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新潟産米の中国向け輸出可能性に関する基礎的研究
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要

約

米生産は新潟県農業の中心であり、新潟産米はこれまでトップブランドの地位を築いてきたが、近年新潟産米を取り巻く販
売環境は厳しくなっている。
一方、海外での日本産米需要の高まりより、日本産米の輸出量は増加しているが、中国への輸出は最大でも100t にすぎない。
新潟産米の中国向け輸出も４年間に留まることから、本研究では過去の新潟産米輸出の状況と課題を明らかにし、今後新潟産
米の継続的な中国向け輸出を実現するための基礎的な判断材料を提供することを目的とする。
新大農研報，68:1-9，2016
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１．はじめに
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新潟県の平成 25 年度の米の作付面積・収穫量
はともに
全国１位であり、米の生産額（注２） は農業生産額のうち、約
60％を占めている。米生産は新潟県農業の中心であり、また新
潟産米はこれまで「高品質・高価格」の立ち位置の元に、日本
産米の中でもトップブランドの地位を築いてきた。しかし、少
子・高齢化や人口減少に伴う米の需要量の減少や低価格志向の
進展、他県産米の品質・食味の向上など地域間におけるブラン
ド米の競争が激しくなっており、2013 年には北海道のゆめぴ
りかの卸値が初めて新潟一般コシヒカリを上回った（注３）。また、
国内のみならず今後は農産物貿易の自由化に伴い、国際的競争
も激しくなり、新潟産米を取り巻く販売環境はますます厳しく
なることが予想される。
一方、海外では日本産米需要が高まっており、日本産米の輸
出量は年々増加している。その要因として藤野（2010）は①ア
ジアの経済成長と高所得者層の拡大、②世界的に増加する日本
食レストランの展開、③日本米への高評価を挙げている。従っ
て、需要がある海外で販路を開拓していくことは、生産者の生
産意欲の拡大や、国内市場でのブランドの再認識と強化、経営
基盤の強化、所得の向上等にもつながると思われ、より一層輸
出に力を入れていくことが重要である。
ところで、日本産米の主な輸出先は香港・台湾・シンガポー
ル・中国等の東アジアで、全輸出額の約７割を占めている。し
かし、中国は巨大なマーケットとして期待されているが、輸出
量は過去最大でも 100t にすぎない。
一方、新潟県は平成 19 年に中国向け輸出が解禁されて以来
輸出に取り組み始めたが、震災の影響を受け平成 23 年には輸
出が停まってしまったため、輸出実績としては平成 19 年から
平成 22 年の４年間に留まっている（出典：農林水産省 HP）。
すなわち、現状として中国において新潟産米の市場が形成され
てはいない。そこで、本研究では過去の新潟産米輸出の状況と
課題を明らかにし、今後新潟産米の継続的な中国向け輸出を実
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米の輸出量の推移と主な輸出国向けの推移
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図1-2 米の輸出金額の国別割合
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現するための基礎的な判断材料を提供することを目的とする。
本研究は図２のような分析の枠組みに沿って進める。まず、
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中国におけるコメ市場の実態を把握し、既存研究のサーベイを
行う。そして、既存の研究結果を踏まえた上で本研究において
検証すべく仮説を立てる。さらに聞き取り調査の結果を用いて
仮説の検証を行い、最後に結論を示す。
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きており、高品質であることは必須条件として、これに「こだ
わり」
「生産者」
「産地」といった抽象的なイメージを加えるこ
とにより、商品の存在感をいかに主張するかが重要となる。
（２）中国における米の生産量・消費量・輸出入量
中国でコメは最も基幹的な農作物の一つであり、中国での米
の生産量は穀物総生産量の約４割を占める。中国のコメの需給
動向は、中国の食糧政策の動きと基本的に連動しており、1999
年以前は政府による買上げ制度が実施されていたが、2000 年
に撤廃されたために米を含めた食糧価格が下落し、農家の生産
意欲も低下したため生産量が減少した。2003 年には生産量が
１億 6,066 万 t と歴史的最低水準を記録した。こうした状況に
対応して、2004 年以降は食糧生産農家への補助金支出等の食
糧生産支援政策がとられるようになり、
その後は生産が回復し、
８年連続して生産量が伸びている（図３を参照）。
品種別の作付割合は、中国は品種別の作付統計を公表してい
ないため確定はできないが、一般的には全作付面積の 20％程
度がジャポニカ米とされている。羅・牧野（2005）は中でも近
年黒竜江省での生産が拡大しており、すでに中国で最も重要な
米生産地の一つとなっていると述べている。このジャポニカ米
の生産面積の拡大はジャポニカ米の消費拡大が背景にあるとい
える。
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２．中国におけるコメ市場の実態
（１）米貿易の特徴と製品差別化
農産物は生産国の国内消費に仕向けられることが基本で、そ
の余剰が貿易に仕向けられる傾向にあり、貯蔵性も低いことか
ら一般に生産量に占める貿易量の割合は低い。また、
少数の国・
地域等に輸出国が集中する状況となっていることから一部の生
産・輸出国の生産変動や政策変化に影響されやすい。また関税
障壁に加え、非関税障壁が大きいことも特徴であり、非関税障
壁は主として、農産物の検疫規制や政治的・社会的な要因にお
ける貿易の停止、また自然環境の制約を強く受けやすいことか
ら生産量の変動が大きいといった点である。生産に一定期間を
有するため国際的な需要の変動に即座に対応することが困難で
あるといった特徴がある（出典：農林水産省 HP）
。大内（1995）
によると、中でもコメは主に国家貿易の比重が高いことから、
余剰時は輸出され、不足時は輸入するといった形が多く取られ
ている。そのため、コメの世界の総生産量に対する輸出量はわ
ずか約７％と割合が小さい。また輸出国が主にタイ、
ベトナム、
インド、米国、パキスタンの上位５カ国で全輸出量の約８割を
占めるため、主要輸出国における米の豊凶や政策動向が直ちに
国際市場に反映される構造である。一方で、輸入地域は多岐に
わたっており、長粒種と中短粒種によって輸入地域が異なる上
に、所得差によって輸入される米の種類、品質も異なるため、
米の国際市場は薄いことに加えて、それぞれに多様に小さな市
場から成り立っている。
中村（2006）は市場での競争がさらに激化する中で他の製品
との差別化を図ることは、他の製品にはない付加価値をつけ、
市場での優位性を確保し、消費者からの信頼確保につながると
述べている。齊藤（2008）はさらに詳しく、製品差別化には実
質的差別化・形質的差別化・心理的差別化の３つの差別化の段
階があるとしている。実質的差別化とは製品本来の機能の特異
化のことであり、米の場合では品種、栽培方法、品質などが挙
げられる。形質的差別化とは色、形状、デザインといった製品
の外観の特異化のことであるが、米の場合は形質的差別化をは
かる余地はほとんどない。心理的差別化はブランド、ネーミン
グ、マーク、パッケージといった製品の機能に直接関係のない
要因のことであり、米では産地、生産者、製品名、包装などが
挙げられる。すなわち、米における製品差別化をはかるために
は実質的差別化と心理的差別化をはかる必要がある。製品差別
化は実質的差別化の段階から、心理的差別化の段階へ移行して
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出典：中国統計年鑑2013より作成
出典：中国統計年鑑 2013 より作成

