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（４）ドイツ

①清酒

【清酒のドイツ市場におけるポイント】

 清酒は生産されていない。アルコール摂取量はビールの減少によって横ばいだが、その他の酒類は横

ばいである。

 酒類の取扱には特段のライセンスは不要である。

 流通構造上、現地での販売価格は、純米酒で日本での生産者価格の約 2.4 倍、吟醸酒等で約 2.6 倍

になると見込まれる。ただし、販売促進費等はこのほかに必要となる。

 デュッセルドルフ周辺では日本食も普及しているが、ベルリンはじめ他の地方では普及途上である。

そのため、購買層は在留邦人が中心であるが、近年、清酒専門店なども登場して、現地在住者にも愛

飲者がみられるようになった。

 普及状況など、震災前後で購買層や購買量の変化を論じるレベルにないが、物流面ではＥＵの輸入規

制による影響があり、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

 普及が最大の課題である。近年、韓国の「マッコリ」が進出してきており、競合品となりつつある。

１)市場実態

a） 生産状況

ドイツで清酒の生産は行われていない。

b） 販売状況

ドイツでは、アルコール総摂取量が 1991 年以降減少傾向にある。最もアルコール摂取量

の多い飲料はビールであり、ビールの動向がドイツの総アルコール摂取量の動向に強く影

響している。それ以外の、ワイン、蒸留酒のいずれも横ばいである。なお、ドイツの本統

計値には、清酒を含む「その他」は出ていない。
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図表 ドイツの 15 歳以上一人当たりアルコール摂取量の推移

資料）WHO Europe (2010) European Status Report on Alcohol and Health 2010

c） 酒類規制

ドイツにおいては、各流通段階においてライセンスを求められることはない。

ラベル表示に関しては、数項目の記載義務が存在する。また、容量規制に関しては、非

アルコール添加酒、アルコール添加酒ともに定格容量が定められており、非アルコール添

加酒についても明確に規定されているところに特徴がある。認められている容器の定格容

量は以下のとおりである。

図表 非アルコール添加酒の容器の定格容量

図表 アルコール添加酒の容器の定格容量

資料）国税庁資料

d） コスト構造

清酒のドイツ向け輸出にかかるコスト構造を整理した。非アルコール添加酒、アルコー

ル添加酒で関税および酒税が異なるため区分し、また容量規制も考慮して、容量 750ml で

度数 15 度の清酒を輸出した場合で設定した。

20mL, 30m L, 40mL, 50mL, 0.1L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 1L, 1.125L, 1.5L, 2L, 2.5L, 3L,

4.5L, 5L, 10L

1L, , 0.2 L, , 0.25L, 0.33L, 0.375L, 0.5L, 0.7L,, 0.75L, 1L, , 1.5L, 2L, 3L、5L
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図表 ドイツにおける清酒のコスト構造モデル（概算）
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アルコール添加酒（吟醸酒、本醸造酒、普通酒など）

