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本事業の背景・目的
背景

• 日本国内の食市場は、人口減少と高齢化に伴い縮小していくことが予想される一方、安全・安心など高付加価値食品への需要が拡大している。したがって、
日本の食産業が継続的に発展していくためには、国内需要だけでなく海外需要を獲得していくことが必要である。

• 農林水産省は、2014年に海外展開に取り組む企業・団体等からなる「グローバル・フードバリューチェーン（以下「GFVC」）推進官民協議会」を設置した。
2019年12 月には、今後5年間の取組方針である「GFVC 構築推進プラン」を策定した。

• 2019年から2021年にかけ、COVID-19 の世界的な感染拡大により、各国のFVC は大きな影響を受け混乱が発生した。COVID-19 により顕在化した課題
に対処するため、今後、世界的なFVC の再構築が予想される。

目的

• 世界的なFVC の再構築において、他国企業に市場を占有される前に、日本の「強み」である様々な食関連の技術・ノウハウの導入を推進し、食産業の海外
展開を維持・拡大していくことが重要である。

• したがって、本委託事業では、GFVC 推進官民協議会の活動の一環として、欧州、中国、中東において、下図のとおりCOVID-19に関する影響分析調査を
実施し、 COVID-19に伴うFVC の再構築の中で我が国食産業の海外展開を推進することを目的とする。

日本の食産業の海外展開支援
日本の技術やノウハウを活用したFVC構築

①各国・地域ごとの企業進出等を踏まえた企業支援
の重点化

②複数企業が連携した海外展開の推進

（企業コンソーシアム形成）

③地方企業の進出促進

④輸出と投資の一体的促進

⑤スマート農業技術の海外展開

GFVC構築推進プラン

FVC の再構築の中で
日本の食産業の
海外展開を推進

海外のCOVID-19影響分析調査を通じた
日本の食産業の海外展開に資する提案

①COVID-19 による食市場・物流への影響と今後の見
通し調査

②顕在化したFVC の課題調査

③現地FVC 再構築に向けた最新動向調査

④FVC 再構築検討のためのTV 会議の実施

⑤我が国の技術・ノウハウを活用したFVC 再構築の
検討

本委託事業の内容

1章 はじめに
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調査対象地域の選定①

日本との関係上、 GFVCの文脈で重要な調査対象地（欧州、中国、中東）におけるビジネス機会を探る

• これまでのGFVCの取組やその成果、報告等を踏まえると、各国・地域によって日本の民間企業の進出状況、現地のFVCの発展段階及び
それに基づく課題は大きく異なっている。

• 日本の食産業の海外展開を更に促進していくためには、これらの状況をより詳細に把握・分析し、各対象国・地域の実態にあわせ、以下の
ような取組を実施していくことが重要である。

 欧州：多くの日本企業が進出済み、かつFVCも発展している地域

 GFVCの取組の枠外であったが、進出している日本企業数も多く、また日本食への関心が年々高まっていることから、日
本食材・農産物の輸出先として、また日本企業の現地展開先として有力

 ただし、日本からの距離が遠く、日本食材の流通網が限定されることから、外食を中心に販路開拓にあたっての品目や
ターゲット層等を明確化し、小売り・外食の業者向けの販売促進と併せて消費者向けのプロモーションが必要

 中国：多くの日本企業が進出済みの地域

 外食・中食や、健康食品、高齢者向け食品等の発展への対応が課題

 既に多くの日本企業が進出しており、事業の安定化・より一層の発展のための強固なビジネス環境の構築に向け、日本
型の生産システム等の普及推進（日本式の農業生産管理技術、高度な食関連技術の普及と、それらの運用に必要な人
材の育成等）が必要

 中東： 市場ポテンシャルに比べ日本企業進出が進んでいない地域

 富裕層をターゲットにした小売・外食の進出・輸出促進が課題

 複数企業が連携した事業展開等、企業の進出促進が必要

• このような調査対象国・地域ごとの実態に基づき、民間企業の事業展開に有効な取組を定め、国・地域別に課題解決に繋がる具体的な事
業構想について検討し、日本の食産業の海外展開の促進に資する事業案を提案した。

1章 はじめに
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 欧州は、日本からの距離が遠く、日本食材の流通網が限定されることから、外食を中心に販路開拓にあたっての品目やターゲット層等を明確
化し、小売り・外食の業者向けの販売促進と併せて消費者向けのプロモーションが必要な地域である。他方、今回のCOVID-19の影響により、
中食・内食需要が高まっていることから、それらのビジネス機会についても検討した。

 本事業の対象である中国は、 「グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）構築推進プラン」において、既に多くの日本企業が進出しており、
事業の安定化・より一層の発展のための強固なビジネス環境の構築に向け、日本型の生産システム等の普及推進（日本式の農業生産管理技
術、高度な食関連技術の普及と、それらの運用に必要な人材の育成等）が必要な地域とされている。

 中東は、進出している日本企業が少なく、富裕層をターゲットにした小売・外食の進出・輸出促進が課題であり、複数企業が連携した事業展開
等、企業の進出促進が必要な地域である。

 以上のような各国・地域の状況に鑑み、民間企業の事業展開に有効かつ、課題解決に繋がる具体的な事業構想について検討した。

1章 はじめに

調査対象地域の選定②
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事業構想案の策定

COVID-19の影響をマクロ的視点とミクロ的視点から調査・分析し、日本の食産業の海外展開に資する構想を策定

• 日本の飲食料市場規模が人口減少や高齢化の進展により縮小する見込みである一方、世界では高い経済成長により増加する中間層・富
裕層等の食生活の変化に伴い、「新鮮」、「安全・安心」、「高品質」等高付加価値な食品への需要は世界的に高まっている。したがって、日
本の食産業にとって、FVC構築への参画は、先進性・利便性の高い日本型食品流通システム、環境負荷軽減等、日本の「強み」である様々
な食関連の技術・ノウハウを活かしつつ、巨大な市場を獲得する可能性のある大きなビジネス機会である。

• 本事業では、調査対象国・地域でのCOVID-19によるFVCへの影響を情報収集・分析するとともに、現地企業や政府関係者へのインタ
ビューのほか我が国の民間企業も参加したTV会議等を実施し、現地の最新動向やニーズを把握し、FVC再構築の中で我が国の技術やノ
ウハウ等の導入可能性を検討した。

• なお、今般のCOVID-19禍において、世界中で甚大な人的・経済的被害が発生している。農業部門においても、主要輸出市場が国境を閉鎖
し、海外からの季節労働者が不足し、グローバルな供給網が止まり、消費マインドが停滞する等、全般的に農業・食産業が減速した。
COVID-19の影響は、最大限効率性を重視して構築してきた経済・社会システムの脆弱性を露呈したといえ、With／afterコロナでは、サプラ
イチェーンや消費構造に大きな変化が起こることが予測される。

• このような状況下における大胆な変化の可能性に留意しながら、調査対象国・地域におけるFVCが、COVID-19によってどのような影響を受
け、課題が生まれ、FVC再構築のためにどのような動きがあるのか、また、実施にあたりどのような影響が出るのかを見極め、これらの課題
解決に資するような日本の様々な食関連の技術・ノウハウを通じ、ビジネス機会について検討した。

1章 はじめに
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調査全体のフレーム

• 本事業では、FVCの各段階ごとに、以下の項目にフォーカスを当てた情報収集を行い、各情報を整理・分析することにより、日本の食産業の強みを活か
せる事業構想を検討した。

• 企業数／従業員数
• 食品等の輸送量
• 食品等の輸送手段
• 食品等の輸出先

• 企業数／従業員数
• 食品の消費量・種類
• 飲食店の売上

• 食のスタイル（内食・中食）の
変化

• 農家数／農業従事者数
• 農産物の生産量・収穫量
• 農産物の輸出入量
• 農産物の輸出入先

• 企業数／従業員数
• 加工食品等の生産量
• 加工食品等の輸出入量
• 加工食品等の輸出先

生産 製造・加工 物流・販売 消費

影響と見通し

• 労働力不足
• 配送の遅れ
• 取扱量・在庫の減少
• 価格の高騰

• 労働力不足
• 販売量の減少
• 販売価格の高騰

• 健康・安心・安全志向の高ま
り

• 労働力不足
• 収穫期の遅れ
• 収穫量の減少
• 価格の高騰
• 輸入量の増加

• 労働力不足
• 生産量の減少
• 輸出入の不安定化
• 食料品の不足
• 価格の高騰

課題の整理

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出手段へのシフト
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな販売方法へのシフト
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出入先の開拓
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出入先へのシフト
• 加工食品の輸入拡大
• 価格の抑制、安定化

対策の検討

• 宅配・越境EC
• 低温物流網の構築
• 物流のスマート化、非接触化

• 簡便志向食品（冷食、フリー
ズドライ等）の販売拡大

• 健康志向食品（低カロリー、
低脂質等）の販売拡大

• 本格志向（こだわりの内食）

• 日本の農産物の輸出拡大 • 調達ポートフォリオの構築

• 簡便即食食品（冷食、フリー
ズドライ等）の生産・輸出

• 健康志向食品（低カロリー、
低脂質等）の生産・輸出

事業構想の検討

仕様書６（１）

仕様書６（２）

仕様書６（３）

仕様書６（５）

COVID-19の影響による社会の変化と課題の整理
【サプライチェーン】
• グローバルサプライチェーンの分散化、強靭化と管理高度化
• 地産地消の動き拡大（コンパクト化）
• 食の安全保障等の重要な財の国内回帰・国内調達

【消費構造】
• オンライン消費の更なる拡大
• 保健衛生面の安全・安心への配慮要求

【デジタル化】
• 在宅勤務の定着、働き方の柔軟化
• ECの一層の拡大
• IT／ロボットを利用した生産の更なる拡大 など

COVID-19の
世界的流行

日本の「強み」である食関連の技術・ノウハウ

• 高度な農業生産・食品製造・流通システム
• 高品質コールドチェーン

• 先進性・利便性の高い日本型食品流通システム
• 環境負荷軽減 など

1章 はじめに

目次：2-1, 3-1, 4-1

目次：2-2, 3-2, 4-2

目次：2-4, 3-4, 4-4

目次：2-4, 3-4, 4-4
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2章 欧州

調査実施要領

• 本事業において、欧州については、文献調査による情報収集の他、特に我が国の食産業の海外展開を検討する上で重要と考えられる情報について、関連する現地
団体・企業・関係者等へのインタビュー等を以下の要領で実施した。なお、インタビューはCOVID-19感染拡大の状況に鑑み、TV 会議システムで実施した。

国 種別 FVC 機関 概要 聞き取り事項
TV会議への

参加

EU

組合組織 生産
欧州農業組織委員会・欧州農業協
同組合委員会（Copa-Cogeca）

欧州最大の農業利益団体であり、
農業政策分野への提言が主要活
動の一つ

EU全体のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

業界団体 加工
欧州食品飲料産業連盟
（FoodDrinkEurope）

欧州の食品・飲料の業界団体から
構成される組織

EU全体のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

ドイツ

組合組織 生産 ドイツ農民連盟（DBV） 農民組合組織
ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 B社 青果（果物中心）の卸売業者
ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

民間企業 卸・小売 C社
フランクフルト卸売市場を拠点とし
た青果卸売業者

ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 D社
ミュンヘンに高級デリ（小売）、ドイ
ツ数か所で高級レストランを展開

ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

フランス

組合組織 生産 フランス小麦生産者協会（AGPB） フランスの小麦生産者一般協会
フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間組織 卸・小売 E社
世界最大の生鮮食品市場ランジス
卸市場の運営会社

フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 F社
ランジス卸市場を拠点とした高級
シーフードの卸売業者

フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

英国 業界団体 加工 英国食品・飲料連盟（FDF）
英国の食品・飲料の業界団体から
構成される組織

英国のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

 ヒアリング実施先一覧
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生産

製造・加工

流通

消費

共通課題

COVID-19 による影響と見通し
 当初、物流の混乱や労働力不足等のロックダウンによる影響があったものの、短期間で回復
 従前から消費者の環境・気候変動への意識が高まっており、持続可能な農業・食産業が長期的課題

近年のトレンド COVID-19による影響

• CO2排出削減等、環境的観点から農業・畜産業に対する批判
• 動物福祉、原産地表示への関心の高まり
• 農薬削減、有機農地の拡大

• 感染拡大当初の国境封鎖による労働力不足、特に野菜セクター
で深刻

• ロックダウン中も事業継続していた農業への支援は限定的

• プラスチック削減
• 食品ロスの削減

• パンデミック初期の物流の混乱、包装資材の不足

• 地産地消やショートバリューチェーンへの関心が増加
• ECの成長

• 感染拡大当初は混乱が生じたが、その後状況は改善し、現在は
影響がない

• 食品・飲料のオンライン需要が増しており、ECが急速に整備
• 旅客減少に伴う航空機の便数削減から、食品の輸送にも影響

• 単一市場であるEUでは、EU域内品と国産品の差はほとんどない
• 小売の売上は堅調
• 持続可能性への取り組みを評価基準として、商品を選択
• 有機製品、代替肉、ビーガン等の嗜好の高まり

• 価格へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
• レストランの閉鎖等による高付加価値商品の不振
• 外食需要は戻ると期待されるが、今後の見通しは不明
• 消費者は買い物の頻度を減らし、家庭で調理する機会が増加
• 食品宅配や調理済み食品の需要が増加

• 環境・気候変動への対応
• 英国のEU離脱に伴う不透明性

• 国境閉鎖による移民等の労働力不足
• 感染症対策のためのコスト増加

COVID-19による影響と見通し 概観
2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

影響と
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

COVID-19の概況 感染者数

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成※新規感染者動向における欧州とは、WHOが定義する欧州53か国を指す。

• 本調査では、欧州全体、フランス及びドイツの感染者数動向を時系列的に分析した。2020年3月下旬から4月にかけて欧州で「第１波」が発生し、最大感染
者数は約26万人を記録した。その後、一旦は感染状況が落ち着いたものの、8月の夏季休暇明けから再び増加し「第2波」に見舞われた。

• 感染者数は第1波よりもはるかに多く、最大では11月上旬に200万人を突破した。その後は下降傾向にあるものの、2月15日時点の感染者は約97万人であ
り依然非常に多い。

• フランス及びドイツでも第2波において感染者数が急増し、フランスでは11月上旬に最大38万人を記録した。ドイツはフランス程深刻ではないものの、2月15
日時点で感染者数は約5万人であり、高止まりの状態である。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

渡航／入国制限（2020年7月～2021年2月までの状況）

渡航/入国制限状況

【EU】
• （7月15日）欧州委員会は日本を含む11か国の在住者からの渡航制限を段階的に解除する"Re-open EU"を開始。
• （9月4日）欧州委員会はCOVID-19対策としてEU加盟国が入国制限措置を導入する場合に採用すべき共通の基準を提案。
• （10月14日）EU理事会は加盟国が入国制限措置を導入する場合に採用するべき共通基準を定めた勧告を採択。
• （12月22日）英国においてCOVID-19の変異種が蔓延している状況を勘案し、欧州委員会は同国への往来を控えることを推奨する勧告を採択した。また、2021年1月

1日に英国の移行期間が終了し、英国はEU域外となるため、同日以降は英国からEUへの入域は原則認めない方針である。一方、貨物輸送に関しては、物流の維
持のために入域制限を行うべきではないとした。

• （1月25日）欧州委員会はCOVID-19およびその変異種の感染拡大を受けて、加盟国間での移動の自由を制限する勧告をEU理事会に提案した。あらゆる不要不急
の旅行の自粛、加えて特に感染状況が深刻な地域からの渡航に対して強く自粛を求め、同地域からの入国者に対して到着前の検査および入国後の自主隔離の
義務化といったより厳格な制限措置の導入を各加盟国に対して求めている。

• （1月25日）欧州委員会はCOVID-19変異種の感染拡大の懸念に対応し、EU域外国からの入域制限に関する新たな勧告をEU理事会に提案した。これまで日本は入
域制限措置の解除対象国であったが、本提案が採択された場合、PCR検査の陰性結果証明書の提出義務化、変異種が確認された国の場合に最大14日間の自主
隔離や接触者追跡、渡航者位置特定フォーム(Passenger Locator Form)の提出義務化の追加措置の実施が各加盟国に求められる。

【ドイツ】
• 日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は継続される一方、ドイツ国籍者等の「重要な渡航理由」を有していれば入国可能。
• （12月21日）ドイツ連邦保健省は、COVID-19の変異種の蔓延を防ぐため、英国及び南アフリカ共和国からの列車、バス、船、航空機による輸送を一般的に禁止する

新たな政令を発表（ただし貨物等を除く）。同措置は2021年1月6日まで適用。
• （1月1日）ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨を発表。1月1日より、日本からの渡航者（短期渡航者、長期滞在者）は、従前どおり（事前の滞

在許可取得や出張理由書等を準備することなく）ドイツに入国することが可能。また、入国後の10日間の自宅隔離も日本は免除されている。
• （2月2日）EU理事会勧告を受けて、ドイツ連邦政府は日本を入国制限解除対象国から除外すると発表した。連邦政府が認める「重要な渡航理由」に該当する場合を

除いて、日本からのドイツ入国は認められない。
【フランス】
• （7月1日）日本を含む10の欧州域外諸国からフランスに入国するものに対し、入国制限を解除。「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウイルスの症状がな

い旨の宣誓書」の携行や14日間の自主隔離が不要。他方、その他の国からの入国は原則禁止。
• （1月）COVID-19変異種が猛威を振るう英国との国境封鎖措置は継続しており、特例により英国からフランスに入国する場合は陰性証明書の提示が求められる。
• （1月29日）COVID-19変異株に対する懸念の高まりから、フランス政府はEU域外からフランスへの入国とフランスから域外への渡航は、医療上の「やむを得ない理

由」がある場合を除き原則禁止された。「やむを得ない理由」は、搭乗時に提出する国際移動特例証明書に記入が求められる。また、例えば直系家族の告別式に
出席する場合は死亡届など、それぞれの理由を証明する書類の提出も必要。

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

規制緩和の動き（2020年6月～2021年2月までの状況）

各種制限の緩和の動き

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

【EU】
• （8月17日）スイス・ジュネーブ州はイベント、レストランなどの衛生措置を再強化した。
• （9月9日）COVID-19感染が再び急拡大しつつある中、英国政府は9月9日、イングランドで行動規制などの措置を再強化することを発表した。
• （10月）COVID-19再拡大を受けて、スペイン、チェコ、スイス、オランダ、ベルギー、英国において行動規制やロックダウン等の措置を導入。
• （11月）COVID-19が再び蔓延する中、ベルギー、スイス、オーストリア、ハンガリー、チェコ、イタリア、ポルトガル等の各国において非常事態宣言、ロックダウン等

が発令。
• （3月）ハンガリー、スイスにおいて行動規制やロックダウンの段階的な緩和が言及されている。
【ドイツ】
• （9月4日）COVID-19感染拡大後の初の完全来訪型見本市が開幕。
• （10月28日）一部業種のみを対象としたロックダウンを再導入、また閉鎖対象の事業者に対する支援策を打ち出した。同制限措置は12月20日まで延長される。
• （11月2日）メルケル首相はロックダウンの再導入を発表
• （12月1日）私的な集まりは最大5人までに制限（満14歳以下を除く）。公共空間、屋内の空間、職場ではマスクを着用しなければならない。なお、クリスマス期間中

（12月23日～2021年1月1日）は特別措置として、屋内及び屋外における集まりの最大人数は最大10人までに拡大される。
• （12月16日）11月2日より全土で導入されている追加制限措置（部分ロックダウン）が強化された。食料品や生活必需品を除く小売店の閉鎖、飲食店の営業の制限

等の措置の厳格化、及びクリスマス期間や大晦日と元旦の特例措置等が定められている。
• （2月10日）ドイツのアンゲラ・メルケル首相は、各州首相と新型コロナウイルス感染拡大抑制策について協議し、2月14日までの行動制限措置を3月7日まで再延長

することに合意したものの、以下については緩和される。①感染予防措置を講じた上での美容院・理髪店の再開、②感染拡大が抑制されている州における小売業
（20平方メートル当たり1人の顧客に制限）、博物館や美術館、身体の接触を伴うサービス業の再開、③文化施設、飲食店、宿泊施設等の再開について、連邦政府
と州政府が再開を調整。メルケル首相と各州政府は、3月3日に再度の協議を行う予定。

【フランス】
• （6月15日）イル＝ド＝フランス地域圏のカフェやレストラン再開、欧州内の移動可能等の制限緩和をマクロン大統領が発表。
• （9月23日）感染者数の増加を受け、新たな対応策を発表し、2週間をめどに実施予定。
• （10月17日）イル＝ド＝フランス地域圏及び8つの都市圏において夜間外出禁止令を発表
• （10月30日）1か月間のロックダウンが再導入。移動制限措置が導入されており、特例外出証明書を不携帯での外出は罰金の対象となる。
• （11月14日）衛生緊急事態宣言の延長に関する法律が成立し、同宣言は2021年2月16日まで延長。
• （12月10日）10月30日より再導入した移動制限措置（再ロックダウン）について、緩和・解除を3段階で進める方針が示されているが、カステックス首相は、国内の状

況が期待していたほど改善していないことから、12月15日に予定していた文化施設の規制緩和の延期、夜間外出禁止令の導入を発表した。
• （1月31日）フランス政府は感染者数が高止まりしていることを背景に、行動規制を強化している。現行の午後6時から翌午前6時までの夜間外出禁止措置を継続し

つつ、追加規制として、非食品系の大型小売店の営業を31日から禁止した。中小規模の小売店については、店舗内の人口密度を制限することが義務付けられて
いる。他方、移動制限措置は再導入されていない。

影響と
見通し
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 2020年Q1のEUの食品・飲料業の業績はおおむね好調であり、生産高（0.4%）、売上高（2.8%）は、前四半期と比較して微増し、製造業全体と比較して生産
高(0.2%対-4.9% (2019年Q1比))、売上高 (5.4%対-4.7% (2019年Q1比））ともに上回った。また、2020年Q1の食品・飲料の輸出総額は355億ユーロ (前年
比:+4.1%)となり、貿易収支は155億ユーロの黒字(前年比:+8%)となった。

 輸出品目のうち、シェアが最も大きい上位5品目（肉加工品、乳製品、ワイン、果物・野菜加工品、ココア・チョコレート・菓子)の2020年Q1の輸出額は178億
ユーロに達した。一方、食品・飲料の輸入額も200億ユーロ(前年比:+1.2%)で増加している。

 他方、欧州でCOVID-19感染者が増加し始めたのはQ2以降となるため、COVID-19による影響については、今後発表されるQ2以降のデータに着目する必要
がある。

 
食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第1四半期まで）

出所：FoodDrinkEurope

単位：
10億ユーロ 輸出額

輸入額

貿易収支

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第1四半期まで）

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 前年比

生産指数 105.3 105.2 105.2 105.1 105.5

増減率（%） 1.1 -0.1 0.0 -0.1 0.4 0.2

売上高指数 109.8 111.1 111.3 112.5 115.7

増減率（%） 1.4 1.2 0.2 1.1 2.8 5.4

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

物流への影響

消費者マインド

【EU】
• 2020年Q１の食品小売業の売上高は前四半期比3.5%増、前年比4.3%増で全体的な小

売取引量の減少（ ▲0.7% ）を上回った。
• EUの食品・飲料業は、域内で生産される農産品の約70%を原料として調達しており、

COVID-19の影響による食品・飲料製造業の稼働率低下は農業従事者にも影響を与え
る可能性がある。

【ドイツ】
• 国内において物流は正常に機能している。
• 港湾は正常に機能しているが、海上輸送船において欠便や運航頻度の減少が生じて

いるため、積載率が高まっている。
【フランス】
• 輸送能力が減少しているものの、航空運送は正常に機能している。
• 海上運送において、混乱や遅延は限定的。コンテナ等の不足も改善している。
• 税関は通常通りの営業時間で運営されている。

【EU】
• 8月5日、 EU統計局(Eurostat)はEU27か国とユーロ圏の6月の小売り部門の取引高に

ついて、欧州でCOVID-19の拡大が始まる以前の2月の水準に回復したと発表。品目
別で見ると、食品・飲料・たばこは1.3%減と、COVID-19危機以前の水準にほぼ回復し
た。

【ドイツ】
• 5月29日、ドイツ連邦食糧・農業省（BMEL）は、COVID-19がドイツ人の食生活に与えた

影響に関するアンケート調査結果を発表した。同調査によると、より多くの消費者が自
宅で調理をする傾向が強まり、若い世代を中心に以前よりも加工食品の摂取が減少。
また、サプライチェーンの短い地産地消を重視する傾向が高まっており、特に、青果、
乳製品・卵、パン、肉・ソーセージなどでこの傾向が強い。また、健康志向（健康的・低
カロリー）や環境・動物福祉を重視する消費者も増加している。

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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 2020年Q2のEUの食品・飲料業の業績は、生産高(-9.6%)、売上高(-10.1%)と全四半期と比較して大幅に減速したものの、製造業全体と比較して生産高(-
9.1%対-20.7% (2019年Q2比)) 、売上高 (-6.6%対-22.9% (2019年Q2比））ともに上回った。また、2020年Q2の食品・飲料の輸出総額は340億ユーロ (前年比:-
1.4%)となり、貿易収支は152億ユーロの黒字(前年比:+3.7%)となった。

 輸出品目のうち、シェアが最も大きい上位5品目（肉加工品、乳製品、ワイン、果物・野菜加工品、油脂)の2020年Q2の輸出額は169億ユーロに達した。一
方、食品・飲料の輸入額も188億ユーロ(前年比:-5.1%)で減少している。

食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第2四半期まで）

出所：FoodDrinkEurope

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第2四半期まで）

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

輸出額

輸入額

貿易収支

2019 
Q2

2019 
Q3

2019 
Q4

2020 
Q1

2020 
Q2

前年
比

生産指数 105.6 104.9 105.0 106.2 96.0

増減率（%） 0.3 -0.7 0.1 1.1 -9.6 -9.1

売上高指数 111.2 111.3 112.5 115.6 103.9

増減率（%） 1.4 0.1 1.1 2.8 -10.1 -6.6

単位：
10億ユーロ

物流への影響

【EU】
• 10月12日、欧州産業連盟はEUのFTA運用について提言を発表した。COVID-19下、

サプライチェーン多様化の必要性、FTA活用における原産地証明にかかる手続き
負担の軽減などの必要性を提言した。

• 欧州委員会は10月28日、通関手続きの合理化とデジタル化を推し進める「通関手
続き一元化（シングルウインドー）規則案」を公表した。ただし、今後10年間といった
長い期間をかけて徐々に実施していくべきとされている。

• （12月）英国のEU離脱（ブレグジット）に伴う移行期間の終了（2020年末）を考慮し
た在庫の積み増し、新型コロナウイルス感染症対策に伴う港の処理能力の低下や
医療防護具（PPE）の輸入増、小売業者のクリスマス商戦による消費財の輸入増な
どの要因から、港湾等の混雑による物流の遅れが発生している。初めは国内最大
のコンテナ港であるイングランド東部フェリックストー港で発生していたが、その後
南部サウサンプトン港と南東部エセックス州のロンドン・ゲートウェイ港でも混乱が
発生した。

• （12月20日）COVID-19による個人需要の増加と、英国のEU離脱の対策としての在
庫の積増しから、欧州向けの貨物輸送の需要が急増しており、中国／東アジアか
ら欧州北部への40フィート（約12メートル）コンテナ1個当たりの価格は10月下旬か
ら2倍以上に高騰し、12月20日時点で4,434米ドルである。

【フランス】
• （12月21日）12月21日午前0時より24時間、英国との交通を全面的に遮断した。貨

物輸送車両も対象となるため、英仏海峡フランス政府の措置が物流混乱に拍車を
かけることを強く懸念している。

• （12月23日）フランス政府は12月23日午前0時に英国からの入国禁止措置を緩和し
たことにより両国間の物流が再開した。運転手にはPCR検査またトンネルの英国
側フォークストン・ターミナルやドーバー港は閉鎖されており、関係者らは今回は抗
原検査による陰性証明が求められる。

影響と
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 （2月1日）EUの食品・飲料業の生産者団体であるFoodDrinkEuropeが公開した2020年第3四半期についてのレポートによれば、2020年Q3のEUの食品・飲
料業の業績は、生産高(+8.2%)、売上高(+5.9%)と前四半期と比較して部分的に回復した。製造業全体と比較して生産高(-0.4%対-5.9% (2019年Q3比)) 、売
上高 (-1.1%対-7.7% (2019年Q2比))と昨年同四半期からの下落幅は小さい。また、2020年Q3の食品・飲料の輸出総額は365億ユーロ (前年比:-0.4%)となり、
貿易収支は174億ユーロの黒字(前年比:+6.0%)となった。

 2020年Q3のEUの全産業の雇用状況は前四半期と比較して悪化(-0.7%)した一方、食品・飲料業の雇用状況はわずかに改善した(+0.2%)。昨年同四半期と
比較すると、食品・飲料業の雇用情勢は悪化しているものの全産業と比較すると下落幅は小さい(それぞれ-1.2%、-2.2%、-2.8% (2019年Q3比))。

食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第3四半期）

出所：FoodDrinkEurope

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第3四半期）

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

2019 
Q3

2019 
Q4

2020 
Q1

2020 
Q2

2020 
Q3

前年比

生産指数 105.0 105.1 106.1 96.7 104.6

増減率（%） -0.7 0.1 1.0 -8.9 8.2 -5.9

売上高指数 111.2 112.5 115.6 103.9 110.0

増減率（%） -0.1 1.2 2.8 -10.1 5.9 -1.1
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

貿易動向、物流への影響等③



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

物流への影響 消費者マインド

【EU】
• ベルギーの食品産業界では、英国のEU離脱に伴う移行期間終了に関して、通

関手続き等の発生によるコスト増加を懸念する声が上がっている。1月1日付の
フラマン語系ニュースVRTによれば、ベルギー西部ゲント近郊のチョコレートメー
カー、クリンへルは英国向けの製品について、通関手続き用の書類作成等必要
な手続きが増えるほか、通関のため輸送時間も増え、さらに運転手が税関審査
に対応する場合も予想され、手続きや輸送が複雑になることからコストの増加は
避けられず、最終的な製品価格は約15％上昇すると見積もっている。

