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３．アンケート調査結果ととりまとめ 
 
 
 本年度の事業においては、マスタークラスセミナーをモスクワ、中国、シンガポール

の３カ所で、小売・卸担当者セミナーをモスクワ、中国の２カ所で、流通卸担当者セミ

ナー及び消費者セミナーをシンガポールで実施した。セミナー参加者に対して行ったア

ンケート調査の概要を以下にとりまとめる。なお、個別のアンケート調査結果は添付の

とおりである。 
 
１）モスクワ マスタークラスセミナー アンケート 
①セミナーの内容への満足度（質問（６）） 
 本セミナー参加者の参加理由は「日本の魚の事が知りたかったから」（53％）、「スキ

ルアップにつながると思ったから」（47％）という回答が多く（質問（１））、水産物を

扱う職場に居る者として、日本産の水産物を扱うことに取り組む意欲の強い参加者であ

った。回答数 15 のうち、「大変役に立った」、「まあまあ役に立った」との回答が全てで

あり、「あまり役に立たなかった」、「役に立たなかった」という回答は一件もなかった

ことから、本年度のセミナー事業として実施したマスタークラスセミナーは参加者を十

分に満足させる内容のものであったと考えられる。 
 
②セミナー実施による効果 
 ブリの鮮度、品質について全回答が「鮮度、品質ともに良い」、「鮮度、品質ともにま

あまあ」であり(質問（２））、料理を食べての感想も 87％が「美味しい」と回答してい

る（質問（４））。このことから、本セミナーが我が国養殖ブリの品質をアピールするこ

とに有益であったことが窺える。 
 また、「日本の養殖魚の良さがわかった」（47％）「日本の養殖の現状がわかった」

（40％）、「日本の養殖魚の美味しさがわかった」（27％）という回答が得られ（質問（７））、

セミナーの実施が日本産養殖魚への理解に役立つことが示唆された。 
 
③今後のセミナー企画について 
 本セミナーで使用した教材（DVD 及びテキスト）は「理解できた」（87％）、「大体理

解できた」（20％）という回答であり、適切な教材が使用できたと考えられる。今後、

日本産養殖魚についての理解を普及させる教材として活用できるものであるので、普及

活動に積極的に使用していくことが望まれる。セミナーの運営については、個別意見で

考慮すべき指摘があったので、反映させていくことが必要である。今回の参加者は日本

産の水産物を扱うことに取り組む意欲の強い参加者が多かったので、セミナー参加者を

介して、さらに周辺の人にこれらの知識を普及させる手段を考えていくことも必要かも
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しれない。 
２）上海 一般消費者アンケート 
①アンケート回答者の属性 
 アンケートの回答者は 74％が日本の養殖魚を食べたことがある一般消費者であり、