図３

中国の米生産量

米の消費量は、都市住民一人当たりの米消費量は 2000 年以
降多少の増減はあるものの横ばいで推移しており、一方で農村
住民一人当たりの米消費量は減少傾向にある（図４を参照）。
これより、経済成長に伴う食生活の高度化によって家庭での
コメ消費が減少している状況も考えられることから、消費量が
今後大きく拡大する可能性は大きくないと予想される。した
がって、コメ生産量が将来も現在の水準を維持した場合、中国
のコメ需給の均衡は保たれると考えられる。
中国では米の輸出入量も食糧需要と供給のバランスによって
大きく変動している。輸出入量は生産量に比較するとわずかな
ものに過ぎないが、外国のコメ需要、国内の在庫状況等に応じ
た輸出がなされるとともに、タイ産インディカ米等への一定の
国内需要を満たすための輸入が行われている。2001 年から
2010 年までは輸出量が輸入量を上回っていたが、2011 年に両
者が逆転している（図５を参照）
。
河原（2010）によれば、品種による内訳は、輸入がほとんど
インディカ米で、輸出の大半はジャポニカ米である。ジャポニ
カ米の輸入は少なく、その理由は中国のジャポニカ米が価格、
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ことなども踏まえると、米の味を十分に理解していると思われ
る。したがって、富裕層のターゲットを設定する際には、こう
いったエリア毎の現地の人たちの嗜好までをきちんと把握する
必要がある。
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（４）関税と植物検疫制度
中国に米を輸出する際、
米は関税割当対象品目となっており、
中国政府が定める関税割当数量は年間 532 万 t である。輸入関
税率は輸入割当枠を保有する企業が１％で、輸入割当枠を保有
しない企業が 65％である。そのほかに、輸入関税を加えた価
格に対して輸入増値税（いわゆる付加価値税）が 13％かかる。
現在、日本産米の輸入割当枠を保有する企業は中国中粮集団有
限公司（COFCO）のみとなっている。
一方、植物検疫とは、植物の輸出入に伴い植物の病害虫がそ
の植物に付着して侵入しないように輸出入の時点で検査を行
い、検査の結果消毒などの必要な措置をとることをいう。植物
検疫は国際ルールに基づいており、植物及び植物生産物に対す
る有害動植物のまん延及び侵入防止を図ることを目的とする
SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）が採用され
ている。したがって、日本から植物などを輸出する場合は、輸
出相手国が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出す
る必要がある。中国への米輸出は「中華人民共和国向け精米の
輸出検疫実施要領」において指定精米工場での精米と登録燻蒸
倉庫での燻蒸が義務付けられており、これらの施設の指定・登
録に当たっては一定期間トラップ調査（注５）を行い、カツオブ
シムシ類（注６）の発生がないことを確認する必要がある。現在、
国内で認定されている精米施設は全農パールライス東日本株式
会社（神奈川県）の１か所のみである。この条件の下で、今後
さらに中国向け米輸出に取り組んでいくためには、精米・燻蒸
施設を増やす必要があり、近年では国が中国から精米・燻蒸施
設の指定を受けるための支援を実施し始めた（注７）。しかし、現
時点ではすでに国から登録された施設においても、未だに中国
からの許可は下りていない（出典：農林水産省 HP）。
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図５ 中国の米輸出入動向