容量・度数
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

とに算出している。ＥＵ側に有意な統計が存在しないことから輸送機関別のコストは算出できない。

注釈）輸出卸マージン、輸入卸マージン、小売マージンは、それぞれ日本の上場酒類・食品総合卸企業で

輸出を手がけている企業、日本およびグローバルの主要な上場食品輸入卸企業、欧州の主要な上場

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

資料）財務省「貿易統計」、EUROSTAT、FedEx「WorldTariff」、国税庁資料、SPEEDA「企業情報」よ

り作成

生産者価格を指数の 1000 として

非アルコール添加酒（750ml,15%）

を輸出したケース

生産者価格を指数の 1000 として

アルコール添加酒（750ml,15%）

を輸出したケース
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２)日本産品への需要

a） 需要状況（震災前・後）

○震災前の需要状況

消費の中心は日本人であり、清酒を消費するドイツ人は、一部の日本を良く知る人に限

られる。欧州ではワインが中心に飲まれており、清酒をワインのように嗜むほどには浸透

していないのが現状である。消費の中心と期待される日本食店でも、ある店舗では清酒の

売上は酒類売上の１割程度を占めるに過ぎないという。

・ 日本酒、焼酎を仕入れており、日本人が購入している。（韓国系卸業者）

・ 欧州ではワインが安いため、日本酒は価格で負けている。日本酒を飲むのはせいぜい１割程度に留ま

っている。（日系外食業者）

・ 高級ワインと同程度まで安ければ、日本をよく知る一部のドイツ人と日本人が購入する。（日系卸業者）

・ 自店顧客はドイツ人が多いが、大使館関係者を中心に日本人も増えてきた。（現地系清酒専門卸業者）

また、現時点ではスーパーなどの小売店には清酒はほとんど流通していない。地場の高

級スーパーでも 100 種類近くの品揃えがあるワイン売場がある一方で、清酒は一ブランド

だけが「アジア食品」の「タイコーナー」に陳列されているに留まった。

図表 現地高級スーパーの商品陳列

タイコーナーに置かれる清酒 日本産品が確認できない日本コーナー

しかし、近年少しずつ清酒も普及し始めており、毎年売上を倍増させている現地系清酒

専門業者もある。現地系購入者にはドイツ人も多く、また卸売でドイツの高級レストラン

にも販売されている。専門業者は少ない人員で運営され、取り扱える種類に限界があるた

め、飲食店が欲しい銘柄を入手するために日本の酒蔵から直接仕入れることもある。
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・ 売上の３分の２が高級レストランへの卸売で、残りが一般消費者への小売である。売上は倍増を続け

ており、店舗販売のほか、６年前にオンラインショップをはじめた。（現地系清酒専門卸業者）

・ 卸業者を利用することもあるが、基本は蔵元からの直接仕入れである。（現地系清酒専門卸業者）

・ 自分の出身地である岐阜県の酒蔵から「小左衛門」を仕入れている。（日系外食業者）

○消費者動向

典型的なドイツ人は濃い味を好むため、強めの清酒が好まれる傾向がある。繊細な味は

かえって物足りなさを感じさせるが、一方で清酒を良く知り、関心の高いドイツ人には、

繊細な味が好まれる。

売れ筋は小さめの 300ml や 720ml が中心である。品質保持のために早めに飲み終えるよ

うに勧めるため、サイズも小さめとなるようである。また、パッケージが売れ行きに与え

る影響少なからずある模様。

・ ドイツ人は濃い味を好むので、繊細な味は物足りなさを覚えるため、強めの日本酒を勧める方がよい。

ただし、日本好きのドイツ人には繊細な方が好まれる。（現地系清酒専門卸業者）

・ 開封後 10 日以内に飲むよう勧めており、売れ筋は小さめの 300ml か 720ml である。（現地系清酒

専門卸業者）

・ 6 本入り「飲み比べセット」も販売しているが、パッケージがドイツ人向きでなく売りにくい。（現地

系清酒専門卸業者）

○震災後の需要状況

清酒を取り扱っている事業者によると、、震災直後は日本への応援意識もあってか、一時

的に販売が増加し、在庫がなくなったが、その後の売上は半分程度まで下落したという。

消費者には清酒を良く知る者が多いためか、震災の影響を懸念した買い控えが起こり、そ

れに加え輸入規制に関連した流通の滞りも原因であると指摘している。

清酒は産地証明の取得において、原材料が少ないために証明書が取りやすい品目であり、

実際に輸入される時点で証明書が添付されている場合が多い一方で、通関で１か月近く滞

留している場合もあり、震災後に全量検査が行われることも多くなっているという。

・ 原発事故の影響が出るほど、日本酒は認知されていない。（日系飲食業者）

・ 日本の原発事故は問題になっていない。直後の中国産毒もやし事件により、野菜を食べなくなったと

いう印象の方が強い。（韓国系外食業者）

・ 震災後は売上が半分になった。理由としては、輸入規制の影響と消費者の買い控えと両方ある。（現地

系清酒専門卸業者）

・ 日本酒は証明書で問題になることは少ない。（現地系清酒専門卸業者）

○さらなる需要創出に向けた課題と展望

清酒は、輸送費と最近の円高による影響から価格が高いことが普及に向けた課題の一つ
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となっている。飲食店ではワインが１杯５ユーロ程度なのに対し、清酒は 15 ユーロ程度で

