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１ 現状（加工食品全般）
 加工食品全体としての輸出額は、農林水産物・食品輸出の約４分の１を占める。長距離輸送にも耐えることから、我が国農

林水産物・食品輸出の主軸の一つだが、近年の輸出額はほぼ横ばいで推移。輸出先は米国、香港、台湾、韓国など日本食林水産物 食品輸出の主軸の つだが、近年の輸出額はほぼ横ばいで推移。輸出先は米国、香港、台湾、韓国など日本食
市場がある程度確立した国。

 日本食を特徴付けるコンテンツであるみそ・しょうゆ等調味料、日本の文化等とも関連させやすい菓子類・清涼飲料水、健康
食品のほか、日本の食品製造技術を活かしたレトルト食品等が有望。輸出先国も日本食文化の浸透とともに新規市場を開
拓。拓。

加工食品輸出の内訳

調味料

平成23年 平成24年 増減率

調味料 275.3 269.6 ▲2.1%

ソース混合調味料 201.0 195.2 ▲2.9%

品目名

調味料
270億円
（21.5%)

清涼飲料水

醤油 36.5 36.7 0.5%

みそ 21.3 20.7 ▲2.9%

清涼飲料水 101.9 120.7 18.5%

アルコール飲料（清酒除く） 102.6 117.1 14.2%

ビ ル 38 0 44 8 17 8%
総額

1,252億円

清涼飲料水
121億円
（18.5%)

アルコール飲料

117億円

その他

585億円
（46.7%)

ビール 38.0 44.8 17.8%

焼酎 13.5 17.3 27.8%

ぶどう酒 2.3 1.5 ▲37.2%

菓子（米菓除く） 88.4 94.1 6.4%

チョコレート菓子 44.0 49.2 11.8%117億円
（14.2%)

菓子（米菓除く）

94億円（6.4%)

粉乳

キャンデー類 29.3 29.8 1.7%

ビスケット 8.0 8.0 ▲0.5%

チューインガム 7.1 7.1 ▲0.1%

うどん・そうめん・そば 30.1 28.3 ▲5.8%

※「アルコール飲料」には日本酒は含まない。

うどん・そうめん・そば

28億円（2.3%)
即席麺

25億円（2.0%)

粉乳

12億（0.9%) 即席麺 21.5 25.3 17.9%

粉乳 47.3 11.6 ▲75.4%

その他 569.4 584.7 2.7%

加工食品計 1,236.3 1,251.4 1.2%

加工食品全体としては、近年伸び悩み。このため、輸出で
きる加工食品の種類の拡大と新規市場の開発がカギ。
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２ 現状（加工食品全般）

 世界の食市場規模は 2009年の340兆円から2020年には680兆円との予想 中でもアジアの伸びが顕著 世界の食市場規模は、2009年の340兆円から2020年には680兆円との予想。中でもアジアの伸びが顕著。
 最終製品の輸出の他、海外に展開する日系外食チェーン等への調味料や原材料の提供という形態の輸出

も有力。
 相手国政府や取引先から食品衛生管理基準への対応を求められる場面が増加。

世界の食市場規模の推移

日本から調達

海外進出企業（食料品）における
原料調達先（2010年度）

第三国からの
調達 6.1％ 日本から調達

5.8％

調達

資料 ATカ ニ 社資料より農林水産省作成

現地調達
88.1％

資料：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。

現地調達

参考：加工食品全般の輸出に関する市場可能性分析表（SWOT分析）

強み 弱み 機会 脅威

・日本産食品に対する信頼感 ・競合他国産品と比べ価格が高い ・日本食人気 ・世界的な食品安全管理強化の流れへの対

資料：ATカーニー社資料より農林水産省作成 注 食料品製造業 み 値。

日本産食品に対する信頼感 競合他国産品と比べ価格が高い
傾向

・競合他国産品と比べ賞味期限が
短い傾向

・諸外国政府や取引先等が要求
するＨＡＣＣＰ等の衛生管理基準

日本食人気

・日系レストランチェーンの海外進出
（調味料や材料の一部に日本産加
工食品を使用）

・富裕層の増加
・飲酒量の増加

世界的な食品安全管理強化の流れへの対
応の遅れ

・原発事故の影響による輸入規制（輸入停
止等の措置を受ける福島や北関東等には、
多くの食品メーカーの工場が立地）

・輸入規制等により輸出ができない品目がするＨＡＣＣＰ等の衛生管理基準
への対応の遅れ

飲酒量の増加
・健康への関心の高まり

輸入規制等により輸出ができない品目が
存在

・安価な他国産品や日系メーカーの現地産
品との競合
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３ 品目ごとの現状分析（調味料）