品質面で相応の国際競争力を備えており、ジャポニカ米の需要
が国内産で基本的に充足されているためとしている。
（３）中国人の米への嗜好
中国は大きく、エリアによって食習慣が異なるため、富裕層
をターゲットとする場合、単純に富裕層が多く存在するエリア
を選び日本産米を販売するのは失敗する可能性がある。中国は
大きく北方地域と南方地域に分けられ（注４）、北方地域では小麦
食が、南方地域では米食が好まれている。しかし近年、北方地
域においても生活水準の向上による食事の多様化や炊飯の簡便
性などから米を消費するようにもなってきており、ジャポニカ
米とインディカ米が混在しているものの、主にジャポニカ米の
生産が拡大し、その消費も集中している。これに対し、南方で
は主にインディカ米が栽培され、消費も南方地域に集中してい
る。しかし、近年では高品質のコメに対する需要の高まりから、
南方地域においても長年食していたインディカ米に代わって
ジャポニカ米（主に東北米）の消費量が拡大している。牧野・
羅（2005）のアンケート調査の結果からは、上海の富裕層は
92％以上が比較的価格の高いジャポニカ米を食べており、それ
は上海周辺で生産されたもののみならず、東北からのジャポニ
カ米も消費され、その割合は 15％を超えているということも
明らかにされている。日本産米を販売する際は、ジャポニカ米
を食する人たちをターゲットにする必要があるが、北方地域で
はジャポニカ米を食するといっても、もともとは小麦食である
ことから、米を食べ始めるようになった歴史も南方地域に比べ
るとまだ短い。反対に南方地域の人たちは昔から米食を主とし
ており、なおかつジャポニカ米を食べるようになってきている

（５）日本産米と中国産米の価格比較
日本産米の価格は現地産日本品種米と比べ１kg 当たり約７
～８倍の価格差があり非常に高く、その意味では価格競争力は
低いといえる（表１を参照）。2007 年当初の販売価格は 198 元
/ ２kg（約 1,600 円 /kg）であったが、原料価格の変動と現地
販売環境の変化を背景に 2014 年現時点での日本産米の販売価
格は 99 元 /2kg（約 800 円 /kg）まで抑えられている（注８）。日
本産米のターゲットとなる市場やユーザーは現時点において贈
答品や富裕層の自家消費などに限られており、この限定された
市場において日本産米に次いで価格が高いのは贈答用としても
利用されている中国産有機米であり、両者間の価格差は約 2.5
～３倍までに縮まる。そこで重要となるのが、この価格差を日
本産米の品質やブランド力で補うことができるかどうかという
ことである。しかし、品質については中国産のものも向上して
きており、それだけでは価格差を補うことは難しいと考えられ
るため、いかに安全性をＰＲした製品差別化をはかっていくか
が問題となるといえる。
（６）商標登録の問題
中国ではすでにコシヒカリとあきたこまちがそれぞれ「越光」
と「秋田小町」として商標登録されている。したがって、日本
産米は中国では「日本産米」としか表記できないため、銘柄を
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表１