あり、価格に３倍の開きがある。また、イベント等ではプロモーションのために清酒を無

料で振舞うことも多いが、おいしいといって飲まれる一方で、購入にまでは至らない場合

が大半であるという。

現地で横行している中国風”sake”の影響だけでなく、保存状態の悪い清酒の流通が評判を

落としているとの指摘もある。清酒専門店は、品質保持のために高級清酒の輸送には航空

便を用いているが、高価格化の要因の一つにもなっている。

日本の酒蔵は、規模が小さい中で、それぞれの酒蔵が需要拡大に向けて海外に向きはじめ

ており、「日本の酒蔵は頑張っている。直接海外に向けて輸出を行おうとする酒蔵も多く、

少しずつ日本酒が入るようになってきた」（日系飲食店）状態である。

一方で、「他の酒蔵の商品を扱っている先には納入しないといった、酒蔵の感情的な部分

が阻害要因になっている」（日系製造販売）ケースもあり、業界を挙げた取組みが求められ

る。清酒は銘柄が多岐にわたり、個々の酒蔵は小規模事業者であることが多い。したがっ

て多品種少量生産型の商品であると言えるが、そのような事業形態を持つ商品は、個別取

引では非効率であり、このような小規模で多数の取引を効率的に行うためには、現地でパ

ートナーとなる卸業者を発掘し、かつ有効に活用することが不可欠となる。

b） 輸出競合国との競争及び住み分け状況

ドイツはビール、ワインが消費の中心であるが、清酒も少しずつ浸透をはじめたところ

だが、清酒を頼むと質の悪い熱燗が出てくるという悪いイメージをまだ引きずっている。

今後は清酒の多様性と美しさを知らせ、文化とともに浸透させていく必要がある。

最近では「マッコリ」を良くみかけるようになったという。飲食店では１杯５ユーロ程

度で販売されており、価格はワインと同程度、清酒の 1/3 となっており、清酒にとって脅威

となる可能性がある。

・ 日本酒の多様性と美しさを知らせることが必要である。（現地系清酒専門卸業者）

・ 最近は韓国からマッコリも仕入れており、日本人が購入している。（韓国系卸業者）

・ 食品もそれ以外も韓国勢に押されていると実感している。今後はお酒も韓国から輸入されてくるだろ

う。マッコリは売れるのではないか。（日系外食業者）

②緑茶

【緑茶のドイツ市場におけるポイント】

 緑茶は生産されていない。

 流通構造上、現地での販売価格は、日本での生産者価格の約 2.6 倍になると見込まれる。ただし、販

売促進費等はこのほかに必要となる。

 震災前後で需要に落ち込みがみられる。日本の機関が発行した放射性物質検査証明書が信用されない

など、風評被害がみられる。
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 緑茶の市場は大きく、また拡大しているが、中国産が圧倒的、支配的地位を確立しており、日本産は、

品質や文化などを切り口としたニッチな市場展開に留まっている。かつては日本産のシェアが８割あ

ったが、残留農薬問題で急減して１％以下まで低下している。

 日本産が一定程度のシェアを取り戻すには、現地卸企業での取扱が必要とされる。

１)市場実態

a） 生産状況

ドイツでは緑茶の生産はなされていない。

b） コスト構造

緑茶のドイツ向け輸出にかかるコスト構造を整理した。

図表 ドイツにおける緑茶のコスト構造モデル（概算）
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49
110