• 英国の生産者団体であるNational Pig Associationは、同国のEU離脱による単一
市場および関税同盟からの脱退により、豚および豚肉のEUへの輸出における
官僚的手続きが大幅に増加し、ドーバーやカレー等の物流拠点において遅延が
生じているという。具体的には、税関において獣医が複数の書類に押印する作
業、検査官が豚肉製品のラベルを確認する作業等が挙げられる。

• 英国・グレートブリテン島から北アイルランドへの物流では、通関手続きにより、
野菜や冷蔵肉など生鮮食品の出荷について大幅な遅延が発生している。物流
の混乱を避け、同地域向けに一部商品の販売を停止、もしくは今後停止を検討
する小売事業者もみられており、北アイルランドでこれらの商品の不足が頻発し
ている。大陸側との物流では、漁業関係者への影響が目立つ。大量の書類や貨
物検品などの煩雑さから輸出の遅延が深刻化し、損失が生じているという。

【フランス】
• 英国のEU離脱（ブレグジット）に伴う移行期間終了後、英国・フランス間の物流に

今のところ大きな混乱はなく、英仏海峡トンネルを管理運営するゲットリンクによ
れば、2020年12月31日～2021年1月1日に約200台のトラックが税関を問題なく
通過した。1月1日から稼働した、オンラインで税関審査を行う新たなシステム
「ラ・フロンティエール・アンテリジェント」が正常に機能していることが大きい。こ
れは、出発前に事前申請された積み荷について、税関が輸送中にリスク分析し、
一部のトラックのみを「ピット・ストップ」と呼ばれる検査所でチェックするという仕
組み。実際に積み荷の検査が必要だと判断された場合は1時間ほど時間を要す
るが、通常の審査は5～10分で完了する。

【ドイツ】
• ドイツ連邦政府の報道によれば、2020年における有機食品の販売額は前年度

比で17%増加し、約€140億に達した。同報道では、COVID-19のパンデミックの中
で、より健康で持続的な食品に消費者の意識が向いていることがこのトレンドの
要因である。また、ドイツ連邦食料・農業大臣のJulia Klöcknerによれば、この有
機食品市場の伸長は、政府が振興している有機ラベリング制度により、消費者
の間で有機食品に対する信頼性が増していることに起因するという。

影響と
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

物流への影響、消費者マインド（EU、ドイツ、フランス）



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

物流への影響

• FranceAgriMer（フランス食料農業漁業省の政策実施機関）は、2020年2月～7月
までのフランスにおけるCOVID-19が食品消費動向にどのような影響を与えたか
についての報告書を発表。ロックダウン直前の第11週と第12週にかけ(3/9～17)、
長期保存食品（パスタ等）の大量購入と在庫不足への恐れから買い占めが起き
た。ロックダウン中の売上も前年比で増加しており、同期間中売上を伸ばした象
徴的な食品は小麦粉である。

• FranceAgriMerによると、ロックダウン直前には長期保存できる食品の買い占め
が起きたものの、ロックダウン中もフランス人は生鮮食品を継続して購入していた。
ただし、同じ品目でも個人商店やマルシェ等の対面式での販売が落ち込んだも
のもある。また、日用品の購入頻度にも変化があり、COVID-19の前後では、週1
回以上の割合が増え、頻繁に食品を購入しない人の割合が増加している。

影響と
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

物流への影響 フランス



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

消費者マインド

【ドイツ】
• アメリカ農業省(USDA)によれば、COVID-19によってドイツの外食産業において構

造変化が生じており、以下の５つの傾向があるという。①宅配サービスの重要性が
増加、②チェーンレストランがデジタル化に投資（顧客向けアプリケーション等）、③
調理場の自動化と人員削減、④チェーンレストランの値上げと技術開発、導入への
投資、⑤この構造変化の中で、小規模、独立事業者が乗り遅れる懸念がある。

• （10月30日）ドイツ連邦統計局は、2020年第3四半期のGDP成長率の速報値を発表。
前期比で8.2％増、前年同期比で4.2%減（季節調整済み）と大幅伸長した。成長の要
因は、個人消費、設備投資、輸出の増加によるもの。

【EU】
• 2020年10月の失業はEUで横ばいの7.6%であった。10月のEU27国の失業者数は

1,623万6,000人で、前月比9万1,000人減である一方、若年層の失業者数は前月
比で4万6,000人の増加。なお、ユーロスタットによれば、COVID-19に関連した制
限措置を受けて、失業手当の申請件数が急激に増加している。

• EU統計局（ユーロスタット）によれば、EUの実質GDP成長率はCOVID-19にかか
る制限措置により大きく落込んだ第2四半期（4-6月）から大きく回復し、前期比
11.5%、個人消費は前期比13.2%増となった。ただし、前年同期比ではマイナス4.2%
であり、COVID-19感染拡大前の水準には戻っていない。

＜欧州委員会による消費動向調査＞
• 欧州委員会は、2020年8月～9月にかけて実施した、食品に関する消費動向調査

の結果を12月に発表した（次図）。同調査は、EU加盟国全体で行われた27,000件
以上のインタビューに基づいており、食品を購入する際に最も重要な3つの特性
をそれぞれ選択するよう求め、ほとんどの回答者が味 (45%) 、食品の安全性
(42%) 、コスト (40%) を選択した。これらの要因は、持続可能性と健康よりも高く評
価されたが、回答者の3分の1は、食品の原産地 (34%) と栄養表示 (33%) が購入
を行う際に依然として重要な要因であると述べている。欧州委員会は、欧州の消
費者をより持続可能で健康的な食生活に移行させることを大きな目標としている
が、同調査では、コスト、食品の起源、栄養が追求すべき有用な要因であること
を示した。

• また、上記調査において、回答者に持続可能な食品とは何かを尋ねたところ、10
人に3人が手頃な価格が最も重要な要因であり、栄養 (41%) と農薬の使用がほと
んどないか全くない (32%) に続いた。ほぼ4分の1が「地産地消やショート・サプラ
イ・チェーン」 (24%) を持続可能な食品の重要な特性と考えている一方で、わずか
5人に1人が「環境や気候への影響が少ないこと」 (22%) を挙げている。

• 調査対象者の半数近くが、健康的で持続可能な食品が手頃な価格で手に入り
(49%) 、普段買い物をする場所でそのような選択肢があること (45%) が、持続可
能な食事を取り入れるのに役立つだろうと述べた。また、10人中8人以上の回答
者が、最も健康的で持続可能な食品を選ぶのに食品表示（ロゴ）が役立つと考え
ていた (85%) 。

• COVID-19危機の後、EUの消費者の間で、健康や食の安全、農産物の地産地消
に重点が置かれるようになってきている点が本報告書にも反映される形となった。

味

食の安全性

コスト

食品の原産地

栄養表示

消費期限の長さ

その他

わからない

環境・気候変動への影響（カーボン・フットプリント等）

倫理的・宗教的事由（動物福祉等）

便利さ（調理済等）

最低限の加工

出所：欧州委員会HPより
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

消費者マインド EU



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

消費者マインド

【フランス】
• FranceAgriMer（フランス食料農業漁業省の政策実施機関）は、2020年2月～7月

にかけ、フランスにおけるCOVID-19が食品消費動向にどのような影響を与えた
かについての報告書を発表。それによると、COVID-19の影響で仕事よりも家庭
を優先する人が増え、全体の60%は消費の傾向が変化したと回答。全体の69%が、
現在の経済・健康危機は、より責任ある製品(地産地消、オーガニック、生産者に
公正、未包装等)へ消費パターンを変化させる必要があるとしている。

• COVID-19のロックダウンの前後で「高品質」食品の定義について調査したところ
（下図）、食品購入時に「環境に配慮・生産者に公正」、「健康に良い」ものを優先
する消費者が増加し、反対に「美味しさ」を優先させる消費者が減少した。

• また、COVID-19がフランスの食料消費にどのような影響を与えるかについて、以
下の5つのシナリオ分析に基づく報告書を発表した。

 危機後（経済優先）：経済回復最優先になれば環境問題が後退。ファス
トフード、スナック、家庭外支出等が増加。地元の製品、有機等は価格
が手ごろであれば購入。

 管理された食品：ECとテレワークが一般的になるにつれ、巨大スーパー
や集団食堂が閉鎖。都市富裕層は豊富な食のサービスを享受し、中流
層以下は低価格製品へ依存。

 国産品重視：経済危機と健康不安から消費者はより高品質な食品を志
向。フランス政府は消費者の需要に応えるため、基準を満たさない食品
の輸入を制限。

 グリーンへの熱意：健康や環境に配慮した食品への要求が高まり、動物
性タンパク質の摂取が減少する。他方、食品価格も上昇し、低所得者層
の反発を招く。

 食品の脆弱性：2020年秋の2回目のロックダウンでは公的介入が制限さ
れ、経済的困難と国際貿易の減速が食料不足を引き起こし、消費者は
価格をより重視するようになる。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

21

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

消費者マインド フランス



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

生産への影響①

欧州 ドイツ フランス

COVID-19の
影響

• 農業セクターの強靭さは多様性によって維持されている。COVID-19の
影響として、農業の回復力が注目されており、各国の政府はフードサプ
ライチェーンへのリスクを放置せず、対処しようとしている。

• ドイツの農家や農業全体としては大きな影響は受けていない。
その後、状況は改善し、2020年4月から夏にかけて影響は限定
的だった。現在、第2波に見舞われているが、第1波の経験から
適切に状況に対処できている。

• 最初のパンデミック発生後2-3週間物流の乱れが生じたが、農
業に大きな影響を与えなかった。

• 今年の国際的な穀物市場は、COVID-19ではなく環境から強い
影響を受けた。

• ロシア、ウクライナ、アルゼンチン等の主要な穀物生産国にお
ける不作により国際的な供給量はわずかに減少した。

• オーストラリアは豊作であったが、生産量が少ないため減少分
を補完するには至らなかった。従って、大豆を含む穀物価格は
上昇した。また、ロシアの禁輸措置やアルゼンチンの輸出税も
価格上昇に寄与した。COVID-19の影響は大きくない。

セクターへの
影響

• 最も大きく影響を受けたのはホテルやレストラン産業であり、売上げが
大幅に減少した。

• ブリュッセルでは、小麦粉や穀物、大きいサイズである1.5kgの包装材
が不足した。小麦生産者によれば、小麦の在庫はあるが包装材が不
足し、小売店での品切れが発生した。小麦粉や卵、イーストに関し、パ
ンデミック当初では購入量に制限が課された。家庭での調理やパン作
りに必要な材料はしばしば不足した。

• 高付加価値であるケータリング産業は不調だが、卵、イースト、牛乳や
小麦粉などの基礎食品の売れ行きは好調。

• COVID-19が与える影響はセクター毎に異なり、畜産や花産業は危機的
状況である。花きと観葉植物は大きな影響を受けた。屋外イベントが自
粛されているからである。特に切り花への影響は大きい。ただし、人々
が自宅でデコレーションを行う機会が増えていることから、園芸の需要
は増加している。

• 食肉産業は、豚コレラの影響も受けており、国際的に消費者の嗜好が
変化している。

• 乳製品市場は、豚肉市場ほど深刻な影響は受けていないもの
の、以前と比較して消費量は下落
レストランが閉鎖していることから、野菜や果物の消費量が増
加し、肉の消費量が減少している。
レストランが閉鎖し、外食の機会が減ったことでフライドポテト
の消費が落ち、ジャガイモの消費量が大きく減少

• 包装材の不足が問題となった。これは原料の不足ではなく、
COVID-19によって需要が変化したことが原因である。フランス
には包装材製造のための十分な設備が備えられているが、自
宅で食品が消費される機会が増加したため、以前より大きな包
材が必要となった。例えば、以前パスタは250gで販売されるこ
とが一般的だったが、現在は1kgが一般的である。製造業者は
より大きな包装材の製造に対応する必要があったため、2週間
程度、一時的に不足が生じた。

• 大麦において間接的な影響が見られた。ビールの消費が落ち
込んだことにより、麦芽の需要が減少、これに伴い大麦の需要
も減少した。ただしこの現象はパンデミック初期においてのみ
見られた。

流通

• 2020年春の感染拡大当初は、ブリュッセルの都市部において、2020年
3月に食料の買いだめが発生した。

• 食品市場は次第にCOVID-19前の状態に戻っている。
食品業界においては、機械を修理するエンジニアが移動を制限された
ことによるリスクが発生した。
ただし、欧州委員会が明確なガイドラインを示したため、混乱は解消し
モノやサービスは再び自由に往来するようになった。

• 2020年春の感染拡大の初期は、物流のためのトラックや人の
移動制限があった。
労働力確保のため、政府との交渉を行ったが、国境を開放す
るにあたり、ドイツ連邦内務省の説得が困難であった。
その間、季節労働者を確保するため、2～3週間はチャーター便
を用意して対応にあたった。

• フランスでは、特に生産地から輸出港まで、生産地から製造地
までの物流費が上昇した。

• フランスでは、水路で輸送される穀物は全体の20％であり、そ
の他の大部分はトラックによって陸路で輸送されるため大きく
影響を受けた。

• 最初のパンデミックでは、復路で運搬する貨物を見つけられな
いトラックが多かったことから輸送費が高騰した。この価格高騰
は運送業者が吸収したため、生産者の引き渡し価格に変化は
なかった。数か月後、物流網が再整備され、運送業者が適応し
たことから物流費の問題は解消された。また、パンデミック当初
数週間は、トラック運転手が利用できるレストランやトイレに問
題があったことから、トラック運転手は業務に消極的だった。そ
こで、トラック運転手のためにレストランやトイレが整備された。

ヒアリング調査結果
影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 パンデミック初期の物流の混乱、包装資材の不足
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生産への影響②

欧州 ドイツ フランス

労働力

• パンデミック初期は、国境が封鎖される等、移動制限によって季節労働
者の不足が発生し、農業は短期的に混乱した。

• EU外からの移動に加えて、EU内での移動も制限され、特に欧州中央部
で規制は厳格であった。

• EUの農業―食品産業はスペイン、イタリア、ポルトガル、スロベニア、北
アフリカからの労働者に依存しており、国境を越えて移動することが困
難であった

• 春作物の収穫や夏・秋作物の播種のため、労働力が必要な時
期だったが、イタリア、北アフリカ、ウクライナから季節労働者
が入国できなかった。

• 最初のパンデミックの後、国境を越えた移動が制限されたため、
季節労働者を受け入れることができなかったため、農業、特に
果物や野菜はCOVID-19から大きく影響を受けた。

• 例年収穫時期に訪れる北アフリカや黒海沿岸各国からの季節
労働者が、国境閉鎖のために訪れることができなかったことか
らも影響を受けた。

価格

• 基礎食品は価格に大きな影響はなく、安定している。
• 食品の消費量が減少する中で価格上昇は発生していない。

他方、EU単一市場において、環境ラベリング制度の適用等により生産
コストは増加しているものの、その影響を除いても生産コストは増加し
ている。

• レストランの閉鎖等により、肉や野菜等の高付加価値商品の市場を
失っている。切り花も同様である。

• 経済はマイナスの影響を受けているが、特に支援は受けていない。

• 影響は限定的であったため、フランス農家の販売価格は影響
を受けていない。また、2020年6月頃まで国際的な穀物価格は
COVID-19の影響を受けて下落した。これは消費者心理を反映
したものと考えられる。

• 食品関連業者は、需要の減少と供給の水準に頭を悩まされて
いるが、2018年の価格上昇と比較して2020年は平年通りだっ
た。

• 2020年の夏頃まで小幅な値動きで推移し、米や小麦価格はわ
ずかに上昇、とうもろこし価格はわずかに減少した。

• 夏の収穫以降、穀物価格は上昇し始めたが、これは需要増加
が要因である。

農家の収入

• EUの商品経済の内10-15%をレストランやケータリングが占めているが、
特に野菜、ワイン、肉製品は大きく減少している。この10-15％の大部分
は、ワインやステーキなどの高付加価値製品である。

• 牛肉全体の約8％はステーキなどに用いられる高価な部位であり、牛
肉の価格全体の約30％を占める。これが販売できない、または価格を
下げざるを得ない事により、間接的に生産者の収入に影響を及ぼす。

• 日本の和牛が欧州で販売されている場合、同様の影響を受けるだろう。

• 豚肉市場では価格が下落したことにより、業者の収入は減少し
た。

• 乳製品の価格は安定していたので、影響は限定的。
• 穀物については特に報告を受けていないので、大きな影響を

ない。
• 春に収穫されるアスパラガスやイチゴは、前述の労働力不足に

より影響を受けた。

• 食品価格や生産者の収入に問題はあったが、COVID-19の影響
ではない。

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 感染拡大当初の国境封鎖による労働力不足、特に野菜セクターで深刻
 レストランの閉鎖等による高付加価値商品の不振
 価格へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
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欧州 ドイツ フランス

EUの対応策

• 食品業界では、機械を修理するエンジニアが移動を制限されたことに
よるリスクが発生した。ただし、欧州委員会が明確なガイドラインを示し
たため、混乱は解消しモノやサービスは再び自由に往来するようになっ
た。

• 昨年12月にEUは今後7年間の予算を決定したが、農業への支出額は
削減された。

• EUの復興プランが、2021年から実行される。約7,500億ユーロの復興プ
ランは、農業―食品産業の復興に大きく貢献するだろう。デジタル産業
やデータ共有に現在取り組んでおり、EUの農業に大きな恩恵をもたら
すと期待。

• 農業セクターを成長を加速させるためには、合理化、市場志向の製品
製造、動物福祉等の消費者の嗜好に合わせた生産が必要であるが、
課題はまだ多い。

• これまでEUから農家への補助金が少ないと認識していたが、
最近は増加している。

• 以前は補助額が€20,000～25,000だったが、上限が€125,000ま
で引き上げられた。これは、共通農業政策（CAP）由来の補助金
が含まれている 。

• 民間企業が在庫の積増しを行う際に費用を援助したり、公的機
関が市場から食品を買い入れて保管。後者より前者の方が効
率的と考えている。

• 欧州委員会（EC）の支援策は野菜や果物の生産者を主な対象
にしているため、穀物生産者はその恩恵を受けていない。
野菜や果物は、2020年春のパンデミックと収穫・出荷の時期が
重なったため、物流の乱れの影響を受けた。ECの支援措置は
これらの被害を受けた野菜・果物生産者の対象としたものであ
る。

• EUの財政緩和、物流問題解消のためのグリーンレーン等全産
業を対象とした措置は、穀物生産者も恩恵を受けた。今年度の
穀物生産における問題は干ばつだった。フランスを含む欧州全
体で単収が低下した。加えて、2020年の春にはアブラムシの蔓
延が問題となった。殺虫剤の使用は禁止されているため農家
は対策をとることができず、酵母、ビート、穀物がモザイク病と
呼ばれるアブラムシ起源の病気に苦しんだ。

国の対応策
• ベルギーやオランダは合計8,500万ユーロの支援策を行っているが、特

に深刻な被害を受けた産業が対象であり、農業はその恩恵を受けてい
ない。

• ドイツ連邦政府には、生産額が30％以上低下した場合に補助
金が給付する制度があり、豚肉は価格が40%下落していること
から生産者は支援を受けた。

• 一方、他の農産物生産者は、減少額が30％に達していないた
め、援助を受けられていない。

• COVID-19のロックダウン下においても、農業セクターは食料供
給のために事業を継続しており、全体として売上高は大きく減
少しておらず、今後も新たな援助を受けることは難しい。

• 各加盟国は世論を反映した対策を行っている。その一つは産
業自治権を取り戻すことであり、フランス政府はいくつかの増
強が必要な産業（マスクの製造等）を戦略的産業に指定し、投
資している。

• 包装材や家畜飼料はこの戦略的産業に指定されていないので、
輸入への依存度はそれほど高くないと考えられる。

• 2020年10月にフランス政府は干ばつとアブラムシの被害を受
けた農家を支援を表明。政府の支援策は以下の5つである。ま
たビート生産者に対しては、ネオニコチノイド殺虫剤の一時的
な使用許可も与えられた。

①Social Contribution（社会保険料？）の免除、
②カバークロップ（被覆作物）に関する規制の緩和、
③共通農業政策(CAP)による農家への支払いの早期実
施、
④農地に対する税金の免除、
⑤銀行から農家への貸付における政府からの支援。

今後の見通し
• 長期的な影響としては、栽培される農産物が需要の変化に対応して変

化すると考えられる。現時点で影響を評価することは難しい。
• レストランが営業を再開すれば肉の消費量も増加すると考えら

れるため、影響は一時的なものと考えている。

• ローカルな食品は一般的に高価であるものの、品質において
差別化されている。この傾向は、COVID-19以前から存在するも
のであり、今後も持続するだろう。

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

生産への影響③
 EUや各国政府からの支援はあるものの、ロックダウン中も事業継続していた農業への支援は限定的
 ロックダウンが解除されれば外食需要は戻ると期待されるが、今後の見通しは不明
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加工への影響①

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

EU 英国

COVID-19の影響
• 生産性は小幅に下落しているものの、スーパーマーケットは営業を継続しており、人々は食品を

食べ続けているため影響は限定的。

• 新型コロナウイルスは食品・飲料産業に長期間、大きな影響を与えており、この様な事象は初め
てである。

• 食品製造業者が抱える問題は、需要の変化を前もって把握できない事である。クリスマスの時
期はレストラン等のサービス業は営業していたが、それらに対して供給することに苦慮した。

セクターへの影響
• じゃがいもについては、現在閉鎖を余儀なくされているHORECA産業（ホテル、レストラン、ケータ

リング）で主に消費される製品であることからCOVID-19の直接的な影響を受けている。
• オリーブオイルは米国との関税問題により強く影響をうけている。

• 企業の多くは、小売店だけでなく学校や病院、航空企業、食堂や収容所等にも供給している。こ
れらの多くは新型コロナウイルス発生以降閉鎖されていることから、食品の需要も大きく減少し
ている。

• 例えば、学校の閉鎖により牛乳の需要は激減している。これらに供給していた商品は容量が大
きいため、小売店にそのまま販売することはできない。このような商品の一部は小売店向けに転
換することはできたものの、多くの食品・飲料業界は被害を受けた。

• 青果や肉の配達需要は英国で急増しており、毎週それらを顧客に配達する事業を営む企業は
急成長している。

• 食品・飲料のオンライン事業も需要が増しており、ウェブサイトが急速に整備されている。

流通

• EUは国連や国際的な農産物、食品の機関に対して、COVID-19禍においても国際貿易を維持す
る必要があるとの発言を続けている。EUは第三国から農産物・食料の十分な供給をうけている
が、一部の第三国は過剰に反応し国境を閉ざしており、これはCOVID-19によるパニックを不必要
に増幅させている。

• 第三国に農産物や食品を輸出する際に大きな影響はない。1回目のパンデミックの初期におい
ては、第三国からの労働力や原材料の調達に依存している産業において懸念が発生した。しか
し、そのような懸念が顕在化することはなく、現在問題は発生していない。

• 物流の混乱も見られ、ある港では缶詰食品が3週間ほど輸送できなかった。
• 混乱は海外でも見受けられ、例えばインドでは税関が閉鎖されたため、書類を作成できず商品

の輸出入ができなかった。
• 最近では、英国のケントにおいても物流の問題が発生した
• 。フランス等の周辺国が物流運搬業者に対して国境を閉鎖したため、物流トラックがケントで足

止めされた。空輸貨物に関しては、飛行機の便数は回復してきているものの、まだ便数が少な
いことから需要超過である。

在庫について

• COVID-19初期において、一定の農産物においては在庫超過により、食品ロスが発生した。
• 肉製品において、特に高品質で通常レストランに卸される肉は、より安価で小売店に卸さざるを

得ず、食品ロスも発生した。
• 牛乳も同様であった。チーズでも過剰供給となり、食品ロスが発生した。
• 現在は企業が状況に適切に対応できているため、その様な問題は特にない。

• 新型コロナウイルス発生直後、企業の一部は大きな影響を受けた。
• 英国において当初見られたのは、消費者による食料品の買い占め、特にパスタ、米、缶詰食品、

冷凍食品等の長期保存可能な食品において発生した。
• 果物や野菜などの青果類も早々に売り切れた。一般的に食品製造業者は3週間分の製品を備

蓄しているが、たった2日でその備蓄がなくなってしまった。

労働力

• 最初のパンデミックはいくつかの農産物の収穫期に発生し、東欧からの季節労働者が国境を超
えることができなかったため、農家への影響は甚大だった。80,000人もの季節労働者が国境を
超えることができなかったので、ドイツやフランス等の加盟国は、対応策に強いられた。

• 国境の閉鎖による労働力不足は、下流の加工業や食品生産業にも影響を与えた。食品生産業
では、包装材や製造機械等のエンジニアがEU内を移動することが困難だった。ただし、各企業
が適切に対応しているため、これまでは工場閉鎖等の問題に発展していない。

• 2021年1月現在、労働力不足は発生していない。一方で、レストラン産業は、各国のロックダウン
政策により深刻な被害を受けている。

• 企業の一部は季節労働者の雇用に苦戦しており、例えばクリスマス等の時期は人手不足となっ
ている。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 第三国に農産物や食品を輸出する際に大きな影響はない
 感染拡大当初の労働力不足は食品加工業へも影響を与えたものの、その後状況は改善
 食品・飲料のオンライン事業も需要が増しており、ウェブサイトが急速に整備されている
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加工への影響②

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

EU 英国

価格

• 価格は大きく変動、上昇している。昨年の上旬は取引量と生産量が減少したが、他の産業と比
べるとその影響は軽度であった。しかし、第3四半期は回復の兆しを見せており、取引量に関し
てはCOVID-19前の水準に近くなっている。

• 昨年第1四半期はコンテナの遅延により物流コストが上昇した。これにより、農家における在庫
量の上昇や消費者への供給の遅れが発生したとの事例がある。

• 食品製造業の中には、わずかな通知期間で契約が打ち切られた企業もあった。この様な状況の
中、食品価格は現在高く、小売店は長期保存可能な食品に注力している。

• 飲食に関するサービス業は苦戦していることから、食品製造業者の販売価格も下落している。レ
ストランで食事ができないことから、自宅向けの高級食材の需要は増している。

政府の対応策

• EUレベルで市場介入、在庫積み増しを行う民間企業への補助が行われているが、これらは農業
内のセクター単位で行われており、各セクターの生産者団体がこれに介入している。一方、CAP
予算は少額に制限されてしまっているため、ECに予算拡大を要求している。
欧州委員会（EC）は2020年、7,500億円規模の欧州回復計画を発表し、パンデミックにより影響を
受けた加盟国の産業復興を支援することを発表した。ただし、各加盟国の裁量で各産業に配分
する割合を決定することができるため、農業や食品産業に配分される割合を業界団体はコント
ロールすることはできず、受給するためには適切な条件を満たす必要がある。

• EU内において国境が閉鎖され物流が遅延していた際、ECが迅速に対応しグリーンレーンを設置
したことは評価される。大型トラックが短時間で国境を通過できるようになり、物流が大きく促進
された。

• EU外との物流に関しては、EUは通関業務を電子化することで効率化しようとしている。
• 港湾において、労働力不足により遅延が発生しているが、国際貿易を維持するために最善が尽

くされなければならない。特に食品を輸入品に大きく依存している国々は、輸出を停止している
国から大きな影響を受ける。

• 英国のEU離脱直前の2020年12月、英国において変異種が発生したことによりフランスが同国へ
の国境を封鎖した。これに対して、英国との物流を維持するための大型トラック運転手に対する
検疫の例外的措置について加盟国の間で議論が行われた。

• 最初のパンデミックの際、ECは多様な利害関係者と意見交換を行った。ECは次に起こり得る健
康に対する災害や自然災害等の危機に対応できるよう、ネットワーク構築に既に取り組んでい
る。これにより、次回はより迅速に意見交換を行い、効果的に問題に対処することができると期
待される。

• 英国においては、Defra及び保健省が新型ウイルスに対応しており、加えてPublic Health 
Englandがパンデミックを、Food Standards Agencyが食料安全とそれに関する規制を主に担当し
ている。

• 新型コロナウイルス発生に関連して、企業が雇用を維持する際に従業員の給与の一部の政府
が負担する制度があるが、この制度は制定されるまでに時間がかかったため何度か停止されて
いる。

• 政府は民間企業向けのローンを提供しているが、食品・飲料業の企業には負債を抱えたくない
ことからあまり利用されていない。包装材を製造する企業や物流企業に対して支援は行われて
いない。

• 英国政府の「Eat Out to Help Out」政策は様々な評価があった。当政策により感染が拡大したと
の批判がある一方、サービス業では当政策によって事業を存続できているレストランがあるとの
意見もある。

• 英国政府は食品製造業の海外進出を推奨しており、輸出展に出展する企業に対する支援を
行っている。

• 業界団体の海外輸出の最近のターゲットとしては市場としてはインド、製品としては健康食品が
挙げられる。アイルランドにはIrish food and drinkの様な食品製造業の輸出促進を担う機関があ
るが、英国では以前と比べて減少している。

• 国際貿易省等は輸出協会(export organization)を運営しており、海外進出促進はSantander bank
の様な民間企業が役割を担っている。

今後の見通し
• COVID-19により、多くの消費者は収入が減少、または失業している。これにより食品の購買力が

減少することから、この長期的な傾向が消費者の食習慣にどのような影響をあたえるか注視す
る必要がある。

• サービス産業に対して供給していた企業は、新型コロナウイルス収束後、小売店舗等に流れた
顧客や需要を取り戻す必要があるが、容易ではないと予想される。

• 新型コロナウイルス収束後も、人々は家庭で食事をとるかどうかを正確に予測することは難しい。
2020年の夏に政府のキャンペーンにより多くの人々がレストランに戻った様に思われたが、実際
は50％の人々は新型コロナウイルス発生後外食をしていなかった。給与が減少した人や失業し
た人も多いことを勘案すると、全ての人々がレストランにすぐに戻るとは考えにくい。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 飲食業が苦戦していることから、食品製造業者の販売価格も下落。一方、自宅向けの高級食材の需要は増加
 COVID-19により、多くの消費者は収入が減少、または失業したため、今後の食品の購買力の変化を注視する必要がある

