ࡀ  ᖺ  ᭶ᐇࡋࡓࠊ㎰ᯘ
Ỉ⏘ရ࣭㣗ရ㍺ฟྥࡅࠕ⡆᫆㏻▱ᆺໟᣓಖ㝤ࠖ⏝ࡢせ௳⦆ࢆ㋃ࡲ
࠼࡞ࡀࡽࠊ㍺ฟᴗ⪅ࡢ㈠᫆ಖ㝤ࡢά⏝ࢆࡼࡾ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ղ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢⓎᇶ࡙ࡃ㍺ฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡢ⫱ᡂ࣭ᒎ㛤
㍺ ۑฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡸつไᑐᛂࡋࡓ⏘ရࢆࠊồࡵࡽࢀࡿࢫ࣌
ࢵࢡ㸦㔞࣭౯᱁࣭ရ㉁࣭つ᱁㸧࡛⥅⥆ⓗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ㎰ᯘỈ
⏘ᴗ⪅ࡢ┈ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࠊࣜࢫࢺࡋࡓࡋ࡚㍺ฟྥࡅࡢ
⏕⏘ࢆ⾜࠺㍺ฟ⏘ᆅ㸦㒔㐨ᗓ┴ࡸᴗ⏺ᅋయ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᆅࡢពྥࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀࡲ࡛  ࡢ㍺ฟ㔜Ⅼရ┠࡛ྜィ  ⏘ᆅ࣭
ᴗ⪅ࢆබ⾲ࠋ㸧ᑐࡋ࡚ࠊ㍺ฟ⏘ᆅࡢᙧᡂᚲせ࡞タᩚഛ➼ࢆ㔜Ⅼ
ⓗᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊỈ⏣ࢆ㌿ࡋࡓᅬᆅࡸ⏿ᆅࢆά⏝ࡋࠊᯝᶞࡸ㔝
⳯➼㧗┈స≀ࡢ㍺ฟ⏘ᆅࡢ⫱ᡂ࣭ᒎ㛤ࢆᅗࡿࠋ㍺ฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅
ࡣࠊձຍᕤฎ⌮ࡋ࡞࠸୍ḟ⏘ရࡣࡑࡢ⏕⏘ᆅ㸦⏕⏘ᆅ㐃ᦠࡍࡿ㍺ฟ
ᴗ⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࠊղཎᩱ⏕⏘ᆅຍᕤタࡀ⣣࠸ࡓຍᕤ㣗ရࡣ
ᙜヱ⏕⏘ᆅཬࡧຍᕤタ࣭㍺ฟᴗ⪅㸦㍺ฟ⏘ᆅẖࠊ⏕⏘࣭ὶ㏻࣭
㍺ฟ㈍ྲྀࡾ⤌ࡴ㛵ಀᴗ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࡓࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ
ճ〇㐀ᆅᆅᇦᛶࡀ࠶ࡿຍᕤ㣗ရࡣ〇㐀ᆅཬࡧ〇㐀࣭㍺ฟᴗ⪅ࢆ
ᣦࡍࠋ࡞࠾ࠊཎᩱ⏕⏘ᆅ࣭〇㐀ᆅࡶᆅᇦᛶࢆᣢࡓࡎ㍺ฟྲྀ
ࡾ⤌ࡴᴗ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣࠊᙜヱᴗ⪅ࢆ㍺ฟࡢᢸ࠸ᡭ⨨
ࡅࠊᴗ⪅㛫࡛㐃ᦠࡋࡓ㍺ฟࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡞≀⏘␆ ۑせ⏘ᆅࡢࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆ㐍ࡵࡿ
ࡶࠊࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡀㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ➼㐃ᦠ
ࡋ࡚ࠊၟὶࡢᵓ⠏ࡸᣑࠊ⏘ᆅࡢ≉Ⰽࢆάࡋࡓࣈࣛࣥࢹࣥࢢࠊຍ
ᕤ㣗ရ࡞᪂ၟရࡢ㍺ฟಁ㐍➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
㍺ ۑฟࡀ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅➼ࢆጞࡵࡍࡿᆅᇦࡢᴗ⪅ࡢ┈ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᴗ⪅ࡢᐇែࢆṇ☜ᢕᥱࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤫ィⓗᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ۑᆅ᪉㎰ᨻᒁ➼㣗ရᴗ⪅ࡸၟ♫㹍㹀➼ࡢẸ㛫ேᮦࢆࠕ㍺ฟ⏘ᆅ
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠖࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺࣥ㍺ฟྥࡅࡓ⏘ᆅ
ࡢ⫱ᡂࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㎰ᯘỈ⏘┬㍺ฟ࣭ᅜ㝿ᒁࡶᑓ㛛ேᮦࢆ㓄
⨨ࡋࠊక㉮ᆺ࡛ᨭࢆ⾜࠺ࠋ





㍺ ۑฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡢ⫱ᡂࡸᨭ᭷ຠ࡞㹅㹄㹎㸦㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ
㍺ฟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊဨࡀ  ࢆ㉸࠼ࠊ㍺ฟᑐࡍࡿ
⤒㦂࣭つᶍࡣࡁ࡞᱁ᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㹅㹄㹎ࡀ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢⓎ
ᇶ࡙ࡃ㍺ฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡢ⫱ᡂ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊከᵝࡍࡿ㍺ฟᴗ⪅ࡢࣞ࣋ࣝᛂࡌࡓࢧ࣏࣮ࢺࠊ
ㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయࡸ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
ࡢ㐃ᦠ࡞ࡢᶵ⬟ᙉࢆᅗࡿࡶࠊ⥅⥆ⓗ࣭Ᏻᐃⓗάື࡛ࡁࡿ
㐠Ⴀయไࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㹅㹄㹎ᴗົࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᴗ⪅ࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢᶓᒎ㛤ࠊ
ከᵝ࡞ᴗ⪅ࡢฟࠊᴗ⪅ᨭࢆᣑࡍࡿࠋ
 ۑ㎰༠⣔⤫ࡣྲྀᢅ㔞ࡀࡁ࠸ࡀࠊ㍺ฟྥࡅࡢ⏕⏘ࢆᢸ࠺⪅ࡀ᫂☜࡛
࡞ࡃࠊ⏘ᆅⓏ㘓࡞⬟ືⓗᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇຍ࠼ࠊ⤌ྜဨ
ࡢ㧗㱋ࡀ㐍ࡳࠊᑗ᮶ࢃࡓࡿᏳᐃⓗ࡞ฟⲴࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾࠊὶ
㏻࣭㈍యไࡀᅜෆ౪⤥ྥࡅᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㍺ฟྥࡅࡓ≀
ὶࡀ༑ศᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸࡞࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢ㍺ฟࡢㄢ㢟ࡀከ࠸ࡀࠊ
㎰༠⣔⤫ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ㍺ฟ≉ࡋࡓ⏕⏘యไࡸὶ㏻㈍࣮ࣝࢺࡢ☜
❧࡞ࠊ㍺ฟࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ༢༠ࡸ⤌ྜဨࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋ

ճࣟࢵࢺ࣭㧗ရ㉁࣭ຠ⋡ⓗ࡞㍺ฟ➼ᑐᛂྍ⬟࡞㍺ฟ≀ὶࡢᵓ⠏
㍺ ۑฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡸつไᑐᛂࡍࡿ⏘ᆅࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌
ࡴࣟࢵࢺ࣭㧗ရ㉁࣭ຠ⋡ⓗ࡞㍺ฟࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊ㎰ᯘỈ⏘┬
ᅜᅵ㏻┬ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ
ࠕຠ⋡ⓗ࡞㍺ฟ≀ὶࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿពぢ
࡛ࠖᩚ⌮ࡋࡓ㡯ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ
 タഛᢞ㈨ࡢಁ㐍
㍺ฟ≀ὶࡢᵓ⠏ᚲせ࡞タഛᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㍺ฟᴗィ
⏬タタഛィ⏬ࢆ㏣ຍࡋࠊㄆᐃࡉࢀࡓィ⏬ᇶ࡙ࡁ⾜࠺タ➼
ࡢᩚഛᑐࡋタࡋࡓ᪂ࡓ࡞ไᗘ㈨㔠㸦㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟᇶ┙
ᙉ㈨㔠㸦௬⛠㸧
㸧ࡸᡤᚓ⛯࣭ἲே⛯ࡢ≉㸦ቑൾ༷㸧ࡢ✚ᴟⓗ
࡞࿘▱ࡼࡾ⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ᅜᅵ㏻┬ࡀ㐃ᦠࡋࠊ㍺ฟ⏘ᆅ࣭ᴗ⪅ࡀ
‴ࢆά⏝ࡋࡓ㍺ฟࢆࡉࡽಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥࡢ☜
ಖࡢࡓࡵᚲせ࡞タ➼ࡢᩚഛࢆᨭࡍࡿࠋ
 ㍺ฟ≀ὶࡢᙉ
ࣟࢵࢺࡢ᥎㐍ࡸ㍺㏦ࡼࡿရ㉁ࡢຎ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊ㍺





ฟ≀ὶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ㩭ᗘ
ಖᣢ࣭ရ㉁⟶⌮ࡸ≀ὶຠ⋡ࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ࣃࣞࢵࢺ㐺
ࡋࡓእࢧࢬࡸࢥ࣮ࢻࠊ᪥ᮏᘧࢥ࣮ࣝࢻࢳ࢙࣮ࣥ≀ὶࢧ࣮ࣅࢫ
➼ࡢつ᱁࣭ᶆ‽ࢆ㐍ࡵࡿࠋㄆᐃ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟಁ㐍ᅋయ
ࡀࠊ≀ὶຠ⋡ࡸရ㉁☜ಖྥࡅࡓໟ㈨ᮦ࣭ಖ⟶ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇ
➼ࡢྲྀ⤌ࡸලయⓗ࡞つ᱁➼ࡢసᡂ࡞ࢆ⾜࠼ࡿࡇࡋࠊᅜࡣࠊ
ࡇࢀࢆᨭࡍࡿࠋࡉࡽࠊࣟࢵࢺ࡛ྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡿရ┠ᑐᛂࡋ
ࡓຠ⋡ⓗ࡞㍺㏦᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

մ㍺ฟࢆᚋᢲࡋࡍࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅࣭㣗ရᴗ⪅ࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ
 ۑᡃࡀᅜࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗ⪅࣭㣗ရᴗ⪅ࡢ┈࡞ࡿᾏእᒎ㛤ࡢྲྀ
⤌ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࢞ࢻࣛࣥ㸦௧㸲ᖺ㸱᭶㸧ἢࡗ࡚άືࢆ⾜࠺ᴗ
⪅ᑐࡋࠊ㔜Ⅼ㒔ᕷタ❧ࡍࡿ㍺ฟᨭࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆά⏝ࡋ
࡚ࠊ⌧ᆅࡢࣅࢪࢿࢫ័⩦ࡸἲつไ➼㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠊ㍺
ฟඛᅜ࣭ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊࢻࣂࢫࢆ⾜࠺ᨭయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
 ۑᾏእ⌧ᆅἲேࢆタ❧ࡋࠊタഛᢞ㈨➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡢ㈨㔠౪⤥ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡶࠊᢞ㈨ἲᇶ࡙ࡁࠊ㍺ฟྲྀࡾ⤌ࡴᴗ⪅ࡢᾏእ
⌧ᆅἲே➼ࡢᢞ㈨ࢆ⾜࠺ᢞ㈨ᴗ᭷㝈㈐௵⤌ྜ㸦㹊㹎㹑㸧ࡢ⤌ᡂ
ࡼࡿ㈨㔠౪⤥ࡢಁ㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