2553

10.5％上乗せ

38.3％上乗せ

7.0％上乗せ

30.5％
上乗せ

15.9％上乗せ

生産者
価格

輸出卸
マージン

輸送
コスト

関税
輸入卸

マージン
小売

マージン
最終
価格

付加
価値税

3.2％上乗せ

注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

とに算出している。ＥＵ側に有意な統計が存在しないことから輸送機関別のコストは算出できない。

注釈）輸出卸マージン、輸入卸マージン、小売マージンは、それぞれ日本の上場酒類・食品総合卸企業で

輸出を手がけている企業、日本およびグローバルの主要な上場食品輸入卸企業、欧州の主要な上場

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

資料）財務省「貿易統計」、EUROSTAT、FedEx「WorldTariff」、国税庁資料、SPEEDA「企業情報」よ

り作成

生 産 者 価 格 を 指 数 の

1000 として緑茶（3kg

以下）を輸出したケース
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２)日本産品への需要

a） 需要状況（震災前・後）

○震災前の需要状況

ドイツは紅茶も含めて茶文化が発達した国であり、日本にとっても緑茶の重要な輸出先

国のひとつになっている。ドイツ国内の茶消費量の 23％が緑茶で、輸入緑茶の 60％は、加

工や再輸出ではなく、国内で消費されている36。

百貨店では、茶器セットもあわせて陳列されるなど、日本の茶文化についても伝えよう

とする取組も行われている。

一方、飲食店における緑茶の普及には課題を抱える。日本人が経営する日本食店におい

ても、緑茶は入手しにくいものと認識されており、入手できるものを仕入れている状況で

あり、聞取調査のなかでも自社が調達する茶の産地が明確ではない店舗が少なからず存在

した。インポーター経由で仕入れる茶には、産地が明記されていないものも多い。また、

飲食店自身、産地にはそれほどこだわっていられないようである。その背景には、日本食

レストランでは無料で緑茶を提供することから、そこにコストがかけられないこと、その

ため高級茶が利用しにくいこと、安価な中国産緑茶が入手可能であることが挙げられる。

・ 日本茶は日本文化と密接に関連していることから、直接消費者に触れられるよう、人のつながりをつ

くることを心がけている。百貨店に卸しているが、そこには茶器セットを置いて、日本の茶文化を伝

えられるように心がけている。（現地系卸業者）

・ 日本茶については、さまざまな産地のものを輸入している。（韓国系卸業者）

○消費者動向

ドイツでは、飲食店で水代わりに出される緑茶と、専門店等で売られる高級な緑茶に二分

される。前者では日本食店などでドイツ人も茶を飲むことが珍しいことではなくなってお

り、後者では、例えば清酒専門店が日本の文化を共通点として緑茶を店頭に陳列する例が

あるなど、広く文化とともに普及させていくことが広まりつつある。

・ 自店は日本酒に特化していることが強みだが、日本文化の紹介として、現地系日本茶専門卸業者が扱

っている日本茶を一部販売している。（現地系清酒専門卸業者）

○震災後の需要状況

緑茶は、震災後に需要が落ち込んでいる。ハンブルグにある日系の茶専門店では、緑茶

の売上が 50%下落したため、商品から「日本」の文字を消したという。またある百貨店に

おいては、震災後４週間ほどは緑茶などの買いだめが行われたが、それ以降は日本産品全

体的に売上が落ち込み、前年比で 75%下落しているという。現在は、日本産品の取扱を停

止しているが、現地百貨店では、「輸入業者が取扱いを再開すれば、我々は日本産品を再仕

入する用意がある」としつつ、「消費者がどう反応するかテストが必要」としている。

36農林水産省 平成 19 年度農林水産物貿易円滑化推進事業のうち品目別市場実態調査（結果）
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高級緑茶を扱う日系企業も商談に苦戦しており、そこでは証明書の信頼性が問題になっ