さらに木南ら（2009）は中国における消費者の米購入基準と
食味嗜好を解明するとともに、日本産米の購入行動の決定要因
を明らかにしている。インターネットアンケートを実施し、そ
の結果から日本産米購入経験者の購入理由として「味がいい」
「鮮度がいい」
「高級なイメージ」の順に多くなっており、価格
と品質の関係についても「価格相応の品質」「価格以上に品質
が高い」という回答が９割を占めていることから、消費者が日
本産米を珍しさから購入しているのではなく、品質やブランド
に対する評価から購入しており、さらに日本産米に対して高く
評価していることが明らかとなった。また、今後の購入意向に
ついては 5kg あたりの価格が 200 元以下または 300、400 元程
度なら買いたいという回答が過半数という結果から、価格水準
の低下によって購入者の増加が見込まれることも考えられる。
しかし一方で、500 元でも常に購入したい、時々購入したいと
いう回答を合わせると１割以上にもなることから、価格水準の
高さにほとんど関係なく日本産米を購入する層の存在も明らか
になった。
ロジットモデルを用いた計量分析からは、詳細な分析結果が
示されており、個人月収 13,000 元以上の高所得者に強い購入
意欲があることや、購入基準に関しては「栽培方法」の水準が
高いことから、米の栽培方法に関心の高い消費者に強い購入意
向があることが明らかとなった。中国で販売されている日本産
米の価格帯は、通常購入している米の中心価格帯（20 ～ 30 元
/5kg）とは全く異なるため、
特殊な購買行動であると考えられ、
この価格差がある以上高所得であることは日本産米を購入する
際の必要条件であるが、十分条件ではなく、少なくとも調査結
果にもあるように米の栽培方法に対する関心等を有しているこ
とが条件となるといえる。

日本産米と中国産米の小売価格比較

日本産米

約 1,400 ～ 1,500 円 /kg
例）新潟県産コシヒカリ：
198 元 /2kg（約 1,600 円 /kg）
宮城県産ひとめぼれ：
188 元 /2kg（約 1,500 円 /kg）
山形県産はえぬき：
178 元 /2kg（約 1,400 円 /kg）

中国産日本品種米
約 200 ～ 260 円 /kg
（越光・秋田小町等）
中国産有機米
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約 200 ～ 500 円 /kg
（贈答用にも利用されている）

約 200 ～ 250 円 /kg
タイ産高級米（香米）
（贈答用にも利用されている）
出典：農林水産省資料より作成

強調することができない。また、コシヒカリの包装は一本であ
るため、売るときに○○県産と表記して売ることしかできない。
すなわち現在販売されている石川県産コシヒカリも売るときに
石川県産と表記して販売している。現地の日本産品種米を売っ
ている人たちの中には袋の表記も日本語で書いて日本産米に似
せているものもあり、これは日本産米の需要の高さを示してい
ると同時に、きちんとした差別化を行わなければ消費者に選ん
でもらえない可能性があるため、競合商品の存在としてもとら
える必要がある。
以上、中国におけるコメ市場の実態をみてきたが、中国は基
本的には自給自足を前提としているため、輸入米に対する需要
は高くはない。しかし、中国では近年主に東北地方を中心にジャ
ポニカ米の生産が増加していることから、同時にジャポニカ米
の需要が増加していることが伺え、さらに従来インディカ米が
主に消費されていた南方においても富裕層を中心に価格の高い
東北産ジャポニカ米が食べられていることや、袋の表記を日本
産米に似せている米があることから、日本産米の需要もあるこ
とが伺える。しかし、上述した通り、日本産米は中国産日本品
種米と比べ価格差が存在し、なおかつ中国における商標登録等
の問題を踏まえると、いかに製品差別化をはかっていくかが中
国において日本産米の市場を形成する上での課題の一つになる
といえよう。

（２）仮説の設定
以上をまとめて、図６の仮説モデルを設定する。仮説モデル
①は、中国の消費者は所得の上昇に伴い量から質（安全性・高
品質・鮮度・食味）を重視し、米を購入するようになり、さら
に富裕層の中においては、価格水準の高さにほとんど関係なく
日本産米を購入する層の存在もあることから、今後、増加して
いる富裕層（注 10）をターゲットにした新潟産米の輸出拡大の可
能性がある。
一方仮説モデル②は、木南ら（2009）では、日本産米を購入
しなかった理由についても調査を行っており、最大の理由は価
格が高いからという回答が一番多いが、
「販売されていること
を知らなかった」
「購入したかったが購入できなかった」との
回答も得ていることから、単なる経済的な理由のみならず、売
る側の販売活動や宣伝活動等の問題が伺える。また表２より過
去に中国向けに輸出された主な日本産米は新潟産コシヒカリで
あることも踏まえ、新潟産米の販促活動において課題が存在す
るという仮説を設定する。

３．既存研究のサーベイと仮説の設定及び研究方法
（１）既存研究のサーベイ
木南（2007）は上海市における米の消費行動の実態とブラン
ド選択要因について分析を行った。富裕層主婦（注９）や市民に
対するグループインタビュー、アンケート調査また市場調査等
を実施した。年間所得 10 万元以上、年間所得５～ 10 万元、年
間所得５万元以下のグループに対するグループインタビューと
アンケート調査の結果から、どの所得階層も米を購入する際
「味」を最も重視する一方で、所得の上昇につれ価格の重要度
が低下し、ブランド（銘柄・産地）、品質（精米年月日）
、安全
性（栽培方法）を重視することが明らかとなった。このことか
ら、上海市における米の消費は従来の低価格志向からブランド・
高品質・安全性志向へと変わってきていることが明らかとなっ
た。