26

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



卸・小売への影響①（ドイツ その１）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

COVID-19の影響

• 第１波と第２波の影響は分けて考えるべきである。2020年3～4
月にかけて起こった最初のロックダウンは、これまでに経験し
たことのないものだったため、現在の第２波のロックダウンとは
異なる。

• 第１波において、人々は長期間保存可能な食品を買い占めた。
長期間保存不可能な野菜や果物の需要に影響があった。この
ように初期において需要の急増がおこり、地域によっては販売
量が100%以上上昇した。レストランは封鎖を余儀なくされたた
め、大きな影響を受けた。その後、レストランが再開し人々が
外出し始めたために食品の消費量は急落した。パンデミックの
初期には、不確定な要素が多分にあった。また、最初のパン
デミックにおいては人々の行動には多くの制限があった。

• ２回目のロックダウンでは状況は異なっていた。事前に準備す
ることができたため、レストランやケータリングで消費される農
産物は負の影響を受けたものの、他の農産物は平常通りだっ
た。家庭でより調理するようになり、買い物の頻度を減らすた
め、週２回程度、大規模な小売店で買い物を済ませるように
なった。大規模小売店の売上げは50%上昇しており、これは過
去５０年間見られなかった現象である。

• 最初のロックダウン終了後は、学校が再開し夏休みも授業が
続いたため、学校食堂の需要は安定していた。

• ホテル産業では、フランクフルトは国際空港を有し、多くの企業
活動において利用されている都市であるが、経済全体が停止
していたため、大きな影響を受けている。ホテルは空室が多く、
飛行機の運行状況は昨年の10-15%程度と低い。

• 食堂向けの食品の需要も低く、企業は出張費を削減しようとし
ていることから、しばらく需要は戻らないと考えられる。

• 大企業の中にはオフィスをまた貸ししているものもある。ある
企業では、食堂の売り上げは20%程減少している。

• 店舗や食品事業において衛生管理対策の対応に迫られてい
る。ロックダウン中、デリカエッセン店舗、スーパーマーケット、
薬局のみが営業しており、食品事業は停止している。

• 州政府により対応が異なるが、来場顧客数の制限、買い物か
ごの毎回の清掃を実施しなければならない。食品に触れるた
びに手を洗い、店舗内ではレストランであってもマスク着用が
義務付けられる。職員はより厳格な対応が必要で、店舗や輸
送時には医療用のFFP2マスクの着用が必要である。こうした備
品、買い物かご洗浄に必要な追加的な人件費等によるコスト
上昇が経営に大きな影響を与えている。

• また、通常顧客に対して1対1の接客を実施している店舗につ
いては、COVID-19感染対策のため顧客ともソーシャルディスタ
ンスを保った接客を行わざるを得なくなっている。

• 第1波において、米、パスタ、調味料、トイレットペーパー等で
買い占めが発生したが、第2波においては見られなかった。

• 消費者は、食品をより家庭で消費するようになり、デリカテッセ
ンにおける売上げは50％以上増加した。

• 販売する製品にもよるが、ミュンヘン周辺の小規模デリカテッ
セン店舗では、売上げが30－50％上昇している。

セクターへの影響

• 取り扱う主要な製品の内、バナナの需要は比較的安定してい
たが、商品によっては影響を受けた。アスパラガスは主にレス
トランで消費されるため、外食が閉鎖されたために需要が落ち
込んだ。

• 小売業の売り上げは増加しており、業者によっては50%程増加
している。小売業はCOVID-19禍においても閉鎖する必要がな
かったことが要因である。

• 大規模のディスカウント小売店は最初のロックダウンがあった
3～4月、人々が在宅勤務にシフトしたことにより、売上げが上
昇。中小規模の小売業者（非ドイツ国籍）もディスカウント小売
店と同様業績は好調だった。

• 消費者は近所にある中小規模の小売業者からローカルな食
品を購入したので、平年と比較して売上げが10-20%上昇した。
例年の様に夏や冬の長期休暇で海外旅行ができなかったこと
も、中小規模の小売業者が好調であった一因と考えられる。

• フランクフルトが属するライン＝マイン地方では、銀行や保険
会社等の本社が所在しているが、これらの従業員は在宅勤務
に切り替えているため社員食堂は利用されていない。需要は
以前の1/10に減少し、小さな飲食店は従業員数を削減したり
廃業したりしている。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 大規模、中小規模に関わらず、小売の売上は好調
 消費者は買い物の頻度を減らし、家庭で調理する機会が増加した
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ヒアリング調査結果



卸・小売への影響②（ドイツ その２）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

流通

• ロックダウン後最初の2週間は、トラックは国境を通過で
きず、人々の移動も阻害された。その後ECは商品の自
由な移動を支援したことで、この問題は解決された。そ
の後、変異種が発生したことから、特に英国からの移動
が制限されている。他加盟国は、もし自国で変異種が
発見されれば、トラックの運転手が国境を超える際に検
疫を受けることを求められるため、この規制が自国に及
ぶことを恐れている。

• 英国のEU離脱に伴う混乱も発生している。EUから英国
へは従前通り輸出できるものの、英国からEUへの輸出
はより煩雑になった。多くの輸送業者は、変異種の影響
により英国行きのトラックが予定通り往来できていない
ことを懸念し、英国との取引をためらっている。これは、
特に生鮮食品を扱っている業種にとっての影響が大き
い。

• 2020年3月頃に国境が閉鎖されたため、国境付近でト
ラックが渋滞したが、その後解消された。

• イタリア北部のTirol地域からリンゴを輸入した際、一時
的に遅延が発生した。
オレンジ、マンダリンオレンジ、グレープフルーツ、レモ
ン、野菜等を冬季にスペインの業者から購入しているが、
COVID-19による検疫措置により業務効率が低下してい
る。例えば包装工場では、従業員同士の物理的距離を
確保するために人員が減らされている。農産物の収穫
を行う従業員は農場までバスで移動することが多いが、
検疫措置によりバスの乗員数に制限が課されており、
これが経営者の負担になっている。このような背景から
納品の遅れはあったものの、その他の点において我々
は被害を受けていない。

• ペルーからマンゴー、タイからレモングラス等、輸入代
理店を通して輸入しているものは大きく影響を受けた。
パンデミック発生当時、航空機は主に医療器具のため
に利用されたため、食品や野菜を輸送することができな
かった。

• 現在も航空機の運航便数は減少しており、また日程変
更されることも多いため、柔軟な対応が求められている。

• 2020年春の第1波において特に影響が大きかったフラ
ンス、イタリアとの物流に問題が発生し、特にフランスの
チーズの調達が困難となった。

• 第1波の発生後2～4週間は他産地の製品で代替するこ
とができたものの、その後約1か月は困難だった。一方、
2020年秋以降の第2波では、事前に準備できたため大
きな問題は発生しなかった。

• コンテナ価格が平時の2倍以上となっている等物流に問
題があるため、アジアからの調達は難しい状況である。
ただし、アジアから調達しているものは瓶や包装材等限
定的なので、影響は大きくない。

• 多くの魚介類が必要であるが、フランス最大のRungis市
場から調達できると期待している。Rungis市場は、第2
波中は問題はないが、第1波の頃は乳製品の調達が困
難であった。

• 現在物流に問題は発生しておらず、信頼できる業者を
利用してパリのRungis市場から、週4回高速道路を利用
してトラックで商品を輸送している。

労働力
• ドイツ、フランス、スペインについて、季節労働者が訪れ

ることができなかったため、春に収穫を迎えるアスパラ
ガスやいちごには大きな影響があった。

• 包装工場では、従業員同士の物理的距離を確保する
ために人員が減らされている。

• 農産物の収穫を行う従業員は農場までバスで移動する
ことが多いが、検疫措置によりバスの乗員数に制限が
課されており、これが経営者の負担になっている。

• このような労働者は東欧やアフリカ東部からの季節労
働者が多く、その中には収穫作業に従事せず帰国した
者もいる。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 工場では、季節労働者の確保や従業員同士の物理的距離を確保するためのコスト上昇が影響
 旅客減少に伴う航空機の便数削減から、食品の輸送にも影響
 英国については、変異種の発生とEU離脱の影響が重なり、取引に影響が出ているものもある
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ヒアリング調査結果



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

価格

• 最初のロックダウンでは、需要が急増し物流が滞っていたこと
から、数週間価格は突然上昇し、入手不可能な商品もあった。

• 収穫期を迎えた農産物は、平年通り収穫作業を行うことができ
なかった。

• ２回目のロックダウンでは、消費者はより冷静に対処すること
ができたものの、特定の地域・製品は、輸送費に高騰により価
格が上昇した。

• 航空輸送費に関して、第１波時には多くの飛行機がキャンセ
ルされたことから、平常時の約３倍に上昇した。輸送費上昇を
価格に転嫁することが難しい商品は航空輸送できなくなった。

• 多くの花屋が閉鎖されているため、花き産業は壊滅的な被害
を受けており、輸入量も減少している。

• 第２波においては、冷蔵輸送の輸送能力がひっ迫している。そ
の理由は、多くの冷蔵品を輸入している中国が規制を課したこ
とにより、冷蔵製品は密閉され、コンテナは毎回清掃される必
要が発生し、手続き時間が増加したためである。世界中のサ
プライチェーン全体に影響が及んでおり、商品によるものの、
季節的な商品は大きな影響を受けている。

• ドイツ国民は価格に非常に敏感であり、ディスカウントスー
パーの売り上げは全体の50％を占める。小売業者間の価格
競争は熾烈であり、ドイツの食品は比較的安い。ただし、ディ
スカウントスーパーだけでなく、伝統的なスーパーマーケットの
売り上げも多く、品数が多いことから人気がある。

• 消費者は安価で豊富な選択肢がある小売店舗を好む。これは
COVID-19発生前からの傾向である。2020年の売り上げ実績は
良かったものの、価格競争は熾烈であった。

• 多くのサプライヤーは検疫措置への対応を強いられていること
から価格は上昇している。

• スペインからドイツへ輸送されるトラックは満載だが、復路は空
きがあることから物流費が上昇している。

• トラックの運転手は、入国72時間以内に検査で陰性を証明、
及び入国時にオンライン申請を行う必要があり、これが国境で
の渋滞を引き起こしている。ただし、陰性証明があれば申請を
拒否されることはない。

• COVID-19に由来する価格の変動はない。
• 港湾業務の制限等物流の乱れ等により物流コストが増加し、

出荷の遅延や出荷の不採算性が生じている可能性について、
英国から多く調達していないため、大きな影響は受けていない。

• 英国との税関は煩雑になっているものの、これまでに英国産
品の価格上昇は発生していないが、今後発生しうると考えてい
る。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

卸・小売への影響③（ドイツ その３）

 第1波では航空輸送費が約3倍に増加、第2波では冷蔵輸送のキャパシティがひっ迫
 COVID-19感染拡大対策としての検疫措置に対応するためのコストが発生
 2020年の小売売上は好調だったものの、価格競争は厳しかった
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ヒアリング調査結果



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

国の対応策

• ドイツ連邦政府は「Kurzarbeit」という制度において、短時間労
働を導入する企業を支援している。例えば、労働時間を削減し
ている労働者に対して60％の給料を支払うとすると、残りの
40％の内の4割、即ち全体の16％を政府が労働者に支給する。
元々この制度は、2008-2009年の金融危機の際に主に自動車
産業に対して行われた措置だが、現在は主にイベント産業や
ケータリング産業が支援対象となっている。

• ケータリング産業に属する企業にとっては、非常に効果的であ
る。政府の目的は雇用を維持する企業の負担を軽減すること
である。

• 加えて、別の支援制度では売り上げ減少額に応じて政府から
支援金が給付される。レストランは売上げの70－75％を受給し
ている。

• 2020年6月まで、政府は中小企業に10,000ユーロを一度に限り
支給していたが、その時はほとんど制限がなかった。しかし現
在、企業は税理士により詳細な応募用紙の記載を依頼する必
要があり、その税理士は代理人として政府に申請する。この制
度により、正しく申請されていることが保証され、また不正受給
の防止にも繋がった。

• ドイツは連邦制であるため、州レベルで対策が講じられている。
パンデミック発生当初では、各州政府が支援策を発表していた。
しかし、支援額は損害を補填するのに十分ではない。全産業
に適用されている、有効な支援策は’KurzArbeit’であり、企業
が労働者の労働時間を半減させることで、その企業は労働者
の給与の半分のみを支払い、もう半分を政府が負担する制度
である。

• その他、企業に対して約束された政府からの金銭的な援助は
未だ実現されていない。ドイツでは、最初に連邦政府が方針を
決定し、その後各州政府がその方針に従うかどうか決定する。

• 多くの企業は支援を受けられていない。支援が行われる際、ま
ずは政府が長期間かけて申請用ウェブサイトを立ち上げ、そ
の後企業は申請するかどうか決定する。企業がその確認をし
て、申請用紙を記入するのに2～3か月が必要である。さらに、
政府からの要求条件を満たして支払が決定されるまでに更に
長時間が必要である。取引量や従業員数が基準を上回れば
申請は却下されるため、主な支援対象は中小企業である。

• ただし中小企業であっても、支援金が支給された後に取引量
等が基準を超過していることが判明すれば、後から返却の義
務が発生するため申請をためらう中小企業は多い。

今後の見通し

• COVID-19収束後、人々はレストランで外食するようになるかど
うか予想することは難しい。人々の収入の変化にも影響される
だろう。

• COVID-19のワクチン接種が開始されても、多くの人々は毎週2
～3日在宅勤務を継続すると考えらえるので、食堂の利用は平
均の50％程度にまでしか戻らないだろう。従って、食堂業者は、
従業員の削減、持ち帰り容器の導入等、新しい事業形態へと
適応する必要がある。

• COVID-19発生前、食堂業界は人材不足に悩まされていたが、
現在は逆に人余りの状態になっている。

• ホテル産業は、顧客が減少している中で事業を継続することを
強いられている。あるレストランはケータリング企業にキッチン
を貸し出している。

• COVID-19前に回復するまでには6～12か月を要すると見込ま
れており、ホテルやレストラン産業の戦略が問われている。

• 変化はCOVID-19収束後も継続するだろう。
• 2020年夏頃、第１波によるロックダウンが解除された頃、多く

の人がレストランを訪れ食事をした。第２波による行動制限中
の現在においても、多くの人々はレストランで食事をしたいと
思っている。

• 一方、多くの消費者はこのロックダウン中に調理済み食品を購
入する便利さに気づいた。

• 今後、食品宅配や調理済み食品の便利さを人々周知させる戦
略を準備している。

• 最近外食する人も増加している一方、感染を恐れて家庭のみ
で食品を消費している人も多いことから、これらの需要も持続
するだろう。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

卸・小売への影響④（ドイツ その４）
 多くの消費者はこのロックダウン中に食品宅配や調理済み食品を購入する便利さに気付き、ポストコロナもこの傾向は継続
 外食産業がCOVID-19前に回復するまでには6～12か月を要すると見込まれる
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



卸・小売への影響⑤（フランス その１）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

COVID-19の影響

• ランジス卸売市場は魚介類、肉類、野菜や果物、乳製品、花などの多様な製品を取り扱
う世界最大の市場である。ランジス卸売市場は大規模であるため、COVID-19から大きな
影響は受けておらず、取引量も大きく減少していない。ただし、大きな影響を受けている
企業もあり、マーケットシェアは変化している。

• 全体としては、取引量はCOVID-19前から変化なし。

• 2020年3月に政府は物流機能を制限したため、4～5週間は混乱が発生した。しかしその
後は平常通りに戻ったため、現在サプライチェーンは問題を抱えていない。

• 有機製品のオペレーションに関しては、厳格な基準を有しているため、COVID-19の影響を
受けていない。

• いくつか生産施設を閉鎖しているものの、事業を行う上で問題はない。
• ドイツ、英国、フランスは食品安全基準を更に厳格化すると予想される。

セクターへの影響

• 大規模なレストランやホテル、ロックダウンの影響を受けた小売店は大きな被害を被った。
レストランは閉鎖されているものの、その代わり人々は自宅で食品を消費するため影響
は小さい。

• 加えて、より自国産のものが消費されるようになった。
• ランジス卸売市場には約1,200もの業者がいるが、主な顧客がレストランである業者は大

きな被害を被っている一方で、主な顧客が小売店である業者は売り上げが増加している。
• フランスやパリは観光に大きく依存しているため、最初のロックダウンの期間である2020

年3～5月は、人の移動が制限され、観光業を含むサービス業に大きな影響があった。
• 2021年1月現在、状況はより複雑であり、人々はEU内で旅行をするがパリ等の大都市は

避けている状況である。
• 美術館やレストランは閉鎖されているため、パリの観光業は未だ大きな影響を受けている。

流通

• ランジス卸売市場では在庫を持っていない。フランスでは魚介類は一般的にレストランで
消費されるため、レストランの閉鎖に伴い魚介類の消費量が減少した。しかし、数週間経
過するとサプライチェーンを構成する各業者が適応し、魚介類の取引量を減少させたた
め、現在その影響は小さい。

• マダガスカルから有機エビを輸入しており、最初の4～5週間にわずかな納期遅延が発生
した。

• 他の輸入物は、（豊洲市場の様に）市場を見て仕入れるものを決定するため、サプライ
チェーンに被害を受けていない。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 フランスやパリは観光に大きく依存しており、ロックダウンによって観光業を含むサービス業へ大きな影響
 業界努力により、食品の流通へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



卸・小売への影響⑥（フランス その２）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

価格
• COVID-19初期においては、物流が混乱したため、主にマンゴー等熱帯・亜熱帯地域から

輸入される食品の価格が急騰した。
• 現在の影響は小さい。

EUの対応策

• COVID-19初期において各加盟国が国境を封鎖し物流が混乱したことから、欧州委員会
（EC）は「グリーンレーン」を設置し、同政策は効果的だった。

• 当初、いくつかの加盟国が独自の判断で国境を閉鎖したが、ECが介入し、国境を再び開
くことに成功したので、それ以降影響はないと考えられる。

国の対応策
• ロックダウンによりレストラン、カフェ、ホテル、公共交通機関が大きな被害を受けている。
• スーパーマーケットや小規模小売店への影響は限定的で、取引高が上昇した企業もある。

従って、政府からの支援はほとんど受けていない。

今後の見通し

• ポストコロナでは、人々は再びレストランを利用するようになるだろう。
• 2020年6月の最初のロックダウンが終了した頃、人々はレストランを利用して食事を楽し

んだ。
• フランス人にとってレストランでの食事は文化の一部である。
• ただし、（オランダ程ではないものの）フランスでも在宅勤務は広まっており、COVID-19後

も継続すると考えられるため、多少の影響はあると考えられる。

• 有機志向のトレンドはCOVID-19後も継続するだけでなく、さらに成長するだろう。
• 日本において有機食品が浸透することも時間の問題である。有機食品産業に関心のある

日本企業がいれば、喜んで経験を共有する。
• COVID-19によって、「オーガニック（有機食品）」は一時の流行ではなく基盤となった。例え

ば、南アフリカ共和国では、COVID-19によって有機海産物が初めて販売された。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 パンデミック当初は物流に混乱があったものの、その後は回復
 小売業へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
 ポストコロナでは、フランス人は再びレストランを利用するようになるが、在宅勤務も広まっており、この動きは継続すると予想される
 COVID-19によって、有機食品は一時の流行ではなく基盤となった
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ヒアリング調査結果



民間企業・食品企業の課題① EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査

民間企業・食品企業の課題

EU

【9月】
 2020年Q1におけるEUの輸出は、昨年同時期比4%増の355億ユーロ、輸入は1%増の200億ユーロ、貿易収支は8%増の155億ユーロであった。ただし、同データはCOVID-

19の規制強化が実施される以前のデータであるため、COVID-19の影響については今後の動向への注意が必要。
 2020年Q1におけるEUからの輸出額が増加した国・地域は、中国、米国、ウクライナ、製品としては、肉製品、乳製品、飲料製品などが挙げられる。反対に輸出額が減少

した国・地域は、英国、香港、レバノン。製品は、ワイン、スピリット、砂糖など。EUへの輸入額が増加した国・地域は、インドネシア、トルコ、ウクライナ、製品としては、油
脂類、加工済み野菜及び果物、魚製品が挙げられる。輸入額が減少した国・地域は、英国、米国、ブラジル。製品は、スピリット、肉製品、穀粉など。

【10月】
 EU統計局（Eurostat）によると、民間企業への公的な資金援助のため、失業者は少ないものの、EU全体で数百万もの労働者が一時雇止め、及び労働時間削減の影響

を受けている。食品、ホテル産業等に多い低賃金労働者は、他の所得層と比較して一時雇止めを受ける可能性がより高い。
【11月】
 EU統計局によると、民間企業への公的な資金援助のため、失業者は少ないものの、EU全体で数百万もの労働者が一時雇止め、及び労働時間削減の影響を受けてい

る。食品、ホテル産業等に多い低賃金労働者は、他の所得層と比較して一時雇止めを受ける可能性がより高い。
 ドイツ、フランス、英国（イングランド）において実施されているロックダウンに関し、FVCに関わる主な業種の各種規制は以下のとおり。

ドイツ フランス 英国（イングランド）

期間 2020年11月2日～12月20日 2020年10月30日～2021年1月20日 2020年11月5日～12月2日

通勤 原則、テレワークを要請 テレワーク優先だが、不可能な場合（工場、工事現場、農
業等）は継続

原則、テレワークだが、自宅で仕事ができない場合、勤務
継続

学校 大学含め通学可 小～高はマスク着用の上、通学、大学はオンラインのみ
（実習除く）

大学含め通学可

食料品店 営業 営業 営業

レストラン テイクアウトのみ テイクアウトのみ（パリ市は夜間営業（午後10時～翌6時）
禁止）

テイクアウトのみ

バー・パブ テイクアウトのみ テイクアウトのみ 閉鎖（テイクアウトも不可）

ホテル 観光目的以外は宿泊可 ビジネスのみ宿泊可 ビジネスのみ宿泊可

商店（食料品以
外）

営業 閉鎖（ただし感染状況に応じて段階的に緩和） 閉鎖

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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民間企業・食品企業の課題

EU

【12月】
 食品・飲料の生産者団体であるFoodDrinkEurope等は、英国のEU離脱（ブレグジット）の最終交渉の前に、EUと英国の将来の関係について、農業・食品部門の雇用の

維持や、関税・関税割当てのない貿易協定の締結等の声明を発表した。加えて、ブレグジッド実現後の貿易ルールを速やかに明らかにすること、円滑な移行に向けた
農業・食品分野の支援等の緊急要望が挙げられた。

 英国大手小売業のSainsburyの広報によれば、英国とフランスの物流の問題が解消されない場合、野菜や果物等の生鮮食品が数日中に英国内で不足する懸念があ
る。冬季の英国では、これらの生鮮食品の大半は欧州大陸からの輸入に依存している。

【1月】
 欧州食品安全機関(EFSA)は1月13日、「新規食品(Novel Food)」として、乾燥イエロー・ミールワーム（チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫）について、製造事業者が提案

する使用方法や容量を守る限り、食品として安全性に問題はないとする評価報告書を公表した。今後、欧州委員会による審議を経て販売認可が下りると、新規食品規
則により、乾燥イエロー・ミールワームを原料とする食品をEU全域で販売することが可能となる。

 欧州委員会のWojciechowski 農業担当委員の1月25日の発言によると、欧州委員会は豚肉の貯蓄を行う民間業者に対して支援を行う可能性がある。欧州において、
COVID-19感染拡大にともなう外食産業の停滞による豚肉の需要量減少等の要因により、豚肉の価格は大きく下落している。

 2020年1-10月におけるEUの農産物、食料品の貿易量はわずかに上昇して、輸出は€1,518億（前年同期比0.5%増）、輸入は€1,020億（前年同期比1.3%増）であった。豚
肉、小麦、ペットフード、菜種油において輸出量が増加し、反対にアルコール、特にワインの輸出量が減少した。輸出増加をけん引したのは中国への輸出であり、豚肉、
小麦、乳児食の需要増加により€30.9億を輸出した。サウジアラビア、スイス、アルジェリアへの輸出量も増加した。主な輸入先はカナダ（€7,130万）であり、菜種、小麦
を主に輸入している。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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民間企業・食品企業の課題② EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



民間企業・食品企業の課題

ドイツ

【9月】
 2020年5月6日～20日、日本貿易振興機構（JETRO）はドイツ各地日本商工会議所、日本法人会、日本人会法人部、在外公館等の協力を得て、アンケート調査（238社

回答）を実施。同結果によると、売上は例年の水準と比べ81％が「大きく落ち込んでいる」又は「多少落ち込みがある」と回答。
欧州委員会の提案に基づくドイツへのEU・EFTA・英国外からの入国制限や、ドイツ政府によるシェンゲン圏内の暫定的国境管理、国内でのビザ発行の制限等による業

務への影響は、68％の企業が影響を受けたと回答。具体的には、「出張制限に伴うビジネス機会の喪失」、「既存顧客へのサービス提供困難」、「人事異動凍結など管
理運営上の影響」を挙げる企業が多かった。また、物流業務への影響は41％の企業に影響があり、「遅延」や「物流コスト高騰」等を挙げる企業が多かった。

別途JETROが実施したヒアリングによると、自動車産業では、生産が回復してきている一方、国内外での需要面での回復が見通せないとの見方を示す企業が多かった。
 COVID-19による入国規制の影響で、企業にとっては人事異動が実施できない状況が続くほか、後任が着任せず事業に影響が出ている事例がみられる。また技術者が

派遣できず、産業機械のメンテナンス等が滞るケースなどがみられる。
 COVID-19の影響により、ドイツ国内で行われる有力な見本市やカンファレンスが中止・延期され、PRや情報収集の機会が失われた。2020年後半から徐々に開催が予

定されるものもあるが、出展や参加に関してハードルがあるほか、期待する成果が得られるかは不明である。
【12月】
 ドイツ商工会議所連合会（DIHK）が11/17-20に実施した調査によると、ドイツ企業の約7割（外食・宿泊産業は93%)が「（前年に比べ）2020年の売り上げが減少する」と予

測。売り上げ減少の理由としては、「需要減少」（51％）や「注文のキャンセル」（29％）、「事業の停止」（26％）が挙げられた。連邦政府は今回導入された部分的なロック
ダウンにより、閉鎖等大きな影響を受ける事業者への支援策として「11月緊急支援(Novemberhilfe)」を講じており、一定の上限額の下、前年同月の売上高の75%相当が
給付型つなぎ資金として支給される。

【1月】
 ドイツ連邦政府は1月20日、「容器包装廃棄物法」の改正法案を閣議決定した。これにより、レストラン、ビストロ、カフェ、ケータリング業者がテイクアウト用の食事や飲料

を提供する際に、2023年からは顧客に対し、再利用可能な陽気で提供する選択肢を設けることが義務付けられる。なお、使い捨て容器での提供も引き続き可能だが、
これは再利用可能な容器で提供するより安価であってはならない。さらに、使い捨てペットボトルについて、2025年からは再生プラスチックの利用割合を最低25%、2030
年からは最低30%含めることを義務付ける。

【2月】
 （2月17日）ドイツ連邦統計局は、2020年のドイツにおける実質賃金（ボーナスを含む支給総額）が前年比1.0％減少したと発表した（暫定統計）。なお、実質賃金の減少

は7年ぶりである。COVID-19感染拡大の影響で事業活動が低迷し、操業短縮制度の積極活用で時短が増えたことが影響と考えられる。また、2020年の名目賃金も
0.6％低下し、統計を取り始めた2007年以降で初めて前年を下回った。なお、名目賃金が下がる一方、消費者物価は0.5％上昇したため、実質賃金の低下につながった
と分析される。

 （2月19日）ドイツ連邦統計局は、2020年の宿泊・飲食サービス業（年間売上高15万ユーロ以上の企業）の売上高が、前年比で名目36.6％減少し、価格調整済み実質で
は39.0％減少したと発表した（暫定統計）。このうち宿泊業の売上高は実質45.8％、飲食サービス業は35.0％それぞれ落ち込んだ。

 この減少は、COVID-19感染症対策として2020年春（第一波）と秋（第二波）に発動されたロックダウンにより、宿泊業者はビジネス目的以外の客を受け入れられず、飲
食サービス業者は店内飲食が禁止され、テイクアウトのみの営業となったことが影響していると考えられる。

 ドイツ宿泊業・飲食サービス業連盟（DEHOGA）の調査によると、会員企業の75.7％が業務継続が困難であり、24.9％は既に廃業を具体的に検討していると回答してい
る。この他、関連産業である飲料や食品の製造業者、卸売業者、クリーニング業者などの売り上げも減少していると述べている。
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民間企業・食品企業の課題③ ドイツ

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



民間企業・食品企業の課題

フランス

【9月】
 フランスの日系製造業のうち化学・医薬品関連系は多くの企業でフル稼働状況である一方、機械・組立系は自動車・航空宇宙向けなどの販売先企業が依然として低稼

働または本格稼働に至らないとしている企業が多い。
 企業の働き方については、制限緩和の第3段階にあたる6月22日以降、駐在員のテレワークを減らす企業が増え、さらに7月11日の衛生緊急事態宣言の解除以降、さ

らにテレワーク比率を下げる企業が増えている。
 飲食業では、6月2日の緩和第2段階以降、パリ市内のレストランなどではテラス席のみの再開、さらに6月22日からは全面解禁となり、多くの日系・日本人起業レストラ

ンが再開するも、観光客が少ないため客足は伸び悩んでいる。
 JETROが実施した調査によると、フランスの多くの日系企業では、2020年春以降の人事異動による新規赴任者のタイミングを計っていたが、7月からの欧州域外からの

入国規制緩和を受け、早いケースで７、８月に赴任を再開した企業の例も見られた。９月には更に増える見込みである一方、一時退避で帰国した駐在員のほとんどは、
既にフランスに帰還しており、また駐在員家族も、9月の新学期開始に備え、8月中に帰還すると回答するが多かった。

 9月1日からの職場におけるマスク着用義務化や再度のテレワーク実施推奨を受け、テレワーク比率を高めるとしている企業が増加している。
【1月】
 フランスの食品関連のIT企業や市民団体が共同で1月7日、食品の環境負荷を表示する「エコ・スコア」の導入開始を発表した。本スコアでは、環境負荷について5段階