ている。ドイツでは震災後の日本の対応に不誠実さを感じており、正しい情報を伝えてい

ないと見られている。それゆえに日本で発行された証明書は信頼されず、ドイツの専門家

による検査を望む声が多い。「震災後しばらく経ったのちには、メディアから日本の情報が

入ってこなくなってきているため、消費者の不安は軽減されていない。大切なことは消費

者に情報を与え続けていくこと」（現地百貨店）と指摘されている。

震災直後の動揺そのものは落ち着いていても、その後依然として需要回復には至ってい

ない。「震災は過去のものではない、事実、日本産品の売上は回復していない」（現地百貨

店）ため、震災後の対応が求められることになるであろう。

○さらなる需要創出に向けた課題と展望

ドイツの残留農薬規制に対応して輸出できる茶農家はわが国では限られている。「需要創

出以前に、規制に対応することが必要」（日系製造販売業）と指摘されるように、現地で調

達できる緑茶は限定的となっている。そのため、ＥＭＳ（日本での呼称は「国際スピード

郵便」）やハンドキャリーによって日本産緑茶を入手している日系飲食店もある。

また現地の百貨店においては、茶の調達先は現地系の卸会社が中心であり、緑茶は限られ

た一部の直販展開を行う企業の商品が置かれているに過ぎない。緑茶に限らず、「日本産品

を積極的に取扱わないのは、卸会社が取扱っていない、または取扱をやめたため」（現地百

貨店）であり、「日系卸とも取引をしているが、当社の仕入先では小規模」（現地百貨店）

と認識されており、その影響力が軽微であることを示唆している。緑茶のさらなる普及に

向けては現地系有力卸企業と取引を行うことが必要である。

b） 輸出競合国との競争及び住み分け状況

欧州は紅茶文化が中心であるが、緑茶は後発であるものの茶消費量全体の 20%を超える

までになっている。依然紅茶文化が中心ではあるものの、「紅茶と比べて身体に良いことを

訴求しており」（日系茶製造販売業）、さらなる普及に向けた取組みがなされている。

2006 年時点で 85.8%が中国からの輸入であり、日本からの輸入は 0.06%に過ぎず、ドイ

ツの緑茶輸入先では、中国が支配的なポジションを確立している。

図表 ドイツによる緑茶輸入量（平成 18（2006）年）

輸入量 シェア(%)

輸入量(t) 11,696 100%

日本からの輸入量 73 0.06%

中国からの輸入量 10,000(概数) 85.8%

注釈）原典は、世界緑茶協会資料よりの引用

資料) 農林水産省大臣官房「平成 19 年度農林水産物貿易円滑化推進事業のうち品目別市場実態調査結果」

（平成 20 年３月）



106 / 147

日本産緑茶は残留農薬の問題を背景に、ドイツへの輸入が大幅に制限されている状況に

あり、ドイツにおける輸入相手国としては中国の後塵を拝している。

「1992 年から 1999 年にかけて、ドイツの緑茶消費は大きく増加し、日本産はこの間の

消費増加において優位に立っていた。しかし、1999 年に、ドイツの有力消費者雑誌である

「Test」が茶の残留農薬に関する最初のレポートを掲載した。このレポートの中で、緑茶の

残留農薬を計測し、多くの日本産緑茶から高いレベルの残留農薬が検出されたことを指摘

した。さらに、中国を始めとした日本産以外の緑茶については、残留農薬のレベルが低い

か、残留農薬が検出されなかったと報じた37」ことをきっかけに日本のドイツにおける輸入

シェアは激減している状況にある。

図表 ドイツにおける緑茶国内消費量と日本産のシェアの推移

日本以外（中国等）のシェア

ドイツの茶市場における

日本のシェア概算

80% 83%

1.2% 1.0%

20% 17% 99% 99%

1992年 1999年 2003年 2006年

105 5,992 5,300 7,006

80% 83%

1.2% 1.0%

20% 17% 99% 99%

1992年 1999年 2003年 2006年

105 5,992 5,300 7,006ドイツにおける緑茶の総消費量(t)

注釈）原典は、世界緑茶協会資料よりの引用

資料) 農林水産省「平成19年度農林水産物貿易円滑化推進事業のうち品目別市場実態調査」（平成20年３月）

一方で、競合国との棲み分けという観点では、日本産緑茶の優位性として、「日本茶は、

味覚について優位である。（味が強く、特別である）37」こと、また不利な面として「日本

茶は、主として農薬残留問題と価格面 37」が指摘されており、高価格・高品質な日本産緑茶

として中国と棲み分けがなされていると言える。「茶は日本産であることを訴求しやすい

商品であり、中国産等とは明確に区別されている」（日本の茶製造販売者）状況である。

また、「中国産や韓国産が日本産の代用になっているとは思わない。事実、震災後の中国

産、韓国産の売上は変化していない。中国産はドイツ市場でも評判が悪く、消費者は日本

産を評価している」（現地百貨店）との声もあり、日本産緑茶の評価は高いことが伺える。

中国産のシェアが高いからといって、それが必ずしも評価されているわけではない。

37 農林水産省「平成 19 年度農林水産物貿易円滑化推進事業のうち品目別市場実態調査」（平成 20 年３月）
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③加工食品（即席めん類および加工わさび）