 味噌、醤油をはじめ日本の調味料は「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。

 現在の輸出先国は、米国、台湾、韓国など日本食が一定程度確立している国がメイン。
 その他調味料については相手国政府や取引先から求められる安全基準への対応などが課題 その他調味料については相手国政府や取引先から求められる安全基準への対応などが課題。

調味料の輸出先別推移 醤油の輸出額推移（２０１２）

米国・台湾・韓国300 265 271
291

275
（億円）

270 米国・台湾・韓国
等の安定成長グ
ループが主要輸
出先で安定推移
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味噌の輸出額推移（２０１２）

61 60 65 63 62 

0 
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

アメリカ合衆国 台湾 大韓民国 香港 オーストラリア その他

目標：イタリアのオリーブオイルの輸出額16億ドル
（約1,280億円）

食文化の浸透を
通じた新規市場
開拓が必要
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３ 品目ごとの現状分析（菓子、清涼飲料水）

 清涼飲料水については 中国及びUAEが大きなシ アを占めているのが特徴的 清涼飲料水については、中国及びUAEが大きなシェアを占めているのが特徴的。
 菓子の輸出先国の構造は他の加工食品同様、主要輸出先国となっており、香港、台湾などの輸出先国の

多角化が望まれる。

（億円）

清涼飲料水の輸出の推移

（億円）

菓子（米菓除く）の輸出の推移
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清涼飲料水はUAE向けが際立っ

ているものの、それ以外は菓子同
様日本食の既存市場向けが太宗
を占めている。
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中国 香港 アラブ首長国連邦 米国 台湾 その他 香港 台湾 米国 シンガポール 韓国 その他
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４ 農林水産品・食品輸出先進国 イタリアとの比較

タ タ 「食 を特徴づ を輸 イタリアは、イタリア「食」を特徴づけるコンテンツを輸出している。
 一方、日本は、日本「食」を特徴づけるコンテンツが輸出される構図になっていない。

イタリア 日本イタリア 日本

主な輸出品目はイタリア料理の基軸となる
食品・食材

みそ・醤油、日本酒等の和食の代表的な
食材の輸出額は小規模に止まる

 穀物輸出国ではない我が国は、イタリアのような食輸出タイプを目指す。穀物輸出国ではない我が国は、イタリアのような食輸出タイプを目指す。
 日本酒も含めた加工食品で全体の３／４を目標。日本酒も含めた加工食品で全体の３／４を目標。
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５ 目標設定の考え方

 世界の食市場規模は2020年に現在の２倍となる見込み。
 ２倍の市場規模に対して、made byの取組に伴う日本からの原材料調達の増加が見込まれるとともに、新規市場への輸出の障害となっている規

制の撤廃や、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により、現在の日本食の摂食率を平均で倍増させる。
 その結果、輸出金額目標は5,000億円を見込む。