評価のラベルを食品に表示し分かりやすく明確な情報を消費者に提供することで、消費者が環境に配慮した製品を購入するよう促すとともに、食品メーカーに対し、環
境により配慮した製品づくりを求めることを目的にしている。栄養価や添加物の情報を約1,500万人に提供するアプリのユカ（Yuka）や、食品のオンライン・クラウドソーシ
ング・データベースのオープン・フード・ファクツ（Open Food Facts）、月間アクセス数が約2,000万回のレシピ紹介サイトのマルミトン（Marmiton）、有機食品のオンライン
販売を行うラ・フルシュ（La Fourche）等が共同で立ち上げた。

 1月7日、フランス農業大臣Julien Denormandieは同国でのH5N8鳥インフルエンザの蔓延を受けて、感染拡大防止措置をさらに実施すると発言した。同国では1月6日に、
感染拡大防止のために600,000羽のアヒル等の家禽が処分されている。フランス鶏肉の一大輸入国である中国は、この状況を鑑みてフランスからの輸入を一時停止し
ており、同国の貿易にも影響を与えている。
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民間企業・食品企業の課題④ フランス

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



政策動向

EU 

品目 認められた例外的措置 適用期間

生乳・乳製品（Milk and Milk products） • 生乳生産量の調整 • 2020年4月1日から6か月

加工用ジャガイモ（Potatoes for processing） • 市場からの撤退及び自由な流通、転用及び加工、備蓄、共同販促並びに暫定的な計画生産 • 本規則の発効日 （5月5日） から6か月

生きている樹木・花き（Live plants and flowers） • 市場からの撤退と自由な流通、共同販促、暫定的な計画生産 • 本規則の発効日 （5月5日）から6か月

【9月】
 COVID-19危機に対し、EUは3月中旬頃から経済支援策を開始し、各方面での緊急の施策・対策を打ち出した。雇用や事業を守るためのEUの経済支援策は、以下の

3つのセーフティネットから構成される（総額5,400億ユーロ）。
 欧州投資銀行（EIB）の支援：企業の保護
 欧州安定メカニズム（European Stability Mechanism：ESM）の支援：国家予算の保護
 欧州委員会が運用する一時的助成金：雇用と労働者の保護（後述の「SURE」が該当）

 3月16日、欧州委員会は、経済活動の継続性の確保に重要な輸送について、特に食品や医薬品、医療機器などの必需品のサプライチェーン確保の観点から、当該
貨物の輸送についての優先レーン（グリーン・レーン）を国境に導入するよう加盟国に求めた。

 3月30日、欧州委員会は、季節労働者の国境を越えた往来が持続的なサプライチェーンを促進するために不可欠であるとするガイダンスを発表。
 3月31日、欧州委員会は、学校給食用の果実、野菜、牛乳事業に2億5000万ユーロを各加盟国に配賦すると決定した。これにより、COVID-19による休校で供給されな

かった果実、野菜、牛乳・乳製品についても支払いを行うことが可能となった。
 4月16日、欧州委員会は、農業部門へのキャッシュフローを増加させるため、以下の緊急措置を発表した。

 農家への支払の前払金の増額：EUの共通農業政策（CAP）のうち、農業者の収入保障として実施している直接支払いの前払金を現行の50%から70%へ、条
件不利地などを講じている農村振興政策の前払金を同じく75%から85%へと増額した。生産者は、10月中旬から前払金を受け取ることができるようになる。

 現地確認の軽減：本来、加盟国は生産者の補助金受給要件が満たされているかを確認する必要があるが、現状に鑑み、生産者と検査官の物理的接触を
最小限に抑え、管理負担を軽減させる。現地確認に係るCAP予算の抽出率も5%から3%へと減らす。なお、現地確認については、農場訪問の代わりに、衛星
画像の活用等、テクノロジーの活用も推奨する。

 5月4日、欧州委員会は、共通農業政策（CAP）と単一共通市場政策（CMO）のスキーム下において利用可能な支援に基づき、EUの食料・農業部門を支援するための
一連の措置を発表した。主な施策は以下のとおり。

 民間在庫補助 (PSA: Private Storage Aid) ：PSAは、EUが特定の製品の一定期間の保管費用を支払うことにより、民間事業者を支援することを可能にする
もので、供給を調整することでCOVID-19危機に伴う消費者需要の変化に対応する目的とする。なお、在庫として申請する製品はEU産であることが条件とな
る。対象となる品目は、脱脂粉乳、バター、チーズ、牛肉、羊・ヤギ肉など。

 ワイン部門支援策：EUでは、ブドウの植栽が制限されているが、2020年にブドウ畑を拡張することができなかった、または拡張を望まなかったワイン生産者
に対し、2020年に失効する植栽・再植栽許可の有効期間の延長が認められる。また、ワイン部門を支援するための「国別援助プログラム (NSP)」（現行は
2019～2023年） の柔軟な運用が可能となり、各加盟国は、NSPに暫定的な新しい措置を含めることが認められる（例：ブドウの収穫量制限、副産物の蒸留、
在庫のための支援など）。

 EU競争法の適用除外措置：以下の品目について、EU競争法の例外的措置を認めた。
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2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



政策動向

EU 

【9月】
 5月19日、EU理事会（閣僚理事会）は、COVID-19感染拡大により、収入や所得に打撃を受けた労働者や自営業者を支援するため、欧州委員会が提案した、「緊急時

の失業リスク緩和のための一時的支援策（SURE）」を採択し、6月1日から運用を開始した。SUREの資金は、加盟国から集めた総額250億ユーロを初期資金とし、欧
州委員会がEUの高い信用格付を背景に、国際金融市場から1,000億ユーロを調達する予定。

 7月1日、ドイツがEU理事会における2020年下半期（2020年12月まで）の議長国に就任。EU議長国は、各EU加盟国が6か月間の任期を輪番制で担い、各分野の会合
で議長を務めるため、同期間内は議長国の意向が強く出る傾向にある。今期、ドイツは、COVID-19感染拡大の克服を優先課題とした上で、①長期的なCOVID-19危
機の克服および経済復興、②より強力で革新的な欧州、③公正で持続可能な欧州、④欧州の安全保障と共通価値、⑤世界における強い欧州、を重視すると述べた。

【10月】
 10月21日、欧州委員会はEU SURE政策の下、170億ユーロのソーシャルボンドを発行した。同政策は、1,000ユーロを上限にEUが国際金融市場から資金を調達し、労

働者保護に対する公的支出の急増に苦しむ加盟国に融資する。また、自国民の救済措置で多大な公的支出にあえぐ加盟国へ融資するもの。
【11月】
 11月10日、EU理事会（EU加盟国の閣僚会合）と欧州議会の間で2020年～2027年の中期予算計画（MFF）およびCOVID-19対策予算である、復興基金について政治

合意がなされた。復興基金は、COVID-19による経済危機に対し、よりグリーンで、よりデジタルで、より弾力性のある回復を目指し、1兆8000億ユーロのパッケージ支
援を行う。

 11月19日、欧州理事会（EU加盟国の首脳会合）の非公式会合をオンラインで開催し、COVID-19のワクチンを最短で12月後半に承認する見込みと発表。また、同月
10日に合意された中期予算計画（MFF）と復興基金について、法の支配と予算執行を関連付けるメカニズムの導入をめぐり、ハンガリーとポーランドが反対しているこ
とから、正式な採択ができていないことを問題視した。予算計画はEU理事会での全会一致が必要であり、予算策定が遅れると、EUの各種政策（COVID-19対策、共
通農業政策（CAP）等）の実施にも影響が出ることが懸念される。

 11月23日、英国ジョンソン首相は、イングランドで実施されているロックダウンが12月2日に終了した後の「COVID-19冬の計画（COVID-19 Winter Plan）」を発表。12月
2日にはイングランドの全階層で、自宅待機の要請が終了し、各階層のガイダンスに従って移動が再び許可されるが、感染率が高い地域では厳しい規制措置が必要
との観点から、地域別の階層的アプローチが適用される。感染状況に応じたバー・パブ・レストランの規制は以下のとおり。

 Tier1 (Medium)：テーブルサービスのみ可。午後10時ラストオーダー・午後11時閉店。
 Tier2 (High)：パブやバーはレストランと同様の営業でない限り、閉鎖。実質的な食事を提供する場合に限り、アルコールを提供可。午後10時ラストオー

ダー・午後11時閉店。
 Tier3 (Very High)：テイクアウト、デリバリー、ドライブスルーを除き、閉鎖。
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政策動向

EU 

【12月】
 欧州中央銀行（ECB）は12月10日、危機対策の一環で導入されている「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）」の規模拡充および期間の延長をした。規模を5,000

億ユーロ増額し、1兆8,500億ユーロへ拡大するほか、資産購入期間を9か月間延長し、少なくとも2022年3月までとした。またECBは、最大でマイナス1%の低金利で銀
行へ融資する「貸し出し条件付き長期資金供給オペレーション(TLTRO-III)」についても期限を1年間延長し、2022年6月までとした。

 12月16日、欧州委員会は、EU農業の市場データ、最新動向や、2030年までの10年間について中期的な展望をまとめた年次報告書を発表した。本報告書では、
COVID-19が農業部門に与えた影響について触れられており、各国政府による感染拡大抑止のための規制により、物流が阻害され、収穫作業に関わる季節労働者
などの確保が困難になり、急激な需要の変化といった影響がもたらされたと述べられている。一方、地元で生産された産品や、農場直売品等、中間業者が少ない流
通ルートで供給される産品、オンラインでの食品販売に対する消費者の関心の高まりがさらに顕著になり、生産地や環境対応のほか、健康への影響・効果も、消費
者が製品を選ぶ際の主な決め手になっているとした。また、COVID-19危機は、農業市場に長期的な影響を及ぼすとみられ、その規模は、今後の各加盟国の経済
の回復状況や、各農産品の市場で異なるだろうと述べた。

 また、欧州委員会が最優先課題の一つとしている、気候変動問題に関連し、農業部門からの温暖化効果ガスの排出量は1990～2018年の間に21％削減されたもの
の、顕著な改善がみられた1990年代初頭と比べ、近年は大きな変化がないと指摘した。現行の政策枠組みのままでは、2030年まで排出量は変わらないとの予測を
示した。そこで、環境に配慮した農法や技術の活用、休閑地の減少など、農地管理をさらに進めるべきだとした。さらに同報告書では、昆虫の養殖に着目している。
食品廃棄物を昆虫の飼料とすることによって、食品ロスを削減し、循環型経済に貢献するとしている。

【1月】
 1月14日、欧州委員会は、欧州のワイン部門に対するCOVID-19の支援を2021年10月まで延長することを発表した。ワイン業界は、ロックダウンにより、レストランや

バー、ホテル等の閉店で需要が急減しているため、価格維持策の継続を求めていた。同措置では、市場援助は支払いの柔軟性を高め、アルコール手指消毒への
ワインの流用や熟していないブドウを未完熟のまま収穫（グリーン収穫）する等どの危機対策に対するEU予算の割合を高める。欧州委員会は、加盟国が合計2億
ユーロを支出し、価格を安定させるために1,000万リットルを市場から回収でき、大成功だったと評価している。なお、EUの主要農業組合コパ・コジェカも今回の延長
を支持しているが、状況を大幅に改善するには十分ではないと懸念している。COVID-19の混乱や、ブレグジットや米国の関税撤廃等貿易関連の課題のため、同分
野の市場見通しは依然として不確かであると警告している。
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ドイツ

【9月】
 4月6日、ドイツ復興金融公庫（KfW）が中小企業融資プログラム「KfWクイックローン2020」を発表。連邦政府が融資を100%保障。なお、中堅企業、新興企業に対しても同

様の支援策を展開。
 8月30日～9月1日、非公式のEU農相会合が開催され、議長を務めるドイツのクレックナー農業大臣は、COVID-19から得られた教訓、動物福祉、原産地表示を重点項

目として挙げた。COVID-19に関しては、長期的に欧州のサプライチェーンを強化し、危機に対し強靭な農業・食品産業を構築するため、欧州委員会は、COVID-19危機
で明らかとなった弱点、損失、解決策などについて分析を行う必要があるとし、特に、研究とイノベーション、新しい育種技術が果たす役割に注目した。また、 COVID-19
危機では、一部の地域では、飼料や動物用医薬品などを第三国からの輸入に依存している実態が明らかとなり、これらの分野における欧州企業の競争力を強化するこ
とが必要だと述べた。他方、消費に閉鎖的になったり、国家主義的なアプローチを取ったりするべきではなく、ルールに基づく国際貿易、効率的な単一市場及び地域的
な生産サイクルは、すべて同じコインの表裏として共存していくべきと述べた。

【11月】
 11月25日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ，クリスマス期間を控え、ドイツにおける感染状況は依然として予断を許さない状況にあるとして、現在実施して

いる各種制限措置を12月20日まで延長するとともに、クリスマス期間中（12月19日～翌2021年1月1日）の措置を決定した。
また、ロックダウンの一時的な閉鎖の影響を受けている企業、自営業者、協会及び施設への連邦および州による財政支援を継続することで合意。売り上げの比例償還

という形で自営業者は5,000ユーロまで、企業は1万ユーロまでの前金を受け取ることができる。なお、 12月も11月の支援は基本的に継続される。
 11月25日の連邦政府の発表によると、商店（Gross-und Einzelhandel）は、引き続き営業し続けるが、マスク着用義務を拡大し、店舗内だけなく、小売店前および駐車場

においても適用される。また、国民に対し、クリスマスの買い物をできる限り平日にも行うことを要請。原則として、店舗への入場制限は以下のとおり
 店舗面積が800平方メートルまでの店舗では10平方メートルあたり1人まで。
 店舗面積が801平方メートル以上の店舗では、その内800平方メートル分までは10平方メートルあたり1人まで、それを超える分については20平方メートルあた

り1人まで。

政策動向

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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政策動向④ ドイツ

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



フランス

【9月】
 3月17日、フランス経済・財務省が「企業向け即時支援措置」を発表。社会保険料、直接税、家賃等の支払い延期、軽減。零細企業、個人事業主等に対して返済不要な

補助金を提供など。
食品ごみ削減のため、10万ユーロを上限に政府が食品を購入する法令が署名された。
 9月1日、フランス経済・財務省は復興策の一環として、約120億ユーロ規模の産業復興策を提案。農業・食品産業は優先分野に含まれ、調達先の多様化、生産能力の

回復及び拡大、フランス及びEUのフードバリューチェーンの保守が掲げられている。
 9月3日、フランス政府は総額1,000億ユーロの経済復興策「フランス復興計画」を発表。 食品は戦略分野のひとつに含まれ、研究開発や製造業の国内回帰支援が実

施される。
同計画は、国家予算の3分の1に相当する1,000億ユーロ規模（うち400億ユーロはEUの補助金）に相当し、企業への支援、生産モデルの再考、インフラの変革、教育へ

の投資を目的とする。同計画の概要は以下のとおり。
 エコロジー：経済活動が環境に与える影響を低減するため、産業の脱炭素化、グリーン水素、農業分野の変革などのエコロジー移行に300億ユーロを割り当て

る。
 競争力：産業構造の近代化のため、グリーンテクノロジーに大規模な投資を行い、国内生産回帰を促進する。特に、健康、産業にとっての決定的なインプット、

エレクトロニクス、農産物・食品、5G産業アプリケーションの5つの戦略的分野を投資対象とし、フランスの経済的・技術的自立性を確保する。
 9月23日、感染者数の増加を受け、新たな対応策を発表。規制強化によって影響を受けるレストランやバーなどに対しては、連帯支援金支給や社会保険料の減免、一

時帰休制度など3月の移動制限措置導入の際に施行された緊急企業支援措置を再度適用する。

【10月】
 10月8日、ルメール経済・財務・復興相はCOVID-19感染拡大に対する規制強化を受け、観光産業支援措置（プラン・ツーリズム）の適用業種を拡大した。同措置には、

規制強化の影響で売上げが減少した企業に対する支援金、休業負担の援助、社会保険料の免除が含まれる。
 10月19日、政府はフランス復興計画の一環として”オーガニック未来ファンド”を発表。オーガニック食品産業を振興するプロジェクトに対する財政支援のため、2022年ま

で毎年500万ユーロの予算が計画された。
 10月23日、政府はフランス復興計画の一環として、農業・食品産業の輸出増加をねらう“フランス輸出再興計画”を発表。同産業の企業の輸出を支援するための”農業

輸出再興小切手”を計4,000ユーロ発行、WEBマガジンやWEBサイトを媒体としてフランスの食文化を発信する“テイストフランス”が本計画において計画された。

【11月】
 11月5日、パリ警視庁は、パリ市および隣接する県において、11月6日から、デリバリーやテイクアウト販売をしている飲食店や飲食の小売店を午後10時から午前6時ま

で閉鎖すると発表。また、食事や特にアルコール飲料購入の名目で、夜間に多くの人が1か所に集まるケースが多いため、同じ時間帯の公道でのアルコール販売及び
消費を禁止する。

 11月5日、フランス政府は、農業季節労働者に対し、600万ユーロの予算枠内で住宅支援を延長すると発表。同支援は、雇用期間の長さに関係なく、季節的な農業活動
に従事する従業員に対し、月額150ユーロまで申請できる。

政策動向

影響と
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課題の整理 対策の検討 事業構想
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政策動向⑤ フランス

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



フランス

【11月】
 11月24日、マクロン大統領は、10月30日に再導入した移動制限措置（再ロックダウン）の緩和・解除を３段階で進める方針を示した。

 第1段階：11月28日から小売店、在宅サービス等を再開。外出証明は継続。散歩やスポーツのための20km、3時間以内の外出を許可。
 第2段階：12月15日～1月19日に外出制限を緩和。日中の外出証明は不要だが、夜間は外出禁止（夜9時～翌7時、ただし12月24日、31日を除く）。12月15日に

移動制限措置を解除。映画館や劇場、美術館が再開される一方、レストランやアミューズメントパークの営業、大規模な集会・イベントなどは引き続き禁止。
 第3段階：2021年1月20日からレストランやスポーツジムなどの営業を再開し、夜間の外出禁止時間を短縮。

また、マクロン大統領は、1回目の外出制限により経済的・社会的に厳しい状況となっているが、国は引き続き各種の補償を続けると述べ、レストランやバー、スポーツジ
ム等、少なくとも1月20日まで休業が余儀なくされる企業については、昨年の同月の売上の20％または月額10,000ユーロのうち、より多い方の額を助成金として支給する。

【12月】
 フランス政府は、地産地消に資する食に関するプロジェクトの募集を12月1日に開始した。本プロジェクトは、COVID-19からの経済回復を目的とした「フランス回復計画

（France Relance）」から750万ユーロ:が支出される。選考は、健康的で安全であり、地域的で、持続可能な食料のためのプロジェクトであることが条件となる。COVID-
19危機以降、フランス政府は、農業・食料の主権回復の必要性を述べ、ショートバリューチェーン（地産地消）の重要性を繰り返し強調しており、今回の募集も同方針に
沿っている。一次募集は2020年12月1日から2021年1月15日まで、続いて第二募集が2021年3月1日から2021年4月15日までとなる。

【1月】
 ブリュノ・ル・メール経済・財務・復興相は1月14日の記者会見にて、月額約40億ユーロの追加企業支援措置を発表した。概要は以下の通り。

 レストラン向けの連帯基金支援金について、支出額の増加
 休業措置の対象ではないが、レストラン等納品先の休業により打撃を受けた食品卸等のセクターで売上高が一定以上減少した企業に対し、2019年の売上高

の20%を連帯基金支援金として支給
 休業措置対象の企業に対して、賃貸料等の固定費を国が最大で70%を新たに補填
 政府保証融資について、返済が困難な企業に対して1年間の返済猶予

 フランス政府が発表したCOVID-19禍からの経済復興計画である「France Relance」において、農業・食品分野の振興計画では、輸出企業に対し、COVID-19危機からの
回復に定期的な支援や、顕在化した課題に対して持続可能な一環した解決策を提供するとしている。また、政府の輸出開発戦略計画および農業・食品・森林・木材・生
物由来製品の国際化計画 (2018～2022年) のロードマップが中期的に改定された。本改訂は、農業・食品部門における輸出に関与するすべての関係者との協議に基
づいている。同計画の戦略軸は以下の3つ。

① 国際貿易の流れを統合するための輸出取り決めの保障
② 従来の市場を強化または再統括し、新しいビジネス機会を捉えるため、顧客および国際的なパートナーの需要に合わせた支援を提供する;
③ 戦略的市場においてフランスの供給を国際的に促進するため、農業・食糧省主導の新たなブランド「テイスト・フランス（Taste France）」に支えられた新しいグ

ローバル・コミュニケーション・システムを立ち上げ、国際的なアグリ・フード企業の推定コストを大幅に引き下げる。

政策動向

影響と
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政策動向⑥ フランス

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



フランス

【1月】
また、同計画の主要施策は以下のとおり。

① フランス政府が設置した「輸出関連チェック」 「輸出回復チェック」が
2020年10月1日から順次終了し、フランス貿易投資庁（Business 
France）はCOVID-19危機の間、食品・飲料企業に対して貿易見本市
および試飲会・試食会である「Tastin」で無料サービスの提供

② 戦略的市場を中心に「テイスト・フランス」ブランドを展開する際の国際
的広報

③ 戦略的市場をモニタリングするため、世界的な需要の変化に関するフ
ランス企業の情報収集

政策動向

フランス復興計画（France Relanceのロゴ）

出所：フランス食料・農業省のウェブサイトより

フレッシュ＆ローカルのウェブサイトではフランス全土の農業生産者を検索することができる
（※緑の点が直売所、赤の点が生産者を示す）

【2月】
 （1月12日）COVID-19感染拡大以降、フランスではショート・バリュー・チェーン

（地産地消）を促進する動きがある。このような流れの中、フランス農業食料省
はフランスの農業生産者団体である「フランス農業会議所」の協力の下、地産
地消をさらに応援するため、「フレッシュ＆ローカル（Frais et local）」というプラッ
トフォームを立ち上げた。

 このプラットフォームは、農産物の直接販売を支援するため、消費者をワンス
トップで生産者と繋ぎ、オンライン上での地元の農産物の検索を容易にするよ
うにデザインされている。

 バスク地方のソーセージの加工まで行うある養豚農家によると、COVID-19危
機がショートバリューチェーンの動きを加速させていると述べている。この農家
は、2018年は農場の1,300頭のうち600頭のブタを処理し、残りを共同組合に売
却していたが、こうした地産地消やオンライン・プラットフォームが加速化した影
響で、2020年3月頃から生産量が倍増し、従業員を7人まで増やせたと話してい
る。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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政策動向⑦ フランス

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



業界動向

EU 

【9月】
「業界団体、入国制限に関するEU加盟国の追加的措置に懸念」
 9月22日、欧州食品飲料産業連盟（FoodDrinkEurope）は、欧州委員会が提案し

た入国制限に関する共通の基準について、企業が食料供給の継続性を確保す
るためには、労働者（特に熟練技能者）の域内の自由な往来、物品及びサービ
スの移動が必要であるとし、加盟国が追加的制限を加えることにより、COVID-
19の負担下にある飲食事業者に追加的コストが発生し、予測不可能性が増す
可能性があるとして懸念を表明した。

【10月】
「業界団体、入国制限に関するEU加盟国の追加的措置に懸念」
 9月22日、欧州食品飲料産業連盟（FoodDrinkEurope）は、欧州委員会が提案し

た入国制限に関する共通の基準について、企業が食料供給の継続性を確保す
るためには、労働者（特に熟練技能者）の域内の自由な往来、物品及びサービ
スの移動が必要であるとし、加盟国が追加的制限を加えることにより、COVID-
19の負担下にある飲食事業者に追加的コストが発生し、予測不可能性が増す
可能性があるとして懸念を表明した。

【11月】
「英国、英国版「Go to イート」の利用状況を発表】
 11月24日、英国政府は、今年8月に実施した英国版の「Go to イート」といえる

「Eat Out to Help Out」の利用状況を公表した。同制度は、 ８月の毎週月曜～
水曜、1人当たり10ポンド（約1,400円）を上限に、酒類を除く飲食代の半額を政
府が肩代わりする内容。9月30日までの1か月の期間中に全国約5万店の計約1
億6,000万食で利用され、公費負担は8億4,900万ポンド（約1,180億円）に上った。

 利用者は8月を通じて増加を続け、8月の国内総生産（GDP）のうち、飲食・宿泊
業関連は前月比71.4%増と記録的な伸びとなった。「Eat Out to Help Out」の登
録企業数は、大規模事業者（25以上の店舗を持つ）が172社、中小規模事業者
が49,181社であり、中小規模事業者の利用が圧倒的に多かった。

 他方、感染症の専門家からは批判も出ている。ウォーリック大学の研究者は、8
月から9月上旬に発生したクラスターの8～17%が同制度に由来するとの分析結
果を出し、新規感染者増大を招いたと非難している。

「イタリア、中国のEC大手アリババと覚書を締結」
11月23日、イタリア政府の投資誘致機関、イタリア貿易促進機構（ITA/ICE）は、中
国の電子商取引（EC）大手のアリババグループと覚書を締結し、アリババが運営す
るB2B向けのプラットフォーム「Alibaba.com」内にイタリア産品のパビリオンを新設。
COVID-19によって打撃を受けたイタリアの中小企業のデジタル化と国際化の促進
につなげる。約300社のイタリア企業が参加予定で、費用はICEが負担する。アリバ
バが政府機関とパートナーシップを組むのは、欧州では初めてとなる。
ICEとアリババは2018年に既に提携を開始しており、B2C向けの「天猫（Tmall）」内
に特設ページを設置。中国の消費者向けにイタリアの食品だけでなく、農業資材・
機械等の産品を掲載してきた。
なお、イタリア外務・国際協力省は2020年6月、ポストCOVID-19を見据えたイタリア
産品の輸出促進策（Patto per l’Export）を発表しており、今回の覚書締結はその
一環となる。

影響と
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業界動向① EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



業界動向

EU 

【9月】
「EUの農業労働生産性、COVID-19の影響で低下」
 12月16日、EU統計局は、2020年のEU27か国全体の農業労働生産性が前年比

4%低下したと発表した。主要な農業生産国である、ルーマニア (-47.2%) 、ドイツ
（‐15.5%）、ポーランド (-9.6%) 、フランス(-7.6%) 、イタリア(-4.8%). はそれぞれ減
少した。今回の減少について、EUの担当者は、COVID-19の大流行が背景にあ
る他、悪天候に見舞われたことで状況が悪化したと説明している。他方、加盟
国の半数以上が増加を記録しており、リトアニア (+18.1%) 、スペイン (+12.5%) 、
アイルランド (+11.8%) 、ハンガリー (+10.3%) が最も高い増加率を記録した。同調
査によると、EUの農業労働生産性は2010年以降、24%上昇しており、この10年
間で純農業所得は5%上昇し、農業労働投入量は16%減少している。

影響と
見通し
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業界動向② EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



ドイツ

業界動向

【1月】
「ドイツ、消費者団体がECサイトの評価に注意喚起」
 ドイツでは、COVID-19禍によってECサイトの利用者が増加しており、商品レ

ビューがオンライン上での商品購入の決定に影響を与えている。しかし、ドイツ
の消費者団体である商品テスト財団（Stiftung Warentest）によると、最近ではレ
ビューの専門業者が存在し、謝礼を得る、またはその商品を無料でもらう等して
レビューを書くことがあり、ドイツのオンライン上の商品レビューの約3分の2はそ
ういった経緯で書かれ、各商品にポジティブな評価がされているとして注意を促
した。

【2月】
「ドイツ、2020年の有機食品の売上が増加」
 （2月15日）ドイツの自然食品・商品連盟（BNN）は、2020年の同国業界のオーガ

ニック（有機）食品の小売売上高が前年比16.4％増の43億7,000万ユーロになっ
たと発表した。COVID-19感染拡大がきっかけとなって消費者の間で健康や持
続可能な生活への関心が強まり、2019年の8.7％から倍に加速したと説明して
いる。

 同報告によると、有機食品の売上は、特に2020年春のロックダウン中に20～
30％増加した。外食が制限され、自宅で調理する消費者が増加したことで、食
品の品質や持続可能なサプライチェーンにつながる地産地消、家畜の飼育環
境などへの関心が高まったものと考えられる。また、COVID-19感染拡大の影
響により、食料・日用品の買い物の回数が全体で10％以上減少する一方、買い
物1回当たりの購入額は約25％増加している。BNNは生活スタイルと環境保護
が相関関係にあるという理解が深まってきていると分析している。

「ドイツ、テイクアウト容器でプラスチックごみ削減」
 2020年11月から再びロックダウンが導入されたドイツでは、レストランや飲食店

の店内営業が禁止され、テイクアウトやデリバリーのみの営業となっている店舗
が多い。こうした中、ドイツではスタートアップ企業が中心となり再利用可能な容
器のシステムを開発している。

 例えば、シュトゥットガルトを拠点とするスタートアップ企業「reCIRCLE」社では、
デポジット制のテイクアウト容器の提供を開始した。同社のシステムでは、利用
者が事前にデポジットを支払い、アプリを使用して容器を借り、デリバリーでも客
が望む場合は、通常の使い捨て容器の代わりに、デポジット制の容器を利用す
ることが可能である。使用後は同システムの参加飲食店であればどこでも返却
でき、デポジットが返金される仕組み。 reCIRCLE社によると、このデポジット制
容器を利用することにより、プラスチックの使い捨て容器が月に20万個ほど節
約できるとしている。

影響と
見通し
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フランス

業界動向

【9月】
「フランスの小売業はおおむね好調」
 フランスの家庭で購入される食品の70%以上は、スーパーマーケット、ディスカウ

ントストア、地元の小規模店で購入されるが、近年、ECなど様々なタイプの小売
業も成長している。食品小売はCOVID-19による外出規制下においても操業を
続けていたが、労働力の制限やトラック輸送における運転手不足により、業界
のコストは増加した。2020年春のスーパーマーケットは7%の成長を遂げ、レスト
ランの再開にもかかわらず小売店の売り上げは引き続き好調である。

 COVID-19危機以降、政府要人やメディアの間で「フランス産を買おう」というメッ
セージが多くなり、食のナショナリズムが高まっている。9月3日、フランスのドノ
ルマンディー農業大臣は、フランスの食料主権の必要性を強調した。しかし、フ
ランスのワインや小麦などEUの主要輸出国との貿易収支は大幅に黒字であり、
フランスが輸出を促進しながら輸入のために国境を閉鎖する可能性は低い。