【加工食品（即席めん類および加工わさび）のドイツ市場におけるポイント】

 日系企業や現地企業、中国、韓国系企業等によって同種製品の現地生産が盛んに行われている。

 加工食品の消費量は、世界的に増加傾向にあるとされ、欧州諸国も例外ではないと考えられる。

 即席めん類を例にとると、流通構造上、現地での販売価格は、日本での生産者価格の約 2.3 倍になる

と見込まれる。ただし、販売促進費等はこのほかに必要となる。

 普及状況など、震災前後で購買層や購買量の変化を論じるレベルにないが、物流面ではＥＵの輸入規

制による影響があり、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

１)市場実態

a） 生産状況

即席めん類については、日系企業による生産は行われていないが、ドイツ国内で Maggi

社による生産が行われている。

わさびの生産は行われていない。

b） 販売状況

即席めん類については、ＥＵ域内では、日系企業が平成 16（2004）年よりハンガリーに

生産拠点を構えてＥＵ市場向けの販売を拡大しており、「カップヌードル」ドイツ版や「焼

きそば」を手軽に食べられるよう製品展開を図っている38。また、別の日系企業はポーラン

ドの即席麺メーカーを平成 15（2003）年に買収し、在留日本人をターゲットに開発した即

席めん商品（「親方ラーメン」）を 平成 20（2008） 年からポーランド、イギリス、ドイツ、

フランスに投入している。日系企業が投資したベトナム企業からの輸入即席麺などアジア

諸国からの輸入即席麺も数多く販売されている39。一方、世界ラーメン協会はドイツでの即

席めんの需要は平成 22（2010）年で年間１億 8,000 万食と報告している40。

加工わさびにかかる販売統計はないが、欧州ではハーブ＆スパイスに分類されると考えら

れる。ドイツでは平成 21（2009）年に 56,021ｔのハーブ＆スパイスを消費しており、平成

17（2005）年からの増加率は 2.7%である41。

c） コスト構造

加工食品のうち、即席めん類のドイツ向け輸出にかかるコスト構造を整理した。

なお、加工わさびにかかるコスト構造も算出したが、既に述べた通り、統計上の制約に

より正確なデータの捕捉が難しいことから、あくまで参考値として記載している。

38 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/about/business/oversea/index.html
39 http://hanashowten.tumblr.com/post/389809056/5-100
40 http://instantnoodles.org/jp/noodles/expanding-market.html
41 Dutch Ministry of Foreign Affairs (2011) “Promising EU export markets for spices and herbs”
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図表 ドイツにおける即席めんのコスト構造モデル（概算）