 ┬ᗇࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ᨻᗓ୍యࡋ࡚㍺ฟࡢ㞀ᐖࢆඞ᭹
࣐࣮ࢣࢵࢺࣥ㍺ฟࡢ㌿ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᾏእ⌧ᆅ࡛ࡢሗ㞟ࡸ
ࡾ㎸ࡳࠊ㍺ධつไ➼ಀࡿᨻᗓ㛫༠㆟ࠊ㣗ရᏳ⟶⌮ࠊ▱ⓗ㈈⏘⟶⌮ࠊὶ
㏻࣭≀ὶᩚഛࠊ◊✲㛤Ⓨ࡞ᵝࠎ࡞㛵㐃ศ㔝࡛ࠊᨻᗓࡼࡿ⎔ቃᩚഛࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᾏእ࡛ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏࡽࡢ㍺ධ
ࡀつไࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไᑐᛂࡍࡿᅜෆࡢຍᕤタࡀᑡ
࡞࠸➼ࡢ⌮⏤ࡼࡾ㍺ฟ࡛ࡁ࡞࠸⏘ရࡣ౫↛ࡋ࡚ከ࠸ࠋࡲࡓࠊ㍺ฟඛᅜ࣭
ᆅᇦ࠾ࡅࡿつไᥐ⨨ࡣᙉࡉࢀࡿ᪉ྥ࠶ࡾࠊᅜෆᴗ⪅ࡀࡑࡢ㒔ᗘᑐ
ᛂࢆồࡵࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊඃࢀࡓ⏘ရࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊ᳜≀ရ✀ࡸᐙ␆㑇ఏ㈨※ࡀὶฟࡋࠊᾏእᴗ⪅ࡀ┈ࢆாཷࡋ࡚ࠊᅜ
ෆᴗ⪅ࡢ┈ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㍺ฟࡢ㞀ᐖࢆ
ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓ୍య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴయไࡢᩚഛࢆྵࡵࡓྲྀ⤌ࢆຠᯝⓗ᥎
㐍ࡍࡿࠋ






ձ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㍺ධつไࡢ᧔ᗫ
 ۑᨺᑕᛶ≀㉁ಀࡿ᪥ᮏ⏘㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ධつไࡘ࠸࡚
ࡣࠊ ᖺࢫ࢚ࣛࣝࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝཬࡧ⡿ᅜ࡛つไࡀ᧔ᗫࡉࢀ
ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊつไ᧔ᗫྥࡅ࡚ᅜෆᡭ⥆ࢆ㛤ጞࡋࡓⱥᅜࢆྵࡵࠊ
つไࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿつไࡢ᪩ᮇ᧔ᗫྥࡅ࡚ࠊ
እົ┬ࠊཌ⏕ປാ┬ࠊ㎰ᯘỈ⏘┬➼ࡢ㛵ಀ┬ᗇࡀ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺
ฟᮏ㒊ࡢୗ࡛ᨻᗓ୍య࡞ࡗ࡚ࠊྛᅜ࣭ᆅᇦᑐࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵࢆ
ᤊ࠼ࠊࡼࡾ୍ᒙാࡁࡅ࡚࠸ࡃࠋ
㍺ࠊࡓࡲ ۑฟ㔜Ⅼရ┠ࢆ୰ᚰࠊつไᑟධ㛵ࡍࡿሗࢆ⌧ᆅ࡛᪩ᮇ
㞟ࡋࠊᅜෆᥦ౪ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿࡶࠊ㍺ฟࡢ㞀ᐖ࡞ࡿ
㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไࡢ᧔ᗫ➼ྥࡅࠊ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ㍺ฟᮏ㒊ࡢ
ୗ࡛ᨻᗓ୍య࡞ࡗ࡚༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋ≉ᕷሙつᶍࡀ᭱ࡶࡁ࠸୰ᅜ
ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵࢆᤊ࠼࡚ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ಀࡿ㍺ධつไࡢ᧔ᗫ
ࡸ∵⫗ࡢ㍺ฟ㛤ࠊ⢭⡿ࡢ㍺ฟᣑ➼ࢆ┠ᣦࡍࠋ

ղ㍺ฟຍ㏿ࢆᨭ࠼ࡿᨻᗓ୍యࡋ࡚ࡢయไᩚഛ
 ۑᨵṇ㍺ฟಁ㐍ἲᇶ࡙ࡁࠊᅜࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓẸ㛫᳨ᰝᶵ㛵㸦Ⓩ㘓Ⓨ
⾜ᶵ㛵㸧ࡼࡿ㍺ฟド᫂᭩ࡢⓎ⾜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺㛵ಀᅜࡢ༠㆟
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㍺ ۑฟ≀ὶࡢຠ⋡࣭㧗ᗘࢆᅗࡾࠊᆅ᪉ࡢ ‴࣭✵ ࢆά⏝ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛㍺ฟࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡢ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

㍺ ۑฟド᫂᭩Ⓨ⾜ࡢ㟁Ꮚࡘ࠸࡚ࠊᙜ㠃ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ㟁Ꮚ࣓
࣮࡛ࣝ㍺ฟド᫂᭩ࡢ㏦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢆࡢᅜ࣭ᆅᇦ࡛ࡶ㐺⏝
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦാࡁࡅࡿࡶࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥ
⤖ࡉࢀࡿᡭ⥆ࡢ㸯ࡘࡋ࡚ࠊド᫂᭩Ⓨ⾜ᡭᩘᩱࡢ࢜ࣥࣛࣥ⣡
ࡢ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ۑ୰ᅜ࠾࠸࡚ࠊ㍺ධࡉࢀࡿ㣗ရࡢ〇㐀➼ࢆ⾜ࡗࡓᴗ⪅ࡢⓏ㘓ࢆ
ồࡵࡿᴗⓏ㘓㛵ࡍࡿつᐃࡀ  ᖺ㸯᭶ࡽ⾜ࡉࢀࡓࡀࠊᘬࡁ
⥆ࡁࠊᑐ㇟ရ┠ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜᨻᗓᑐࡋ㏿ࡸ࡞ᴗⓏ㘓ࢆ⾜࠺
ࡶࠊつᐃࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ㄪᩚཬࡧ↷ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊᴗ⪅㐺
ษ࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ୰ᅜྥࡅ㍺ฟΰࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࠋ
 ۑ᳜≀᳨ࡢ㍺ฟ᳨ᰝົࡘ࠸࡚ࠊ㍺ฟᴗ⪅ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ
ᛂࡌࡓ㍺ฟ᳨ᰝࡢᐇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ᇶ‽࡛ㄆࡵࡽࢀࠊㅖእ
ᅜ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ➨୕⪅ᶵ㛵ࡢά⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇ





ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ۑᾏእࡢṧ␃㎰⸆➼ࡢᇶ‽ᑐฎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᙜヱᇶ‽㐺ྜࡋࡓ
㜵㝖య⣔ࡸ᭷ᶵ᱂ᇵࡢ㌿➼ࢆ㐍ࡵࡿࠊῶ㎰⸆᱂ᇵࡸኳᩛ㎰
⸆࠸ࡗࡓᢏ⾡ࠊᢠᛶရ✀➼ࡢ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢ
◊✲㛤Ⓨ㈨ࡍࡿࡼ࠺ရ┠ูࡢ㍺ฟᣑྥࡅࡓᢏ⾡ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢᢕ
ᥱࢆ⾜࠺ࠋ
 ۑୡ⏺ⓗᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊከࡃࡢᾘ㈝⪅ࡀ⎔ቃ
ඃࡋ࠸⏘ရࢆồࡵࡿ୰ࠊྛᅜࡶᏛ㎰⸆➼ࡢ⏝๐ῶࡸ᭷ᶵ㎰
ᴗࡢᣑ➼ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢⓎᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕࡳࡾࡢ㣗ᩱࢩࢫࢸ࣒ᡓ␎ࠖࠊࠕ⎔ቃㄪࡢࢀࡓ㣗ᩱࢩࢫࢸ࣒
ࡢ☜❧ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ㈇Ⲵపῶᴗάືࡢಁ㐍➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࡳ
ࡾࡢ㣗ᩱࢩࢫࢸ࣒ἲ㸧
ࠖ
㸦௧㸲ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧
ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࠊ
ᾏእࡢᾘ㈝⪅ࡀồࡵࡿ᭷ᶵ㣗ရ➼ࡢࢽ࣮ࢬᡓ␎ⓗᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡃࡶࠊ⪔ᆅ㠃✚༨ࡵࡿ᭷ᶵ㎰ᴗࡢྲྀ⤌㠃✚ࡢྜࢆ  ᖺ
ࡲ࡛ 㸦  KD㸧ᣑࡋࠊ᭷ᶵ⏘ရࡢ౪⤥ࢆቑࡍࡿࠋ
 ۑᾏእ࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢࣈࣛࣥࢻ⏘ရࡢᶍೌရ➼ࡢὶ㏻ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ
ᅜෆ࠾ࡅࡿ㹅㹇Ⓩ㘓⏦ㄳࡢಁ㐍ຍ࠼ࠊ୰ᅜࡢ㹅㹇ࡢ┦ಖㆤ
ࡢᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ➼ࡢ┦ಖㆤಀࡿ΅ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ճ㍺ฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไࡸࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓຍᕤ㣗ရ➼ࡢᨭ
㍺ ۑฟඛᅜ࣭ᆅᇦࡢつไᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㹆㸿㹁㹁㹎ᑐᛂタ࡞
ࡢᩚഛ┠ᶆ㸦ู⾲㸰㸧ࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊィ⏬ⓗ࡞タᩚഛᑐࡍࡿᨭ
ࢆ⾜࠺ࡶࠊཌ⏕ປാ┬ཬࡧ㎰ᯘỈ⏘┬ࡀ㐃ᦠࡋࠊ㍺ฟಁ㐍ἲ
ᇶ࡙ࡃ㐺ྜタࡢㄆᐃࢆ㎿㏿⾜࠺ࠋࡲࡓࠊಶࠎࡢタᩚഛࡣࠊྛ
㍺ฟ⏘ᆅࡀㄆᐃࢆཷࡅࡿ㍺ฟᴗィ⏬ᫎࡋࠊタᩚഛࢆලయⓗ
࡞㍺ฟࡘ࡞ࡆࡿࠋ
 ۑຍᕤ㣗ရࡢ㍺ฟᑐᛂᚲせ࡞〇㐀ࣛࣥࡢᵓ⠏ࡸᶵჾᩚഛࠊࢺࣞ
࣮ࢧࣅࣜࢸ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㹇㹒➼ᚲせ࡞タഛᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ㍺ฟᴗィ⏬タタഛィ⏬ࢆ㏣ຍࡋࠊㄆᐃࡉࢀࡓィ⏬ᇶ࡙ࡁ
⾜࠺タ➼ࡢᩚഛᑐࡋタࡋࡓ᪂ࡓ࡞ไᗘ㈨㔠㸦㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရ
㍺ฟᇶ┙ᙉ㈨㔠㸦௬⛠㸧
㸧ࡸᡤᚓ⛯࣭ἲே⛯ࡢ≉㸦ቑൾ༷㸧ࡢ
✚ᴟⓗ࡞࿘▱ࡼࡾ⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
 ۑᆅᇦࡢ୰ᑠ㣗ရᴗ⪅➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༢⊂࡛ࡣ㍺ฟඛࡢⓎ᥀ࡸ
ࣟࢵࢺࡢ㍺ฟࠊᲴࡢ☜ಖࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢ㣗ရ