【10月】
「食品、サービス業界団体が付加価値税引下げをEUに要望」
 欧州ホテル・外食産業協会、食品・飲料事業者団体のフード・ドリンク・ヨーロッ

パ、ケータリング業界団体のフードサービス・ヨーロッパは、COVID-19や関連す
る規制に対する救済措置として、宿泊や飲食などにかかる付加価値税(VAT)率
を一時的に引き下げることを加盟国に促すことなどを要求する政策提言をEUに
提出。

 オーストリア、ベルギー等複数の国では既にVAT率が引き下げられているが、
上記各業界団体はEUが全加盟国に対してVAT率を引き下げることを促し、その
税率を付加価値税(VAT)指令によって定められている下限の5%とするよう要求
した。

【11月】
「フランス、園芸分野へ2,500万ユーロの支援を発表」
11月17日、フランス農業食糧省は、 COVID-19危機の経済的影響を受けた園芸分
野に対し、2,500万ユーロ（約31億円）の援助措置を発表。2020年3月15日から5月
15日までのロックダウン期間中に発生した損失を生産者に対し補償する。
また、セクター構造化計画に基づき、年内を目途に開始される「フランス回復プラ
ン」事業について、園芸組合が申請書を提出する意向を示していることを歓迎。特
に、園芸部門のデジタル化は、中期的に植物及び花の販売を改善し促進すると述
べた。

企業名 概要

LESAFFRE社 酵母メーカー。中国からの輸入に依存するコンドロイチン（関節痛の治
療薬）を国内生産

AGRONUTRIS社 昆虫性タンパクの飼育・加工企業。昆虫を原料とした動物飼料を製造

B&C YES社 ビーガン向けに植物性の代替肉やシャルキュトリ（ハム、ソーセージ等）
を製造

DS SMITH PACAGING 
DURTAL社

包装資材企業。プラスチック製品の代替としてセルロース繊維を用いた
食品包装資材を生産

INNOVAFEED社 昆虫を原料とする動物飼料（特に養殖）を生産

LES ETABLISSEMENTS 
SIRUGUE社

動物飼料の製造メーカー。飼料の国内生産を強化することで国外輸入
の依存度を改善

MAP&SKIN Cartons 
Packaging社

包装資材企業。100％リサイクル可能な段ボールを生産し、食品包装に
おいて70～90%のプラスチック削減への貢献を目指す

NXTFOOD社 主に豆類を原料とする植物性タンパク質による代替肉メーカー

OrganicPac SAS社 元は中国製食品包装材の販売が専門だが、生産拠点をフランスに移し、
イノベーションによる再生可能な原料による食品包装資材を開発・生産

【11月】
「フランス、食品製造業を含む国内生産・生産回帰支援プロジェクトを選定」
 11月19日、フランス経済・財務・復興省は、製造業の国内生産と海外からの生

産回帰を促すため、政府が資金を援助する31件の民間投資プロジェクトを発
表し、うち10件は食品分野のプロジェクトが選ばれた。本政策は、9月に発表さ
れた経済復興策に盛り込まれており、製造業の戦略分野を医薬品、食品、エ
レクトロニクス、素材、5Gの5分野に焦点を当てる。

 本プロジェクトの総額は6億8,000万ユーロで、うち1億4,000万ユーロを政府が
支援し、約1,800人の新規雇用創出と約4,200人の雇用維持を想定している。

 採択された食品分野の主なプロジェクトは以下のとおり。COVID-19禍におい
て飼料や食品包装資材の輸入依存が問題視されていたことが影響している。
また、代替肉、昆虫食、脱プラスチック等、近年の欧州の食のトレンドである環
境、循環型経済を意識した企業選定となっている。

影響と
見通し
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業界動向④ フランス

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



フランス

業界動向

【12月】
「フランス：ショートバリューチェーン、地産地消の今後の見通し」
 フランスでは、COVID-19感染拡大以降、移動式食料販売、農場での直売、地域

限定の食料品プロジェクト等、地域に根差したビジネスモデルが成長している。
フランス国立農学研究所（INRA）は、こうしたショートバリューチェーンや地産地
消の今後の動向についてのインタビューに対し、以下のように回答している。

 数年のうちにフランスはショートバリューチェーンや地産地消に完全に
移行するのか？

 すべての地域が地域資源に関して平等であるわけではなく、地元の食
べ物だけで需要を賄うのは無理がある。資源不足をハイテク技術の開
発で補うことも可能だろうが、それは高いエネルギーコストがかかり、自
然との断絶にも繋がる。世界全体や地域全体に対し、極端になるべき
ではない。環境に無理を強いることなく、バランスをとり、できることを再
考し、資源を再配置する必要がある。

 どのような解決策がフランス農業の回復に貢献するのか？
 COVID-19危機により、回復には多様性が必要であることが分かってき

た。ローカル及び非ローカル、ショートバリューチェーン及びロングバ
リューチェーンの両方が必要である。これまでの特定の貿易依存関係
を見直し、新たなパートナーシップに転換するため、フランス国外におい
て、消費する製品の原産地等に関する知識を十分に得られるようにし
なければならない。

 ショートバリューチェーンの影響はどのようなものか?
 ショートバリューチェーンや地産地消の流れは、生産者と消費者間の対

話、情報の透明性を促進する等、アグロエコロジー（農業生態学）な食
への移行を可能にしている。ショートバリューチェーンと有機農法の安
易な組合せは避けるべきだが、ショートバリューチェーンは、経済的にも
社会的にも、また製品の背景に何があるかを知る上でも、良い実践に
繋がる。

ドイツ

民間企業動向

【9月】
「ドイツでは豚肉加工場の閉鎖を受け、動物福祉の議論が再燃」
 6月19日、ドイツ西部の欧州最大級の豚肉加工工場において、作業員が

COVID-19に集団感染したことにより一時閉鎖された。今回の集団感染により、
豚の輸入先であったベルギー、オランダ、アイルランドの農家が影響を受けたほ
か、と殺場労働者の厳しい労働環境が露呈したことから、ドイツ政府はより高い
労働基準の必要性を検討している。また、COVID-19が畜産業にスポットライトを
当てたことにより、動物福祉に関する議論も再燃しており、動物福祉ラベルの導
入など、ドイツが国内でより厳しい動物福祉規制を実施する可能性がある。

影響と
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

生産への影響①

欧州 ドイツ フランス

消費者の特徴や
ニーズの変化

• 食品に関しては、COVID-19によって消費パターンに変化はあ
まり見られなかった。

• レストランが閉鎖されていることから、家庭で調理する人が増
え、ヘルシーな食品への指向や、食費節約の意識が消費者
に高まっている。

• 消費者の行動は変化しているが、まだ小さい。
• 現在大多数の消費者が食品の生産地に注意しており、この

流れはCOVID-19以前から長期的に続いている。ただし、消費
者の購買力には差があることから、今後の変化は緩やかと考
えられる。

• 大多数の消費者は安価な製品を購入せざるを得ない一方、
少数の富裕層は消費パターンを変え、ローカルな食品や健康
を意識した消費が増加している。

• 2020年の統計によれば、少数だが、購入する食品の単価が
上昇している消費者グループが存在する。同変化の一つの要
因は、COVID-19と考えられる。

地産地消／ショートバ
リューチェーンの動き

• EUの調査によれば、消費者の間において地産地消やショート
バリューチェーンへの関心が増している。生産者や生産技術
への関心が増しており、欧州向け輸出を目指す日本の農産
物生産者にとってもチャレンジとなるだろう。

• イタリアは、ショートバリューチェーンへの関心が高い。
• 消費者にとって、食品の品質、安全性、成分は重要であり、生

産地が近ければ近いほど確認しやすい。
• EUは加盟国の間で食文化の差が大きいことから、加盟国ごと

に食品の輸出入、消費形態が異なる。フランスは食品の一大
輸出国である。イタリアも同様に食品の輸出に依存している
が、同時に地産地消への関心は高い。ギリシャも同様である。
フィンランドやスウェーデンでは、乳製品に関して地産地消が
好まれている。COVID-19により、地産地消やショートバリュー
チェーンへの関心が増した。

• ドイツで生産される農産物は、75％がドイツ国内、20％はEU
域内、残り5％が日本、中国、米国等の第三国で消費されて
いる。

• 今後、（貿易協定等の影響もあり）EU域外への輸出が増加す
ると予想される。

• 消費者の嗜好は変化しており、農家が対応できるよう支援す
る必要がある。

• 制度の変化よりも消費パターンの変化（レストランから家庭で
の調理への移行）により、消費者はよりローカルな食品を選好
するようになっている。これはフランスだけでなく、欧州全体で
見受けられる現象である。

• なお、COVID-19以前からこの流れはあったが、COVID-19によ
り加速した。

持続可能な農業

• COVID-19により、食品の栄養、肥料、動物の強靭性に一般大
衆の注目が集まっており、バリューチェーン全体の強靭性を
高める必要がある。

• EUは過去数十年にわたり多額の投資を行い、問題を解決して
きたので、今後も問題ないだろう。

• 持続可能な生産が確保されていることが重要であると考えて
いる。最近では、持続可能な生産の重要性に着目する議員が
増えている。

• 欧州委員会が掲げる持続可能な農業に関するターゲットは高
すぎる、また誤った指標に基づいていると感じている。

• 肥料や殺虫剤を例にとれば、本来農場への窒素投与量が評
価されるべきだが、窒素の消費量が評価されるよう設定され
ている。

• このように窒素による環境インパクトが過剰に評価されること
になってしまうことが危惧される。

 家庭で調理する人が増え、ヘルシーな食品への指向や、食費節約の意識が消費者に高まっている
 ただし、消費者の購買力には差があることから、今後の変化は緩やか
 COVID-19により、地産地消やショートバリューチェーンへの関心が増加し、特にフランスとイタリアで顕著

影響と
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ヒアリング調査結果
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

生産への影響②

欧州 ドイツ

環境への配慮

• 環境に適した農業を実践するためには、イノベーションが必要である。しかし、EUは新しい技術
が安全であっても、導入できないことがある。

• 世界の食料不足対策のために、人工食品製造のような技術の大半は農業分野において未承
認である部分が多い。

• 遺伝子組換え等、人工食品が環境問題に貢献することがあっても、そのような技術の大半は農
業分野において承認されていないため、この現状は解決されなくてはならない。

• COVID-19とは無関係だが、€10億／年を上限として、近代的な設備や、環境に優しい設備を導
入する農家を支援する制度がある

動物福祉

• 欧州において動物福祉は継続して取り上げられており、新しい課題ではない。農業と食品産業
の関係者はこの問題の対処に既に取り組んでいる。

• 動物福祉に関するEU共通の制度がある。日本とEUは数年前に貿易協定を結んでおり、商品衛
生に関してEUは厳格な規制を有しているが、日本からの輸入品に関してこれまで問題は発生し
ていない。

• 一定の政治家は、COVID-19禍に乗じて、根拠なしに農業や畜産業を批判している。
• 中国においても畜産の批判が発生している。
• 農業や畜産は健康に悪影響はなく、生産者は現状に対して非常に不満である。
• 過去20年間に渡って、消費者の安全、環境、動物の安全と動物福祉に取り組み、多額の投資

を行ってきた。
• 市場に供給する製品は改善しており、複数の統計で証明することもできる。

• 動物福祉やラベリング制度はドイツにとって重要
• 家畜を狭い畜舎で集約的に生産することに対して、ドイツ国内やEU内において強い批判がある。
• EUでは豚肉の関税を撤廃する流れにあるものの、豚肉の生産コストは増大しており、豚肉の生

産量は減少する見込み
• ドイツでは既に動物福祉のイニシアチブを導入。「Initiative for Animal Welfare」では€120百万

／年を予算として、家畜をより広い畜舎で飼育する等の動物福祉を促進している農家や小売業
者に対して支援している。

• また、約20年前に連邦農務大臣を務めたJochen Borchertが2020年2月に「Borchert
Commission 」というドイツの畜産産業の改革に関する提案書を現職の農務大臣に提出した。同
提案は2040年までの目標達成を目指しているが、€34億の追加的資金の投資が必要であり、
100％達成は難しいと考えられる。

食の安全性・
健康食品

• 農業と食品産業は遺伝子組み換え食品を用いてビタミン類を製造する技術を用いるが、一定
数の消費者は受け入れることが難しい。

• 有機農業では、遺伝子組み換え食品は制限されている。他方、COVID-19の発生により、米国、
日本、カナダ等の高度に発展した経済圏と国際的な取り決めを結ぶ必要が生まれている。

• ドイツの消費者の間で食品に触れることでウイルスに感染する等、食品安全への懸念は発生し
ていない。

• 輸入食品も同様である。
• COVID-19によって医療・保健衛生への関心が高まり、食品安全に関する議論の機会も増加し、

消費者の間で関心が高まっている。
• 今般の危機を受け、フードシステムについて、困難に対応する力（レジリエンス）や食料安全保

障が重要であると認識している。

 COVID-19によって医療・保健衛生への関心が高まり、食品安全に関する議論の機会も増加
 フードシステムについて、困難に対応する力（レジリエンス）や食料安全保障が重要
 COVID-19禍以前より、環境面での視点から欧州では農業・畜産業に対する風当たりが強い
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

生産への影響③

欧州 ドイツ

労働環境について

• アフリカ豚コレラが主要な生産場において蔓延したことにより、ドイツの豚産業は大きな問題を
抱えている。

• と畜施設は、多湿で空調が効いた環境で労働者が密接して労働しており、ウイルスに対して脆
弱な環境であった。豚コレラにより、約67,000の豚が処分されたと聞いている。

• 動物福祉の問題もまた重要である。
• 施設を閉鎖することは産業に壊滅的な影響を与えるため、避けたい。

• 豚のと殺場において、狭い室内でエアコンを使用する環境であることからウイルスが蔓延。
これにより豚肉市場は影響を受け、一時期60万トンの豚が処理されるまでに2～3週間待機の
状態となった。

• その後、検査場を増設する等、職場環境を改善し、豚舎で豚同士のスペースを確保する等の
対策を講じたことで、従業員をウイルスから守る環境が整えられた

輸入食品について

• 世界的に地産地消が好まれることは事実だが、価格との折り合いが重要である。
• EUにおいては、農家は安価な輸入品のプレッシャーにより強くさらされている。
• EU域内品はブランド力があり高品質だが、人々の収入が急落し食費を節約している中、非常に

厳しい状態に置かれている。
• 平均で収入の10-15%が食費に充てられており、COVID-19前後でこの割合は変化していないが、

収入が減少していることから食費もまた減少している。
• この状況を鑑みて、新たなマーケットを発掘する必要がある。

• ドイツ人は国産品だけでなく、チーズやパスタはイタリア産のものを選好するが、そのような消
費傾向は今後も変わらない

• EU域内品であれば差異はないと考える消費者は多い
• 他方、農家の中には、一部の東欧の国（ポーランド、ルーマニア等）では動物福祉の取組み等

が遅れているため、ラベルで原産国を明示し、基準を満たす農産物とそうでないものを区別す
ることが重要と考える者も存在する。

• ただし、EU域内で貿易の障壁を作らないことが重要である。

ラベルについて

• 生鮮食品は売れ残りがあり、EU統一ラベリング制度に準拠していないレストランやケータリング
業界に卸されていたチーズ等は同様に販売できていない。

• これまで動物福祉やラベリング制度はEUで内部的に行われてきたが、この世界で最も高水準
な制度を世界的に認知させる必要がある。

• 同じ肉製品であっても、鶏と牛等品種によって前提条件は大きく異なるので、個別に議論を進
める必要がある。

• 連邦農務大臣は動物福祉やラベリングをEUに対して積極的に提案しているが、ECは消極的で
あり調査等に留まっていることは残念に感じている。

• ラベルに関し、ECは未だ具体的な内容は決定していないものの、「Sustainable Label Framework 
Registration」という規則 を提案している。

• ラベリングに関するより積極的な取組みが必要であり、消費者はラベリングによってより多くの
情報を得ることを希望している

 密が発生しやすいと畜処理場からCOVID-19感染例が発生し、動物福祉や労働環境に関する議論が生じた
 単一市場であるEUでは、EU域内品と国産品の差はほとんどない
 EU域内品はブランド力があり高品質だが、COVID-19による収入減で食費を節約している中、非常に厳しい状態に置かれている
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

加工への影響①

EU 英国

消費者の特徴やニーズの
変化

• ショートバリューチェーンや地産地消等、消費者の意識は変化している。
• 国境が封鎖され、ローカルな食品をより消費するようになったため、それらに対して持続

可能性を求めるようになった。
• 業界団体では、ショートバリューチェーンとロングバリューチェーンの両方が重要と政治家

や消費者に主張している。
• EU内では需要を満たすだけの生産量が確保できない製品もあるため、ショートバリュー

チェーンの振興が、食品や農産物の輸入を阻害してはならない。

• 英国の消費者は週に1度大きな買い物をすることが多かったが、新型コロナウイルスによ
り週に2～3回少量を購入する人が増えている。

• 多くの小売店は以前の割引を用いた販売戦略から転換して、主要な商品のみに注力して
いた。しかし、最近多くの消費者は新型コロナウイルス発生前の買い物形態に戻ろうとし
ている。

• 自宅に滞在する時間が増え、料理する時間や機会が増加していることから、簡易に調理
できる食材や中食よりも、小麦等の原材料の需要が増しており、これらは不足している。

• 英国では、フランス等他の欧州諸国よりも感染者が多かったことから、夏季においても多
くの人は自宅に止まった。

• 新型コロナウイルスにより需要が大規模店から小規模店へと流れたが、最近揺り戻しが
起きている。

• 自宅で高級食品を消費するようになっている。
• 自宅で調理するようになり、パンを焼くための原材料等の売り上げが好調である。
• 英国の食品産業は年間8,000もの新商品を開発しており、その様な変化に対応したもの

も開発されている。

地産地消／ショートバ
リューチェーンの動き

• 欧州に限らず、世界中でローカルな食品が選好される潮流だが、ローカルが特定な地域
を意味するのか、またはEUを意味するのか、その定義は不明瞭であり多くの議論がある。

• EUにおける商品の自由な移動はEUの重要な原則の一つであり、EUの農業・食品産業の
強靭性を支えているため、加盟国政府がローカルな食品の消費を国民に薦める際は留
意しなければならない。

• かつてあるスーパーマーケットがローカルな製品や国産製品を優先的に販売しようとした
ことがあったが、EU単一市場の重要原則に違反することから停止させられた。

• 消費者はショートバリューチェーンを選好するが、必ずしも環境に優しいとは限らない。
• ロングバリューチェーンであっても規模の経済を追求すれば、カーボンフットプリントが小

さくなる場合もある。

• 地産地消に関しては、地域の商店で地場の食品を購入する流れが既に見受けられる。
• 英国では2013年の馬肉混入問題以降、食品の原産地に関心が集まっている。パンデミッ

クはこの様なショート・フードバリューチェーンへの流れを加速させている。
• 食品原産地に対する関心が高い、若年層において特に継続すると考えられる。
• 若年層は、ビーガンはプラントベース（植物性代替肉）の食品にも関心が高い。
• 新型コロナウイルス収束後も在宅勤務が継続されることで、原材料から時間をかけて調

理すると考えられる。
• 地場の市場で原材料を購入する動きは継続するだろう。

 ステイホームで料理する時間や機会が増加し、簡易に調理できる食材や中食よりも、小麦等の原材料の需要が増加
 小売は以前の割引を用いた販売方針から主要な商品に注力する戦略に転換
 外出規制が続き、大規模小売店から小規模小売店へ顧客が流れたが、徐々に戻りつつある
 COVID-19収束後も在宅勤務が継続されることで、原材料購入の動きは継続する見込み
 地産地消／ショートバリューチェーンの動きも継続するが、法規制、貿易関係、環境等を考慮して慎重に進める必要がある
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

加工への影響②

EU 英国

持続可能な農業

• COVID-19を理由に政治レベルでの持続可能性や食の健康への取り組みが後回しにされ
るべきではない。

• COVID-19からの復興は「Green Investment」や「Green Innovation」と考えられている様に、
持続可能性や食の健康もまた重要視されている。

• 消費者はCOVID-19により自ら調理する機会が増え、原料自体や生産手法、生産地に対
する関心が高まっている。

• 生産者は持続可能性をより推進しようとしており、サプライチェーン内の各利害関係者の
取組みを通して製造方法や調達方法を改善しようとしている。この傾向は今後も持続す
るだろう。

• パンデミック発生前から、英国で著名なテレビ番組「Blue Planet」で取り上げられる等、プ
ラスチック使用量の削減が注目を集めていた。

• しかし新型コロナウイルスの発生後は、食品の安全性、長期保存の観点からプラスチック
の機能が再認識されている。

• 大企業はイノベーションを起こすために必要な資源を自社内で有しており、中小企業はそ
のような行動のための意思決定が早い。

• 業界団体ではこの様な企業のイノベーションを支援するため、5年に一度活動方針を更新
している。

• 食品の包装材を削減すると、保存期間が短くなってしまい逆効果となってしまうような事
象もあるため、単純ではない。

• 英国には、環境、製造機械、イノベーションに対して投資する企業に対する支援策がある。
英国ではTesco、Sainsbury等の大きな小売店が多く、食品製造業者に対して短い通知期
間で契約を解除する、買い叩きを行う等が散見されていた。このように食品製造業者は
不安定であるため、金融機関は融資に消極的だった。そこで10年程前、業界団体はこの
業界に行動規則を制定して、小売店と食品製造業者の関係は平等になった。

• 通常、食品製造業者は１つの小売店と専属契約を結んでおり、その様な業者は新型コロ
ナウイルスにより供給先を失っている。

• 業界団体は食品製造業者が持続的生産のためのイノベーションのための融資を促進し
ようとしている。

環境への配慮

• EUの企業は先進的取り組みを進めており、環境、気候変動、包装材やリサイクル等の
テーマにおいて、FDEは企業団体と協調している。

• 政治的な取り組みが目立っているが、民間企業はこの問題に以前から取り組んでいる。
• 多くの企業が単体または共同で、環境フットプリント、温室効果ガス、食品ロスの削減、製

品の再開発、プラスチックの再利用等に取り組んでいる。
• 消費者の持続可能性への関心の高まりを受け、これらの活動は経済的合理性を有する

ようになった。
• 多くの消費者は、持続可能性への取り組みを評価基準として、商品を選ぶようになった。

• 業界団体は、包装材の使用削減と炭素排出量削減の目標を掲げており、大企業であるメ
ンバー企業は既に埋め立てごみゼロを達成している。

• 商品のライフサイクルを見ると、処分のプロセスに特に課題がある。
• 英国では自治体ごとにごみ収集の手法が異なり、企業がリサイクルを想定して製品を製

造しても、実際はごみとして処分されていることがよくある。
• 業界団体は、政府に状況の改善を要求しているが、リサイクル業者に課題があることか

ら簡単ではない。
• 業界団体では包装材に関するNGOのWRAP等複数の機関と協働している。

 COVID-19からの復興は「グリーン」を合言葉に、持続可能性や環境、食の健康が重要視されている
 COVID-19により自ら調理する機会が増え、消費者の原料自体や生産手法、生産地に対する関心が高まっている
 消費者は、持続可能性への取り組みを評価基準として、商品を選ぶようになっている
 以前はプラスチック削減が注目を集めていたが、食品の安全性・保存の観点からプラスチックが再認識されるようになっている
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

加工への影響③

EU 英国

食の安全性・健康食品
• 食品安全への影響はない。
• 食品業界は常に衛生管理に取り組んでおり、今回のCOVID-19禍においても従業員同士

の適切な物理的距離を確保して、食品安全を確保している。

• 新型コロナウイルス発生当初、多くの消費者は感染を懸念して購入した食品の包装材を
自宅で洗浄した。

労働環境について
• 食品業者にとっての懸念事項は、工場において感染拡大予防のためにどのような対策を

実施すべきかという点であった。
• 業界自体は苦戦したものの、閉鎖に追い込まれた工場は少なかった。

輸入食品について

• EU内で生産できない原材料は第三国からの輸入に依存しており、EU内で加工されてより
付加価値の高い製品として最終的に輸出されるため、原材料輸入は重要である。

• EUの食品製造業は多様であり、チーズの一大生産国であるフランスやイタリアでさえも、
他国からチーズを輸入している。

• 消費者がローカルな食品を選好し始めたときは注意しなければならない。スーパーマー
ケットの棚をローカルな食品のみで満たすことは不可能である。

ラベルについて

• 現在、英国の食品のラベリングは栄養表示に関する法律において定められている。
• EU基準に準拠したものであり、英国の事情により適したものを制定したいと政府は考えて

議論している。
• ラベリングに関して英国政府は議論を開始している。

 COVID-19による食品安全性への懸念は特にない
 地産地消の動きは加速しているものの、EU域内の需要を国産品で満たすことは不可能
 EUは多くの加工食品の原材料を域外から輸入しているため、対外貿易は重要
 英国の食品ラベルはEU基準に準拠しているが、今後、英国独自のものに改正される可能性がある
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

卸・小売への影響①（ドイツ その１）

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

消費者の特徴や
ニーズの変化

• ドイツ人は有機食品を好むものの、価格に敏感であり、複数の店
舗を利用することが多い。

• COVID-19によって、労働時間が減り、収入が減少したことにより、
ディスカウントスーパーの利用が増えていると考えられる。

• ただし、個人差が大きく、COVID-19後も持続するかどうかは分から
ない。

• 所得の低い消費者は価格を重視していると考えられる一
方で、所得の高い消費者は品質をより重視している。

• 休暇に旅行へ行くことができないので、以前より高価・高
品質な食品へ支出する世帯が増加していると考えられる。

• 大型量販店ではなく、農産物の市場へ行き、高品質な食
品を購入するようになった消費者もいる。

• ポストコロナではCOVID-19発生前に戻ると思われるが、そ
れでも毎週数回在宅勤務を続ける人は多いと考えられる。
通勤費等が節約されるので、より高品質な食品の購入費
に充てる人が増える可能性もある。

• COVID-19により家で食事をする機会が増えたが、冷凍食
品やレトルト食品のニーズは高まっている。

• パンデミック初期に買い占めが発生し、小売店では品切
れの状態が続いたが、冷凍食品（ピザや野菜等）は比較
的入手可能であったことから利用が広まった。

• 多くの消費者は栄養バランスを意識して、新鮮な野菜を
選好するが、一方で緊急時のために冷凍食品も一定量
利用する。

• 家庭で調理する機会は増えている。
• 調理済み食品は、需要が増加している。最近は肉料理、

パスタ、スープを含んだコースメニューを開発している。
• また、特別かつ家庭で簡単に食べられる料理への需要か

ら、食品の配達事業もまた好調である。
• 特に若年層は家庭で料理をしない割合が大きく、夫婦で

あっても共働きで料理に割く時間がないことから、既に
カットされている食材を購入して、簡単に調理して食べる
人が多い。

• 調理済食品もまた人気である。
• 肉製品と野菜製品は異なる生産部門で製造されており、

肉製品の部門では、調理に長時間かかる（ことから調理
済のものの需要が大きい）グレービー（肉汁）ソースを複
数種類提供している。

• COVID-19蔓延をきっかけに、人々が調理済み食品の便
利さに気が付いたことから、需要が増加していると考えら
れる。

• この傾向は、COVID-19収束後も持続すると考えている。
• 冷凍食品及び包装済食品は市場全体的に需要が増加し

ている。

地産地消／ショートバ
リューチェーンの動き

• ドイツにおいても地産地消が注目されている。
• （ドイツ国内産に限らない、より狭い地域の製品との意味合い）

スーパーマーケットは地産地消をプロモーションに利用しており、
具体的な定義があるわけではない。

• ローカルな食品を好む消費者も存在する。
• ローカルの定義は明確ではないが、同じ州で生産された

もの、または100-150km圏内で生産された物が一般的な
認識である。

• COVID-19拡大後、地産地消(regional products)、持続可
能な消費が大きなトレンドになっている。

• 小規模な店舗を利用して、地場の商品を購入するように
なった。その様な消費者はソーシャルディスタンスと十分
な衛生管理を店舗に求める。

• レストランが閉鎖されていることから、人々は医薬品や不
動産により多くのお金を使っている。特別な日に、普通の
スーパーマーケットではなく高級食材を購入する人も多い。

 ドイツ人は環境意識が高く、有機食品を好むものの、価格に敏感
 移動制限でレジャーが限られることから、以前より高価・高品質な食品へ支出する世帯が増加
 冷凍食品（ピザや野菜等）は比較的入手可能であったことから利用が拡大
 COVID-19蔓延をきっかけに、若年層や共働き世帯を中心に調理済み食品や食品宅配の需要が増加
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

卸・小売への影響②（ドイツ その２）

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

持続可能な農業

• 消費者からの要望によって環境に優しい製品を導入しようとする流
れがあることは事実である。

• COVID-19がその流れを加速させたのかどうかを判断することは難
しい。

• OVID-19禍以降、欧州委員会は環境重視の政策を推し進
めている。

• 農業・食品産業は特に大きな影響を受けており、消費者
は有機食品をより利用するようになった。

• 具体的な政策は始まっていないが、消費者の意識の高ま
りから圧力を感じている。

• COVID-19発生前から持続的な生産に対する要求は高
まっており、排出量の削減、電気や水の使用量の削減に
取り組んでいる。

• 食品産業におけるトレンドは、肉の消費量削減、運動を
伴った健康的な食習慣である。この様な消費者の要求に
対するひとつの回答は、地場の魚や肉等の食品を調達
することであ。

• 2つ目の回答は代替肉であり、テンペ（インドネシアの伝
統的な大豆食品）だけでなく、ソーセージに見えるが代替
品であるより加工されていない食品等がある。

• 保存料の使用は好まれず、しばしば肉や野菜の取扱い
が困難である。

• パイナップルは空輸が望ましいが、炭素フットプリントを考
慮すると課題が多い。

• 10年前と比較して、有機食品は健康に良いと認識され多
くの人に広まっている。この様な背景から、当社はアジア
市場と日本の食品に注目している。

動物福祉

• 動物福祉は重要な課題である。
• ドイツは肉製品の一大輸出国であり、大規模な工場では労働力の

約90%を外国人労働者に依存している。
• 動物だけではなく、従業員の福祉に関する議論も盛んである。

食の安全性・健康食品

• 有機食品は一般的に高価である。
• 消費者は有機食品を好むが、一方で余計に費用を支払いたくはな

い。この追加で発生する費用を誰が負担するかが課題である。
• 商品の生産において、日々規制が増え、制度は複雑になっている。
• 消費者は有機製品を選好するが、そのために追加的な費用を支