1000

221

241

535

105

88
99

2288

10.5％上乗せ 30.5％
上乗せ

15.9％上乗せ

生産者
価格

輸出卸
マージン

輸送
コスト

関税
輸入卸

マージン
小売

マージン
最終
価格

付加
価値税

7.0％上乗せ
20.0％上乗せ

6.4%＋容量比
一定額

図表 【参考】ドイツにおけるわさびのコスト構造モデル（概算）

1000

836

342

388

863

105

160

3693
10.5％上乗せ

75.6％上乗せ

17.6％上乗せ

30.5％
上乗せ

15.9％上乗せ

生産者
価格

輸出卸
マージン

輸送
コスト

関税
輸入卸

マージン
小売

マージン
最終
価格

付加
価値税

7.0％上乗せ

注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

とに算出している。ＥＵ側に有意な統計が存在しないことから輸送機関別のコストは算出できない。

注釈）輸出卸マージン、輸入卸マージン、小売マージンは、それぞれ日本の上場酒類・食品総合卸企業で

輸出を手がけている企業、日本およびグローバルの主要な上場食品輸入卸企業、欧州の主要な上場

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

資料）財務省「貿易統計」、EUROSTAT、FedEx「WorldTariff」、国税庁資料、SPEEDA「企業情報」よ

り作成

生産者価格を指数の 1000

として、容量 100g の即席

めんを輸出したケース
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２)日本産品への需要

a） 需要状況（震災前・後）

○震災前の需要状況

わさびは、醤油、海苔とともに、寿司との組合せの中で少しずつ普及してきた。

消費者は日本食店で食するだけでなく、自宅で寿司を作る人も増えている。日系の飲食店

では物販コーナーが併設されているところも多いが、そこで米、海苔、わさび、醤油、酢

などが一式「寿司セット」として販売されている。日本を良く知るドイツ人には、日本に

訪問するたびに、わさびと醤油を大量に持ち帰ってくるという人もある。

・ 自宅で寿司をつくりたいというドイツ人もあるため、米、海苔、わさび、醤油、酢等をまとめてセッ

トにして販売している。（日系飲食業）

デュッセルドルフ周辺は比較的日本食も普及しているが、ベルリンでは普及途上の段階で

ある。現在多いのは中国人やベトナム人による寿司屋であり、寿司にチョコレートや生ク

リームがかけられていることもあるという。このような店舗との競争下においては、日本

の食材、日本人の店員による高級なイメージが伝わらないとの見方もあり、必ずしも本物

の日本食レストランによる高級な寿司が売れているわけではない状況がある。

・ 日本人自身が寿司ブームとは口にして欲しくない、安易に寿司ブームと言われると、（中国人やベトナ

ム人による寿司屋の乱立を知らない日本側では）何故自社だけ繁盛していないのか？という話になる」

（日系飲食業）

わさびは、寿司以外のところにも普及してきている。

飲食店においては、本格的な本わさびを利用するところは少ない。ドイツ人は備え付けの

わさびを大量に消費するため、本わさびを利用していたら採算が合わなくなることが理由

であり、また「ドイツで日本レストランを経営する上での一番の悩みは、必要な食材が自

由に輸入できないこと。例えば、寿司には欠かせない生わさびは輸入できないので粉わさ

びを使っている42」との指摘もあり、現地マーケットでの販売に課題を抱えている。

・ 日本酒よりも知名度が高く、わさび味の豆やわさびチップスも現地では人気がある（現地系飲食業）

・ ドイツ人は備え付けのわさびを大量に消費するため、本わさびを用いると採算が合わない（日系飲食

業）

少し変わった販路として、「ドイツの茶専門店は世界中のハーブを集めており、わさびも

その一種として取扱われている。そのため、粉わさびを欧州の茶専門店がリパックして販

売することがある。その意味では、緑茶とわさびの流通ルートは同じであり、ハーブとし

てのルートで日本茶を訴求していくのも一手ではないか」（日系製造販売業）との可能性も

指摘される。

42 日本貿易振興機構「わが国農林水産物・食品の輸出拡大に向けての阻害要因と今後の課題」（平成 21 年）
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全体として、「統計としてはわさびの輸出額が減少しているように見えるが、実際には右