ᴗ⪅➼ࡢ༠ᴗࡢ᥎㐍ࡼࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡢඞ᭹ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊඹྠ࡛㍺ฟᴗィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᾏእᕷ
ሙㄪᰝࠊ㈍㊰㛤ᣅࠊ㍺ฟ⏝ၟရ㛤Ⓨ➼ࢆᨭࡍࡿࠋ
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（別表１）

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略
品目別輸出目標

目次
牛肉
…………………P 1
豚肉
…………………P 2
鶏肉
…………………P 3
鶏卵
…………………P 4
牛乳・乳製品
…………………P 5
果樹（りんご）
…………………P 7
果樹（ぶどう）
…………………P 8
果樹（もも）
…………………P 9
果樹（かんきつ）
… … … … … … … P10
果樹（かき・かき加工品）
… … … … … … … P11
野菜（いちご）
… … … … … … … P12
野菜（かんしょ・かんしょ加工品・その他の野菜）
… … … … … … … P13
切り花
… … … … … … … P15
茶
… … … … … … … P16
コメ・パックご飯・米粉及び米粉製品
… … … P17
製材
… … … … … … … P18
合板
… … … … … … … P19
ぶり
… … … … … … … P20
たい
… … … … … … … P21
ホタテ貝
… … … … … … … P22
真珠
… … … … … … … P23
清涼飲料水
… … … … … … … P24
菓子
… … … … … … … P25
ソース混合調味料
… … … … … … … P26
味噌・醤油
… … … … … … … P27
清酒（日本酒）
… … … … … … … P28
ウイスキー
… … … … … … … P29
本格焼酎・泡盛
… … … … … … … P30

牛肉
１．国別輸出額目標
国名

合計

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

【共通の取組】
①肉用繁殖雌牛の増頭、受精卵の増産・利用等の推進、②食肉
処理施設の再編・改修等及び関係者が一堂に会した５者協議の
297億円 1,600億円 促進による輸出認定施設の増加、③生産者・食肉処理施設・輸
出事業者が連携して生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る
「コンソーシアム」を産地ごとに構築し、輸出先国での現地プロモー
ション、商談等（B to B）を実施

330億円 消費者向け販促プロモーションの強化（B to C）、スライス肉・食

香港

51億円

台湾

37億円

肉加工品など新たな品目の輸出促進（加工品ロゴマークの作
239億円 成）

米国

31億円

185億円

ＥＵ

21億円

中国

ｰ

その他※

158億円

和牛の認知度が低い地域におけるオールジャパンのプロモーション、e
104億円 コマースの更なる促進、様々な部位も含めた輸出促進

400億円 輸出再開（再開後、輸出認定施設数の増加）

343億円

和牛の認知度が低い地域におけるオールジャパンでのプロモーション、
正しい和牛の知識の普及

※シンガポール、マカオ等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数（モデル産地数）＞
・ 15産地（九州、北海道等の牛肉の主要産地）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 生産者・食肉処理施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る
「コンソーシアム」を産地で構築
・ 食肉処理施設での高度な衛生水準への対応など輸出先国が要求する条件への対応に取り組む
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 食料・農業・農村基本計画で定めた令和12年度の牛肉生産目標の40万トンの実現に向け、
繁殖雌牛の増頭奨励金の交付、輸出事業者とも連携した畜産クラスターによる牛舎等の施設
整備、ロボット・AI等の先端技術を活用した省力化対策、家畜排せつ物処理施設の機能強化、
国産飼料の生産利用の促進などの取組を強化し、輸出の安定的な拡大に資する生産余力を創出

３．加工・流通施設の整備及び輸出認定の取得
・ 食肉処理施設の整備等により、需要が旺盛な欧米、アジア向けを中心に輸出認定数を増加
・ 輸出先国における内食化に対応した、ニーズが高いスライス肉等の輸出が可能な施設の増加

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 「コンソーシアム」による産地と一体となった個別具体の商談等を実施
・ オールジャパンでの和牛の認知度向上に向けて、①日本畜産物輸出促進協議会による既存
の輸出国・地域に対するB to Bに加えた消費者向けのプロモーションの強化、②JFOODOによる
産地と連携したプロモーション等による新たな国・地域の開拓

1

豚肉
１．国別輸出額目標
国名

合計

香港

シンガ
ポール
タイ

2019年
実績

2025年
目標

16億円

29億円

12億円

①生産者・食肉処理施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで
一貫して輸出促進を図る「コンソーシアム」を産地ごとに構築し、輸出
21億円 先国での現地プロモーション、商談等（B to B）を実施
②スライス肉・食肉加工品など新たな品目の輸出促進（加工品ロゴ
マークの作成）、消費者向け販促プロモーションの強化（B to C）

2億円

3億円 上記の取組に加え、

0円 0.5億円

台湾
その他

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

食肉処理施設の再編・改修等及び食肉処理施設関係者が一堂に
会した５者協議の促進による輸出認定施設増加

0.03億円 0.7億円 加熱加工品の輸出解禁
2億円

3億円 輸出解禁 ※CSF清浄化が前提。

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数（モデル産地数）＞
・ 5産地（CSFの影響がなく輸出継続が可能な地域（九州、北海道））
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 生産者・食肉処理施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで一貫した輸出促進を図る「コン
ソーシアム」を産地で構築
・ 食肉処理施設での高度な衛生水準への対応など輸出先国が要求する条件への対応に取り組む
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 世界的な内食化の進行等を背景に輸出の伸びが見込める豚肉加工品を含めた豚肉全体の輸出
を促進

３．加工・流通施設の整備及び輸出認定の取得
・ 食肉処理施設の整備等により、需要が旺盛なアジア向けを中心に輸出認定数を増加
・ 輸出先国における内食化に対応した、ニーズが高いスライス肉等の輸出が可能な施設の増加

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 「コンソーシアム」による産地と一体となった個別具体の商談等を実施
・ オールジャパンでの日本産豚肉の認知度向上に向けて、①日本畜産物輸出促進協議会による既存
の輸出国・地域に対するB to Bに加えた消費者向けのプロモーションの強化、②JFOODOによる
産地と連携したプロモーション等による新たな国・地域の開拓

2

鶏肉
１．国別輸出額目標
国名

合計
香港

ベトナム

2019年
実績

21億円
14億円

2億円

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

45億円
・生産者・食鳥処理施設・輸出事業者が連携し、生産から輸出まで一
24億円 貫して輸出促進を図る「コンソーシアム」を構築し、輸出先国における
現地プロモーション、商談等（B to B）を実施
・正肉の輸出促進に向けた消費者向けプロモーション活動の強化（B
to C）
6億円 ・低コスト化を実現し、価格競争力を有する鶏肉生産を行う認定施設
の増加

シンガ
ポール

0円

2億円 上記の取組に加え、

EU

0円

・高度な衛生水準への対応等、国際基準を満たす製品を製造・輸出
2億円 できる認定施設を増加

その他

6億円

10億円 ・輸出解禁、施設認定

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数（モデル産地数）＞
・ ９産地（九州、北海道等の鶏肉の主要産地）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 低コスト化の実現による価格競争力の強化や、相手国の求める高度な衛生水準に対応する輸出
認定施設を増加
・ 生産者・輸出認定施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで一貫した輸出促進を図る「コン
ソーシアム」を構築
・ 農場及び食鳥処理施設における微生物コントロールをはじめとした高度な衛生水準への対応など
相手先国が求める要件への対応に取り組む

３．加工・流通施設の整備及び輸出認定の取得
・ 食鳥処理場の整備等により、需要が旺盛なアジアや、需要の開拓が見込めるＥＵを中心に輸出
認定数を増加

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 「コンソーシアム」による個別具体の商談、産地や銘柄の特色を活かしたプロモーションを実施
・ オールジャパンでの日本産鶏肉の認知度向上に向けて、①日本畜産物輸出促進協議会による
既存の輸出国・地域に対するB to Bに加えた消費者向けのプロモーションを強化、②JFOODO
による産地と連携したプロモーション等による新たな国・地域の開拓

3

鶏卵
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

合計

23億円

63億円

香港

22億円

55億円 一貫して輸出促進を図る「コンソーシアム」を産地ごとに構築し、①安

・生産者・鶏卵処理施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで

定的な供給や輸送コストの低減、②輸出先国での現地プロモーショ
ン、商談（B to B）等を行う
・鶏卵の輸出促進に向けた消費者・外食向けのプロモーション活動の
1億円
強化（B to C）

台湾

0.5億円

シンガ
ポール

0.2億円

5億円 上記の取組に加え、

米国

0.3億円

・高度な衛生水準への対応等、相手先国の要件を満たす認定農場・
1億円 施設を増加

その他

0.3億円

2億円 ・輸出解禁、施設認定

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数（モデル産地数）＞
・ 11産地（関東、九州等の鶏卵の主要産地）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 生産者・鶏卵処理施設・輸出事業者が連携して生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る
「コンソーシアム」を産地ごとに構築
・ 農場・鶏卵処理施設での高度な衛生管理への対応等、輸出先国が要求する条件への対応に
取り組む
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ コンソーシアムの構築による、輸出用鶏卵の安定的な数量を確保や輸送コストの低減

３．加工・流通施設の整備及び輸出認定の取得
・高度な衛生水準への対応等により、需要が旺盛なアジアや、需要の開拓が見込める米国を中心
に農場・鶏卵処理施設の輸出認定数を増加

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 「コンソーシアム」による産地と一体となった個別具体の商談、プロモーションを実施
・ オールジャパンでの日本産鶏卵の認知度向上に向けて、①日本畜産物輸出協議会による既存
の輸出国・地域に対する量販店等のB to Bに加えた消費者・外食向けのプロモーションを強化、
②JFOODOによる産地と連携したプロモーション等による新たな国・地域の開拓

4

牛乳乳製品
１．国別輸出額目標
品目等

全計

全体

国別のニーズ・規制に対応するための課
題・方策
－

328億円

ベトナム

76億円

134億円

香港

36億円

50億円 これまで堅調に推移しているこれらアジア等向

台湾

30億円

67億円 向け輸出の早期再開が必要

その他

42億円

77億円

112億円

196億円

ベトナム

74億円

129億円

台湾

15億円

香港

14億円

その他

ＬＬ牛
乳等

2025年
目標

184億円

小計

育児用
粉乳

2019年
実績

9億円

け輸出に加え、輸出が停止となっている中国

【共通】
34億円 現在もアジア等を中心に堅調に増加している
が今後さらなる輸出拡大を実現するためには
16億円 東京電力福島原子力発電所事故以来、
輸出停止となっている中国向け輸出が早期
に再開することが必要

16億円

小計

14億円

19億円

香港

10億円

13億円 【共通】

台湾

２億円

シンガ
ポール

1億円

その他

1億円

小計

11億円

台湾

3億円

香港

4億円

タイ

1億円

チーズ

その他

２億円

①輸出増加に向けて、原料となる生乳生産
３億円 量の確保が必要。
②液体物である牛乳は輸送コストが高くなりや
すいことから、他品目との混載等、輸送状況
の改善が必要。
2億円 ③相手国の趣向にあわせた殺菌方法での製
品の提供が必要（例:香港 LL牛乳、台
湾、・シンガポール チルド（UHT）牛乳）
日本産製品の認知度向上に向けた取組が必
1億円
要