払える人々は多くはない。

• パンデミックにより、人々はより健康的な食品を選好する
ようになったと言われているが、実際人々の行動は変化
していない。

• 統計上確認できる変化は、ジャガイモの消費量が減少し
ていることのみであり、これはレストランが閉鎖されフライ
ドポテトとして消費されるようが減少したことに起因する。

• 健康食品の消費量に大きな増加は見られない。
• ケータリング産業から小売産業へのシフトはあったものの、

消費される食品の量に大きな変化はない。
• 2020年度の統計はまだ発表されてないため、前年との比

較は現在はできない。

 COVID-19以前から、消費者の意識の高まりによって環境に優しい製品を導入しようとする流れがある
 ドイツでは、COVID-19を機に動物福祉だけではなく、従業員の福祉に関する議論も盛ん
 食品産業におけるトレンドは、食肉の消費量削減、運動を伴った健康的な食習慣
 代替肉市場が拡大しており、大豆製品等のアジアの伝統食に注目している

影響と
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

卸・小売への影響③（ドイツ その３）

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

労働環境について

• 多くの加工工場でCOVID-19が蔓延し、生産者や加工業者に対して
労働環境改善を求める世論が起こった。

• COVID-19発生前から、動物福祉改善を求める運動が起きている。
ただし、消費者はそのために追加的に支払いたくはないので、生
産費を下げざるを得ない点から、この問題の解決は難しい。

輸入食品について

• 第三国輸入品等、輸入品を避ける流れは一部ある。
• バナナやパイナップル等、欧州では生産できない製品については

抵抗がないが、ニュージーランドからリンゴを輸入することには批
判がある。

• 欧州産のリンゴのみ用いる場合、9～10月に収穫した後保存する
必要があるが、この保存に必要なエネルギーはニュージーランド
から輸入するために必要なエネルギー量と大差ない。

• プラスチック包装材を食品や野菜に用いることに対しても消費者の
批判は大きい。

• プラスチック包装材なしでは、食品を長期保存することはできず、
ブラジル等から輸入することもできない。

• 経済的な余裕がある消費者はローカルな食品を選好する。
• 食品のデリバリーサービスが大きく伸長しており、有機農

産物を消費者へ届ける事業を行っている企業は最近急
速に成長している。

• その企業のサービスは、利用者が一定額（30ユーロ程
度）を支払うと、新鮮で旬な食品や野菜を業者が箱に詰
めて、それらを用いるレシピと一緒に定期的に消費者に
発送するものである。

• はちみつが人気で、取引量が増加しているという。
• 配送される食品の原産地について、消費者は業者を信頼

しており、配送されるもの何でも喜んで受け取るという。

• 商品にもよるが、COVID-19発生後は地場の商品を用いる
機運が高まっている。

• 他方、単一市場のEUでは、域内産品の輸入も盛ん。例え
ば、EU内で商品を調達しており、デリカテッセン店舗にお
いては、フランスから魚介類、スペインやイタリアからハ
ム等、ヨーロッパ中から品質の高い商品を調達している。

ECについて

• オンラインストアも人気だが、食料品での利用は広まっていない。
• 物流の課題が解決されれば、オンラインストアで食料品を利用する

人は増えるだろう。
• 利便性の高さにより、オンラインショッピングの利用は広まってきて

いる。
• 食品の場合、異なる複数の温度帯で輸送するする必要があるが、

この課題が解決されればオンラインショッピングで食品の利用が広
まり、スーパーマーケットは利用されなくなる可能性があるが、小
規模店舗や小売業界には好ましくない傾向である。

• Amazonのように多額の資本を有する企業であれば、実現すること
は可能だろう。

• 野菜や果物等の生鮮食品におけるEコマースの利用は広
まっている。

• 有機製品の宅配ボックスのサービスを展開している企業
である「HelloFresh」のような企業が増加している。その様
な企業はローカルな野菜や果物を取り扱っている。

• 以前聞き取りを行った中小企業によれば、業績は好調で
あり、急増する需要に対応しきれていないとのこと。

• 全世代で利用されているが、特に若年層と60歳以上の高
齢者層において利用が広まっている。

• 高齢者層については、外出を控えるため、子供や孫にタ
ブレットの利用方法を教わり、利用する人が多いようであ
る。

• 生鮮野菜を数多く扱ってはいないものの、同社のEコマー
ス売り上げは300％上昇した。

• ドイツの消費者は、生鮮野菜はスーパーマーケット等で
目で確認して購入し、保存がきく食品はEコマースで購入
する人が多い。

• 大規模スーパーマーケットチェーン店は宅配サービスを
展開している。

• 電話やメールで注文し、商品が自宅まで届けられるサー
ビスだが、COVID-19においてより充実した。

• 生鮮食品のEコマースも、最近多くの企業が事業を開始し
ている。

ラベルについて

• ラベル表示にはドイツ固有のルールに準拠する必要があ
り、記載が必要な内容やフォントの大きさが規定されてい
る。

• EU内各国において、記載が要求される内容や言語が異
なるため、日本企業にとっては障害と考えられる。

 食品のデリバリーサービスが大きく伸長
 新鮮で旬な食品や野菜をレシピと共に定期的に消費者に発送するサービスが好評（特に若年層と60歳以上）
 生鮮食品はスーパーマーケットで、保存食品はECで購入する人が増加
 温度管理等、物流の課題が解決されれば、オンラインストアで食料品を購入する消費者は増加すると見込まれる
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

卸・小売への影響④（フランス その１）

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

消費者の特徴や
ニーズの変化

• 冷凍食品は利用されていないが、調理済食品は利用されるようになった。
• 日本と違って、フランスで食品のEコマース利用は浸透していなかったが、COVID-19により飲食業

業者は対応に迫られ、消費者はオンラインで食品を注文することがより簡単になった。
• レストランの食事をオンラインで注文できるようになり、特に在宅勤務している層で利用が広まっ

ている。
• この流れは既に数か月継続しており、COVID-19収束後も継続するだろう。

• フランスの消費者は平均で毎年34kgの魚介類を消費しているが、地域差が大きい。大陸側の当
部では平均10kgであるが、海に近い西側では50-60kgを超える。パリは特別で、内陸部にも関わ
らず魚介類を多く消費する。全消費の80％はショッピングモールやスーパーマーケットで販売され、
家庭で消費され、20％はレストランなどで消費される。

• 都市部ではロックダウンが行われているため、この傾向に大きな変化が生じており、短時間で簡
単に調理できる製品の需要が増えている。

• これまでは調理が複雑な魚介類はレストランで消費されていたが、現在それが不可能なため短
時間で調理可能なレシピが人気である。

• 簡単な調理で済む商品や、既に調理されている中食を提供すれば、消費者に受け入れられるだ
ろう。例えば、フランスでエビは生の状態では売られておらず、調理されたものを宅配で注文する
ことが多い。牡蠣は既に調理されている状態で販売されているため人気である。

地産地消／
ショートバリュー
チェーンの動き

• フランスで自国産製品の消費を推奨する流れはある。
• パンデミック初期に物流が滞り、特にスペイン、ポルトガル、イタリア等の欧州南部からの食料品

の輸入が困難になったことから、消費者は自国産の農産物に頼らざるを得なくなった。
• 一定数の消費者がショートバリューチェーンを追及してローカルな食品を選好している流れは以

前からあったが、COVID-19により更に加速している。
• ローカルな食品、ショートバリューチェーン、有機食品への流れは、COVID-19が引き起こした食品

衛生の危機を通して間接的に影響を受けている。

持続可能な農業

• 時速可能な農業・食産業の流れはフランスにとって前途有望であり、COVID-19によってより明確
化された。

• 欧州委員会が発表した「農場から食卓へ（Farm to Fork Strategy（F2F戦略）」は、EUだけでなく、フ
ランスにとって重要であり、COVID-19によりフードサプライチェーンにおける環境問題がより注目
を集めるようになった。

環境への配慮

• COVID-19前から、欧州の消費者は環境問題への関心が高かったが、COVID-19によりこの流れは
加速した。

• 以前は一部の人のみ関心をもっていたが、COVID-19によってより多くの人々に広がった。環境問
題だけでなく、食料安全保障の観点からも着目されている。

• 一度国境が閉ざされたことから、食料の全てを輸入品に依存するべきではないとの認識が消費
者の間で広まっている。

• 3～6月に、スペインが自国民のために食料の輸出規制をしているという噂がオンライン上であっ
た。フランスは多くの食料品をスペインから輸入しているため食料安全保障上の懸念が発生し、
現在の地産地消の動きへと繋がった。このように食料安全保障上の要因が大きいが、環境問題
の側面もある。

 COVID-19によりフードサプライチェーンにおける環境問題がより注目を集めるようになった
 地元の食品、ショートバリューチェーン、有機食品の動きは、COVID-19によって加速
 レストランの食事をオンラインで注文できるようになり、在宅勤務をしている層を中心に利用が拡大
 調理が複雑な魚介類等の食品はレストランで消費されていたが、COVID-19により、短時間で調理可能なレシピや調理済み食品が人気
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出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

卸・小売への影響⑤（フランス その２）

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

食の安全性・
健康食品

• 有機食品やローカルな食品は近年増加しているが、全体に対する割合はまだ大きくない。
• 要因は、高価であることと、COVID-19により人々の収入が減少しているためである。
• フランスには安全な有機食品を購入する層と、価格を追求する層の2グループが存在する。
• 中間所得層の消費者は、低価格を追求する一方で、1週間に1回程度、定期的に有機食品を購入

すると考えられる。

• フランスにおける有機農業は2000年頃に拡大が始まった。
• フランスの有機食品市場は2014年度で4億ユーロ、2018年は70億ユーロに迫り、年間成長率20％

以上の急激に成長を経験している。
• 有機ワインは新しい公式の基準が定められたが、同様に近年急速に成長している。
• COVID-19により食の安全への高まりは明らかになっている。
• 2020年3月にフランス政府はレストランの閉鎖を決定したが、これにより食品産業の54％が失われ

た。
• しかし有機食品産業は2020年においても2桁の成長率を記録した。これは消費者が家庭で調理す

るために、鮮魚店で有機海産物を購入したからである。
• COVID-19禍において、経済的余力のある消費者は食の安全を求めて有機食品を購入すると考え

られる。英国やドイツ、米国においても同じ現象が発生している。

輸入食品につい
て

• 以前と比較して、消費者は輸入食品を購入することに消極的である。
• しかし、全ての食品を国内から調達することは不可能であり、価格の懸念もある。
• フランスの消費者は自国産品を選好するが、それが不可能な場合は次いでEU加盟国の製品を選

好する。
• 価格もまた重要であり、特に低所得層の消費者は有機食品をあきらめて、安価な非有機食品を購

入していると考えられる。

ECについて
• フランス人は市場に行き、生産者や製品を目で確かめて購入することを好むので、Eコマースの利

用はそれほど広まっていない。

ラベルについて

• ラベリングが多すぎると消費者を混乱させてしまう。
• 欧州委員会（EC）は製造地保証のためのラベルを有しており、例えばシャンパンはフランスのシャ

ンパーニュ地方でしか製造することができない。
• 他の私的なラベリング制度であるエシカル消費、MSC(Marine Stewardship Council)は、消費者を混

乱させている。
• 持続可能性と有機認証は関係がなく、有機認証は公的な認証である。
• ラベリングの目的は、有機製品に関する消費者認知度を高めることである。
• 例えば、フランスのNormandy地方やBrittany地方では伝統的に家族規模で漁業が営まれており、

これによって漁獲され魚介類を認証する制度があるが、ラベルではない。
• 私的な団体がラベルを作成し、ラベルが増えすぎると消費者を混乱させるので注意しなければな

らない。
• なお、ボルドー地方の高級ワインやルイヴィトンの製品は、ラベリングされていなくても有機製品だ

と一般に認知されている

 フランスには安全な有機食品を購入する層と、価格を追求する層の2グループが存在
 有機食品産業は2020年においても2桁の成長率を記録
 フランス人は直接生産者や製品を目で確かめて購入することを好むため、EC利用の拡大は限定的
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主旨 • 昨今のCOVID-19の感染拡大により、日本だけでなく欧州においても食品産業及びフードバリューチェーン (FVC) は様々な影響を
受けている。他方、消費者の環境志向、健康志向、内食ニーズの高まり等、巨大なビジネスチャンス及び変革の好機と捉えることも
可能である。

• 本TV会議は、日本と欧州の農業・食品産業における代表企業をお招きし、COVID-19禍での影響と変化に加え、近年の欧州におけ
る食のトレンドについて議論した上で、今後の提携可能性がある分野を検討し、業界の健全かつ持続可能な発展を目標とする。

会議詳細 開催日程： 2021年3月2日（火） 16:30～18:30（日本時間）
会議方式： WEB会議（Microsoft Teams）
使用言語： 日本語と英語（逐次通訳）

TV会議概要

アジェンダ

 開会のご挨拶等（JST 16:30-16:35）

 基調プレゼンテーション（JST16:35-16:55）
「COVID-19が欧州及び日本のフードバリューチェーンに与えた影響」
（みずほ情報総研株式会社）

 休憩（5分）

 ディスカッション（JST 17:00-18:10）
テーマ① COVID-19の影響による業界・顧客の意識の変化（15分）
テーマ② 近年の欧州の食・農業のトレンド（35分）
テーマ③ 日本企業と欧州企業にとってのビジネスチャンス（20分）

 質疑応答（JST 18:10-18:25)

 閉会のご挨拶等（JST 18:25-18:30)

2章 欧州 2-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

名称

基調講演 みずほ情報総研株式会社

ディスカッション
参加者

欧州食品飲料産業連盟（加工）

英国食品・飲料連盟（加工）

ヴァイヒャート（Weichert）社（卸・小売）

ケーファー（Käfer）社（卸・小売）

アール＆オー社（R&O）社（卸・小売）

オブザーバー 農林水産省

日本企業・団体（33社）

会議開催者 みずほ情報総研株式会社
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No. 論点 テーマ

① COVID-19の影響による業界・顧客の意識の変化
1. COVID-19下において事業にどのような影響があったか。生産費用、物流費、人件費等に影響は見受けら

れたか。
2. COVID-19の前後において、消費者の意識にどのような変化が見受けられたか。

② 近年の欧州の食・農業のトレンド

1. 消費者が商品を購入する際に考慮する要素は何か。食品の原産地や、健康面の要素が考慮されている
のか。

2. COVID-19下において地産地消は活性化しているが、EUの域内外の食品を消費者はどのように認識して
いるか。

3. COVID-19下において環境重視のトレンドへ移行しているとのことだが、業界としてどの様に対応している
のか。

4. 欧州では外食が増えているが、現代人の食生活や食品へのニーズはどの様なものあるのか。

③ 日本企業と欧州企業にとってのビジネスチャンス
1. 欧州企業が日本企業と取引する際に、日本企業に求めるものは何か。
2. 日本企業との取引で想定される課題と障壁は何か。
3. 日本企業と欧州企業が協業を行う際に必要な政府等からの支援はどの様なものが挙げられるか。

ディスカッション概要

回答者 経歴等

Louis Hinzen氏 • 欧州食品飲料産業連盟にて経済課シニアマネージャーを勤める

Nicki Hunt氏 • 英国食品・飲料連盟にてDirector of Membership and Commercial Engagementを務める。

Andre Weichert氏 • ヴァイヒャート（Weichert）社にて、ドイツで主に生鮮食品の卸売業、小売業を行う。

David Liebscher氏 • ケーファー（Käfer）社にて、主にドイツで食品の卸売業、小売業等を行う。小売業では、デリカエッセン店舗等高級な加工済食品が強み。

Mathias Ismail氏 • アール＆オー社（R&O）社にてCEOを勤める。フランス、パリ近郊のRungis市場を中心に海産物の生産、卸売、小売を手掛ける。
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欧州におけるFVCへのCOVID-19の影響と日本のビジネスチャンス 議事録



No. テーマ 回答者 回答

1

COVID-19下において事業

にどのような影響があっ
たか。生産費用、物流費、
人件費等に影響は見受
けられたか。

Hinzen氏

• 第1波が発生した2020年第１四半期では、ロックダウンや行動規制が課せられる中、マーケットが正常に機能
するためには人やモノの自由な移動の保証が重要だった。一時的に混乱したものの、迅速に回復した。

• 食品への需要は以前通り存在するので、生産への影響は小さかった。

• 国境の閉鎖により輸送に要する時間が増加して、青果物を扱う業者への大きな影響、輸送トラックの運転手不
足によるサプライチェーンへの影響、コンテナの不足により輸送費の上昇が見受けられた。

• 第1波では消費者の買い占めが発生したが、適切な政治的対応がなされたのでその後は防ぐことができた。

• ただし、小売店は閉鎖を余儀なくされたことから大きな影響を受けている。品目においては、特にアルコールや
高価な食品が影響を受けている。

• FDEは四半期毎にレポートを発行しているが、第1四半期は飲料業界に限って生産量・消費量が前年同期比で
上昇した。第2四半期は前年同期比で生産量が9.6％減少、販売量は10％減少した。ただし小売は1.5％の減少

のみであり、大きな影響は見受けられなかった。セクターレベルでは、スピリッツ、ワイン、店舗が閉鎖したこと
によりパンにおいて大きな影響があった。第3四半期は幾分回復し、生産量は8％上昇、売上げ量が6％回復し
た。ただし、完全な回復には至っていない。

• 国境を超える物流には未だ制限が課されており、国によって対策と内容は異なる。昨年は特に季節労働者の
不足により果物や野菜の収穫において影響を受けた。

2
COVID-19の前後において、

消費者の意識にどのよう
な変化が見受けられたか。

Liebscher氏

• 長期間の保存可能な食品、調理が簡単な食品、加工済み食品の売り上げが上がっている。消費者はレストラ
ンに行けないので、近所の小売店の利用が増えていると考えられる。

• Kaefer社はCOVID-19発生前からオンラインショップを展開していたが、発生後は売り上げが300％上昇、また注
文平均金額が30ユーロから100ユーロへと大きく上昇した。

• 加工済み商品の売り上げが好調なのは、安全性が考慮されているようだ。
• Kaefer社の顧客は高所得であることが多いが、長期休暇に旅行に行くことができないため、その代わりKaefer

の店舗で高級デリを購入していると考えられる。
• 第1波と第2波では消費者の意識は異なっている様に見受けられる。
• 2021年の中盤でロックダウンが終了することを期待している。それによりオンラインでの売り上げは減少する可

能性はあるが、COVID-19は革命をもたらしたと考えている。

テーマ① COVID-19の影響による業界・顧客の意識の変化
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欧州におけるFVCへのCOVID-19の影響と日本のビジネスチャンス 議事録



No. テーマ 回答者 回答

1

消費者が商品を購入する
際に考慮する要素は何
か。食品の原産地や、健
康面の要素が考慮されて
いるのか。

Liebscher氏

• Kaefer社の顧客は購買力が高いので、包装を含めた商品の見栄え、食品の風味、有機食品であるかどうかや
サプライチェーンの順番で考慮されていると考えられる。

• Kaefer社が製造する加工済食品には肉、魚、野菜、果物等があるが、考慮される要素は優先度が高い順に、

見栄え、原産地や原産国、動物の扱われ方、新鮮であるかどうかが挙げられる。飲料であれば、シャンパンで
あればドンペリの様な著名なものが好まれる。

• 我々が顧客に紹介する商品は、少量しか生産されていないものが多い。
• 肉製品に関しては、ビーガンを中心に代替品などの商品を求める動きが盛んになってきている。

2

COVID-19下において地産

地消は活性化しているが、
EUの域内外の食品を消

費者はどのように認識し
ているか。

Weichert氏

• 昨年は地産地消の動きが活発となったが、「地場」(regional)の意味が自分の住んでいる地域なのか、国である
のか明確ではない。その定義は国によって異なり、例えばフランス人は自国産の製品を好む。

• Weicher社はドイツで生鮮食品を取り扱っているが、例えばバナナはドイツで生産できないので、消費者はバナ

ナの生産地をほとんど考慮していないだろう。スペインは自国で生産できるので状況は異なるかもしれないが、
輸入品と比較して高価である。

• また、昨年は有機食品の売り上げが大きく上昇したことに驚いた。2014-19年、有機食品の売り上げは毎年5-
10%の割合で成長していたが、2020年は約25％成長した。消費者が有機食品、加えて地場の食品を選好して
いる傾向が見受けられる。

テーマ② 近年の欧州の食・農業のトレンド
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欧州におけるFVCへのCOVID-19の影響と日本のビジネスチャンス 議事録



No. テーマ 回答者 回答

3

COVID-19下において環境

重視のトレンドへ移行して
いるとのことだが、業界と
してどの様に対応してい
るのか。

Hunt氏

• COVID-19発生前から英国の消費者は環境問題に注目していた。
• 特にプラスチック使用量の削減は注目されており、著名なTV番組である「Blue Planet」でも関連するトピックを多

く扱っていた。

• 数年前に馬肉に関するスキャンダルが発生し、食品の原産地について消費者が非常に危惧した。その際に英
国政府は、ビニール袋に課金する制度を開始した。

• 水や炭素使用料の削減、包装材の削減等企業は長年様々な取り組みを行っている。
• 包装材等の回収方法は自治体によって異なり、地域によってはリサイクルが難しかったので、FDFは状況改善

に取り組んできた。

• プラスチック使用量削減は、産業にとっては課題があった。例えば、包装材を減らせば食品の保存可能期間が
短くなってしまうことがあるが、産業はこれを望んでいない。

• COVID-19下で、プラスチックや包装材は食品の衛生上必要との認識が消費者の間に広まった。消費者は包装
されていない食品を敬遠するようになった。

• オンライン店舗も人気だが、配達能力が不足しているので、近所の小売店の利用が広まっている。この様な流
れはCOVID-19だけでなく、Brexitからも影響を受けていると考えられる。

• パンデミックにより消費者の要求が変化して、地産地消、カーボンフットプリント、原産地が重要視されるように
なった。

• その様な変化に対応するため、企業は新しいブランドの立ち上げ、他ブランドの買収が行われて、新しい商品
が開発されている。今年以降その様な動きは加速するだろう。

• 英国政府は、今年プラスチック製品課税をする「Plastic packaging tax」度納入を目指している。FDFは「Zero net 
plan」と題して、企業と協力して環境負荷の削減に取り組んでおり、今年の秋にグラスゴーでイベント開催に向
けて準備している。

• 消費者の要求条件が変化する中で、小売店の意思決定もまた変化しており、製造業者の間でも「energy 
payback」（減価償却の考え方をエネルギーに応用したもの）の導入、これまで廃棄されていたものを肥料等とし
て利用する等の複数の高いレベルでのスキームが動いている。

テーマ② 近年の欧州の食・農業のトレンド
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欧州におけるFVCへのCOVID-19の影響と日本のビジネスチャンス 議事録



No. テーマ 回答者 回答

4

欧州では外食が増えてい
るが、現代人の食生活や
食品へのニーズはどの様
なものあるのか。

Ismail氏

• パリは4か月間、食品サービスセクターが閉鎖されているため、一部の回答はCOVID-19前のものになる。
• ドイツのWeichert氏の回答と同様、フランスでも有機食品の売り上げが大きく上昇した。R&O社が提供している

有機海産物にも当てはまっている。
• フランスでは地場の商品が注目を集めているが、地場の定義は自宅から2-3km、住んでいる地域、フランス、

EU全土なのかは人によって異なる。
• 個人的な印象としては、こうした動きはCOVID-19収束後も継続するのではないか。
• フランス国内の有機食品の売り上げは2004年で4億ユーロ、2012年で100億ユーロと急速に成長している。

COVID-19発生後、消費者は健康や環境により関心を持つようになり、有機食品、R&O社では特にエビ、スズキ、
サケ等の有機海産物の売り上げが大きく伸びている。

• 日本の有機食品市場はまだ小さいが、COVID-19により有機食品に注目が集まり、有機海産物の売り上げも増
加しているのではないか。

• 有機食品はこれまで流行として受け入れられていたが、最近では広く人々の間に浸透している。
• フランスでは6-9月は一時的にロックダウンが解除されて、多くの人々がレストランを利用したため需要が急増し

たが、レストランは加工済食品を利用することでこの急激な需要増に対処した。
• 今後の傾向は3つの柱で表すことができる。１つ目は地場の新鮮な食品、２つ目は健康そしてオーガニックであ

ること、3つ目は加工済み食品である。6-9月に一時的にレストランが再開した際にこの傾向が強く見られたので、
今後も継続すると考えられる。

• 有機食品は大きな動きとなって、外食業界に影響を与え続けるだろう。

• また、今後レストランは食品だけではなく、顧客に経験を提供する場所へと変化すると予想される。クラブ、バー
等とレストランを組み合わせたようなものが人気となるのではないか。

テーマ② 近年の欧州の食・農業のトレンド
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欧州におけるFVCへのCOVID-19の影響と日本のビジネスチャンス 議事録



No. テーマ 回答者 回答

1
欧州企業が日本企業と
取引する際に、日本企業
に求めるものは何か。

Weichert氏

• Weichertは主に青果物の販売を行っている。
• ドイツを含む欧州ほとんどの国で日本企業が事業を行いたい場合、グローバルギャップ認証が必須である。

• 加えて（日本企業は当てはまらないと思われるが）、南アメリカ等から調達する際にはソーシャルスタンダード認
証も求められる。

• ドイツの市場は非常に価格に敏感なので、日本企業は価格競争力を有さなければドイツへの進出は難しい。

2
日本企業との取引で想定
される課題と障壁は何か。

Ismail氏

• まずは、COVID-19により海外に行くことができないことやコミュニケーションに課題がある。確かにビデオ会議は

便利であり、既に関係を構築している顧客とのコミュニケーションでは問題ないが、新しい顧客やビジネスを創
出する際、特に食品業界では人との直接の交流が非常に重要。また、商品を直接見ることも重要であり、ビデ
オ会議では難しい。

• 日本企業との取引では言語が異なるが、通訳を利用すれば解決できる。
• 2つ目の課題としては、食品安全に関する基準である。現在、世界に様々な認証が存在しており、魚介類にも当

てはまる。日本の水産業者がEUに売り出したい場合、EUのFood Safety Standardに基づいてすべての手続きを
行わなければならない。即ち、日本の当局が生産地に赴いてEU基準に準拠されているか確認し、その場でEU

の認証を発行しなければならない。加えて、船で輸送するならば、各々の船を当局が認証しなければならない。
従って、まずは日本政府が行動することが必要である。

• 3つ目の課題が最も重要と考えられるが、EUの食文化は多様性に富んでおり、各国によって食の嗜好は異なる

ことを日本企業は認識しなければならない。欧州南部では日本と同程度魚介類が消費されているが、内陸部で
は少なく地域によっては全く食べない人々もいる。この様に多様性のある食文化を理解して、消費者の期待に
応えることが重要である。

• この3つの課題に対して、私（Ismail氏）が考える２つの対策を共有する。これは食品産業に限った回答である。
• 1つ目としては、日本企業が投資する場合は、日本文化を欧州に輸出する意気込みで行う必要がある。例えば

欧州では寿司レストランが広まっているが、ファッションの体を成しており多様性に乏しい。日本の食文化を紹
介して、レストランで提供できるメニューの多様性を豊かにすることで、魚介類や肉等の日本の食品の輸出もま
た可能になると考える。日本企業は、欧州で日本食文化を広めるべく努力や投資を行うべきである。

• 2つ目としては、特に長期的な観点からみると欧州企業との合弁企業等パートナーシップの構築が重要である。

英国や欧州北部では日本企業と現地企業との協業が見受けられるが、欧州全体で日本食を広めるためには
更に推進するべきである。

テーマ③ 日本企業と欧州企業にとってのビジネスチャンス
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No. テーマ 回答者 回答

3

日本企業と欧州企業が
協業を行う際に必要な政
府等からの支援はどの様
なものが挙げられるか。

Liebscher氏

• 既に述べられている、認証、コミュニケーションの重要性について同意する。
• Kaefer社はレストラン及びデリ事業を展開しているので、常に高品質な商品の提供を心掛けている。

• 日本の食品の品質の高さは認識しており、自社の顧客に紹介したいと考えているが、実際に輸入する際は安
定した品質と長期保存が可能であることが重要である。日本から商品を輸入する際は輸入業者を介して行うが、
輸入業者は様々なコンタクトを行い、長い輸送距離を経てようやく輸入されるため物流コストが高価になる。
従って日本から輸入した商品は高価になってしまうが、顧客に販売するためには高価である理由を説明できな
ければならない。

• 2年前、我々の店舗で日本をテーマとしたイベントを実施して、和牛を中心に紹介したが、併せて生のワサビを

店舗で販売した。ドイツ人は生のワサビを見たことがない人が多く、非常に高価であったが、顧客に背景のス
トーリーを伝えることが難しかった。

• この様に物流の整備、商品の背景の説明は全てのセクターにとって重要である。Kaefer社は今後も日本食のイ
ベントを開催して、顧客に日本食の紹介を継続して行いたい。

テーマ③ 日本企業と欧州企業にとってのビジネスチャンス

No. テーマ 回答者 回答

1

日本の食品企業は、原材
料の安全管理に関心が
低いが、欧州の食品会社
はグローバルギャップ認
証等の取得を要求するこ
とは普通なのか？日本の
農業や水産業、食品産業
には認証の重要性はあ
まり認知されていないが、
認知させるための施策が
あればご教示願いたい。

Weichert氏

• 認証に意味を正しく理解することが重要である。

• 確かに認証を取得することは労力が必要だが、産業や企業が認証の意味を正しく理解していれば難しいとは
思わない。認証における多くの書類手続きや、年1回の現地での監査が必要だが、日本の食品産業であれば
簡単に取得できるだろう。

• 懸念事項としては、日本国内に十分な数の検査官がいるかどうかであり、不足していれば認証が遅れてしまう。
（参加者からのコメントで、日本にはグローバルギャップ制度の検査官は十分いるが、費用の問題で浸透して
いないのではないかという意見があった）

