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第６章  韓国における農林水産物・食品マーケット 

 
 
 

◎ 本章のポイント 

 
 
 
 

 
この章では韓国の購買力、販売対象、食生活慣習を統計資料等を用いて紹介している。中国への

輸出を考えている業者にとって、マーケティング戦略の参考としていただきたい。 
 
本章は、以下の 4 つで構成している。 
Ⅰ．日本産品の輸出動向 
Ⅱ．韓国における日本産品の市場性 

Ⅲ．韓国の農林水産物・食品に対する政策的な動向 
Ⅳ．韓国における食文化の変遷 
 
 
Ⅰ．日本産品の輸出動向 
 日本からどのような品目が輸出されているか、貿易統計をもとに分析を行っている。 
 
Ⅱ．韓国における日本産品の市場性（ヒアリング調査を踏まえて） 

韓国において、日本の農水物・食品がどのように受け入れられているか、マーケティングを行

った。日本製品は、品質が高いものは受け入れられるチャンスが高い 
 
Ⅲ．韓国の農林水産物・食品に対する政策的な動向 

  韓国においても、食の安全性に対するニーズは高まっている。それに対応する規制の動向を述

べる。 
 
Ⅳ．韓国における食文化の変遷 

  韓国においても食の「好み」は変化している。自給自足の貧しい時代を経て、現在は「健康」

や「美」が追求されるようになっている。このような嗜好にあう商品が受け入れられることにな

る。 
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Ⅰ．日本産品の輸出動向 

 
日本からの輸出は、1999 年～2002 年にかけて、約 310 億円から 420 億円に順調に推移

した。その後 2003 年に 380 億円と落ち込んだものの、2004 年にはほぼ、ピーク時の貿易

額を回復した。 
 1999 年から 2004 年を比較すると、農産物が 99 年の 167 億から 04 年の 202 億円と 20％
の伸びを示しているのに対して、水産物は 99 年の 114 億円から 04 年の 208 億円へと 80％
の伸びを示している。また、農産物は 2002 年に 217 億円とピークに達したものの、その

後、減少傾向にある。それに対して、水産物は 2003 年に落ち込んだものの、ほぼ一貫し

て右肩上がりの伸びを示しており、2004 年は過去 高を記録するにいたった。 
 このように、貿易統計でみると、日本からの水産品が大きく伸びていることがわかる。 

 

【図６－１】日本からの韓国向け農水産物（単位：百万円） 
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出所：農林水産省ホームページ（http://www.toukei.maff.go.jp/world/index.files/wagakuni2koku.htm） 
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１）農産物 
 農産物のなかでもっとも大きい割合を占めるのは、「たばこ」であり、農作物輸出の 13％
を占めている。次が「配合調整飼料」（9％）、「栽培用の種・果実および胞子」（8％）とな

っている。果実ではりんご、なしといったものが日本から輸出できないこともあり、韓国

には積極的に日本の食用の農作物が輸出されている状況にはなく、多く輸出されている代

表的品目をあげることは難しい。 
農産品の輸出が 2003 年以降増えていないことについては、「たばこ」が数量を落として

いることが大きく影響している。「たばこ」は、2002 年 51 億円、2003 年 42 億円、2004
年 25 億円と落ち込んでいる。 

  

【図６－２】主要農作物（2004 年） 
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出所：農林水産省ホームページ 

（http://www.toukei.maff.go.jp/world/index.files/wagakuni2koku.htm） 
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２）水産物 
 水産物では、「すけとうだら」が水産物全体の 27％と圧倒的シェアを占める。「すけとう

だら」は、2002 年までは統計に入っていなかったが、2003 年から入るようになり、2003
～2004 年に金額を伸ばしており、水産物全体の 4 分の 1 を占めている。また、「さば」も

2004 年に 2002 年の 10 倍（1 億円から 10 億円）という大きな伸びを示している。反対に

「真珠」は、2002 年のピーク 15 億円から 8 億円に半減している。 
 上位の 4 品目「すけとうだら」「さば」「真珠」「さんま」で水産物全体の 4 割を占めて

おり、特に上位 2 つ（「すけとうだら」「さば」）が大きく伸びている。 

 

 
【表６－２】主要水産物（2004 年） 

 

品目
貿易額

（単位：千円）
割合

水産物全体 20,814,887 100%
すけとうだら（生・蔵・凍）          5,667,430 27%
さば（冷蔵・冷凍）　　　　　　　　　 1,040,753 5%
真珠（天然・養殖） 882,951 4%
さんま（冷凍）　　　　　　　　　　　　 748,821 4%
さけ・ます（生・蔵・凍）　　　　　　　 338,071 2%
ほたてがい（生・蔵・凍・塩・乾） 307,510 1%
たら（生・蔵・凍） 289,376 1%
かつお・まぐろ類（生・蔵・凍） 275,343 1%
魚油（肝油除く） 266,952 1%
いか（生・蔵・凍） 258,921 1%
さめ（生・蔵・凍） 220,227 1%