年齢層が「20 から 30 歳」（40％）、「31～40 歳」（33％）と若い年代が 70％を占めるほ

ど多かったことが特徴である。 
 
②日本産養殖魚に対する評価 
 今回の養殖魚を使った料理について、「美味しかった」と回答したのは 75％で高い評

価を得られたと考えられる。今後日本の養殖魚を食べてみたいかという質問に 94％の

回答者から「食べてみたい」との回答が得られた。今回の養殖魚を使った料理について

「普通」と回答した（23％）と「美味しかった」と回答した者を合わせた回答率とほぼ

一致することから、試食の結果「今後日本産養殖魚を食べてみたい」という回答につな

がったと考えられる。これまで日本産の養殖魚を食べたことのない 25％の回答者が試

食の結果「今後日本産養殖魚を食べてみたい」という回答につながるとすれば、試食等

の方法により、日本産養殖魚の美味しさを経験してもらう方策をとることが需要の増大

につながることが窺える。なお、今回若年層が多い会場での結果であることから、上海

が将来、日本産養殖魚の安定的で大きな市場になり得ることが考えられた。 
 
３）上海 小売業者アンケート 
①セミナーの内容への満足度 
 このセミナーは参考になったかという質問では、「参考になった」（52％）、「大変参考

になった」（48％）と全ての参加者が満足していることが窺われる。参加の目的として

「日本の魚の知識アップのため」との回答が 68％を占め、マスタークラスセミナーの

参加者同様、日本産の魚とはどういうものか、どのように生産されているのかなどの情

報を欲しているように思われる。これらの人に対して、適切な情報を提供することが日

本産養殖魚の普及には欠かせないものであると考えられた。 
 
②セミナー実施による効果 
 今後日本の養殖魚を食べてみたいかという質問に 68％の回答者から「食べてみたい」

との回答が得られた。興味深い回答は「どこで食べられるかわからない」（14％）であ

り、日本産養殖魚の品質や安全性をアピールするだけではなく、実際に購入できる場所

などの流通情報を合わせて周知することが重要であると考えられた。また、「高そうだ

から食べない」という回答は一件もなかったことから、品質のよいものであれば高価格

でもよいという意思の表れではないかと思われる。この点、今後の価格設定など品質評

価と合わせて他国産との差別化を図る戦略も重要であろう。 
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３）上海 料理人アンケート 
①セミナーの内容への満足度 
 このセミナーは参考になったかという質問では、、「大変参考になった」（58％）、「参

考になった」（39％）と参加者のほとんどが満足していることが窺われる。参加の目的

として「日本の魚の知識アップのため」との回答が 60％を占め、小売業者へのアンケ

ートと同様な結果であった。ただ、「知人からの紹介があったから」（34％）とやや消極

的な理由での参加者が小売業者へのアンケートよりも多く、そのことがわずかではある

が「あまり参考にならなった」（2％）という回答につながったものと考えられる。いず

れにしても、日本産の魚とはどういうものか、どのように生産されているのかなどの情

報は料理人も欲しているように思われる。 
 
②セミナー実施による効果 
 今後日本の養殖魚を食べてみたいかという質問には 41％の回答者から「食べてみた

い」との回答が得られた。これは、他のアンケートに比べると低い回答率であった。「技

術が身につけば扱ってみたい」（39％）と料理人ならではの回答が多かったことが特徴

である。また、「高そうだから扱わない」（7％）は日本産養殖魚を提供する側と消費す

る側で、価格設定に対する考え方が異なる者が少なからず居る事を示しており、消費者

も納得した上で原料価格が料理の価格に反映できるか否かを検討することは必要かも

しれない。また、生産情報のみならず、流通情報も合わせて提供することの重要性は「流

通がわからないので扱えない」（11％）に反映されている。少数意見ではあるが、この

ような意見にも耳を傾け、日本産養殖魚の普及策を考えていくことが重要であろう。 
 
４）モスクワ 小売店・卸担当者セミナー アンケート 
 本セミナーは他のセミナーとは異なり、魚食の有益性の理解を深めることが主たるテ

ーマであった。設問①では健康志向を背景に魚食の有益性に関する情報を欲しているこ

とが反映されており、全ての参加者が「よく理解できた」、「まあまあ理解できた」と回

答した。また、95％の参加者が「大変有益だった」、「有益だった」と回答しており、セ

ミナーへの満足度が高かった。設問 2 の（4）で「魚の品揃えやその特徴についての詳

しい情報があれば良かった」との回答があり、セミナー参加者が欲しい情報とセミナー

で提供する情報とのギャップを小さくするような内容の設定が必要である。これは参加

者の参加理由とも関連すると考えられるので、消極的な参加者がセミナー参加により興

味を持つような内容であったかの検証も行った上で、セミナー開催の広報のあり方等再

検討する必要があると思われる。 
 
５）シンガポール マスタークラスセミナー アンケート 
 本セミナーは養殖トラフグの調理に関するセミナーであり、他のアンケートに比べる
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とやや趣が異なる。特に、セミナー参加の理由がトラフグの調理に関する興味からとい

う理由が多く、他のセミナーの参加理由と比べて、やや消極的な「知人からの紹介があ

ったから」、「無料だから」という理由が多かった。しかし、フグ料理の味については

「美味しかった」というものがほとんどを占め、日本産養殖トラフグを使った料理への

好感度が高かったことは、他のセミナーと同様である。一方、養殖トラフグを食材とし

て今後使用することについては、調理技術を身につけることが必要と感じているようで

あり、養殖トラフグを輸出対象魚として普及させていくためには、日本国内での加工度

を高めるなどの戦略が必要であると考えられた。 

 