質疑応答
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加工業者
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EU 英国

日本企業との
ビジネス

日本産品について

• 日本製品は高級食品店舗や日本食小売店で見かけることはあるが、一般的
には販売されていない。

• フランスの家庭料理では使われることはなく、フランスにおける日本食の認知
度は高くないため、マーケティングに投資することが重要と考える。

• 日本食への個人的な印象は、品質が高く洗練されており、ヨーロッパ人にとっ
ては異国情緒を感じる。それらは日本食が有する競争優位性だろう。

日本企業との連携の課題
• 日本企業の中には英国に製品を輸出したい企業もあるが、英国またはEUの有

機食品認証に準拠できるかが問題である。日本企業がそれらに準拠できるか
どうか興味深い。

必要な対策・サービス

• 英国政府は食品産業の海外投資に関心があり、最近数年間食品輸出は増加
している。

• 欧州市場は距離が近いことから生鮮品の輸出も可能だが、アジア市場や中東
市場への輸出はより急速に成長している。

• IC技術の発展により直接訪問する必要性は減少したので、距離の遠さは障害
ではなくなってきている。

• 英国政府は、自動車や船よりも食品産業の海外進出に期待、注力している。
最近数か月、英国食品生産業の海外進出や海外の小売店への卸事業の実
現について、政府と頻繁に対話している。

• 外国政府が英国の小売店舗を呼込もうとする流れもある。英国の食品事業者
の中では、研究機関を一極集中させる一方、オペレーションは世界的に分散さ
せ、多国籍企業となっている企業もある。

その他 Brexitについて

• 現在Brexitによる転換期である。
• EU市場から調達している企業の中には大きな影響を受けている企業がある。

その様な企業の一部は英国国内調達に切り替えているが、英国は全ての食
品を自給することは不可能である。物流量は離脱前の77％に減少しているが、
通関に書類が必要になり時間がかかるようになったことが一因である。

• 業界団体は英国の有機食品市場を特に懸念しており、市場規模は大きくない
ものの、今後EUとの取引量が減少するのではと予想している。

• 英国にとっての次のハードルは、税関の猶予期間が終了する2021年後半であ
る。

 日本食は品質が高く洗練されており、異国情緒を感じる
 日本食は外食で食べるものであり、家庭料理で消費する程には欧州では浸透していないため、マーケティングが必要
 日本企業が輸出する際、英国やEUの有機食品認証に準拠できるかが課題

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

日本産品について

【日本産品全般】
• アフリカや南アメリカから安価な野菜や果物が輸入されてい

るが、それらが安価である理由は経済水準が低いからであ
る。日本の生鮮食品はEUで価格競争することは難しい。

• 魚介類をレストランに販売する可能性があるが、今は閉鎖さ
れている。多くのレストランは現在資金的に厳しいので、パン
デミック後にレストラン業界がどれほど残っているかは懸念
点である。

【魚介】
• ドイツの消費者はとても価格に敏感なので、高価な日本の生

鮮食品の参入措置は非常に小さい。
• ドイツでは安価で豊富な種類の食品が手に入り、消費者は

安価な食品を選好する。
• フランスであれば品質のより高いものを高価で購入する傾向

があるので、日本の製品が参入できる可能性は高いかもし
れない。

【青果】
• 複数回訪日し、日本の農産物を見学した。イチゴは大変品質

が良かったが、欧州に輸送することは費用・期間の観点から
不可能である。

• 欧州と日本では収穫時期が同じため、オフシーズンに販売す
ることも不可能である。日本のさつまいもも大変品質が良い
が、南アメリカ、米国、欧州でより安価に生産されているため
進出は難しい。日本の製品は高価なので、進出の余地はな
い。

【コメ加工品】
• グルテンフリーのパン等、用途によれば可能性があるが、ド

イツでより安価に調達することができる。
• 日本の様な高度に産業化した国が、農産物を輸出すること

は難しい。ルーマニアやウクライナからリンゴを輸入している
が、その理由は労働コストが安いため製品が安価だからであ
る。また、ドイツでリンゴが生産されていない理由もある。

• ドイツに進出するためには、ユニークで、既存の商品と異な
るものである必要がある。

• 過去、日本のいちごを購入したいとの注文を受けたが、過去
10年間で初めての注文だった。また、さつまいもの輸入を検
討したことがあるが、価格面で断念せざるを得なかった。

• ドイツは欧州の中で最も価格に敏感であり、日本製品の参入
は難しい。なぜなら、食品製造は労働集約的であり、日本の
人件費は高いためである。

• ドイツでは自国産のいちごが好まれるが、自国で生産されな
い時期はエジプトから輸入される。しかし日本とドイツではい
ちごは同時期に収穫されるため、季節をずらして輸入するこ
ともできず、難しい。

• まぐろも高価すぎる。ただし日本の食品の品質は非常に高い。

• 日本食は長い歴史を持ち、味噌等の発酵食品等、動物食品
を用いずに良い味を得ることが可能である。

• ドイツではビーガンや伝統的な食品の代替物を求める人が
増加しており、ポン酢、しょうゆ、味噌等の日本の食品に可能
性を感じている。

• ドイツ全土の日本食レストランにおいて、提供される商品に
大差はない。5年ほど前からドイツ人の間で日本旅行が流行
しており、日本食はドイツ人に身近な存在になっている。この
様な背景から、既にドイツで知られている「日本食」ではない、
本物の日本食を求める声もある。

• ドイツではアジア融合レストランがあり、「Zuma」や「Sayaka」
等非常に成功しているものもある。これらは近年急速に成長
しており、提供される食品は本物とは言えないものの、食に
止まらない、レストランで体験するエンターテインメントとして
高く評価されている。

• 「Zuma」はニューヨーク、ロンドンにも事業展開し、高価な価
格帯の商品も提供して、大音量の音楽を用いた新しい経験
を顧客に提供している。

• 寿司については人によって趣向が異っている。
• EUの消費者にとって日本食品が高価であることは障害であ

るが、高級志向の顧客は、品質が高ければ高価であっても
購入するので、日本食品が高価であることは大きな問題では
ない。物流コストは高いが、25-30ユーロのしょうゆを購入す
る顧客が多い。

卸・小売業者（ドイツ①）
 日本の食品（特に農産品）は品質が高いと評価される一方、価格が高いため、一般参入は難しく、高級志向の顧客をターゲットとすべき
 ドイツでは、ビーガンや代替肉市場が拡大しており、動物性食品を用いない日本の伝統的な食品には商機がある
 訪日経験のあるドイツ人は本物の日本食を求めている
 価格競争が厳しく、競合商品の多いドイツにおいて、日本企業が進出するには、ユニークで既存の商品と異なるものである必要がある

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

日本企業との連携の
課題

• 日本企業に求めるものは他国と変わらず、誠実で積極的に
協働できる点である。

• 日本語しか話せない企業であれば、言語が懸念点かもしれ
ない。ただし、これは実績を重ねれば解決される。例えば、10
年前からスペイン企業と協業しており、先方が英語を話せな
いため当初は難儀したが、現在我々はスペイン語を話し先方
はドイツ語を話すようになったため、円滑にコミュニケーション
を取れている。

• ドイツ市場に進出するためには、消費者、食品業者、市場に
とって魅力的な日本食品が必要である。

• 現在は、同じ製品をより安価に国内で調達できることから、日
本食品に魅力を感じない。

• 日本企業との協業における大きな問題は、英語でコミュニ
ケーションをとる必要があることである。

• またドイツのラベリング制度に準拠した商品表示の文字や言
語等のデザインもまた問題である。

• 文化的な差異はそれほど大きくない。
• COVID-19により、現在は物流費の高さも問題である。

必要な対策・サービス

• ドイツの消費者は、米粉などの日本の食材の調理方法を知
らないと考えられる。

• 調理方法と併せてプロモーションを行うことは有効。
• ドイツの消費者は日本の食材の調理方法を全く知らない。日

本食をプロモーションしたいなら、消費者を教育する必要が
ある。日本食への関心自体は高い。

• 日本食品にとっての障害は物理的距離と言語である。
• 以前、ビジネスマッチングのイベントに参加し、さつまいもの

輸入を検討した。しかし、価格面に加えて物流の問題により
断念した。

• 地方の食品業者は、コンテナではなくパレットのような少量の
製品を取り扱う。日本から欧州またはドイツに輸入する業者
があれば、その業者から少量を購入できる。

• 輸入を支援する機関があれば有益と思われる。

• 内容表示や栄養価をドイツ語へ翻訳して表記することが必要。
• 中小企業の商品の中には、全て日本語で表記されているも

のがあるが、その様な商品の内容や調理方法を消費者に説
明することは難しい。

• Anugaメッセが再開され、JETROが日本食品のブースを設け
れば、より多くの日本食に触れる機会を得ることができるだろ
う。

その他示唆

• ドイツでは、COVID-19による外出規制により、オンラインのレ
シピの利用はより広まっている。

• 2020年は、料理に関する多くの書籍が発行され、テレビ番組
も放映された。

• 消費者の間で料理への関心が高まっている。特に若年層に
おいては、外国の料理への関心が高い。

• 一方、若年層は環境への意識が高く、食品の生産地や生産
方法への関心も高い。

• 日本企業との提携で日本側に求めるものは高品質な商品で
ある。

• ドイツで有名なメッセであるAnugaメッセでは、本物の日本食
品が良い形で宣伝されており、その様な業者と緊密なコミュ
ニケーションをとっている。

• 本物の日本食品の取扱いは近年増加していると感じる。

卸・小売業者（ドイツ②）
 ドイツの消費者は日本の食材の調理方法を全く知らないため、調理方法と併せて日本食をプロモーションする必要がある
 若年層を中心に外国料理への関心が高まっている
 日本企業とのビジネスの障壁は、物理的距離と言語である
 近年、本物志向の消費者が増加したことから、日本食には品質の高さを求めている

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

日本産品について

• フランス消費者からの日本食需要は大きいものの、フランスで活動する日本の食品業者が
少ないため、フランスの業者が輸入している。

• 日本の農産物は高価なので、フランスや欧州で受け入れられる可能性が低い。
• 一方で加工済食品や海藻等の特殊な食品は、フランスで生産できないことからチャンスがあ

ると考えられる。
• コメ、ジャガイモ等フランスでも生産できる食品の輸出可能性は低い。
• 緑茶は日本食品としてフランスでの認知度が高いので、輸出品としてとても魅力的である。
• パリのオペラ地区に多くの日本食レストランがあるが、フランス人にも非常に人気である。

日本企業との連携の
課題

• フランス人は料理することを好み、料理教室が人気である。特にパリでは海外の料理を取り
入れた料理が人気であるが、認知度はまだそれほど高くない。
ランジス卸売市場としては、幅広い日本食がフランスで受け入れられ、日本食を販売する機
会が増大するような取り組みを日本企業に期待する。

• オンラインレシピ等で日本食のレシピがフランス語で紹介され、フランスの消費者が日本食
の楽しみ方を発見できるように、商品と消費者を結び付ける役割が期待される。

• フランスにおいて食文化は南西部より全土に波及する。ワインであればBordeux地区であり、
肉製品であればBrittany地区がその例に挙げられる。

• 緑茶を例に挙げれば、宇治茶を育てるための特別な気候や栽培方法などの食文化をフラン
スの消費者に紹介するべきである。フランス人やイタリア人はそのような食文化に非常に興
味を持っている。

• シャンパンを日本に輸出する等、日本企業だけでなくフランス企業にとっても利益を得られる
ような、Win-Winな関係の構築が求められる。

• 数年前に魚介類を買い付けるために訪日したが、EUからの認証を受ける際に問題が発生し
たため輸入することができなかった。

• EUによって定められた認証を有していないと輸入できないが、日本においては大規模の事業
者しか有していない。

卸・小売業者（フランス①）
 日本の農産物は高価なため、フランスや欧州で受け入れられる可能性が低いが、加工食品や海藻等の特殊な食品は、商機がある
 フランス人は料理することを好むため、オンラインレシピ等、商品と消費者を結び付けるマーケティングが必要
 フランス人やイタリア人に対しては、商品の背景や食文化を積極的にアピールすることが有効
 EUの認証を持つ日本の事業者が少ないことが課題

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

必要な対策・サービス

• 一般的に卸売業は官民連携が重要であるので、ランジス卸売市場が日本の公的機関と連
携体制を築くことは興味深い。

• ランジス卸売市場市場はフランスの主要な市場であり、日本製品を輸出するためにランジス
卸売市場と提携することは効果的だろう

その他示唆

• フランスにおいてレシピを掲載するウェブサイトは非常によく利用されている。
• 日本食のレシピを掲載すれば、日本食は浸透するだろう。
• 日本企業は、フランス全域を事業範囲とするローカルなパートナーと提携するべきだろう。
• 特にパリで事業を行うためには、安定した拠点が必要である。

• 欧州西部において寿司の多様性は乏しく、まぐろや鮭しか知られていない（２種で寿司全体
の8割を占めている）。従って、寿司の文化を大衆に広める必要があり、現在は寿司全体の
5％しか占めていない鯛や他の魚の認知を高めることができれば、日本製品が欧州市場に
進出するチャンスとなるだろう。

• 日本の食文化を広めるためには、時間をかけて、日本人の料理人や寿司の専門家を招致し、
日本食を宣伝する必要がある。

• 日本食は種類が豊富であり、寿司はまぐろや鮭以外にも多くの種類があることを現地の日
本食レストランや一般大衆に認知させる必要がある。

• 現在、多くの日本食レストランは日本人によって営業されてはいない。西洋的な経営がなさ
れており、コスト削減のために品数を限定している。

• 欧州市場に興味のある日本の大企業は、欧州で寿司や刺身レストランのネットワークを構築
し、日本人料理人を用いて本来の日本食を広めるべきである。現在、寿司レストランは主に
中国人、韓国人、北アメリカの人々によって営業されている。

• 低所得層の人々は価格に敏感に反応するのは事実であるが、フランスの一般的な消費者
は、高品質で新鮮な食品には喜んで対価を払うため、価格は要素の一部に過ぎない。

• 欧州市場に進出したいなら、消費者の所得と宣伝したい商品について熟慮し、戦略をたてる
必要があるだろう。

• 高品質で高価な製品を輸出したいのであれば、高所得層にターゲットを絞ることが有効な戦
略である。

• フランスの食文化はますます細分化しており、最近ではペルー料理に影響を受けている。日
本食を広めるためには、市場調査が必要である。

卸・小売業者（フランス②）
 フランスではレシピサイトは非常によく利用されているので、日本食レシピの掲載は有効
 日本の食文化を広めるためには、時間をかけて、日本人の料理人や専門家を招致し、日本食を宣伝する必要がある
 欧州市場の消費者のターゲット所得者層と宣伝したい商品について熟慮し、市場調査が必要
 高品質で高価な製品を輸出する際、高所得層にターゲットを絞ることが有効な戦略

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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③日本企業の強み

①欧州における食に関する変化
従前のトレンド（Before COVID-19）
 食の安全を重視し（有機製品の拡大）、環境、動物福祉

への配慮も求められ、若い世代ほど意識が高い
 健康志向から伝統的な肉・小麦・乳製品の代替食材（植

物由来肉・ミルク、米粉等）への関心が高まっている

 価格に敏感だが高品質なアイテムを求め、高価格を許
容する層も一定数存在する

 高級品市場で日本食は味、品質、安
全性、健康効果は一定の信頼を得て
いる

 大豆、発芽食品、豊富な種類の穀物
粉、海藻等、近年の欧州のトレンドに
合う伝統的な日本食は多い

 消費者はより健康的で高品質な商品
を求めており、日本産品が受け入れら
れる土壌がある

伝統的な
日本の食・食品と
消費者と繋げる
マーケティング

②欧州の課題

 健康志向から、ドイツ等では伝統的な
食は高脂質で不健康との認識。代替と
なる高品質で新しい食材を求めている

 FVCの構造変化・多様化する需要に
応えるため、小売・EC等を通じた新た
なパートナーが必要

 多くの日本の技術・食材の認知度が低
く、使用方法が理解されていない

• COVID-19 により顕在化した各国の①食に関する変化、②課題、③日本企業の強みの3つの側面を整理し、現地ニーズと日本企業の強み・ケイパビリ
ティが合致する分野（＝ビジネスチャンス）を分析したところ、欧州における事業構想案は以下のとおり。

新トレンド（With/After COVID-19）
 接触回避からオンライン購入が急増
 急増する食品小売需要に対応するため、生産者や大手

食品卸が、小売を介さず一般消費者に直接販売
 在宅時間が長くなり、調理に手間をかける消費者が増

加（パンではなく小麦粉を購入する等）

【事業構想①】

健康的かつ、欧州では目新しい日本食材（米粉、海藻、大豆食品、

発芽食品等）

 ターゲット： 健康志向で、新しいトレンドに敏感な若年層や女性

事業構想

【事業構想②】

日本茶・ノンカフェイン飲料、日本の酒類、和牛等、高付加価値食品

 ターゲット：高品質な商品であれば積極的に購入する高所得者

層

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討
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事業構想案 全体像
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消費

• 環境・健康志向から、欧州では伝統的

な食の代替となる高品質で新しい食材

を求められている

• 大豆、発芽食品、豊富な種類の穀物粉、

海藻等、近年の欧州のトレンドに合う

伝統的な日本食

オンラインレシピ等、商品と消費者を結び

付けるマーケティング

事業構想案①健康的かつ、欧州では目新しい日本食材（米粉、海藻、大豆食品、発芽食品等）

事業
内容と
狙い

事業展開方法

進出可能な
日本企業

• 伝統的な日本食品

（大豆、発芽食品、海藻、

穀物粉、発酵食品等）

• 大豆、発芽食品、穀物粉、

海藻等の食材・食品を扱

う日本食品企業

• 業務提携

事業構想案

• 欧州全域

• 若年層

• 女性

商品

地域

顧客

内容

• 欧州では代替肉や発芽食品が近年のトレンドと

なっているが、日本では伝統的にこれらの食品が

食されており、ターゲット顧客への明確な機能訴求

によって、独自性、味、品質等がアピールできる

• 流行に敏感で環境・健康への意識が高く、デジタル

ネイティブでもあるターゲット顧客層への情報発信

は重要

補足説明

• 欧州市場の消費者のターゲット所得者層と宣伝し

たい商品について熟慮し、現地パートナー企業との

市場調査が重要

• まだ外食で食べるものという意識の日本食を家庭

まで広めるためには、実演、オンラインレシピサイト

の活用等により日本食を宣伝する必要がある

• 現地の反応を見ながら、今後事業展開の計画を精

緻化していく

項目

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討
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事業構想案①
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消費

• 価格に敏感だが高品質なアイテムを求

め、高価格を許容する層も一定数存在

する

• 消費者はより健康的で高品質な商品を

求めており、日本産品が受け入れられ

る土壌がある

現地ニーズに対応した宣伝、食品の背景

（生産過程等）や食文化が分かる商品ア

ピール

事業構想案② 日本茶・ノンカフェイン飲料、日本の酒類、和牛等、高付加価値食品

事業
内容と
狙い

事業展開方法

進出可能な
日本企業

• 日本茶・ノンカフェイン飲

料、日本の酒類、和牛

等、高付加価値食品

• 日本茶・ノンカフェイン飲

料、日本の酒類、和牛等、

高付加価値食品を扱う

日本食品企業

• 業務提携

事業構想案

• フランス、ドイツ、英国、

イタリア等の西欧諸国

• 高所得者層

商品

地域

顧客

内容

• COVID-19により家庭で調理をする人が増え、食の

品質への関心が高まり、また、余暇への出費を控

えた分、食費により多く出費する人が増加

• 高価であっても高品質であれば出費を惜しまない

高所得者層をターゲットとする

• 来日経験がある、海外の食文化に関心の高い本

物志向の消費者へより強く訴求する

補足説明

• 食文化や経済的価値感覚に地域性がある欧州に

おいて、現地パートナー企業と連携の上、ターゲッ

トとする所得者層のニーズを丁寧に掘り起こす

• まだ外食で食べるものという意識の日本食を家庭

まで広めるためには、実演、オンラインレシピサイト

の活用等により日本食を宣伝する必要がある

• 現地の反応を見ながら、今後事業展開の計画を精

緻化していく

項目

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

75

事業構想案②
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3章 中国
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生産

製造・加工

流通

消費

共通課題

出所：公開資料よりみずほ情報総研作成

 ロックダウンによる農産物滞留、内食志向による小売業者収益減などが短期課題、食品安全などが長期課題

従前のトレンド COVID-19による影響

• 農林牧漁の生産額が5%台で安定的に成長
• 主要農産物・食品の輸出入量も安定状態

• 食糧生産への直接影響は軽微
• 野菜・果物など生鮮農産品の短期販売は滞留・フードロス影響

あり
• 主要農産物・食品の輸出入量は短期的に減少

• 一定規模以上の食品加工・製造企業数は減少
• 企業数の減少により、合計営業収入及び利益額は減少傾向

• ロックダウンにより食品加工・製造業が一時的な低迷期に入っ
た

• 一定規模以上食品企業の営業収入と利益額は段階的に減少
• 生産再開後、生産量が大幅増加のため、影響が限られる

• 全体貨物運送量及び宅配便業務量は安定的に成長
• 生鮮食品のEC販売好調により、コールドチェーン物流に対する

需要量は増加

• 全体貨物運送量への影響が軽微、食品・薬品の割合が増加傾
向

• 業務及び生産再開後、宅配便業務量が大幅増加
• オンライン販売の好調により、コールドチェーン物流にプラス影

響
• 食品追跡等の新機能が勃興

• 2015年から2019年かけて8%台以上で安定的に成長
• 小売と飲食ともに消費は堅調

• 小売は1-3月一時的に低迷していた、政府の刺激策が奏功、 3

月以降は順調に回復
• 飲食業が苦戦していたが、売上増加率がプラスに
• 出前の注文量、非接触型配送が増加傾向

• 食品産業は徐々に量から質へシフト
• コールドチェーンがまだ先進国に大きな後れを取っている

• ロックダウンによる農産物滞留、内食志向による小売業者収益
減などが短期課題

• 消費者の健康志向が高まり、食品安全が食品業界の長期課
題

• COVID-19はコールドチェーンの発展に拍車

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想
3章 中国 3-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

農林牧漁生産額の推移（2015-2020年年次ベース）

*2019年と2020年Q3は累計値。

生産額の対前年同期比推移（2019-2020年四半期ベース）
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農業 林業 畜産業 漁業

単位：億元

農業

林業

畜産業

漁業

 農林牧漁生産へ一時的な影響があったが、長期的には影響軽微

 食糧生産への直接影響が軽微
• 農業がロックダウン対象から外れ、一部の地域のみに物流の障害

が発生したが、農産生産の周期に支障を与えず、短期では影響が
微小。

• 2020年Q3までの生産額は43,266億元、前年同期比7.0%増となっ
た。

 野菜・果物など生鮮農産品の短期販売は滞留・フードロス影響あり
• COVID-19のピーク時は中国の旧正月であったため、例年生鮮農

産品消費のピーク時であるはずが、 COVID-19の発生により物流
寸断、消費不振、サプライチェーン寸断などにより短期販売は滞留、
農産地のフードロスも大量発生。
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 現状林業生産への影響が限定的だが、海外のCOVID-19拡大によ
る需要減少により今後生産量落ちるリスクあり

• 2020年Q3までの生産額は3,538億元、前年同期比1.7%増となっ
た。

 畜産業への短期的な衝撃は大きい
• COVID-19のロックダウンにより、短期的には飼料の仕入れ、運送

などが大きな影響を受け、飼料の取り扱い業者及び養殖業者の飼
料ストックは一時的に減少。

 アフリカ豚熱の大流行による豚肉供給不足で豚肉の価格が高騰
• アフリカ豚熱の大流行による豚肉供給不足による豚肉価格の高騰

も一因となり、2020年以来、畜産業の生産額は前年同期比急速増
加しており、2020年Q1は前年同期比36.9%となった。

• 2020年Q3までの生産額は27,432億元、前年同期比33.7%増と
なった。

 漁業全体は大きな打撃を受けたが、徐々に回復傾向
• 漁業生産高は前年同期比-2.1%減となったが、Q2以後が緩やかに

回復傾向。
• 2020年Q3までの生産額は7,961億元、前年同期比1.0%増、2020

年初めてのプラス成長となった。

出所：中国国家統計局よりみずほ情報総研作成

COVID-19による影響

農林牧漁生産額の推移
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

主要農産物生産量の推移（2015-2019年年次ベース）

単位：万トン

米

トウモロコシ

豆

肉

 主要農産物の種まき時期はCOVID-19のピーク時とずれていたため、全体的な影響は限定的

• 主食作物である米と小麦の生産量は基本的安定している。
• 早稲の春の種まきはCOVID-19ピーク時の2、3月と時期がずれてお

り、全体的な影響は限定的。

• トウモロコシは主要な飼料・工業作物として、主要農産物における生
産量が最も大きい。

• トウモロコシの主要生産地は東北、華北及び西南地域、武漢と離れ
ており、生産時期もCOVID-19ピークとずれているため、影響軽微。

• 豆は輸入に大きく依存している一方、近年自国生産量も徐々に増え
てきている。

• 大豆の主要生産地は東北地域、武漢と離れており、生産時期も
COVID-19ピークとずれているため、影響軽微。

• 豚肉：COVID-19の発生により年始の生産能力が低下し、年間生産
量では減少する見込みであるが、2020年末には、通常の水準近く
まで回復したとしている。

• 牛肉：COVID-19により、2020年2月中旬までに約6割の食肉処理
場が操業を停止（一部を含む）していたが、3月末以降業務再開が
進んでいる。

出所：中国国家統計局、『中国農業展望報告』よりみずほ情報総研作成
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水産品

小麦

• 冬小麦の主要生産地はCOVID-19による影響が小さく、かつ農産
物の主要生産地は室外、風通しのよいところであるため、基本大き
な影響を受けていない。

COVID-19による影響

• 海鮮市場のロックダウンによる消費減や冷凍水産品COVID-19の
検出による消費者の水産品への不信感などにより水産品の風評被
害懸念。

2020年
データなし

影響と見通し

品目別主要農産物生産量の推移
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

主要農産物・食品の輸入量推移（2016-2020年年次ベース）

主要農産物・食品の輸入量推移（2019-2020年月次ベース）

大豆

従前のトレンド

全体的輸入
量が短期的

に減少

COVID-19による影響

肉
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トウモロコシ 米 大豆 肉類（内臓肉を含む） 水産品 出所：中国税関総署よりみずほ情報総研作成

単位：万トン

単位：万トン

 輸入量に対する影響が限られる
• 2020年1月-3月、COVID-19によるレストラン営業停止により農産物・食品の輸

入需要が減少したが、4月から業務・生産再開に伴い、主要農産物・食品の輸
入量が増えてきて、5月以降の輸入状況が安定している。

 主要農産物・食品
• 大豆：海外COVID-19より物流等の不安定要因の影響を抑えるため、事前に大

量輸入する傾向あり、2020年の輸入量が初めて1億トンを超えた。
• 水産品：2020年6月以降包装からCOVID-19が検出され、消費者の購買意欲

が低下し、2020年の輸入量が400万トンまで減少。

水産品

トウモロコシ

• 2019年まで、トウモロコシの輸入は関税割当制度により管理されていたので、
輸入量は500万トン以下に維持。

• 国内価格の上昇より、 2020年中国当局が1,000万トンの輸入量を許可したた
め、輸入量が1,129万トンに達し、前年比135%増。

• 大豆は輸入に依存しており、2016-2019年において、輸入量は高水準に維持。

• 2017年から肉類の輸入量は増加傾向にある。2020年冷凍豚肉の関税が12%

から8%に引き下げられ、輸入量が増加したことにより、国内の供給不足問題が
緩和。

• 2016-2019年において、水産品の輸入量は上昇傾向にあり、2019年は445万
トンに達し、前年比31%増。

 COVID-19により輸入需要が短期的に減少、4月以降上昇傾向

影響と見通し

主要農産物・食品の輸入量推移
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

主要農産物・食品の輸出量推移（2019-2020年月次ベース）

主要農産物・食品の輸出量推移（2016-2020年年次ベース）

出所：中国税関総署よりみずほ情報総研作成
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単位：万トン

単位：万トン 食糧

従前のトレンド

輸出量が短
期的に減少

COVID-19による影響

肉 • 2017年から肉類の輸出量は年々減少する傾向にあり、中国国内の
需要が大きいため、外部供給能力が不足。

野菜 • 中国は世界の重要な野菜供給基地として、野菜の輸出量が年々増
えている。

• 2016-2019年において、食糧の輸出量は増加傾向にある。

 輸出量に対する影響が限られる
• COVID-19の影響で、サプライチェーン（生産等）・物流の混乱と遅延

により、全体的な輸出量が減少。2020年5月から、農産物・食品の輸
出量が安定状態に回復。

 主要農産物・食品
• 食糧：COVID-19より一部食糧輸入元国において輸出が制限されたた

め、中国国内の需要を優先し、輸出量が減少傾向。
• 水産品：COVID-19より貿易制限、物流混乱等のため、輸出量が減少。

水産品 • 2016-2019年において、水産品の輸出量が安定状態にある。

 ロックダウンによる物流の混乱により、輸出量が短期的に減少

影響と見通し

主要農産物・食品の輸出量推移
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

農業副食品加工業一定規模以上企業数※（2016年-2020年11月）

単位：社

赤字経営企
業数が増加

COVID-19による影響

出所：中国国家統計局、中商産業研究院よりみずほ情報総研作成

農業副食品
加工業

食品製造業

従前のトレンド

酒、飲料と精
製茶製造業

食品製造業一定規模以上企業数※（2016年-2020年11月）

単位：社

※注：①農業副食品加工業とは、農業、林業、畜産業、漁業の食品材料を原料として行われる穀物研磨、材料加工、植物油と製
糖加工、屠殺及び肉加工、水産物加工、野菜、果物とナッツなど食品の加工を指す。

②食品製造業には、食糧加工業、植物油加工業、菓子、キャンディー製造業、製糖業、屠殺及び肉加工が含まれる。
③一定規模以上企業とは、主要業務収入2,000万元以上の法人を指す。