調味料類

日本食を構成するキラーコンテン

菓子類（米菓除く）・
清涼飲料水

大手メーカーの魅力ある商品による市場拡大

レトルト食品・植物性油脂・
めん類・健康食品その他

日本の高度な製造技術を活かしたカレー・シチュー等のレト

1,600億円 1,400億円 2,000億円

日本食を構成するキラ ンテン

ツの代表として、日本食の普及・

made by Japan普及の取組とあわ

せて進める。

大手 魅力ある商品 よる市場拡大

が主となるが、中小企業の商品については

ジャパンブランドの確立、これらを後押しする

Enterに向けた取組、食品技術流出防止等の

日本の高度な製造技術を活かしたカレ シチュ 等のレト

ルト食品、植物性油脂、めん類及びデキストリン等の食品製

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。

代表的品目：

取組を進める。

代表的品目：

代表的品目：

レトルト食品（カレー、シチュー、ハヤシ、食肉野菜混合

しょうゆ・みそ・食酢・ソース類・

めんつゆ・インスタントカレー等

チョコレート、キャンディー、ビスケット、

チューイングガム、清涼飲料水、水

煮、釜飯のもと、麻婆豆腐のもと等）、植物性油脂（ごま油

等）、粉乳、スープブロス、うどん・そうめん・そば、即席麺、

デキストリン、ペプトン、レシチン

ターゲット市場：

日本食の新興市場

ＥＵ、ロシア、マレーシア、

ドネ ベ タ

ターゲット市場：

経済成長の著しい新興国・地域

シンガポール、タイ、ベトナム、

ターゲット市場：

日本食の新興市場及び経済成長の著しい新興国

インドネシア、ベトナム、タイ、

フィリピン、シンガポール、

中国、中東、ブラジル

フィリピン、インドネシア、インド ＥＵ、ロシア、マレーシア、インドネシア、ベトナム、

タイ、フィリピン、シンガポール、中国、中東、ブラジル、

インド ６



６ 目標達成に向けて

政府 役割

 必要な証明書の円滑・迅速な発給のための体制整備や輸出可能品目の拡大に向けた諸外国への働きかけなど関係省庁
が一丸となった輸出環境の整備。

 主要輸出先国における主要品目に関する衛生基準、健康強調表示、食品の規格基準情報等の収集・提供。

政府の役割

 主要輸出先国における主要品目に関する衛生基準、健康強調表示、食品の規格基準情報等の収集 提供。
 輸出環境の整備のための官民合同フォーラムの設置。
 輸出環境の整備に関する組織の創設。
 第三者認証品質管理の取得やジャパンブランドの確立に向けた民間の取組のバックアップ。
 海外のマーケット拡大のため、日本食文化の発信・普及や日本食材の保存方法・活用方法等の普及。 海外のマ ケット拡大のため、日本食文化の発信 普及や日本食材の保存方法 活用方法等の普及。
 健康の増進に果たす日本食の機能に関する科学的なエビデンスの収集・発信

ジェトロの役割 民間の役割

 新興市場やハラルを始めとするテーマ別の専門家の設
置等、民間事業者のサポート体制のさらなる強化。

 諸外国のトレンドや食習慣等を踏まえたマーケティング
と事業者 のアドバイス

ジェトロの役割

 新興市場を中心に、海外のマーケットを敏感につかん
だ市場展開・市場開拓。

 見本市や商談会等の機会を活用した積極的な市場開

民間の役割

と事業者へのアドバイス。
 マーケティングに基づく商談機会の創出。
 新規バイヤーの発掘。

 民間事業者から寄せられる輸出先国における新たな規
制 運用等 情報に 政府と民間事業者 橋渡

 見本市や商談会等の機会を活用した積極的な市場開
拓。

 海外市場のニーズに合致した商品の開発・供給。

制の運用等の情報について、政府と民間事業者の橋渡
し。

「出せる市場に出す」から「出したい市場に出す」ことにより、「出せる市場に出す」から「出したい市場に出す」ことにより、
開拓開拓競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン」を切り開く競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン」を切り開く。。
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【参考】 輸出拡大に向けた課題-Enter-

品目横断的事項 調味料・レトルト食品・菓子等 清涼飲料水

●添加物規制の遵守（主要国×主要品目についてのDB作成）
国・地域横断的事項

●添加物規制の遵守（主要国×主要品目についてのDB作成）
●賞味期限延長に向けた議論

●賞味期限の短さについての注意喚起

急成長市場

EU
●栄養成分表示への対応
●乳製品について第３国リスト掲載に向けた働きかけ

●ＧＭＯ不使用への対応について周知徹底（不分別では×）
●第３国リスト掲載に向けた働きかけ（乳製品・鶏卵、肉製品）

●国家登録証明書（ベビ フ ド 健康食品）の取得が必要 （（≒現
●国家登録証明書（ベビーフード・健康

食品）の取得が必要 （（≒現地発行衛
ロシア

●国家登録証明書（ベビーフード・健康食品）の取得が必要。（（≒現
地発行衛生証明書）の取得に１～２ヶ月必要であるため、期間短
縮に向けた要請。※要確認）

食品）の取得が必要。（（≒現地発行衛
生証明書）の取得に１～２ヶ月必要で
あるため、期間短縮に向けた要請。※
要確認）

ベトナム
●自由販売証明の取得（機能性食品、添加物等）※当局発行である

必要性を要確認
●自由販売証明の取得（飲料水）※当

局発行である必要性を要確認
●ML番号取得手続きの迅速化に向けた要請

インドネシア
番号 得 続 要請

●ハラル対応に向けた情報収集・提供、取得促進支援（アドバイザー育成、インス
ペクター招聘、施設整備等）

タイ

●タイ側での関税分類事前教示制度の確立（事前教示制度がないために、事後
調査により関税番号が違うと指摘されて罰金を請求されるなどのリスク大）

●飲料・牛乳乳製品・乳幼児食品・チョコレート・パン・インスタント食品等GMP適合
証明への対応（現状では国内で営業許可証を要さないものが課題）（衛生証明
（営業許可証）の英文による証明）