22億円
9億円 【共通】

①現在も輸出は堅調に増加しているが、旺盛
な国内需要に応えるため、国内需要者を優
7億円 先している状況にある
②国産チーズの生産量を増加させるためには
生乳生産量の増加が課題となるため、生産基
3億円 盤の強化により、生乳生産量の増加を図る。
③相手国の趣向にあわせた種類のチーズの安
定的提供が必要

３億円

日本産製品の認知度向上に向けた取組が必
要

5

牛乳乳製品
２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数（モデル産地数）＞
・ 北海道及び九州の２産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ LL牛乳等については、主要産地である北海道及び九州において、輸出実績のある個別の乳
業を中心に商社や生産者団体等と連携した「個別コンソーシアム」をそれぞれ複数構築し、輸
出体制を強化。香港、台湾等で浸透している北海道・九州ブランドを活かしつつ、殺菌温度等、
輸出先国の趣向にあわせた製品の安定的な供給を図り、更なる輸出拡大を目指す
・ チーズについては、主要産地である北海道において、輸出実績のある個別の乳業を中心に商社
や生産者団体等と連携した「個別コンソーシアム」を複数構築し、輸出体制を強化。輸出先国
の趣向にあわせたチーズの継続的な製造を行い、更なる輸出拡大を目指す
・ 育児用粉乳については、輸入原料を主体とする加工品であり、製造事業者を輸出の担い手と
位置付ける
＜産地の育成に必要な取組＞
・ 食料・農業・農村基本計画で定めた令和12年度の生乳生産目標780万トンの実現に向け、
増頭奨励事業等の活用により、輸出向けを含めた生乳生産量の増加を図る
・ 各産地における個別コンソーシアムの構築・活動を推進するため、国別販売戦略の検討、輸送
等の技術的課題解決に向けた取組を支援

３．加工・流通施設の整備
・ 輸出の際の運送費低減のための技術開発、他品目との混載等の取組を推進
・ 輸出先国が求める条件（ハラル対応等）を満たすための取組を推進

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 畜産物輸出促進協議会乳製品輸出部会の下に、品目ごとに業界団体を中心とした「品目コン
ソーシアム」を構築
・ 各品目コンソーシアムで検討した販売戦略を畜産物輸出促進協議会乳製品輸出部会が取り
まとめ、輸出先でのマーケティング、メーカー・産地横断的なプロモーション活動についてJETRO・
JFOODOと連携して実施
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果樹（りんご）
１．国別輸出額目標
国名

合計

2019年
実績

2025年
目標

145億円

177億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

99億円

・春節の贈答用需要の高い大玉かつ赤色の高価格帯商品を維持
増加する一方、贈答用以外の需要への対応として、値頃感の
120億円 ある中小玉果の生産・供給体制を強化。
・原発事故に伴う台湾の輸入停止措置の解除による福島県産の
輸出再開を期待。

香港

37億円

・香港で好まれる甘い黄色系品種の安定供給、値頃感のある中小
玉果の生産・供給体制を強化。
45億円
・原発事故に伴う香港の輸入停止措置の解除による福島県産の
輸出再開を期待。

タイ

4.5億円

5.5億円

・富裕層向けを基本としつつ、現地の消費者が買い求めやすい価格
帯の中小玉果の生産・供給体制を強化。

その他※

4.9億円

6.4億円

・贈答用としての日本産りんごの定着と求めやすい価格帯の販売を
通じた中間層の取り込み拡大。

台湾

※ベトナム、シンガポール、インドネシア等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のりんご主産地で７産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ りんごの主要産地において、既存園地の活用や水田へ新植、新わい化栽培等の省力樹形の
導入による生産力の強化、中間層をターゲットに値頃感のある中小玉果の高効率で省力的な
栽培等に戦略的に取り組む産地等の育成を図る。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 平坦で作業性が良い水田を活用した省力樹形導入による輸出専用園地の拡大等により、
国内供給量を確保し、輸出用果実の増産を行う。
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの
形成を進める。
・ また、他品目の果実の輸出に取り組む産地との連携により、国産果実の通年輸出を実現。

３．加工・流通施設等の整備
・ ＣＡ貯蔵や新技術により長期鮮度保持を可能とする貯蔵施設等を整備。

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本青果物輸出促進協議会の機能強化のため、協議会内の輸出事業者、りんご産地、県協
議会、流通業者等で構成するりんご部会の設置に向けて検討。
・ りんご部会で検討した輸出戦略に基づき日本青果物輸出促進協議会を通じて輸送実証、プロ
モーション活動などを支援。
・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動についてはJETRO・JFOODOと連携して実施。
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果樹（ぶどう）
１．国別輸出額目標
国名

合計
香港

2019年
実績

32億円
17億円

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

125億円
・シャインマスカットに加え、中秋節の贈答用として定着している大粒
で高糖度の巨峰、ピオーネ等の供給拡大。シャインマスカットに続く、
74億円
新たな優良品種について、早期生産拡大及び認知度向上を促進
・輸送中の鮮度を保持するための最適条件の体系化
・台湾の残留農薬基準に適合可能な産地・園地の拡大。インポート
35億円 トレランス申請の加速化
・輸送中の鮮度を保持するための最適条件の体系化
・生産園地の登録等のタイの検疫条件に対応可能な産地の拡大
5.8億円
・輸送中の鮮度を保持するための最適条件の体系化

台湾

12億円

タイ

1.5億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

1.4億円

6.4億円 ・輸送中の鮮度を保持するための最適条件の体系化

その他※

0.7億円

3.2億円

・日本ブランドの認知度向上・定着
・中国、ベトナムへの輸出解禁による拡大に期待

※マカオ、マレーシア等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のぶどう主産地で４産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ ぶどうの主要産地において、既存園地や水田転換園地等を活用し、省力樹形（根域制限栽培、
ジョイント栽培等）の導入による生産力の強化等に戦略的に取り組む産地等の育成を図る
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 省力樹形、機械作業体系を導入した労働生産性の高い園地の育成により早期成園化を図り、
国内供給量を確保し、輸出用果実の増産を行う
・ これにより、他国産の追随を許さない高品質なシャインマスカットの安定供給、シャインマスカットに続く
新たな品種の早期生産拡大を図り、日本産ぶどうのラインナップの充実を図る。また、輸出先、国内の
残留農薬基準に適合可能な防除暦の策定等、国内外のいずれの需要にも対応可能な産地を育成
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの形成を進める
・ ぶどうの船便輸送に適合可能な最適条件の体系化
・ 他品目の果実の輸出に取り組む産地との連携により、国産果実の通年輸出を実現

３．加工・流通施設等の整備
・ 春節需要等への対応に向け、出荷期間の延長を図るため長期鮮度保持機能を備えた貯蔵
施設等を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本青果物輸出促進協議会の機能強化のため、協議会内の輸出事業者、ぶどう産地、県協
議会、流通業者等で構成するぶどう部会の設置に向けて検討
・ ぶどう部会で検討した輸出戦略に基づき日本青果物輸出促進協議会を通じて輸送実証、プロ
モーション活動などを支援
・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動についてはJETRO・JFOODOと連携して実施
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果樹（もも）
１．国別輸出額目標
国名

合計

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

19億円

61億円

14億円

・ももは非常にデリケートな果物であるため、ももの鮮度保持輸送の
ための最適条件の体系化が重要
44億円
・原発事故に伴う香港の輸入停止措置の解除による福島県産の
輸出再開を期待

台湾

4.3億円

・モモシンクイガの適切な防除等の輸出検疫条件に対応可能な産
地の拡大
14億円 ・ももの鮮度保持輸送のための最適条件の体系化
・原発事故に伴う台湾の輸入停止措置の解除による福島県産の
輸出再開を期待

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

0.5億円

1.7億円 ・ももの鮮度保持輸送のための最適条件の体系化

その他※

0.6億円

1.9億円

香港

・日本ブランドの認知度向上・定着
・ももの鮮度保持輸送のための最適条件の体系化

※タイ、マレーシア等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のもも主産地で５産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 生産技術等の栽培に関する基盤が確立されている主要産地において、既存園地や水田転換園地
等を活用し、省力樹形（根域制限栽培等）の導入等により生産力を強化し、輸出用園地の拡大
に戦略的に取り組む産地等の育成を図る
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 省力樹形、機械作業体系を導入した労働生産性の高い園地の育成による国内供給量の確保ととも
に、輸出先の規制に対応した防除暦の作成、輸出用園地の拡大、選果体系の確立等により、輸出
用果実の増産を行う
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの形成を進める
・ ももの鮮度保持輸送のための最適条件の体系化
・ 他品目の果実の輸出に取り組む産地との連携により、国産果実の通年輸出を実現

３．加工・流通施設等の整備
・ 輸出先が求める高品質な果実の厳選出荷、選果に係る省人化が可能な高性能選果施設等
を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本青果物輸出促進協議会の機能強化のため、協議会内の輸出事業者、もも産地、県協
議会、流通業者等で構成するもも部会の設置に向けて検討
・ もも部会で検討した輸出戦略に基づき日本青果物輸出促進協議会を通じて輸送実証、プロ
モーション活動などを支援
・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動についてはJETRO・JFOODOと連携して実施
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果樹（かんきつ）
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

合計

6.7億円

39億円

香港

2.7億円

16億円 ・うんしゅうみかんと中晩柑の組み合わせによる輸出期間の長期化

台湾

2.3億円

・台湾の残留農薬基準に適合可能な産地の拡大、インポートトレラ
14億円 ンス申請の加速化
・うんしゅうみかんと中晩柑の組み合わせによる輸出期間の長期化

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

0.6億円

3.6億円 ・中晩柑の供給拡大による春節の需要期への対応強化

マレーシア

0.3億円

1.5億円

カナダ

0.3億円

フランス
（EU）

0.1億円

その他※

0.４億円

・日本ブランドの定着、中晩柑の供給拡大による春節需要期への対
応強化
・日本産果実としてうんしゅうみかんが定着していることから、船便によ
1.5億円
る鮮度保持輸送のための最適条件の体系化より、輸出量を回復
・柚子等のかんきつの販路拡大
0.7億円
・生産園地登録等のEU向けの検疫条件に対応可能な産地の拡大

2.3億円 ・日本ブランドの認知度向上・定着

※タイ、米国、ニュージーランド等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のかんきつ主産地で９産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ かんきつの主要産地において、既存園地の基盤整備等による栽培条件の改善や、水田転換園地等
を活用し、省力樹形（根域制限栽培、主幹形栽培等）の導入等により生産力を強化し、輸出用
園地の拡大に戦略的に取り組む産地等の育成を図る
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 中晩柑等の優良品種への転換促進、水田等を活用し、省力樹形、機械作業体系を導入した労働
生産性の高い園地の育成による国内供給量確保とともに、輸出先の規制に対応した防除暦の作成、
輸出用園地の拡大等により輸出用果実の増産を行う
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの形成を進める
・ 船便での鮮度保持輸送のための最適条件の体系化。複数産地のリレーによる販売期間の長期化、
他品目の果実産地との連携により国産果実の通年輸出を実現

３．加工・流通施設等の整備
・ 選果作業の省力化、効率化及び輸出先の求める高品質なかんきつの厳選出荷が可能となる、人工
知能を搭載した高性能選果・貯蔵施設等を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本青果物輸出促進協議会の機能強化のため、協議会内の輸出事業者、かんきつ産地、県協
議会、流通業者等で構成するかんきつ部会の設置に向けて検討
・ かんきつ部会で検討した輸出戦略に基づき日本青果物輸出促進協議会を通じて輸送実証、プロ
モーション活動などを支援
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・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動についてはJETRO・JFOODOと連携して実施