６）シンガポール 流通・卸担当者セミナー アンケート 

 セミナー参加者の属性として、「今までに日本の魚料理を食べたことがある」、「日本

の魚は美味しいと思っている」参加者が 100％を占め、日本産水産物に対して好感度の

高い層が参加していた。このような参加者のうち、「日本産養殖魚について知っている」

のは 61％であり、日本産養殖魚に関する情報提供やプロモーションの拡充が必要であ

ると考えられた。「日本産養殖魚について知らない」参加者全てが「美味しければ日本

産養殖魚を食べてみたい」と回答しており、他の会場のアンケートでも明らかなように

実際に食べさせて日本産養殖魚の品質をアピールすることが普及の促進につながるこ

とが窺える。シンガポールにおいては、日本産水産物を寿司や刺身などの生食で消費し

た経験を持つ参加者が多く、さらに、「日本の養殖魚をシンガポールで購入したい」と

いう回答者は 89％を占めており、鮮魚流通による日本産養殖魚の普及を目指し、本事

業で作成した「SASHIMI GRADE」が最も有効な市場になりえるものと考えられる。 

 

７）シンガポール 消費者セミナー アンケート 

 セミナー参加者の属性、日本産水産物および日本産養殖魚に関する消費動向等は流

通・卸担当者セミナーと同様な結果であったことから、シンガポールの市場は日本産水

産物の輸出対象として今後さらに注目すべき市場であると考えられる。ただ、消費者に

対するアンケートでは、「日本産養殖魚をシンガポールで購入したい」という回答者の

割合が 57％と流通・卸担当者へのアンケートに比べると低かった。これは、消費者が

日本産養殖魚を自宅で調理して食べるというよりは、外食店で食べることが多いことの

反映であると考えられる。 

 

８）アンケート結果の総括 
①現地で日本産養殖魚を扱う関連業者および一般消費者に対する日本産養殖魚の生産、

流通に関わる情報の理解、普及をセミナー等で行う手法は有用であり、今後も継続的に

行っていくべきである。 
②情報の提供にあたって使用する教材、テキストは今回使用したものをベースに普及資
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料として積極的に提供することが必要である。 
③日本産養殖魚の品質は実際に食べてみてわかる部分もあり、試食等により、その品質

が理解されれば、需要増大につながる可能性が高いと考えられるので、実際に食べても

らうための方策を考えていく必要がある。 
④流通に関する情報の提供は必ずしも十分ではなかったと思われるので、今後は流通情

報も含めた提供を考えていく必要がある。 
 
 
各アンケートの結果は次項以降に掲載。 
① モスクワ 

ⅰ）マスタークラスセミナー 
ⅱ）小売・卸担当者セミナー 
 

② 中国 
ⅰ）マスタークラスセミナー 
ⅱ）小売・卸担当者セミナー 
ⅲ）消費者セミナー 
 

③ シンガポール 
ⅰ）マスタークラスセミナー 
ⅱ）流通・卸担当者セミナー 
ⅲ）消費者セミナー 
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① ⅰ）モスクワ・マスタークラスセミナーのアンケート調査 
実施日：2014 年 12 月 11 日 

 
 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

スキルアップにつながると思ったから

日本の魚の事が知りたかったから

知人や会社の人の紹介があったから

セミナーの費用が無料だから

その他：日本食の振興寄与

１．セミナー参加理由

0 5 10 15

理解できた

大体理解できた

あまり理解できなかった

理解できなかった

２（１）日本の養殖魚に対する理解

0 2 4 6 8 10 12 14

鮮度、品質ともに良い

鮮度、品質ともに､まあまあ

鮮度はいいが、品質が悪い

品質は悪いが、鮮度は良い

鮮度品質ともに良いとは言えない

鮮度、品質ともに悪い

２（２）ブリの鮮度と品質
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0 5 10 15

美味しい

まあまあ

普通

不味い

２（４）料理について

0 2 4 6 8 10

大変役に立った

まあまあ役に立った

それほど役に立たなかった

役に立たなかった

２（６）セミナーは役に立ったか？

0 2 4 6 8

日本の養殖の現状が分かった

日本の養殖魚の良さが分かった

日本の養殖魚の美味しさが分かった

その他：日本大使館の方と知り合う

ことができた

２（７）どこが役に立ったか？
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①　ⅱ）モスクワ小売・卸担当者セミナー
実施日：2015 年２月 26 日
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