（３）研究方法
以上のサーベイで触れた先行研究では消費者に焦点を当てた
調査だったが、日本の生産者・販売者側に焦点を当てた調査は
少なく、実態も明らかにされていない。したがって、本研究で
は米輸出に取り組んでいる JA 全農・新潟県・株式会社玉木農
園・株式会社新潟農商への聞き取り調査を実施し、過去の米輸
出の取り組みから新潟産米輸出の状況と課題を明らかにし、今
後新潟産米の中国向け輸出の可能性を検討する。
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仮説モデル①
所得の上昇

仮説モデル①

表３

仮説モデル①

所得の上昇
量→質

富裕層

量→質
高品質
安全性
鮮度
高品質
食味
鮮度

調査日

増加 している富 裕層を
ター ゲットにし た新潟
産米 の輸出拡大 の可能
増加
している富 裕層を
性がある
ター ゲットにし た新潟
産米 の輸出拡大 の可能
性がある

価格水準の高さに関係
なく日本産米を購入す
富裕層
る層もある
価格水準の高さに関係
なく日本産米を購入す
る層もある

安全性

平成16年より台湾向けに輸出を開始
し、平成19年には中国、台湾、香港、
ロシア、ハワイ、オーストラリア、タイ、
平成 26 年 シンガポールに向けて輸出に取り組ん
新 潟 県
８月 22 日 でいる。同年に全農新潟県本部、新潟
県農協中央会、新潟市、上越市、三条市、
県でもって「中国向け新潟米輸出促進
協議会」を設立した

仮説モデル②

仮説モデル②
販売されていること
を知らなかった

日本産米を購入
しなかった理由

購入したかったが購
販売されていること
入できなかった
を知らなかった

日本産米を購入
しなかった理由

表2

購入したかったが購
入できなかった
図６図 6
仮説モデル

新潟産米の中国におけ
る販促活動に課題が存
在する
新潟産米の中国におけ
る販促活動に課題が存
在する

平成17年より台湾向け輸出を開始し、
現在はアメリカ、シンガポールに向け
平成 26 年
玉木農園
た輸出も行っており、年々輸出量を伸
８月 19 日
ばしている。平成24年からは台湾にお
ける現地生産にも踏み切っている

図 6

日本産米の中国向け輸出量の推移
新潟県
宮城県
コシヒカリ ひとめぼれ

山形県
はえぬき

合計

2007年度

92t

32t

0t

124t

2008年度

21t

1t

18t

40t

2009年度

30t

0t

0t

30t

2010年度

77t

0t

19t

96t

海外輸出の取り組み

平成18年より東アジア（香港、シンガ
ポール、台湾、タイ）向けに輸出を開
平成 26 年 始し、平成19年より中国向け輸出にも
JA 全農
７月９日 取り組んでいる。全農が取り扱う JA
グループの輸出精米は「JA － RICE」
として販売している

食味

仮説モデル②

調査先の概況

平成23年より香港向けに輸出を開始
し、現在ではモンゴル、シンガポール
平成 26 年 向けへと販路を拡大している。現地に
新潟農商
８月 27 日 精米工場を設け、玄米のまま輸出し、
現地精米を行うという今までにない輸
出に取り組んでいる

出典：新潟県への聞き取り調査より作成

表４

４．調査結果
調査の実施日及び調査先の概況は表３に示した通りである。
各事例先の主な輸出先は共通して香港・台湾・シンガポールな
どの東アジアが中心となっており、輸出量も年々増加している
（表４を参照）。今回の事例先で中国向け輸出に取り組んでいる
のは JA 全農と新潟県であるが、事実上、現時点で中国向け米
輸出における日本側の業者は JA 全農であり、中国側は中粮集
団有限公司（COFCO）が選ばれている。中国側で COFCO が
選ばれているのは、唯一関税割当を有していることが大きな理
由である。COFCO は中国商務省の 100％子会社の国有企業で
あるため、輸入の許可権限は商務省が全て握っているともいえ
る。COFCO は輸入業者であり、流通業者でもあるため、一般
に日本産米に対するオーダーがあった場合、COFCO がそれを
取りまとめて日本側にオーダーし、JA 全農はその分を輸出し
ている。
一方、他の国や地域に対してのコメ輸出の主体は個別農家や
法人でも可能であるのに対し、中国向け輸出においては JA 全
農からの輸出が主となっている。中国向け米輸出を行う際には、
上述のように中国側から指定された精米・燻蒸施設での精米と
燻蒸が義務づけられており、現段階では日本にＪＡ全農の精米・
燻蒸施設しかないことが理由の一つとして考えられる。
販促活動において最も重要とされる新潟産米を味わう機会の
創出を多くの事例先が行っていた。その他にも、日本料理の紹