合計：49％

主要
品目

 

 出所：農林水産省ホームページ 

（http://www.toukei.maff.go.jp/world/index.files/wagakuni2koku.htm） 
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Ⅱ．韓国における日本産品の市場性 

 
 韓国において、日本の料理はすでに食文化の一部となっている。例えば、「日式刺身」、

「日式寿司」などのような文句が入った店の看板は至る所で見かけられる。また、街角に

は日本式ラーメン専門店や日本風おでん専門店もあり、百貨店の地下食品売場には焼き魚

が並ぶなど、日本と同じ風景がみられる。 
 韓国の一部の年齢層を除けば、日本産品は品目を問わず品質や安全性などにおいて信頼

されている。しかし、価格の面においては多少高くなっている。 

 

【韓国内における日本式食文化の一例】 
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１）農産物 
 実際、日本と韓国で消費される果物や野菜類はほぼ同じものであり、外見も中身も大き

な差はない。しかし、日本産は韓国産より品質や安全性などの面においては優れているが、

価格競争力では劣っている。 
 従って、日本産品の輸出には価格競争力の面で劣勢を余儀なくされる可能性が予見され

るが、韓国内における安全性を重要視する 近の消費パターンから考えてみると、特に米

の場合は、厳格な管理の下で生産されたブランド品は新規開拓の余地があると判断される。 

 

【韓国産巨峰】 
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２）水産物 
 前述したように、対韓国の輸出入（概況品コード 1 と 2）の中で、 も大きな割合を占

めるのが魚介類および同調製品である。これは、農産物や畜産物とは異なって、同じ水域

で漁獲されるためであると判断される。 

 

【韓国内に流通している日本産水産物】 
 

  

 



 －76－

３）畜産物 
 米国産牛肉の輸入禁止前までは、一等級の米国産牛肉の価格は、韓国産牛肉と同じほど

高くとも販売は好調であった。したがって、日本産牛肉1 も価格さえ調整できれば、競争

力は発揮できるものと思われる。しかし、日本は、牛肉では狂牛病（BSE）、鶏肉では鳥

インフルエンザの発生国となっているために、輸出ができない。 
 韓国において消費量の多い肉類は、牛・豚・鶏の順である。また、韓国人が好む牛肉の

味は香ばしさである。ところが、今現在、輸入している豪州産牛肉は輸入禁止前の米国産

牛肉と異なり韓国人好みではない。日本の牛肉の場合、牛の飼育の段階から徹底的な管理

を行い、特に銘柄牛は餌の管理まで徹底的に行っているため、韓国人が好む味を作ること

には大きな問題はない2 と思われる。 
 輸入禁止前までは、輸入牛肉の約 60％が米国産・カナダ産であって、残りの約 40％が

豪州産・ニュージーランド産であった。米国産・カナダ産が輸入禁止となっている今は、

韓国産牛肉の価格が上昇している。従って、牛肉の代替品として豚肉の消費量が増えてい

る。また、豚肉の場合は特に輸入制限がないため、日本からの輸出が可能である。 
 鳥インフルエンザに対しては、牛肉の場合と同じように、鶏肉代替品として鴨肉の消費

量が増えている。 

                                                  
1 日本産牛肉はアメリカ産牛肉より高いと判断される。 
2 餌の種類によって肉の味が相当変わるといわれている。 
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４）加工食品 
 日本産水産加工食品は、韓国市場においても韓国産品と伍して充分な競争力を有してい

る。 近韓国では、ウェル・ビン（快適な暮らし：Well Being）関連の商品の販売が好調

である。品質と安全性において優れた日本産水産加工食品にとって、今は韓国向け販路拡

大の絶好のチャンスとなっている。 

 

【韓国内に流通している日本産加工食品】 
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Ⅲ．韓国の農林水産物・食品に対する政策的な動向 