果樹（かき・かき加工品）
１．国別輸出額目標
国名

合計
香港

2020年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

４.4億円 14.1億円
・渋柿から甘柿まで複数の品種及び干し柿を含むリレー出荷
・日本のオリジナル性の高い品種の積極的プロモーション

2.4億円

7.2億円

1.6億円

・タイで好まれる固い食感の品種の安定供給及びハウス柿から干し柿
等の加工品を含むリレー出荷による輸出期間の拡大
4.9億円
・生産園地の登録等の輸出検疫条件に対応可能な産地の拡大、
食品衛生の基準に適合していることの証明書の取得施設の拡大

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

0.2億円

・相手国のマーケットや嗜好の把握、日本ブランドの認知度向上
0.8億円 ・日本のオリジナル性の高い品種の積極的プロモーション
・複数の品種及び干し柿の等の加工品を含むリレー出荷

マレーシア

0.04億円

タイ

米国
その他※

0.1億円

0.3億円

・相手国のマーケットや嗜好の把握、日本ブランドの認知度向上
・複数の品種及び干し柿の等の加工品を含むリレー出荷
・生産園地の登録等の米国の検疫条件に対応可能な産地の拡大

0.9億円 ・品質・鮮度保持輸送技術の確立、効果の安定化

・台湾においては、台湾産干し柿との差別化による需要拡大

※台湾、マカオ等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のかき主産地で10産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 輸出に積極的に取り組む産地において、既存園地や水田転換園地等を活用した省力樹形（低樹高
ジョイント栽培等）の導入等による生産力の強化、輸出先の基準等に適応可能な施設の整備などの、
輸出用園地の拡大等に戦略的に取り組む産地等の育成を図る
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 省力樹形を導入した労働生産性の高い園地の育成により国内供給量を確保し、輸出用果実を増産
するとともに、大玉でサクサクとした食感が海外で好まれる太秋柿をはじめ、日本のオリジナル性の高い
優良品種の導入等高品質果実の安定生産体制を確立
・ 輸送中の軟化等を防止するための品質・鮮度保持輸送技術の確立、最適条件の体系化
・ 産地と輸出事業者が連携した輸出コンソーシアムの形成を進め、干し柿も含めたかき産地との連携は
もとより、他品目の果実の輸出に取り組む産地との連携により、国産果実の通年出荷を実現

３．加工・流通施設等の整備
・ 輸出先が求める高品質な果実の厳選選果が可能な高性能選果・梱包施設等の整備
・ 干し柿の輸出拡大に向けたHACCP等の国際規格を満たす加工施設の整備等

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ かき産地、輸出事業者等が参画する、日本青果物輸出促進協議会の「かき部会」で検討した輸出戦
略に基づき本協議会が実施する、かきの鮮度保持輸送実証、輸出先でのプロモーション活動などを支援
・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動については、JETRO・JFOODOと連携して実施
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野菜（いちご）
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

合計

21億円

86億円

香港

15億円

61億円

・産地と直結した輸送体制の構築、いちごの鮮度保持輸送のための
最適条件の体系化

2億円

８億円

・産地と直結した輸送体制の構築、いちごの鮮度保持輸送のための
最適条件の体系化

タイ

1.8億円

7.5億円

台湾

1.8億円

米国

0.2億円

その他※

0.3億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

・生産園地の登録等のタイの検疫条件に対応可能な産地の拡大
・輸送体制の構築、鮮度保持輸送のための最適条件の体系化
・台湾の残留農薬基準に適合可能な産地の拡大。インポートトレラ
ンス申請の加速化、鮮度保持輸送のための最適条件の体系化
7.5億円
・原発事故に伴う台湾の輸入停止措置の解除による栃木県産等の
輸出再開を期待
・産地と直結した輸送体制の構築、鮮度保持輸送のための最適条
1.3億円
件の体系化、日本ブランドの認知度向上・定着
・産地と直結した輸送体制の構築、鮮度保持輸送のための最適条
1.0億円
件の体系化、日本ブランドの認知度向上・定着

※マレーシア、マカオ等

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国のいちご主産地で８産地
＜今後育成すべき国内産地＞
・ いちごの主要産地において、スマート農業技術や環境制御技術を導入した大規模施設の整備等により
生産力を強化し、輸出用施設等の拡大に戦略的に取り組む産地等の育成を図る

＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 夏場のいちごなど国内外の多様な需要に対応した品種の導入促進、水田転換ほ場での高度環境制御
栽培施設整備等により、労働生産性の高い産地を育成し、国内供給量を確保するとともに、輸出先の
規制に対応した防除暦の作成、輸出用ハウスの拡大等により輸出用果実の増産を行う
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの形成を進める
・ いちごの鮮度保持輸送のための最適条件の体系化。果皮が硬く輸送性の高い品種の導入促進
・ 複数の産地リレーによる販売期間の長期化、他品目の果実産地との連携による国産果実の通年輸出
を実現

３．加工・流通施設等の整備
・ 産地での一次貯蔵によるロット確保・安定出荷に向け、鮮度保持貯蔵施設、輸出用のパッキング
施設等を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本青果物輸出促進協議会の機能強化のため、協議会内の輸出事業者、いちご産地、県協議会、
流通業者等で構成するいちご部会の設置に向けて検討
・ いちご部会で検討した輸出戦略に基づき日本青果物輸出促進協議会を通じて輸送実証、プロモーション
活動などを支援
・ 輸出先でのマーケティング、プロモーション活動についてはJETRO・JFOODOと連携して実施
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野菜（かんしょ・かんしょ加工品・その他の野菜）
１．国別輸出額目標（かんしょ）
国名

合計
香港

シンガポール

2019年
実績

17億円

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

28億円

・産地による炊飯器で調理できる小さなサイズの輸出や、日系小
8.3億円 12.5億円 売店における焼き芋販売により市場を開拓。今後、更に安定
的な生産・供給に向けた体制を拡大。

4.6億円

タイ

2.4億円

台湾

0.9億円

マレーシア

0.6億円

・日系小売店における焼き芋販売や、産地による消費者ニーズ
7.5億円 に合わせた品種・サイズの輸出により市場を開拓。今後、更に焼
き芋需要等を捉えた安定的な生産・供給に向けた体制を拡大。
・日系小売店における焼き芋販売や、産地による消費者ニーズ
に合わせた品種・サイズの輸出により市場を開拓。残留農薬基
4.5億円
準が強化されたことから、産地において当該基準を満たす生産
方法を推進し、安定的な供給体制を構築。
・残留基準がない農薬はインポートトレランスの設定を図るととも
1.5億円 に、産地において当該基準を満たす生産方法を推進し、安定
的な供給体制を構築。
・今後の日系小売店の出店により販売機会の増加が見込まれ

1.5億円 ることから、焼き芋等に適した品種・サイズを安定的に生産・供
給する体制を拡大。

カナダ

0.1億円

0.5億円

・焼き芋機の活用等による販売促進により、日本産かんしょの認
知度を高めて市場開拓を図る。

その他

0.1億円

0.5億円

・植物検疫措置により青果用かんしょを輸出できない米国等に
向けては、冷凍焼き芋等の加工品販売を強化。

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 12産地（輸出拡大に意欲的なJA・生産法人等）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 積極的に輸出に取り組む産地において、輸出先国の消費者が求める品種・サイズを的確に捉え
て安定的に生産・調整、さらに効率的に集出荷貯蔵できる体制を構築。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 産地と商社のマッチング、施設整備等による効率的な集出荷体制の構築、品質保持技術の改良・
普及、焼き芋機の導入・活用、産地・商社が連携した日本産かんしょの売り込み活動等を強化。

３．加工・流通施設の整備
・ 高品質かんしょの生産に向けたウイルスフリー苗の増殖施設、キュアリング装置を備えた集出荷
貯蔵施設を整備。
・ 加工品の輸出拡大に向けたHACCP等の国際規格を満たす加工施設の新設・改修。
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野菜（かんしょ・かんしょ加工品・その他の野菜）
４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 販路開拓に当たっては、日系小売店での焼き芋販売をはじめ、他の海外の日本食材店や現地
スーパーにおいても、日本産かんしょの甘さや食べ方をアピールした販売活動が必要。
・ 日本産かんしょのブランディングに向けては、輸出先の取扱業者の売り込み活動の強化を図るた
め、主な産地・商社が連携した枠組みづくりについて、関係者に意見を聞きながら検討。

５．その他の野菜の輸出拡大の実現に向けた方策
・ その他の野菜について、水田転換ほ場等を活用し、生産性の高い産地形成に取り組むとともに、
マーケットインの発想を持って輸出先国のニーズに合わせた野菜の生産拡大や輸出に戦略的に
取り組む産地を育成する。
・ 輸出業者と産地が連携して、安定に供給する体制づくりや鮮度などの品質を確保した流通体制
の確立などにも取り組む。
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切り花
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

合計

8.8億円 18.8億円

米国

2.7億円

5.9億円

・米国で需要が高く、冬から春先に出荷されるスイートピーについて、
生産性・品質の維持・向上や出荷時期の長期化等の取組を推進

中国

2.1億円

4.8億円

・中国で需要の高い切り枝について、山採りから平地等での栽培への
転換を推進

香港

1.1億円

2.2億円

・外出を控えがちな消費者に多様な購入手段を提供するための日
本産食品等のＥＣサイトで花きを販売する取組等を推進

ＥＵ

0.4億円

1.8億円

・オランダに所在する世界最大の花市場における環境認証の要求に
対応するため、輸出産地における認証取得のための取組を推進

2.5億円

・ベトナム、シンガポール等の東南アジアや、ロシア、豪州等において
4.1億円 人気がある、リンドウ、ダリア、トルコギキョウ、シャクヤク等について、
長期低温保管倉庫の整備等により需要期に合わせた出荷を推進

その他

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
• 海外で需要が高い切り花(スイートピー等)や切り枝の主産地で計４産地
＜今後育成すべき国内産地＞
• スイートピー等の海外で需要が高い切り花の主産地において、生産性・品質の維持・向上を図
るためのＬＥＤ導入・普及等の取組、輸出に必要な認証取得の取組等を推進
• 海外で需要が高い切り枝の主産地において、生産性の向上、労務負担の軽減等のための山
採りから平地での栽培への転換、輸出先国・地域の検疫条件に応じた管理等を推進
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
• 切り花の輸出に取り組む複数の産地と、卸売業者・輸出業者等が連携する輸出コンソーシア
ムの形成を進め、国産切り花を通年で輸出する取組を推進

３．流通施設の整備
•
•

産地から実需段階に至るまでのコールドチェーン確立のためのストックポイント等を整備
出荷時期を調整するための長期低温保管施設等を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
•
•

切り花や植木の輸出業者から構成される全国花き輸出拡大協議会において、戦略的輸出拡
大サポート事業等を活用し、会員による販売促進活動、バイヤー招へい事業等の取組を推進。
有望な輸出先における花きの品目別の市場調査・分析、ブランド戦略の策定・実施、商流構
築につきJETRO・JFOODOの支援を受けつつ、両機関と連携してプロモーションを実施
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茶
１．国別輸出額目標
国名