主な輸出先、近年の総輸出量、中国向け輸出の有無

事例先

主な輸出先

近年の総輸出量

中国向け
輸出の有無

ＪＡ全農

香港・台湾・
シンガポール
タイ等

2011 年：2,129t
2012 年：2,202t
2013 年：3,121t

あり

新 潟 県

香港・台湾・
シンガポール
ロシア・タイ等

2011 年：236t
2012 年：383t
2013 年：697t

あり
（2007～2010）

玉木農園

台湾・
シンガポール
アメリカ

2009 年：50t
2010 年：150t
2011 年：500t

なし

新潟農商

香港・
シンガポール
モンゴル

2011 年：69.21t
2012 年：224.8t
2013 年：383t

なし

介や、米の研ぎ方や炊き方のパンフレットの配布等、日本の米
の食べ方を伝えるような活動も実施していることがわかった
（表５を参照）
。
販促活動の効果として、試食会にて消費者から新潟産米はお
いしいと共通して好評価を得ていることもわかった。その他に
も各事例先において販促活動による効果がそれぞれ表れている
（表６を参照）
。
しかし、試食で高評価を得ているにもかかわらず、購入には
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表５

見受けられる。また今後中国向け米輸出の取り組みについては
各事例先ともに取り組む意向を示している。当面は中国の一部
である台湾や香港向けの輸出に力を入れ、大陸にも間接的にア
ピールするような姿勢が見受けられた。一方で、これまで中国
向け輸出の経験のない事例先は、
取り組まなかった要因として、
検疫面や政治面・社会面の問題を懸念していることが伺えた（表
７、８、９を参照）
。
調査結果より、中国向け輸出の経験の有無に関わらず、共通

市場調査と販促活動の取り組み

JA 全農

市場調査の取り組み

販促活動の取り組み

特になし

特になし

・試食宣伝会
・新潟産米の販売状況確認 ・日本料理の調理実演
新 潟 県
・業務用需要開拓のため ・焼酎や醤油等のセット
（中国）
の現地関係者の招聘
販売、化粧箱販売によ
る贈答用需要検討
・現地日系デパートや卸
売 会 社 に 玉 木 米10kg
玉木農園 のサンプルを配り感想
（台湾）
を聞く
・２年間富裕層の購買行
動の調査

表７

・試食宣伝会
・サンプル配布
・ 台 湾 全 土における CM
放送
・プレゼンの実施
・展示即売会の実施

問題点、販促活動の頻度
問題点

・試食宣伝会
・香港で毎年開催される
Food Expo に参加
新潟農商 ・新潟産米の販売状況確認
・日本料理の紹介
（香港） ・他の米の精米状況の確認
・現地精米の PR
・パンフレットの配布（米
の研ぎ方等）
表６
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販売活動の頻度

中国向け輸出においては政治的・
JA 全農 社会的な要因と商業的要因が存在
する

―

・試食してから購入する人が大半
だが、複数買う人は少なかった
・化粧箱の評判よりパッケージ変
新 潟 県
更による差別化が可能であるこ
とがわかったが、中国向けは包
装後に燻蒸する必要があるため
注意が必要

１年に１回

・試食会では大好評であるが、実
際の購買行動にはなかなか結び
つかなかった
玉木農園
２か月に１回
・契約店舗数が増えたことと、消
費者が増えることはイコールで
はなかった

販促活動の効果
販促活動の効果

・試食会にて「おいしい」と好評価を得た
・調理実演により日本食文化の普及や集客につな
新 潟 県
がった
・化粧箱のデザインが好評であり、贈答用販売と
しての市場性を確認できた

頻繁に販促活動を実施することが
新潟農商 できないため、一時の珍しさで終 ２か月に１回
わってしまう

・試食会を通じ日本の米はおいしいと認識され始
めた
・CM によりコシヒカリは台湾のものだと思って
玉木農園
いた台湾人の意識も修正できた
・玉木米の認知度が上がり、契約するデパートの
数が一気に30件まで増えた
・高級業務用としての取引も開始できた

表８

輸出促進のための課題
輸出促進のための課題

・COFCO と協力、連携体制の構築
JA 全農 ・中国市場における日本産米の需要把握
・情報収集と販促活動
・試食宣伝会の継続と製品差別化の見直し
・贈答時期のみならず、年間を通して販売する仕
新 潟 県
組みを構築するために、COFCO に働きかける
・日常消費用としてのニーズやターゲットの把握
等の現地における調査も必要