 
 韓国に搬入されるすべての農水産物・食品は、検査および検疫の過程を経て流通される。

特に食品の場合は、食品医薬品安全庁を中心に残留農薬検査を含む様々な検査を行う。 
 その検査の手続は以下のような 3 つのパターンがある。 

①通常の手続 
②精密検査を要しない手続：公認検査機関が発行した検査成績書または検査証明書 

によるもの 
③事前確認登録制度：2003 年より実施しており、海外工場の実査を行う。 

 
 通常の手続とは、初めての輸入に際し必ず精密検査を行い、以降は 1 年以内に再輸入す

る同一社の同一製品に限って官能検査を行うことである。しかし、コンピュータの標本抽

出計画による無作為標本検査の対象ともなる。 
 精密検査を要しない手続とは、食品医薬品安全庁が認定する韓国内外の検査機関におい

て精密検査を受け、その検査成績書または検査証明書を提出した場合に、精密検査を免除

する手続である。しかし、韓国の認定を受けた日本の検査機関は存在しない。 
 事前確認登録制度とは、輸入者の申込みによって、検査官を海外の工場へ派遣し、そこ

で実査を行う制度であり、2003 年から実施している。 
 輸入食品の検疫および検査は、国民の安全と直結する非常に重要なことである。一例と

して、狂牛病や鳥インフルエンザに続き、韓国産魚介類から検出された重金属や韓国産キ

ムチから検出された寄生虫などは、韓国国内において非常に大きな問題となった。 
 従って、韓国政府としては国民の安全を守る方策として、食品医薬品安全庁を中心に、

①トレーサビリティ（Traceability）の導入、②危害分析センターの設立、③主要輸入国

への駐在官の派遣などを積極的に推進中である。 
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Ⅳ．韓国における食文化の変遷 

 
１）自給自足の時代（1965～1974） 
 1960 年代初期まで深刻だった食糧難は、第 1 次経済開発 5 カ年計画（1962～1966）の

成功に伴い、ある程度解消された。しかし、凶作による米不足現象が続き、政府は「混・

粉食奨励政策」を進めた。 
 1971 年に多収穫品種である「統一米」の開発によって「米自給の時代」が到来したが、

「混・粉食奨励政策」の影響で、ラーメンと麺・パン類、スナックなどが日常化し、主食

のご飯の比率が低下することとなった。また、肉類と牛乳・乳脂類の消費が増加する欧米

型食品消費パターンが現れた。 

 
２）便宜追求の時代（1975～1984） 
 1979 年、ソウルの小公洞に「ロッテリア」1 号店が入店し、ハンバーガーの大衆化が始

まった。高カロリーの美味しい食べ物が簡単かつ速く食べられるということで、特に若い

年齢層を中心に広がった。以降、青少年の食生活が欧米化・ファストフード化し、年齢に

よって味覚に明確な差が表れた。 
 調理時間の短い加工・半加工食品に対する消費志向が増え、味噌・赤味噌とキムチなど

の伝統食品も大量生産が始まった。また、カラーTV の普及や夜間通行禁止がなくなるな

ど、経済成長の果実を楽しむ条件が成熟し、しかも女性の社会進出が活発になるにつれて、

外食産業も栄えていった。 

 
３）食道楽の時代（1985～1994） 
 アジアンゲームとソウル・オリンピックのような国際規模のイベントを開催するまでに

なった韓国社会では、食生活の欧米化と外食化のブームが続いた。コーヒー専門店、トン

カツ専門店などの各種専門飲食店が開業するとともに、海外の有名フランチャイズ企業が

数多く上陸した。特に 1988 年のココスを始めとする企業型ファミリーレストランが本格

的に事業展開を進めていったが、外国資本であることと値段の高さに対して批判が高まっ

た。しかし、レベルの高いサービスと異国的なインテリアで外食産業の高級化をリードし

た。 
 一方、「食べる楽しさ」が満喫できた半面、動物性食品と脂肪の過剰摂取による肥満・高

血圧などの成人病の発病率も高くなり、食生活の不均衡が社会問題として台頭した。 

 
４）健康食の時代（1995～現在） 
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 今日の食文化を表すキーワードは「fusion」と「well being」に要約できる。 
 東・西洋の材料と調理法を混ぜて作る「fusion food」は、1990 年代後半から流行し、「food 
stylist」が一つの職業として位置付けられるようになった。つまり、独創性と美を追求す

る高品格飲食文化が形成し始めたともいえる。さらに、自らが作って食べる、食べたいも

のを探して食べるなどの積極的な食文化への変化と共に、ケーブル TV の料理専門チャネ

ルや料理関連情報および娯楽番組の人気が高くなりつつある。 
 また、2000 年代は「well being の時代」ともいえるほど、食べ物を通じて健康と生活の

質を高めることが人々の 大関心事となっている。ファストフード不買運動や環境にやさ

しい農産物の市場拡大がその例として挙げられる。 
 農林水産部によると、環境にやさしい農産品の市場は 2001 年に 2,000 億ウォン、2003
年に 3,900 億ウォン規模に増加し、2006 年には 7,000 億ウォンに至ると予想されている。 

 

 