合計

2019年
実績

2025年
目標

146億円

312億円

米国

65億円

118億円

EU

23億円

35億円

0億円

80億円

58億円

79億円

中国
その他

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・人気の抹茶及び旺盛な需要のある有機茶について、実需者から求
められる輸出ロット（量及び質）を確保できる生産・流通体制を
構築する。現在の米国東海岸及び西海岸での販売地域を内陸
部まで拡大を目指す。また、インポートトレランス申請支援を継続す
るほか、米国の残留農薬基準に適合した茶の生産を拡大する
・EUは特に厳しい残留農薬基準が輸出に当たっての障壁になってい
ることに加え、有機に対する嗜好が強いことから、有機栽培茶自体
の国内生産量を増やし、ＥＵ市場に対する有機茶の輸出を更に
増やすと共に、インポートトレランス申請を加速化する
・大消費地である中国における放射性物質規制緩和による茶市場
拡大に期待
・これまで堅調の台湾、シンガポール、インドネシア、アラブ首長国連
邦等への輸出を維持・促進するため、プロモーションを継続実施

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 全国の茶産地で15産地程度
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 茶の主要産地において、ドリフトの影響の少ない中山間地域等でまとまって有機栽培に取り組む
ほか、海外の残留農薬基準に適合した防除体系による栽培や輸出ニーズに合わせた茶の栽培
等に取り組み、海外向けのある程度まとまったロット供給が可能な産地の育成を図る
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 輸出対応産地・生産者のリストを作り、輸出業者等が対応産地にアプローチしやすくする
・ 生産から輸出までが円滑に進むよう、産地と輸出事業者等が連携した輸出コンソーシアムの形
成を進める
・ 有機栽培や海外の残留農薬基準に適合した防除体系による茶の生産拡大を図る（国内にも
海外にも販売できる茶の割合を増大させる）
・ 海外でニーズのある抹茶向けのてん茶への転換を支援

３．加工・流通施設の整備
・ 輸出ニーズに合わせた茶加工施設や一時保管施設（輸出向けの茶の低温貯蔵庫）等の
整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 茶輸出を担うメーカー、茶商等オールジャパンの連携体制を構築し、日本茶としての国際的なブ
ランド力の向上や輸出先での戦略的なプロモーション活動を進める。実施に当たってはJETROや
JFOODOと連携する
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コメ・パックご飯・米粉及び米粉製品
１．国別輸出額目標
国名

合計
香港
アメリカ

2019年
実績

52億円

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

125億円

15億円

・大手米卸や輸出事業者が中食・外食を中心に需要を開拓してお
36億円 り、今後もレストランチェーンやおにぎり店等をメインターゲットとした需
要開拓を図る

7億円

30億円 食レストラン等やEC等の小売需要を開拓。またパックご飯や米粉の

・大手米卸や輸出事業者が日系小売店需要を開拓。今後は日本
最大の輸出先国であり、更なる市場開拓を図る

中国

4億円

シンガ
ポール

8億円

その他

18億円

・大手米卸等がECやギフトボックス等の贈答用を中心に需要を伸ば
しており、更なる開拓を図る
19億円
・コスト縮減のためには指定精米工場等の活用に加えて工場等の追
加や輸入規制の緩和が不可欠
・輸出事業者やJA系統等が中食・外食を中心に需要を開拓。更に
16億円 レストランチェーンやおにぎり店等をメインターゲットとした需要開拓を
図る
・UAEや欧州等のコメを主食としない地域では、寿司等の日本食需
要拡大に合わせて日本産米の需要開拓を図る
22億円
・EUを中心に拡大するグルテンフリー需要の取り込みを通じた米粉・
米粉製品の需要開拓を図る

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 30～40産地（先進的なJA等をモデル産地として、千トン超の輸出用米の生産に取り組む産
地を育成する）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 国際競争力を有するコメの生産と農家手取り収入の確保の両立を図ることで、大ロットで輸出
用米を生産・供給する産地
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 輸出事業者と産地が連携して取り組む、多収米の導入や作期分散等の生産・流通コスト低減
の取組の支援により、輸出用米の生産拡大（主食用米からの作付転換）を推進

３．加工・流通施設の整備
・ パックご飯メーカーや米粉・米粉製品メーカーが輸出に取り組んでいるが、輸出先国の規制等へ
の対応が必要になるケースがあることから、当該規制等対応のための取組や輸出向け生産に必
要な機械・設備の導入等を支援

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 現在、（一社）全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（全米輸）が品目別のプロモー
ションを実施。プロモーションの財源には、国庫補助金のほか会費収入も一部活用。
・ 今後全米輸は、新興市場（輸出事業者の進出が不十分な国・地域あるいは分野。UAE・北
欧や、アメリカのEC市場等を想定）でのプロモーション等を通じた市場開拓を予定。実施に際し
てはJETRO・JFOODOとも連携
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製材
１．国別輸出額目標
国名
合計

2019年

2025年

実績

目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

６０億円 ２７１億円

中国

１８億円

米国

１２億円

韓国

７億円

台湾

４億円

その他

２０億円

木造軸組構法の設計施工マニュアルの普及や建築技術者の
７８億円 育成。高耐久木材の国内生産体制の強化。マーケティングの
取組
規制に対応した製材工場等の認定取得。高耐久木材の国
１２７億円
内生産体制の強化。マーケティングの取組
木造軸組構法の設計施工マニュアルの普及や建築技術者の
１０億円
育成。マーケティングの取組
マーケティングの取組や建築技術者育成。高耐久木材の国
２５億円
内生産体制の強化
高耐久木材の国内生産体制の強化。輸出先国・地域の規
３１億円
格等の調査。マーケティングの取組

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ ７産地を目途に検討（木材加工施設を中心にまとまりのある地域として、北海道・東北・
北関東・中国・四国・北九州・南九州をイメージ）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 付加価値の高い木材製品の生産に取り組む企業等の木材加工施設を中心とした川上から
川下までの企業等が連携したグローバル産地を形成
・ これらの産地に、安定的に原料を供給するための生産基盤の強化、合法性確認の一般化、
生産・輸送にかかるコスト削減を推進し、山元還元
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 原料となる原木の安定供給、生産コストの削減に資する路網整備等を行う
・ 製材工場等の大規模化・効率化、低コスト化等を行う
・ GFP登録を推進し、地域の資源状況や加工体制に応じた企業・団体間の連携強化を行う
・ マーケティングによるニーズ等の明確化、輸出拡大に資する販売力強化に向けた人材や輸出先
国・地域での建築技術者の育成を行う

３．加工・流通施設の整備
・ 国際競争力の高い生産体制を実現するため、輸出先国・地域の規格に対応した加工施設や
高品質な木材製品の輸出に取り組む企業等の加工施設等の整備を行うとともに、原料となる
原木の安定供給及び生産コストを削減するための路網整備や高性能林業機械等の整備
・ 国土交通省と連携し、製品や原料の輸送コストを削減するための岸壁や荷さばき施設等の港
湾施設の整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 輸出先国・地域の有望品目に限定したサプライチェーンに参加する企業や団体でのグループの構
成に向けて検討。経済団体や金融機関とも連携。企業負担、投資、融資、補助金を活用して
戦略的に輸出
・ 輸出先国・地域のニーズの絞り込みや日本産木材製品のブランディング、マーケティングは、
18
日本木材輸出振興協会の体制強化やJETROとの連携等により実施を検討

合板
１．国別輸出額目標
国名

合計

2019年
実績

６５億円

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

８０億円
製材と連携した木造軸組構法の設計施工マニュアルの普及
１６億円 や建築技術者の育成。ツーバイフォー用の海外規格に対応し
た製造ライン。マーケティングの取組
製材と連携した木造軸組構法の設計施工マニュアルの普及
２億円 や建築技術者の育成。ツーバイフォー用の海外規格に対応し
た製造ライン。マーケティングの取組

中国

６億円

韓国

１億円

台湾

０億円

１億円製材と連携したマーケティングの取組や建築技術者育成

その他

５８億円

６１億円輸出先国・地域の規格等の調査。マーケティングの取組

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ ４グループを目途に検討
（合板は、加工工場の原木消費量が大きく、広域から原木を集荷するため、産地に馴染まな
いことから、企業グループの取組をイメージ）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 安定的に原料を供給するための生産基盤の強化、合法性確認の一般化、生産・輸送にかかる
コスト削減を推進し、山元還元
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 原料となる原木の安定供給、生産コストの削減に資する路網整備等を行う
・ ツーバイフォー用の海外規格に対応した製造ラインの整備、低コスト化等を行う
・ GFP登録を推進し、地域の資源状況や加工体制に応じた企業・団体間の連携強化を行う
・ マーケティングによるニーズ等の明確化、輸出拡大に資する販売力強化に向けた人材や輸出先
国・地域での建築技術者の育成を行う

３．加工・流通施設の整備
・ 国際競争力の高い生産体制を実現するため、海外規格に対応した製造ライン等の整備を行う
とともに、原料となる原木の安定供給及び生産コストを削減するための路網整備や高性能林業
機械等の整備
・ 国土交通省と連携し、製品や原料の輸送コストを削減するための岸壁や荷さばき施設等の
港湾施設の整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 輸出先国・地域の有望品目である製材と連携したサプライチェーンに参加する企業や団体でのグ
ループの構成に向けて検討。経済団体や金融機関とも連携。企業負担、投資、融資、補助金
を活用して戦略的に輸出
・ 製材と連携した輸出先国・地域のニーズの絞り込みや日本産合板のブランディング、マーケティン
グは、日本木材輸出振興協会の体制強化やJETROとの連携等により実施を検討
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ぶり
１．国別輸出額目標
2019年
実績

2025年
目標

229億円

542億円

米国

159億円

・水産エコラベル認証の取得等、現地小売り店の調達基準を満たす
ぶりの生産を拡大し安定供給。
・現地の食嗜好に合わせた、照り焼きや西京漬けなど加工度の高い
320億円
商品を日本国内で開発・製造。
・米国当局によるインポートトレランス（輸入食品に課せられる薬品
残留基準）の設定薬剤数を増加。

中国

13億円

60億円 ・活魚の需要があるアジア（中国、香港等）向けに、活魚運搬船を

香港

11億円

40億円 活用した物流・商流を構築。

国名

合計

その他
（東南アジア、
EU等）

46億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・東南アジア地域の経済発展に伴い需要が増加する養殖ぶりの供
給を拡大。
122億円
・EU向けに、米国同様水産エコラベル認証の取得等、現地小売り
チェーンの調達基準を満たすぶりの生産を拡大し安定供給。

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ ５産地（九州（鹿児島県、宮崎県、大分県等）、愛媛県等）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 主要産地である九州（鹿児島県、宮崎県、大分県等）や愛媛県等において、現在大規模に
ぶりを生産している養殖業者を中心に、漁場の有効活用による大規模化や沖合養殖の推進に
より輸出に必要なぶりを増産。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 育種や低魚粉飼料の開発により生産コストを低減。
・ 増産に必要な生け簀を整備し、ぶり約3.2万トンを増産。

３．加工・流通施設の整備
・ 増産したぶりを加工するために必要なHACCP対応施設７施設（処理能力：年間５千トン/
施設）を養殖場近傍に整備。
・ 売り先のニーズに合わせた加工度の高い商品を製造するために必要な施設・機器を整備。
・ 活魚輸送を拡大するため、長距離、長時間の活魚輸送に必要な技術や輸出先での一時保管
に必要な生け簀など、物流・商流を検討・実証。

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 既存の日本産水産物の輸出拡大に取り組む「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」とぶりの
ASC取得のため設立したJSI（有限責任事業組合日本ブリ類養殖イニシアティブ）とが共同で
プロモーション等を行うことを検討。
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たい
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