・試食会にて「日本の米がこんなにおいしいとは
思わなかった」と好評価を得た
新潟農商 ・玄米と精米の違いを知る人が多くない香港にお
いて、精米の良さを伝えることで袋に記された
精米日を気にする人も出てくるようになった

シェア拡大のためには国内における生産コストを
抑えることでエンドプライスを下げ、売価を下げ
玉木農園 る必要がある（玉木米は2012年から現地生産を始
め、これまで富裕層にしか販売できなかった状況
から中間層へもシェア拡大に努めている）

つながらないという問題もあった。既存研究では、購入理由に
「味がいい」という回答が一番多いとされていたが、おいしさ
だけでは消費者が購入に至るには難しいことが考えられる。さ
らに、既存研究より、米の栽培方法に関心の高い消費者に強い
日本産米の購入意向があることから、消費者は安全性を重視し
て日本産米を購入していると考えられる。したがって、購入に
つながらなかった理由として、新潟産米の栽培方法などの安全
性のＰＲが消費者に十分に伝わっていなかったことが伺える。
今後の課題としては、COFCO との関係構築のための働きか
け、また各事例先でターゲットとニーズの再把握や売る仕組み
の構築など、市場調査から販促活動までを再度見直す必要性も

・ターゲットは富裕層のまま、その中でいかに新
潟産米と他の米が違うかを PR していく必要が
ある
新潟農商 ・売る仕組みの再構築（誰が売るか、どのように
売るか）
・富裕層に宣伝しきれていない部分を一からブラ
ンディングする
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表９

費者からおいしいと高評価を得ているにもかかわらず購入につ
ながらない現状が明らかになったことより、既存研究では、購
入理由に「味がいい」という回答が一番多いとされていたが、
おいしさだけでは消費者が購入に至るには難しいことが伺え
た。加えて、既存研究より、米の栽培方法に関心の高い消費者
に強い日本産米の購入意向があることから、消費者は安全性を
重視して日本産米を購入していると考えられる。したがって、
新潟産米の購入につながらなかった理由として、安全性のＰＲ
が消費者に十分に伝わっていなかったことが考えられる。今後、
販促活動の際に新潟産米の栽培方法等をわかりやすく消費者に
伝えていき、安全性のＰＲに力を入れる必要がある。例として
佐渡の認証米は、トキの野生復帰に中国からの協力を得ている
という物語性を踏まえた上で、農薬や化学肥料を減らし生き物
を育む農法で栽培された米は真似されないオリジナリティをも
ち、安心・安全かつ環境にも優しいといったことをＰＲしてい
けると考える。
最後に、新潟産米が中国向けの継続的な輸出を実現するため
に、品質・おいしさ・安全性を高めていくことは、同時に日本
国内における新潟産米のブランドの再認識にもつながり、競争
力を高める相乗効果も期待できると考える。また、残された課
題として、本研究では新潟産米のみに焦点を当てた研究を行っ
てきたが、今後は現在中国向け輸出に取り組んでいる他県の米
輸出の状況や課題を把握し、その中で広域連携や日本政府が掲
げているオールジャパンでの取り組みにおける可能性を探る必
要がある。
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JA 全農 継続
あり：米輸出が解禁されるまでは、COFCO との
関係再構築に努め、現段階では中国大陸の
新 潟 県
一部である香港や台湾向け輸出に力を入れ、
間接的に中国にアピールしていけるように
する
あり：将来的には中国への米輸出も見据えてはい
るが、検疫面等の規制が厳しい等課題が多々
玉木農園
あるため、当面は台湾をはじめとする既存
の輸出先国向けに力を入れていく
あり：これまで検疫面や政治的・社会的要因の懸
念から中国向け輸出には取り組めなかった
新潟農商
が、将来は中国向け輸出を見据えた上で中
国大陸の一部である香港への輸出に力を入
れていく
して検疫規制を懸念しているようであったが、コメは日中の二
国間協議により検疫条件が定められている品目である以上、検
疫を障壁としてとらえない姿勢が必要である。したがって、現
時点においては唯一の中国指定精米・燻蒸施設を有する JA 全
農が全農に納入された米に限らず、輸出したい農家や法人から
の委託料を低くする等して、JA 全農以外でも輸出に取り組め
るような体制構築を行う役割が求められる。
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５．結論
以上の研究結果を踏まえて、新潟産米の中国向け輸出におい
て、短期的課題と長期的課題の存在が明らかとなった。短期的
課題としては、まず米輸出再開に向けての取り組みが必要であ
る。そのためには、新潟産米の放射性物質の検査結果等の正確
な情報発信を行い、安全基準を満たした米であることを積極的
に中国側に発信していかなければならない。また、現時点で中
国向けの米輸出が規制されている県は新潟県を含む 10 都県で
あるが、他県においては例として山形県が昨年よりつや姫の中
国向け輸出を開始するなど、取り組んでいる事例もあるため、
現在中国向け輸出に取り組んでいる他県からの情報収集を積極
的に行っていくことも輸出再開時に向けての課題である。
長期的な課題としては、まず中国における市場調査の見直し
が必要である。仮説①今後、増加している富裕層をターゲット
にした新潟産米の輸出拡大の可能性については、今後中国にお
ける富裕層はますます増加すると予想した場合、高級ジャポニ
カ米の需要も拡大していることを踏まえると、中国において新
潟産米のマーケットが拡がる可能性も十分に考えられる。しか
し、単純に富裕層が多く存在する場所で新潟産米を販売しよう
とすることは各地域における中国人の米への嗜好が異なるた
め、失敗する可能性がある。したがって、まずは各地域毎の米
への嗜好を捉えた上で、ターゲットとする富裕層の特徴や彼ら
の米購買行動、及び米に対する嗜好等をきちんと把握する必要
がある。
仮説②新潟産米の販促活動における課題の存在については、
聞き取り調査の結果より試食を始めとする販促活動を行い、消