●健康食品・乳製品・ベビーフード・瓶缶詰食品・飲料について公的
機関の自由販売証明の発行への対応（見本市用輸入の際も簡易
輸入可となる）

●健康食品・乳製品・ベビーフード・瓶缶
詰め食品・飲料について公的機関の
自由販売証明の発行への対応（見本
市用輸入の際も簡易輸入可となる）

（営業許可証）の英文による証明）

フィリピン
●営業許可（License to Operate）取得のためGMP又は製造業者登録証明及び

CFSが必要。現状では便宜的に商工会議所のサイン証明及び領事査証で運用
しているが、中長期的には政府発行の証明の発行への対応

マレーシア
●ハラル対応に向けた情報収集・提供、取得促進支援（アドバイザー育成、インス

ペクター招聘、施設整備等）。但し義務ではないため、中長期的課題。

インド ●ベジタリアンマ ク の対応インド ●ベジタリアンマークへの対応

シンガポー
ル

●原発事故に伴う一部都県の輸入停止の解除

中東（トルコ
含む）

●ハラルへの対応（インドネシア参照）
●トルコ向け「食べても人体に害がない」証明書の発給への対応
●トルコ向けは輸出時におけるトルコ語でのラベル添付への対応
●衛生証明（営業許可証）の英文による証明●衛生証明（営業許可証）の英文による証明

安定成長市場

香港 ●原発事故に伴う５県の輸入停止品目の解除 ●粉ミルクのヨウ素基準値への適合についての注意喚起

台湾
●原発事故に伴う５県の輸入停止の解除
●輸出時における繁体字でのラベル添付への対応の必要性について周知徹底

●加工食品中の牛肉・内臓肉の原産地表示への対応（12年９月～）

米国 ●FSMAへの対応（HACCP、施設登録）
●牛肉エキスを含む食品の輸出解禁
●豚肉エキスを含む食品の輸出手続きの緩和●豚肉エキスを含む食品の輸出手続きの緩和

中国

●原発事故に伴う10都県の輸入停止の解除
●輸出企業は輸入側受取者とともに質検へネット経由で届け出義務（12年10月施

行）
●食品安全法に基づく国家基準の相次ぐ制定への対応
●ブランド保護のための商標登録監視等
●栄養成分表示への対応

（●ミネラルウォーターについては亜硝
酸態窒素の基準が0.1mg/Lと非常に
低く、国内基準との乖離が大きいた
め注意喚起が必要）

８



【参考】 輸出拡大に向けた課題-Establish-

品目横断的事項 調味料 菓子類等

国・地域横断的事項

●日本産ブランドの確立（補助事業におけるおい
しいロゴの活用を条件付け）

●TTPPを進化させたマッチングサイトの立ち上げ

●市場ニーズに合致したパッケージ
や容量の工夫

●適切な保存方法や活用方法のPR

●市場ニーズに合致したパッケージ
や容量の工夫

（ジェトロ）
●適切な保存方法や活用方法のPR

急成長市場

●IFS、BRC、FSSC等の取得推進（またはGFSIベ
ンチマーク）

EU ●高級食品は仏・西・英等の有力見本市に出展
●一般食品は、中東欧等新興市場の発掘に向け

たテストマーケティング。

ロシア ●さらなる日本食の普及に向けたプロモーション。

ベトナム、インドネシア、
タイ、フィリピン、マレーシア

●ジャパンブランドの確立。
●専門家の育成。
●見本市出展、難しい場合にはバイヤー招聘等に

より新規ルートの開拓。

●アニメ等クールジャパンコンテンツ
と共同したPR

インド
●専門家の育成。
●日本食の普及に向けたプロモーション。

シンガポール ●ジャパンブランドの確立

安定成 市場 ジ パ ブ ド 確立安定成長市場 ●ジャパンブランドの確立

香港
●IFS、BRC、FSSC等の取得推進（またはGFSIベ

ンチマーク）

台湾

９

台湾

米国 ●引き続き商談機会の提供