合計

35億円

193億円

韓国

23億円

40億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・韓国の規制（飼料の魚粉に添加される酸化防止剤（エトキシキ
ン）の魚体への残留基準）をクリアするたいを生産。

米国

5億円

・水産エコラベル認証の取得等、現地小売り店の調達基準を満たす
たいの生産を拡大し安定供給。
30億円
・現地の食嗜好に合わせた、西京漬けやソテーなど加工度の高い商
品を日本国内で開発・製造。

台湾

3億円

30億円

・活魚の需要がある台湾向けに、貨物船を利用した長距離、長時
間の活魚輸送を検討・実証。

4億円

93億円

・活魚の需要があるアジア（中国、香港等）向けに、貨物船を利用
した長距離、長時間の活魚輸送を検討・実証。

その他
（中国、
香港等）

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ １産地（愛媛県を想定）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 主要産地である愛媛県等において、現在、米国等の小売り店の調達基準を満たすたいを生産
している養殖業者を中心に、漁場の大規模化等の取組により輸出に必要なたいを増産。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 育種や低魚粉飼料の開発により生産コストを削減。
・ 養殖業者と販売業者の互恵的な取引関係に正常化。
・ 増産に必要な生け簀を整備し、たい約1.3万トンを増産するとともにうち約800トンについては対
米向けに水産エコラベル認証を取得。

３．加工・流通施設の整備
・ 増産したたいを加工するために必要な対米HACCP対応施設１施設を養殖場近傍に整備。
・ 売り先のニーズに合わせた加工度の高い商品を製造するために必要な施設・機器を整備。
・ 活魚輸送を拡大するため、貨物船を利用した長距離、長時間の活魚輸送による物流・商流の
構築を検討・実証。

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 「水産物・水産加工品輸出拡大協議会」と別の組織は存在せず、産地商社が独自に輸出に
取り組んでいる状況。
・ 産地商社と養殖業者が共同で輸出に取り組める組織を検討。
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ホタテ貝
１．国別輸出額目標
2019年
実績

2025年
目標

447億円

656億円

中国

268億円

・現在中国向けに安く輸出され同国内で殻剥き加工後米国等へ再
270億円 輸出されているホタテ貝を、省人化機器の導入により殻剥き加工を
日本国内で行い、単価の高い冷凍貝柱（玉冷）の輸出を増加。

台湾

54億円

70億円

米国

23億円

130億円

国名

合計

その他
（EU、
東アジア等）

102億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・船便輸送の拡大により輸出コストを削減しつつ需要の高い活貝輸
出を増加。

・日本国内で省人化機器を利用して生産した高品質な玉冷を中国
を経由せず米国向けに直接輸出。
・EU向けにEU-HACCP取得加工場において省人化機器を用いて
玉冷を製造。
186億円
・香港、韓国等の東アジアへ、船便輸送の拡大により輸出コストを削
減しつつ需要の高い活貝輸出を増加。

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ ３産地（北海道２産地、青森県１産地）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 主要産地である北海道及び青森県において、労働力不足の解消のため省人化機器を導入し、
欧米を中心に需要がある高品質な玉冷生産を拡大し、輸出単価を向上。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ 生産拡大のための地まき式養殖の適地調査を実施。
・ 水温変化に合わせた水深調節など、へい死対策により生産性を向上（作業の自動化等の技
術を開発）。

３．加工・流通施設の整備
・ 国内での玉冷製造の課題である労働力不足の解消のため、加工場に省人化機器を導入する
とともに、関連する施設を整備し玉冷を増産。
・ 船便輸送を拡大し、活貝輸出時のコスト低減とロットを拡大。

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 北海道ほたて漁業振興協会等と、日本産水産物全体の輸出拡大に取り組む「水産物・水産
加工品輸出拡大協議会」とが共同で販売促進活動を実施することを検討。
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真珠
１．国別輸出額目標
2019年
実績

2025年
目標

合計

329億円

379億円

香港

285億円

240億円

中国

8億円

100億円

タイ

4億円

国名

その他

32億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・真珠取引の中心であった香港を経由せずとも中国向けに輸出でき
るよう、品質基準等を策定し、ECによるBtoB取引を促進。
・日本で国際展示会を開催し外国人バイヤーを招聘、販売を拡大。

5億円 ・東南アジアや中東市場開拓のため、イベント、行事等を通じて真珠

を付ける習慣を普及。両市場の窓口であるシンガポールやドバイで
の国際展示会を通じた販売を強化。
・日本で国際展示会を開催し外国人バイヤーを招聘、販売を拡大。
34億円
・宝飾加工業が盛んなインド市場の獲得に向けマーケット調査。

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ ３産地（愛媛、三重、長崎等）＋神戸（加工・流通）
＜今後育成すべき国内産地＞
・ 主要産地である愛媛県、三重県及び九州における新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る生産者の経営の安定化をはかり、生産基盤を強化。
＜生産基盤の強化やロットの拡大、産地間連携の実現に向けた方策＞
・ へい死予防のためのアコヤガイ養殖の管理ポイントを作成。
・ 真珠の品質基準等を策定し、ECによるBtoB取引を推進。
・ 日本での国際展示会を開催し外国人バイヤーを招聘して世界各国への輸出を拡大。

３．加工・流通施設の整備
ー

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本真珠輸出組合や、当該組合や生産者団体等により構成される日本真珠振興会を中心に
JETROの協力を得ながら、マーケティング調査や販売促進活動を実施。
・ 真珠の販売拡大に必要となる品質基準は日本真珠振興会を中心にとりまとめ。
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清涼飲料水
１．国別輸出額目標
2019年
実績

2025年
目標

304億円

・国際的なパレット返却システムの構築等物流の効率化（パレットか
らコンテナへの詰め替えが手作業となっている）
・放射性物質規制の撤廃（中国、香港、台湾等）
786億円
・既存添加物（色素、香料等）等の輸入規制の緩和。
・添加物規制、ヘルスクレームにおける各国規制への対応（中国、
香港、台湾）

70億円

・健康志向の高まりを受けて、緑茶飲料、麦茶（ノンカフェイン）等
の輸出拡大を図る
200億円 ・コロナ禍においても堅調な伸びを示した栄養ドリンク、健康ドリンク及
び美容ドリンクについて、さらなる輸出拡大を図る
・季節限定品・日本文化を感じるフレーバー飲料の商品販売

香港

56億円

・健康志向の高まりを受けて、緑茶飲料、麦茶（ノンカフェイン）等
の輸出拡大を図る
131億円
・コロナ禍においても堅調な伸びを示した栄養ドリンク、健康ドリンク及
び美容ドリンクについて、さらなる輸出拡大を図る

米国

46億円

117億円 ・乳酸菌飲料等日本製の優位性が高い商品に注力

132億円

338億円 ・リサイクルペットボトルの流通規制への対応（台湾）

国名

合計

中国

その他

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・紅茶飲料等日本製の優位性が高い製品に注力（台湾）
・砂糖税・物品税の運用変更への対応（UAE）

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出を実施する者として、数社を目途に検討
※引き続き、戦略的に取り組む事業者を掘り起こす

３．加工・流通施設の整備
・ 労働生産性向上を図り国際競争力を確保するため、省人化機械等の導入・整備
・ 輸出先国の衛生管理の規制に対応するため、HACCP対応施設の導入の措置を推進

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 大手メーカーがそれぞれの強みを活かして、販路を開拓することが基本。一方、業界共通事項に
ついては、（一社）全国清涼飲料連合会が中心となって対応
・ 輸出先国の既存添加物（色素、香料等）の輸入規制の情報共有
・ 大手会員企業の共通する輸出ノウハウを団体内で共有し、業界全体の底上げを図る
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菓子
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

合計

202億円

香港

59億円

・インバウンドを活用し、日本の菓子の美味しさ、美しさ、パッケージの
かわいさといった強みを発信
・輸出商品における食品添加物（天然色素）の使用規制の緩和
（団体内で各国添加物使用規制の情報共有と対応策の検討）
465億円
・キャンデー、チョコレート、ビスケット等の輸出向け商品ラインの整備、
包装技術（賞味期限の長期化等）・新商品の開発
・日系の小売業者を通じた販売
・現地の大手・中小小売店、コンビニ等と連携した試験販売・PR
117億円 ・民主化デモの沈静化による需要の回復

中国

42億円

105億円

米国

25億円

その他

76億円

・中国の輸入停止措置の解除による10都県の輸出再開
・入店料（棚代）の高額化に関する業界内の情報共有
・原材料（部分水素添加油脂）規制に対応した原材料開発
・米国では必要ない多品種小ロット、過剰包装の解消による製造コス
トの削減
63億円
・各社商品の輸送の混載化の推進
・大手小売店と取引のある米国商社との関係構築
・FDAによる査察情報の共有
・台湾の輸入停止措置の解除による輸出再開
・韓国の不買運動の沈静化による需要回復
180億円 ・タイの原材料（部分水素添加油脂）規制に対応した原材料開発。
・豪州の原材料（乳製品）規制の緩和
・コロナ禍で停止しているEUHACCPの監査再開

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出を実施する者として、 （一社）全日本菓子輸出促進協議会とその会員企業20社を目
途に検討。※引き続き、戦略的に取り組む事業者を掘り起こす

３．加工・流通施設の整備
・ FSSC22000等の食品安全管理規格の取得に向けた、HACCP対応施設を整備
・ 国際競争力を強化するため、輸出向け商品ラインの施設を整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ （一社）全日本菓子輸出促進協議会（昭和34年～、46企業と３（チョコレート、ビスケット、
チューインガム）団体）が中心となって、ECやデジタルプロモーションを積極的に活用した見本
市・展示会への出展・輸出EXPOの商談会等に参加
・ 輸出先国の食品添加物（天然色素）の輸入規制等の情報共有
・ 会員企業の共通する輸出ノウハウを団体内で共有し、業界全体の底上げを図る
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ソース混合調味料
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

合計

360億円

850億円

米国

75億円

173億円

中国

15億円

42億円

ＥＵ

30億円

82億円

240億円

553億円

その他

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策
・カレー、マヨネーズ、ドレッシングの輸出拡大に特に注力。カレーにつ
いては、日本式カレーの普及。マヨネーズ・ドレッシングについては、
日本製の強み（おいしさ、繊細さ等）を活かす
・輸出商品における畜肉エキス、食品添加物等の使用規制の緩和
・輸出向け商品ラインの整備（輸出先国の規制に対応した専用ラ
イン等）
・海外の小売店と連携したPB商品開発による大ロット輸出（新商
品開発支援）
・ECやデジタルプロモーションの積極的な活用、及び実店舗との連携
・日本食向け需要を基本としつつ、業務用･家庭用ともに現地の類
似商品との違いを明確にした商品設計を行い需要拡大
・ベジタリアン・グルテンフリーのラインナップの充実
・米国食品安全強化法への対応
・日系スーパー等を活用し、現地の調理法に合わせた使用法を提案
するなど、業務用需要拡大を基本としつつ家庭用需要を開拓･
強化
・中国の輸入停止措置の解除による該当地域からの輸出再開
･日本食レストラン向け需要拡大を強化しつつ、家庭用需要の販路
を開拓
・ベジタリアン・グルテンフリーのラインナップの充実
・日本特有の食材（ゆず、山椒等）を使用した商品認知度の向上
を促進
・EUHACCP、混合食品規制への対応
・日本式カレー等の日本食の認知を向上させ、レストランメニュー等
外食需要から販路を拡大
・台湾の輸入停止措置の解除による該当地域からの輸出再開