注
（注１）米の作付面積は 119,700ha、収穫量は 664,300t（出典 :
農林水産省 HP）
（注２）農業生産額は 2,775 億円、米生産額は 1,698 億円（出典 :
農林水産省 HP）
（注３）農林水産省 HP
（注４）北方地域は華北地域（北京・天津・河北・内モンゴル
東南部・山東・河南等）、西北地域（内モンゴル西部・
新疆・寧夏・甘粛等）
、東北地域（黒竜江・吉林・遼寧・
内モンゴル東部等）
。南方地域は長江中下流域地域（湖
北・湖南・江西・安徽・江蘇・浙江、上海等）、西南地
域（四川、雲南、貴州、重慶等）
、華南地域（広東、広
西、福建等）である。
（注５）精米工場及び燻蒸倉庫において、
誘引剤を用いたトラッ
プ（フェロモントラップ）を設置し、カツオブシムシ
類が発生していないことを確認する調査。
（注６）ヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ
及びガザリマダラカツオブシムシをいう。
（注７）農林水産省が 22 年度予算で燻蒸倉庫の登録に向け国内
８か所の倉庫を選定し、平成 23 年２月中旬からトラッ
プ調査を実施した。新潟県からも「日本海倉庫」１社
がトラップ調査を実施し平成 23 年６月に本政府により
登録された。
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（注８）価格が下がるということは全農売渡価格や生産者価格
も低下することになり、輸出に振り向ける経済的なイ
ンセンティブがなくなることも予想される。しかし、
現在の価格設定において農家にどれだけの利益が出る
かについては今回 JA 全農に伺うことはできなかった。
（注９）サーベイ論文における富裕層の特徴としては、米消費
においてブランド志向が強く、現状の中国産米に対し
て品質・安全性・表示の信頼度などの面において不満
を抱いている。また、口コミや自身の購買経験を重視し、
米への要望として高品質や少量詰めがある。さらに、
日常的に日本製品との関わりを持っているため、高品
質・高級感の溢れる日本産米は彼らの米に対するニー
ズを満たすのみならず、彼らのライフスタイル実現の
方法としての消費スタイルとも合致する。
（注 10）富裕層の定義はないが一般的に年収 10 万元を超える
人々が「富裕層」とよばれ中でも北京、上海における
最高収入世帯（10％）の可処分所得は 10 万元を超えて
おり、広東省の最高収入世帯も 10 万元に近く、その他
浙江省・江苏省・福建省も約８万元となっている。し
たがって、これらの地域に富裕層と呼ばれる人たちが
多く分布していると考えられる。（参考：マーケット＆
テクニカルリサーチ）
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A Basic Analysis on the Possibility of Niigata-Produced Rice Export to China
Aimi KAWAUCHI1 and Lily KIMINAMI2*
(Received September 8, 2015)
Summary
Rice production is the center of the agriculture in Niigata Prefecture, and it has built the status of the top brand up to
now, but the selling environment of rice made in Niigata in recent years is becoming severe. On the other hand, the export
volume of the rice made in Japan is increased along with the increase in the demand of Japanese rice at foreign countries.
However, the export to China is only at most 100 t, and Niigata-produced rice export to China has stopped for 4 years. In this
study, the situation of the Niigata-produced rice export to China in the past years will be described and the basic problems
and solutions for achieving continual export to China will be clarified.
Bull.Facul.Agric.Niigata Univ., 68:1-9, 2016
Key words : Safety; Plant quarantine; Wealthy population; Brand
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