肩上がりで推移しているはずである。東日本大震災があった今年でも、わさびの輸出額は

伸びている」（日系製造販売業）状況にあるようである。

○震災後の需要状況

加工食品は全般的に震災の影響は少ないようである。

ただし日本産のソース類（ソース、マヨネーズなど）は震災後に不足しており、各店他国

産で対応している。これらには日本のブランドにおける他国産が利用されており、産地よ

りもブランドが認知されている様子もある。

・ 震災後の日本産品の売上はそれほど落ちていない。消費者も産地を気にしているような感じはなく、

生鮮品以外は気にはしていないのではないか（現地系小売業）

競合国は中国・韓国であるが、本わさびには震災の影響もあり、他国産を探す必要があっ

たところもあるようである。

・ ペーストわさびは入荷するが、生わさびが入荷されなくなっており、他国産に切り替えた（日系飲食

業）

○さらなる需要創出に向けた課題と展望

日本産は好意的に捉えれば高級品としての日本産の地位は出来つつあるようにもみえ、逆

に価格面が課題の一つとして挙げられる。「日本産であろうと高ければ売れない。当店では

日本産は在庫しておいて、店頭には中国産を陳列している。違いの分かる人にだけ、奥か

ら日本産を出してくる」（日系日本食店）という店舗も存在し、また「某ホテルのシェフが

（日本産の）本わさびに興味を示している」（日系日本食店）との声もある。さらには、「わ

さびは薬草で、健康に良いという販促・訴求を行っているが、この際には、本わさびもし

くは冷凍わさびしかその効用はない、と訴えている。数年前にそれらの訴求を英文の広告

にして店頭に置いたところ、加工品のわさびが売れなくなってしまったということがあっ

た」との声もある。

一方で、模倣品の影響によりブランド確立が困難と見る事業者もある。『「模倣品が多く、

ブランドの確立ができない」という意見が挙がった。中国・韓国といった国からの海苔や

醤油、わさびなどの類似ブランド・類似商品（パッケージの文字を一文字変えただけ等）

が多く出回っており、企業のブランド戦略において大きな障害になっていると言える。こ

れについては、先に出回ってしまった方が勝ちということもあり、後手後手になりがちな

日本の商品はブランドが確立しづらい状況にあるが、今後は品質の違いなど日本食への理

解を消費者が深めてもらうことにより、日本のブランドを確立していく必要がある 42』との

指摘がある。

これに対して、ある日系製造販売業では、「当社は粉末わさびも扱っているものの、冷凍
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わさびを売っていきたいと思っている。きちんとＰＲすれば、日本産の原料の良さが理解

されると思う。すなわち、冷凍わさびのように、中国、韓国にはまねができないことを打

ち出して、差別化を図っていくことが重要である。」と指摘している。

b） 輸出競合国との競争及び住み分け状況

競合国としては中国・韓国が挙げられる。

・ 元々日本のメーカーがコストの問題から中国生産を行い、日本でパッキングして輸出することを開始

した経緯もあり、生産技術を獲得した中国・韓国が自国のブランドとして打ち出そうとしている。中

国で生産しているものには、本わさび、ホースラディッシュがあり、これが加工わさび（チューブ）

の原料となっている。日本の大手２社の工場は大連にあり、また震災以降は海苔もほとんど中国製に

なっている状況であり、加工品に関しては、日本産は危機的な状況である（日系製造販売業）

わさびのマーケットとして、欧州はそれほど大きな市場ではないため、現時点では現地生

産の脅威はない。今後、市場規模が拡大すれば現地生産される可能性もあるが、原料生産

は簡単ではないため、現時点では、欧州による現地生産を競合と捉える必要は現時点では

なさそうである。

・ 欧州で加工わさびが現地生産されるようになれば、いわば「偽物」が明確になり、逆に良いものが売

れるようになると考えている。また、わさびの原料生産は技術的には難しいので、欧州で原料を生産

することは簡単ではない。生産できてもホースラディッシュだろう。（日系製造販売業）

④日本産主要農林水産物等の購買層

本事業では、日本産農林水産物等に限定して、イギリス、フランス、ドイツにおける消

費者の反応を確認するため、消費者アンケートを実施した。

図表 消費者英独仏アンケートの概要（再掲）

 調査目的：東北地方太平洋沖地震以降の日本産農林水産物等や日本食の購入意向を把握

 調査地域：イギリス、フランス、ドイツ

 調査対象：2010 年に日本産農林水産物・食品を購入した経験のある 18 歳以上の男女

 調査方法：インターネット調査

 実施期間：2011 年 11 月 11 日（金）～11 月 15 日（火）

 回収数：各国 40 歳未満 25 人、40 歳以上 25 人、男性 25 人、女性 25 人（合計 50 人×３か国）

となるように配慮した
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a） 購買目的や頻度

対象３か国に大きな差異は見受けられない。ドイツでの購入目的は 96％が自家消費だが、

購入頻度は 50％が月に１回以下であり、日常的に購入している層は少ない。

図表 日本産品の購入目的
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図表 日本産品の購入頻度
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b） 購買層

30 歳代以下と 40 歳代以上に区分すると、30 歳代以下の方が、比較的日本産品を購入す

る頻度がやや高くなっており、若年層の方が、日本食が浸透しているものと考えられる。

ドイツにおいては、イギリスと異なり地域的には幅広い回答者が得られている。

図表 日本産品の購入者の居住地
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ベルリン ノルトライン＝ヴェストファーレン州（デュッセルドルフ等）

自由ハンザ都市ハンブルク 自由ハンザ都市ブレーメン

バイエルン自由州（ミュンヘン等） バーデン＝ヴュルテンベルク州（シュトゥットガルト等）

その他ドイツ

c） 購買基準

日本産品を購入した理由は、おいしいから（80％）、健康によいから（42％）、高品質で

あるから（24％）の順である。味を重視する人がやや多い。

図表 日本産品の購入理由
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