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出を実施する者として、数社を目途に検討
※引き続き、戦略的に取り組む事業者を掘り起こす

３．加工・流通施設の整備
・ 労働生産性向上を図り国際競争力を確保するため、省人化機械等の導入・整備
・ 輸出先国の衛生管理の規制に対応するため、HACCP対応施設の導入の措置を推進

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・大手メーカーがそれぞれの強みを活かして、販路を開拓することが基本。一方、業界共通事項については、
全日本カレー工業協同組合、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会が中心となって対応
・マーケットインによる商品開発やグルテンフリー、ビーガン、ハラル対応商品開発に関する情報共有
・輸出先国の畜肉エキス、既存添加物（色素等）等の輸入規制の情報共有
・大手会員企業の共通する輸出ノウハウを団体内で共有し、業界全体の底上げを図る
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味噌・醤油
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

合計

115億円

231億円

米国

23億円

50億円

中国

11億円

26億円

その他

81億円

155億円

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策
・味・品質で海外産との差別化
・日本食文化とともに我が国の多様な味噌・醤油を世界に発信。味
噌については、第２の醤油を目指す
・日本食レストランを中心に、現地ニーズに合わせたラーメン、煮込み
料理、炒め物などのレシピの充実・普及
・ミレニアル世代と呼ばれる若い世代や健康志向の者向けの高品質
な商品需要の取り込みを拡大・強化
・醤油市場が成熟しつつあることから、我が国の多様な醤油を紹介し、
深掘り
・富裕層向けを基本に、日本食レストランや現地小売店のほか、子
供を持つ若い世代や女性層などの健康志向の者の需要の取り込
みを拡大・強化
・中国の輸入停止措置の解除による10都県産（味噌の主産地が
含まれる）の輸出再開
・醤油については、豪州の現地小売店、健康志向の者向けの高品
質な商品需要の取り込みを拡大・強化
・味噌については、日本食レストラン等業務用需要を基本に、
日本の味を好む若年層などの需要の取り込みを拡大・強化
・味噌・醤油の知名度の定着と家庭用向けの利便性・簡便化商品
の販売を強化（特に味噌）
・ハラール認証団体から認証を受けたハラール商品マーケットを拡大。
・台湾の輸入停止措置の解除による５県産の輸出再開

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出を実施する者として、味噌は10産地、30社、醤油は20産地、40社を目途に検討
※引き続き、戦略的に取り組む事業者を掘り起こす

３．加工・流通施設の整備
・ 労働生産性向上を図り国際競争力を確保するため、省人化機械等の導入・整備
・ 輸出先国の衛生管理の規制に対応するため、HACCP対応施設の導入・整備
・ ハラール認証取得のための製造ライン等対応施設の導入・整備

４．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 我が国は多様な味噌・醤油文化を有していることから、業界団体（全国味噌工業協同組合連合会
（全味工連）や、日本醤油協会及び都道府県組合）と連携して地域や種類毎にその特色を前面に
押出しながらPRし、アミノ酸文化圏（東南アジア、東アジア）向け、家庭用、業務用等ターゲット別に
アプローチ
・ 全味工連を通じた味噌JASの策定による輸出先国での味噌等の地位を確立
・ 多様な味噌・醤油の知名度向上のため、JFOODO、味噌ソムリエ、醤油ソムリエの活用
・ 調味料としての特徴・魅力を活かしたレシピ、調理デモを含めた海外及び国内での展示会、見本市及び
店舗等でPR
・ ECやデジタルプロモーションの積極的な活用と実店舗との連携
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・ 有機味噌、有機醤油にも着目した取組を展開

清酒（日本酒）
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

合計

234.1億円

600億円

米国

67.6億円

180億円

中国

50.0億円

130億円

香港

39.4億円

110億円

ＥＵ・
英国

14.2億円

40億円

台湾

13.6億円

40億円

8.6億円

20億円

40.7億円

80億円

シンガ
ポール
その他

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策
・ＥＰＡ等による関税・輸入規制の撤廃、地理的表示の保護の早
期の実現に向けて交渉を継続
・日本食レストランや日系スーパーでの取扱いを更に拡大するほか、
非日系市場にも浸透を図る
・国際的イベントを活用した情報発信や、酒蔵ツーリズムを活用した
インバウンド需要の拡大により、認知度向上に取り組む
・ユネスコ無形文化遺産登録に向け、保存・活用体制の整備などの
検討を加速
・地理的表示やブランド化の推進による商品の高付加価値化
・市場調査を実施し、各国・地域の嗜好やニーズを把握
・商社・卸と製造者のマッチング等を通じた販路拡大
・現地生産の清酒の流通状況等も踏まえ、高付加価値商品の輸
出拡大を目指す
・ラベル承認手続の簡素化に向けて交渉を継続
・原発事故に伴う輸入規制措置の撤廃に向けた交渉を継続
・市場調査の結果も踏まえた上で、地域ごとに戦略を定め、高付加
価値化や販路拡大の取組を進める
・RCEPによる関税の段階的撤廃を追い風とし、輸出拡大を推進
・輸出単価が高い傾向にあることを踏まえ、より高付加価値な商品
の輸出拡大を図る
・地域の情報発信拠点であることを踏まえ、周辺国・地域への波及
も意識した販路開拓・認知度向上に取り組む
・英国・フランス・ドイツを中心に、周辺国への波及も意識した販路開
拓・認知度向上に取り組む
・ＥＵにおける酒類消費の約３割を占めるワインの流通ネットワーク
の活用を検討
・輸出単価が低い傾向にあるため、ブランド化の取組を推進
・主要国・地域の中でも高い関税（20%）の引下げ交渉を継続
・原発事故に伴う消費者の懸念を払拭すべく、安全性をPR
・東南アジアの情報発信拠点であることを踏まえ、周辺国への波及も
意識した販路開拓・認知度向上に取り組む

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出（年間1KL以上）を実施する者の目途として、700者

３．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 主要国際空港における訪日外国人を対象とした試飲によるＰＲや、酒造りの文化的価値の発
信など、政府と協力して認知度向上に取り組む
・ 大規模展示会等の場を活用し、情報発信や事業者の販路拡大の取組を支援
・ 団体が海外に設置するサポートデスクを活用し、現地市場の情報収集や情報発信、事業者の
28
販路拡大の取組を支援

ウイスキー
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

194.5億円

合計

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・大手メーカーを中心に民主導で順調に輸出を伸ばしている
・ＥＰＡ等による関税・輸入規制の撤廃、早期の実現に向けて交
渉を継続
680億円
・中小事業者をターゲットとした販路開拓を支援
・原酒の確保という課題について、事業者や事業者団体の取組を
サポート

ＥＵ・
英国

55.3億円

200億円

・IWSC等の影響力が大きい国際的なコンペティションが開催される
英国やフランス等を中心に、中小事業者の販路開拓を支援

米国

54.0億円

190億円

・日米貿易協定に基づくラベル承認手続の簡素化や容量規制の撤
廃に向けた交渉を継続

25.3億円

・近年輸出が急増している中国において、更なる輸出拡大に向け、
90億円 原発事故に伴う輸入規制措置の撤廃に向けた交渉を継続
・RCEPによる関税の段階的撤廃を追い風とし、輸出拡大を推進

台湾

12.8億円

・ウイスキーに対する注目度が高まっている台湾市場において、その
勢いを取り込むべく、特に中小事業者の販路拡大や認知度向上
50億円
に取り組む
・原発事故に伴う消費者の懸念を払拭すべく、安全性をPR

その他

47.1億円

中国

150億円

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出（年間1KL以上）を実施する者の目途として、25者

３．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 日本洋酒酒造組合において、表示に関する自主基準を策定し、国内外の消費者の適正な商
品選択に資することで消費者の利益を保護し、品質の向上を図ることで、日本産ウイスキーの
信頼性を高め、一層の輸出拡大につなげる
・ 原酒の確保という課題について、対応策の検討を進める
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本格焼酎・泡盛
１．国別輸出額目標
国名

2019年
実績

2025年
目標

国別のニーズ・規制に対応するための課題・方策

・ＥＰＡ等による関税・輸入規制の撤廃、地理的表示の保護の早
期の実現に向けて交渉を継続
・清酒（日本酒）と比較して諸外国での認知度が低いため、国際
的イベント等を活用した情報発信や、酒蔵ツーリズムを活用したイ
ンバウンド需要の拡大による認知度向上が喫緊の課題
40億円 ・市場調査を実施し、各国の嗜好やニーズ、日本酒等とは異なる販
路を踏まえた、認知度向上・販路開拓に取り組む
・ユネスコ無形文化遺産登録に向け、保存・活用体制の整備などの
検討を加速
・地理的表示やブランド化の推進による商品の高付加価値化
・事業者に対して輸出意識の啓発を行い、輸出の機運を醸成
・原発事故に伴う輸入規制措置の撤廃に向けた交渉を継続
・市場調査の結果も踏まえた上で、地域ごとに戦略を定め、高付加
15億円 価値化や販路拡大の取組を進める
・ウイスキー等の蒸留酒の流通ネットワークの活用を検討
・RCEPによる関税の段階的撤廃を追い風とし、輸出拡大を推進
・日米貿易協定に基づき、米国市場における日本の焼酎を取り扱う
ための免許要件の緩和のほか、ラベル承認手続の簡素化や容量
規制の撤廃に向けた交渉を継続
12億円
・バーやレストランでの消費拡大に向け、関係団体と連携し、バーテン
ダー等をターゲットとした情報発信を通じて、販路開拓・認知度向上
に取り組む

合計

15.6億円

中国

5.3億円

米国

3.8億円

台湾

0.7億円

2億円

その他

5.8億円

11億円

・主要国・地域の中でも高い関税（40%）の引下げ交渉を継続
・原発事故に伴う消費者の懸念を払拭すべく、安全性をPR

２．輸出産地の育成・展開
＜輸出産地数＞
・ 輸出（年間1KL以上）を実施する者の目途として、140者

３．品目別団体を中心とした販路開拓
・ 主要国際空港における訪日外国人を対象とした試飲によるＰＲや、酒造りの文化的価値の発
信など、政府と協力して認知度向上に取り組む
・ 大規模展示会等の場を活用した、情報発信や事業者の販路拡大の取組を支援
・ 団体が海外に設置するサポートデスクを活用し、現地市場の情報収集や情報発信、事業者の
販路拡大の取組を支援
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別表 ２
輸出に対応する加工・流通施設の整備目標

項目

件数

件数

(2020 年)

(2025 年)

米国、EU、香港等

15

25

台湾、シンガポール等

25

40

豚肉処理施設

シンガポール、タイ等

8

13

食鳥処理施設

香港、シンガポール、EU 等（正肉輸出）

3

10

鶏卵農場・処理施設

シンガポール、米国

12

20

農産物流通・加工施設

輸出先国のニーズに応じた加工、品質管理等への

48

120

5

25

牛肉処理施設

内容（輸出先国等）

対応
木材加工施設

米国、中国、韓国、台湾等

水産加工施設

米国

484

760

ベトナム

718

1,040

1,554

1,850

83

135

2,219

4,500

中国
EU
食品製造施設

国際認証取得（ISO22000、FSSC22000、JFS-C）

水産物産地市場

EU

1

4

卸売市場

HACCP 対応化

1

4

大ロット化

1

9

※

牛肉処理施設及び水産加工施設の件数は、一施設で複数の国・地域の認定を受けているものを含む。