• 2017年以降、一定規模以上企業数は減少傾向あり、2019年の企
業数が8,291社で、前年同期比8%減。

• 直近5年間、一定規模以上赤字経営企業数は上 昇傾 向に あり 、
2019年には1,241社に達した。

• 2017年以降、一定規模以上企業数は減少し、量から質へシフトする
傾向あり、2019年の企業数が22,401社。

• 直近5年間、一定規模以上赤字経営企業数は増加しつつあり、
2019年の赤字経営企業数が3,406社。

• 一定規模以上企業数は減少傾向あり、2019年の企業数が6,083社。
• 2019年の赤字経営企業数722社で、前年同期比18%減。

• COVID-19による生産停止により、業績が落ち、赤字となる食品加
工・製造企業が増加。

• 特に2020年1-2月において、ロックダウンにより生産量の減少及び
消費者購買意欲の低下等の要因が加わったことで、食品加工・製造
業界が低迷期に入った。
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酒、飲料と精製茶製造業一定規模以上企業数※（2016年-2020年11月）

単位：社

 一定規模以上の食品加工・製造企業数は減少傾向にあるが、赤字経営企業数は増加しつつある

影響と見通し

一定規模以上食品加工・製造企業数
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

一定規模以上食品企業営業収入※（2016-2020年年次ベース）

単位：億元

営業収入と
利益額は段
階的に減少、
全体的な影

響が限られる

COVID-19による影響

出所：中国国家統計局、中国工業と情報化部よりみずほ情報総研作成

農業副食品
加工業

食品製造業

従前のトレンド

酒、飲料と精
製茶製造業

一定規模以上食品企業利益額※（2019-2020年年次ベース）

単位：億元

• 2016-2019年において、一定規模以上農業副食品加工企業数の減
少により、営業収入及び利益額は年々減少しており、2019年の営
業収入が46,810億元、利益額は1,888億元。

※注：一定規模以上(主要業務収入2,000万元以上の法人)食品工業企業の財務指標

• 2016-2019年において、一定規模以上食品製造業の営業収入及び
利益額は上下変動ある。

• 2019年の営業収入は19,074億元に達し、前年同期比4%増、利益
額は1,670億元、前年同期比8%増。

• 一定規模以上酒、飲料と精製茶製造業の営業収入が比較的安定し
ており、2019年の営業収入が15,303億元。

• 利益額は上昇傾向あり、且つ高水準を維持している。2019年の利
益額は2,217億元。

• 2020年1-2月に、COVID-19による生産延期・停止により、食品生産
企業の営業収入と利益額にマイナスの影響を与えた。

• 2020年3月以降、中国政府の指導に基づき、食品製造企業は生産
再開し、安定的な生産を供給すると同時に生産量を徐々に高めて
いったため、全体的なCOVID-19からの影響は限られた。

 ロックダウンによる生産停止により、食品加工・製造企業にマイナス影響を与えた

影響と見通し
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一定規模以上食品加工・製造企業の営業状況
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

一定規模以上食品企業の輸出納品金額※（2016-2020年年次ベース）

単位：億元

輸出が短期
的に減少

COVID-19による影響

出所：中国国家統計局、中国工業と情報化部よりみずほ情報総研作成

農業副食品
加工業

食品製造業

従前のトレンド

酒、飲料と精
製茶製造業

一定規模以上食品企業の輸出納品金額※（2019-2020年月次ベース）

単位：億元

• 一定規模以上企業数の減少により、輸出納品金額は年々減少傾向
にあり、2019年の輸出金額が2,306億元。

 1-2月短期的に減少、3月以降回復傾向
• 2019-2020年月次データからに見ると、一定規模以上食品企業の

輸出納品金額は全体的に上下変動状態にあるが、特に2020年1-2

月において、COVID-19による生産量の低下により、輸出納品金額
は対前年比で減少した。そのうち、
• 農業副食品加工業の輸出納品金額が280億元、前年同期比

13%減
• 食品製造業の輸出納品金額が127億元、前年同期比19%減
• 酒飲料と精製茶製造業の輸出納品金額が28億元、前年同期比

10%減
• 2020年3月以降輸出納品金額は徐々に回復傾向にある。
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※注：一定規模以上(主要業務収入2,000万元以上の法人)食品工業企業の財務指標

• 2016-2019年において、一定規模以上食品製造業の輸出納品金額
は安定しており、大きな変動がない。

• 2016-2019年において、輸出納品金額は安定していたが、2020年
減少傾向にあり、輸出納品金額は199億元、前年同期比13%減。
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影響と見通し

一定規模以上食品加工・製造企業の輸出納品金額
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貨物運送構
造の変化が

顕著

COVID-19による影響

 道路及び民間航空の各月貨物運送量が2019年をやや下回っている、鉄
道及び水上貨物輸送量に大きな影響なし

• 道路、鉄道輸送：1-2月の移動制限により、一部の商品が道路から鉄道
輸送に移行した。その後、高速道路の無料化や原油価格の急落により
道路輸送に戻った。現在、道路と鉄道輸送量が基本的に安定状態とな
り、昨年同期まで回復した。

• 民間航空輸送：中国では、貨物輸送専用飛行機が比較的に少ないた
め、航空貨物輸送が旅客機の貨物室に大きく依存している。コロナによ
る旅客便の急減に伴い、航空貨物輸送能力も縮小し、2020年6月から
徐々に回復した。

生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

出所：中国国家統計局よりみずほ情報総研作成

 全体貨物運送量への影響が軽微、食品・薬品の割合が増加傾向

影響と見通し
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サービス品
質や効率性

が改善されて
いる

従前のレンド

 道路貨物運送量が若干の低下、鉄道、水上貨物運送量が上昇してい
る

• 中国貨物運送量が2016年からやや増加し、2018年にピークに達した。
2018年から、政府の輸送構造調整計画により、道路輸送量、特にコモ
ディティの輸送量は減少となり、鉄道と水路輸送量が著しく増加した。

 サービス品質や効率性も改善されつつある
• サービス品質と効率面では、省境高速道路料金の免除や民間航空の

定時運航率の大幅向上などにより大きく改善されている。

貨物運送量の動向
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短期急減後、

成長時期を
迎える

COVID-19による変化

宅配便業務
が好調

従前のトレンド

単位：億件 単位：億元

 ECの繁栄により宅配便業務が安定成長
• 2016-2019年において、宅配便業務量は年25%以上の成長率

を維持。
• 2019年の宅配便注文量が635.2億件、売上高が7,497.8億元に

至った。

宅配便業務量の年間推移(2016-2020年）

生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

 宅配便業務量が短期的に減少
• 2020年1-2月、宅配便業務量が65.5億件、前年比10.1%減少し、

業務売上高が864.9億件、前年比8.7%減少。
 業務・生産再開後、宅配便業務量激増
• 非接触型消費志向の向上より、EC販売が好調になり、宅配便の

注文量及び配送能力が激増。

出所：中国国家統計局よりみずほ情報総研作成

 業務・生産再開後、宅配便業務量が大幅増加

影響と見通し

宅配便業務の動向
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

コールドチェーン物流業界の冷蔵車保有量・冷蔵倉庫総容量年間推移 中国コールドチェーン物流業界の需要業界構造(2019年)

90%

9% 1% 食品業界

医薬業界

化学業界

• 品目から見ると、中国コールドチェーン物流に対する需要量のうち、食
品業界が約9割を占めている。特に、生鮮食品のネット販売が好調とな
り、コールドチェーン物流に対する需要量が増えている。

• 近年、冷蔵車保有量、冷蔵倉庫容量などのインフラの改善に伴い、「マ
ルチモーダル」という空港、鉄道、道路などの複数の交通機関を連携す
る効率的な輸送方法も急成長している。

• 一方、中国のコールドチェーン物流業界が高エネルギーコスト、技術、
人材、カバー範囲などに課題がある。

コールド
チェーン・供

給側

COVID-19の

ため、コール
ドチェーンに
対する需要
量が急増

コールド
チェーン・需

要側

従前のトレンド

COVID-19による影響

• COVID-19のため、全国で生鮮食品・医薬品の注文量が急増した。特
に、COVID-19が勃発した初期、住宅隔離、操業停止の方針が発表さ
れ、国民生活を保障するために、コールドチェーン物流を促進する方針
が発表された。

• COVID-19により、消費者のオンライン購買が習慣化され、コールド
チェーン物流のIT化とデジタル化における課題も改善が続いている。

9.3 11.5 
14.0 

18.0 
21.5 

23.1% 23.1%
21.7%

28.6%

21.5%
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冷蔵車保有量 対前年比単位：万台

3,710 4,015 4,776 5,238 6,053 

12.6%

8.2%
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10.3%

15.6%
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 -

 2,000
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 10,000
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冷蔵倉庫総容量 対前年比

出所：国家商務部よりみずほ情報総研作成

コールドチェーン物流業界の冷蔵車保有量・冷蔵倉庫総容量年間推移

 オンライン販売の好調により、コールドチェーン物流にプラス影響

影響と見通し

コールドチェーン物流業界の動向
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

消費類型別社会消費品小売総額の推移（2015-2020年年次ベース）

消費類型別社会消費品小売総額対前年比推移（2019-2020年月次ベース）

単位：億元

小売業が順
調に回復

COVID-19による影響

飲食業が苦
戦していた

が、増加率が
プラスに

 飲食業が苦戦していたが、中国の防疫活動が常態化する中で徐々に回復傾向

5.0% 4.6%

-46.8%

-31.1%

-18.9%
-15.2%

-11.0%
-7.0%

-2.9%
0.8% -0.6% 0.4%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20 /1~3 20 /4 20 /5 20 /6 20 /7 20 /8 20 /9 20 /10 20 /11 20 /12

社会小売総額 うち飲食収入 うち小売収入

 小売は1-3月一時的に低迷していたが、3月以降は順調に回復
• 中国の社会消費小売総額は、2020年1-3月に前年同期比▲15.8%

と急減したものの、3月以降徐々に回復傾向。12月の社会消費品小
売総額は4.6%増となり、連続5カ月のプラス成長となる。

 政府の刺激策が奏功
• 5月に開催された2020年度政府工作会議で、中国政府は2兆元の

特別財政資金を投下し、経済を下支えする方針を定めた。この方針
に沿って、中国各地方政府は、オンラインとオフラインを融合した大
型消費キャンペーンを実施した。→消費刺激策により、小売業の業
績は順調に回復。

出所：中国国家統計局よりみずほ情報総研作成

 COVID-19による飲食業収入減少が顕著
• COVID-19の影響により飲食業が大きな打撃を受け、2020年1-3月

期の飲食収入は前年同期比▲46.8%と激減。
• 2020年の飲食収入は39,527億元であり、前年同期比▲16.6%となっ

ている。
 飲食業が苦戦していたが、売上増加率がプラスに
• 防疫活動が常態化する中で、中央や地方の消費対策により、飲食

収入が徐々に回復しており、2020年12月は前年同期比0.4%増となっ
ている。

• 飲食業が今後長期にわたって成長するという見通しに変わりはない。

10月の飲食業の売上高は
4,368億元で、前年同月比
0.8%増となった。COVID-19禍
以来初めてプラスの増加。

影響と見通し

268,621 296,518 326,618 338,271 364,928 352,453 

32,310 
35,799 

39,644 42,716 
46,721 

39,527 300,931 
332,317 

366,262 380,987 411,649 
391,981 

-3.9%

-2.3%

-16.6%
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-5.0%
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0

60,000

120,000

180,000
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300,000
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420,000

480,000

15年 16年 17年 18年 19年 20年

うち、小売収入 うち、飲食収入 社会小売総額

社会小売総額増減率 小売収入増減率 飲食収入増減率

※赤字の部分＝社会消費品小売総額＝小売収入＋飲食収入。

• 中国の社会消費品小売総額は2015年から2019年かけて8%台以上で
安定的に成長していた。

• 2019年の社会消費品小売総額のうち、小売収入及び飲食収入の対前
年比はそれぞれ7.9%と9.4%であった。

小売と飲食と
も消費は堅

調

従前のトレンド

社会消費品小売総額及び増減率の推移
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 オフライン販売の低迷がオンライン販売、特に食品類にプラス影響を与えた

生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

オンライン実物商品販売額と実物オンライン販売浸透率の年間推移

オンライン実物商品販売額増減率の月次推移（2019-2020年）

* オンライン販売浸透率 = オンライン実物商品販売額 / 社会小売総額

• 品目別の月次増減率から見ると、オンライン実物商品販売額の
うち、食品商品の伸び率が最も著しくなっており、次に日用品と
衣服が続いている。

• 近年、中国オンライン販売額とオンライン販売の浸透率*が増加
し続けている。2020年、COVID-19の影響により、オンライン販
売額が9.76兆元に達し、浸透率*が24.9%となった。

単位：億元

オンライン
販売

食品オンライ
ン販売が

COVID-19に
より好調

オンライン食
品販売

従前のトレンド

COVID-19による影響

• COVID-19が勃発した2019年12月から2020年2月の間、各品目
の販売額伸び率が低下傾向にあったが、食品商品が依然として
去年より26.4%で増加した。衣服商品は住宅隔離政策の影響を受
け、マイナスの成長となった。

• 2020年の後半、 COVID-19の緩和に伴い、オフラインでの消費が
回復し、オンライン販売の伸び率は鈍化していたが、食品は依然と
して30%以上の伸び率を維持した。
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売上高のシェア率 前年比

都市日用品市場のチャネル別シェア率と売上高前年比(2020年Q1-Q3)

出所：中国国家統計局、青山資本よりみずほ情報総研作成
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生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

外食サービスの利用チャネル割合推移

単位：%
• 2019年外食市場におけるシェア率は81.4%、前年比1.57%

減。
• COVID-19のため、外食支出が減少となった消費者は43%で

あった。

店内で食べる
シェア率が減

少

ビジネスモデ
ルの再編加速

デリバリー市
場が成長

従前のトレンド

COVID-19による影響

 COVID-19により、外食産業売上高が大幅減少
• 国家統計局が発表した2020年の外食売上高は3.95兆元

で、前年比16.6％減だった。中国飯店協会が2021年1月に
実施した調査によると、売上高が2019年より減少した企業が
78%となった。

 COVID-19により、ビジネスモデルの再編加速
• 第1四半期に来店客数の急減により、オフライン業務が基本

的停止となった飲食店がデリバリー市場、小売チャネル
（スーパー・ECショップ）を狙った。デリバリーと小売業務の拡
大・新設に伴い、商品デザイン、包装、流通（コールドチェー
ンを含む）、及びサプライチェーンなど、飲食会社・飲食店の
ビジネスモデルも変化した。

• 2019年外食市場におけるシェア率は9.5%、前年比11.8%

増。
• COVID-19流行期に消費者支出の変化に対する施策とし

て、デリバリー業務を拡大にした飲食店が91.6%となった。う
ち、団体向けのデリバリー業務、非接触型配送サービスが注
目されている。

COVID-19禍による飲食習慣への影響

42.3%

45.1%

46.5%

71.8%

73.2%

91.6%

69%

23%
32%

32%
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13%

49%
34%

3%

14%

43%
59%

増加した ほぼ同じ
削減した 全くコストなかった

COVID-19流行期に飲食店が売上を伸ばすた
めの施策

COVID-19前と比較したCOVID-19流行期の消
費者支出増減状況
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自炊ニーズに
よる新チャン

ス

• COVID-19のため、69%の消費者が自炊用食品(食材・半製
品を含む）の支出を増加させた。その変化に伴い、40%以上
の飲食店が半製品商品、包装食品、食材を販売し始めた。

出所：Euromonitor、 中国烹饪協会、華経産業研究院よりみずほ情報総研作成

影響と見通し
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 消費者の健康志向が高まっており、消費ニーズも更に細分化

生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想

一人当たり消費内訳の年間推移

出所：中国国家統計局、網易定位&CTR「2020年COVID-19禍による消費
者行為態度影響及びトレンド」レポートよりみずほ情報総研作成
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食料・タバコ・酒 衣類 住居

生活用品・サービス 交通通信 教育・文化・娯楽

医療・健康 他の商品・サービス

*2020年
のデータ
はQ3ま
でのデー
タを使
用。

機能 体験成分

ケトン（ダイエット）

抗糖化（抗酸化）

ストレス解消
（快眠）

目の保養
（眼疲労改善）

…

糖質0

有用菌

タンパク質

グルテンフリー

コラーゲン

ヒアルロン酸

…

炭酸+

…

アルコール+

カフェイン+

消費ニーズ変化

健康志向の
高まり

消費者変化

消費ニーズ
が細分化

• 中国人の一人当たりの医療・健康への支出は2015年の7%から2020

年の9%へ上昇、特に90後※や00後などの若い世代も健康管理に気
を使うようになっている。

• 消費者は従来の機能のみに重視することから、徐々に成分や体験
などを重視する傾向にある。

• 糖質0、グルテンフリー、ヒアルロン酸などが食品成分関連のキー
ワード。

※ 1990年代生まれの世代を指す、以下同様

影響と見通し

COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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4/8武漢
解禁

• COVID-19の影響により、農業生産、食品加工と安定供給に関する課題が現れたが、政

府主導の支援策や規制緩和により、対策が打たれている

• 民間企業は、生産体制を確保するため従業員の感染防止策を講じ、消費需要を喚起する

ためオンラインチャンネルを開拓・注力している

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

With COVID-19

短期的な影響
（課題と対策）

After COVID-19

中長期的な影響
（課題と対策）

• コールドチェーン食品の包装に付着するCOVID-19による感染リスクが懸念されるため、

政府機関の関連部署が管理・追跡システムの構築に注力している

• 消費意欲の低迷に対して、政府機関が各商品促進策を講じ、民間企業がキャンペーン等

のイベントを通じて需要喚起を行っている

• 消費者の食品安全や健康志向への関心が高まっているため、各民間企業が新商品の発

売や、オンラインチャンネルの注力に取り組んでいる

COVID-19により顕在化したFVCの課題と動向の全体像

3章 中国 3-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び現地FVC再構築に向けた最新動向調査
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中国におけるCOVID-19新規感染者数（人）



 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

4/8武漢
解禁

課
題

対
策

生産 製造・加工 流通 消費

• 原材料の価格上昇

• 雇用が難しく、人件費

が高い

• 生産再開率が低い

• 生産資材の輸送への

支障（ラストマイル課

題）

• 農産品の売れ残り

• 生産再開日の延期

• 生産再開に関わる行

政許可及び強制認証

• 物価・供給の不安定

• 物流・配達の遅延

• 物流・配達への安全

懸念

• 通関の停滞

• ファーマーズマーケッ

ト・飲食店の閉鎖

• 酒類等非必需品への

需要の低下

• オフライン小売消費の

減少

• 政府機関より経済面

での支援

• グリーンチャネルで車

両の効率的な通行の

保障

• インターネットの活用

• 政府機関より経済面

での支援

• 行政手続きの簡素化

• 各企業の管理職が現

場生産を支援

• 安全管理の徹底・強

化

• 物流業者へ特別通行

証の発行

• 通関スピードの向上

• 新たな配送方法の実

施

• 政府機関より経済面

での支援

• オンライン飲み会等の

イベントで需要の喚起

• 販売チャネルの再構

築

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

With 

COVID-

19

短期的な
影響

With COVID-19
短期的な影響COVID-19により顕在化した短期的な課題と対策
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

農業
生産

課題
対策

• 原材料の価格上昇

• 雇用が難しく、人件費

が高い

• 【市場監督管理局】 価格変動と市場需給状況のタイム

リーの把握

• 【財政部】 農業生産補助金の早めの支給

• 【財政部、農業農村部】 農業ローンの担保費用の減免

• 【農業農村部】 農機購入に関する補助金制度の健全化

• 【人力資源及び社会保障部】 社会保険料の企業負担分

の段階的な減免

項目

• 【牧原グループ】 人員集まりを回避するため、オフライ

ン募集からオンライン募集に転換した上、ビデオ面接・

オンライン面接・電話面接等を利用し、3万人を雇用し

た

政府機関 民間企業

• 生産再開率が低い

• 【各地方人力資源及び社会保障庁、公安庁、交通運輸

庁、衛生健康委員会等関連部署】 地域超えのポイント

ツーポイントの労務協働で農民工の秩序正しく現場復帰

を支援する

• 【牧原グループ】 政府の疫病予防体制に従い、各地

域毎日の感染者数・感染症が疑われる数により、復帰

者の安全性を判断した。感染リスクのない復帰者の健

康証明書の申請を支援した上、生産現場の厳格な防

疫管理を徹底した

• 生産資材の輸送への

支障（ラストマイル課

題）

• 農産品の売れ残り

• 【交通運輸部、国家発展改革委員会、財政部】 生産資材

の輸送に関するグリーンチャネル実施の徹底

• 【農業農村部】 主要資材の生産・流通業者に各地域の

交通輸送部門の24時間緊急電話番号を公開し、交通輸

送部門に迅速な受理・解決及び車両の効率的な通行の

保障を要請；生産地域及び販売地域の安定的な関係性

構築を積極的に関与

• 【温氏グループ】 COVID-19の影響で多くの地域の高

速道路、入城道路、村への通路が閉鎖される状況下

で、グループ傘下の各子会社が飼料車等の車両道路

通行証の申請を通じて、各地の地方政府及び交通管

理部門と積極的にコミュニケーションを取って、グリー

ンチャンネルの利用で食用豚の供給を確保した

• 【立華牧業】 自社開発のECプラットフォームを利用し

た上、江蘇省常州市農業農村局が発起したオンライン

農産品プラットフォーム「小菜園」も積極的に利用した

With 

COVI

D-19

With COVID-19
短期的な影響短期的な課題と対策 農業生産関連
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

製造
・

加工

課題
対策

• 生産再開日の延期

• 【各地方政府】 宣伝を強化し、従業員の早めの生

産復帰を推奨；職場移動のための貸し切りバス

に関する補助金を支給

• 【人力資源及び社会保障部】 社会保険料の企業

負担分の段階的な減免

項目

• 【三全食品有限公司】 鄭州交運グループと提携し、専用バス

で千人以上の従業員の復帰を迎え、人手不足を有効的に解

決した

• 【白象食品股份有限公司】 生産現場の人員不足を解決する

ため、グループ本社及び営業担当者200人以上を生産に支援

させた。3月上旬まで、100%の生産能力の回復を果たした

• 【克明面業】 管理職全員生産現場に入ることが求められ、二

交代制で生産を確保する。生産復帰した労働者に対して、無

料宿泊、無料布団、無料食事を用意する

政府機関 民間企業

• 生産再開に関わる

行政許可及び強制

認証

• 【市場監督管理総局】 食品生産経営許可証の期

限延長；

新設企業の許可申請を承認してから検査を実施；

インターネット等非対面方法で行政手続する方式

の導入；

行政審査の加速化

• 物価・供給の不安定

• 【国務院】 賃金の減免；生産補助金等の支援 • 【克明面業】 各流通業者に対して、「物価の安定化及び供給

保障」との通知を発表し、流通業者に価格の引き上げ、供給量

の抑えの禁止を明確した

• 【光明乳業、コカ・コーラ等】 品質・供給の保障、価格水準の

維持を誓約した

With 

COVI

D-19

With COVID-19
短期的な影響

課題の整理 対策の検討

短期的な課題と対策 製造・加工関連
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

流通

課題
対策

• 物流・配達の遅延

• 物流・配達への安全懸

念

• 【市場監督管理総局】 冷凍食品の運送に関する安全管理の徹

底・強化

• 【商務部、交通庁等関連部署】 物流業者へ特別通行証の発行

項目

With 

COVI

D-19

政府機関 民間企業

• 【聖農グループ】 グループ傘下の物流企業が省・市政府と

積極的にコミュニケーションを取って、福建省交通庁より発

行された「緊急貨物運輸車両通行証」を取得し、民生に関

わる食材の輸送を保障した

• 【HEYTEA】 ドライバーが店内のカウンターで食品を受け

取るほうが外部のばい菌を店内に持ち込む可能性を配慮し

たため、ドライバー専用の引き渡しコーナーを設置した上、

一時間ごと消毒を行う。また、ドライバーがマスクの着用が

求められる

• 【Luckin Coffee】 「無接触配送」を推奨し、ドライバーが店

舗に戻る際に必ず消毒の実施を徹底する。一方、スマート

小売り戦略を目指し、自販機をオフィスビル、学校、空港、

駅、ガソリンスタンド、コミュニティに設置する

• 通関の停滞

• 【税関総署】 通関スピードを改善するため、「輸入肉製品の通

関の加速に関する通知」を発表した

• 【各地方税関】 管轄範囲内の各部署、企業、業界協会とタイム

リーなコミュニケーションを通じて、新たな技術導入による通関に

関わる課題の解決を目指す

• 【成都税関】 輸入肉製品の検査プロセスの教育を行い、審査効

率を向上する。また、「7×24時間」の24時間年中無休の通関

サービスを提供し、貨物の迅速な通行を保障する

With COVID-19
短期的な影響

課題の整理 対策の検討

短期的な課題と対策 流通関連
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With COVID-19
短期的な影響

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

消費

課題
対策

• ファーマーズマーケッ

ト・飲食店の閉鎖

• 【人力資源及び社会保障部】 社会保険料の企

業負担分の段階的な減免

• 【国務院】 賃金の低減

項目

With 

COVI

D-19

政府機関 民間企業

• 【マクドナルド】 COVID-19の影響で湖北省及び一部の観光

スポットにある店舗を一時的に閉鎖したものの、徹底的な消

毒、「無接触配送」を通して中国全土3,000軒以上の店舗及び

デリバリーサービスの運営を継続する

• オフライン小売消費の

減少

• 【白家グループ】 栄養性の高い高級商品の開発に注力し、商

品のアップグレードを実施する同時に、販売チャネルの再構

築を行う。従来の卸売業者との提携以外、コンビニエンススト

ア向けの直接な取引を増やしたうえ、コミュニティ向けの集中

販売、生鮮ECチャネルの開拓も目指す

• 酒類等非必需品への

需要の低下

• 【舍得酒業】 消費者向けのオンライン飲み会を発起し、飲み

会で飲んだ同社の商品をスクリーンキャプチャされると消費者

にプレゼントする

• 【郎酒股份】 オンライン飲み会を実施した上、WeChat公式ア

カウントで飲み会で参加可能なゲームを導入し、飲み会の面

白さを向上する

• 【瀘州老窖】 家庭料理イベントを開催し、消費者がWeibo、

Wechat、TikTokで自宅で作った料理をアップして、抽選でプ

レゼントする

課題の整理 対策の検討

短期的な課題と対策 消費関連
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課
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対
策

生産 製造・加工 流通 消費

• 消費意欲の低下

• 非接触型消費ニーズ

が高まる

• 消費者の健康志向が

高まり、関連食品への

ニーズが高まる

• 工場の通信インフラ

（5G等）整備の加速に

より、製造・加工工程

の可視化（食品安全、

品質保証のアピール）

• 食品コールドチェーン

の構築と管理強化

• 農産物貯蔵・生鮮コー

ルドチェーンと農産物

追跡システムの構築

• 消費促進と地域経済

の活性化

• オンライン消費へのシ

フト

• 消費者ニーズに合わ

せた新商品の開発

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

After 

COVID-

19

中長期的
な影響

After COVID-19
中長期的な影響

• 輸入・国産冷凍食品

（コールドチェーン食

品）よりCOVID-19が

相次ぎ検出された

• 農産物品質安全の保

証

• 社会全体の食品安全

への関心が高まる

課題の整理 対策の検討

COVID-19により顕在化した中長期的な課題と対策

中国におけるCOVID-19
新規感染者数（人）

3章 中国 3-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び現地FVC再構築に向けた最新動向調査

98



生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

製造
加工

課題
対策

• 社会全体の食品安全

への関心が高まる

【食品安全工作委員会】 「飲食業サービス評価基準」が発表され、安全性と

サービス品質向上につながる

• 2020年10月19日、飲食業界の品質と安全性の改善会議が北京で開催さ

れた。食品安全工作委員会が「飲食業サービス評価基準」を発表した。

• 商務部によると、今年の上半期はCOVID-19の発生により飲食業界は甚大

な影響を受けたが、10月1日から8日まで（国慶節連休）の全国の主要小

売・飲食企業の売上高は約1.6兆元で、1日平均売上高は昨年より4.9%上

回った。

• 今後、COVID-19予防策を維持しながら、各社の食品安全に関する自己検

査を強化し、サービス品質を全体的に改善する必要がある。今回発表され

た「評価基準」は、with COVID-19時代における、飲食業サービス品質の向

上と業界の回復を促進するための重要な措置を講じている。

デリバリー業者の基準を厳格化

• 石家庄市の外食市場及び食品安全を強化するため、2021年1月6日、石家

庄市市場監督管理局が全市の外食業者に対し安全注意喚起を発表した。

具体的にはデリバリー食品における品質への厳格な管理、オンライン食品

サービス業者によるコールドミートの加工・宅配の禁止、 「非接触方式」とい

う非対面型の宅配方式の採用等の方針が発表された。

• オンライン食品サービス業者に対しては、配達員を含む従業員のマスク着

用、調理食品の中心温度70度以上、事前の大量調理の禁止、安全な容器

の使用、そして定期的な消毒が求められた。

項目

【Qia Qia Food】（中国のナッツスナック

食品大手）

• 2020年7月27日に、原料調達から工

場生産まで一連のプロセスを世界中

にライブ配信し、消費者へ自社の生

産技術と食品安全性をアピールした。

11時間のライブ配信中に、累計レ

ビュー数は513万人に達し、大きな話

題となった。

• COVID-19 の影響により、消費者が

食品の健康と安全により高い関心を

寄せている。今回のような「透明工

場」という生産現場を消費者に公開

する取り組みは、他の食品メーカーも

取り入れており、自社製品の高品質

アピールと消費者との信頼関係の構

築に活用されている。

政府機関 民間企業

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 製造・加工関連
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

流通

課題
対策

• 輸入・国産冷凍食品

（コールドチェーン食

品）よりCOVID-19が相

次ぎ検出された

項目

【国務院】 11月9日、国務院はCOVID-19共同防衛機制にて、『輸入コールドチェーン食品の予防性全面消毒工作方案』を

通達した。輸入コールドチェーン食品によるCOVID-19の感染リスクをを最小限に抑えることを目的とする。

• 税関では、PCR検査の結果が陽性になった場合、規則に従って返却または破棄する。PCR検査の結果が陰性になった

場合、コンテナの内壁や輸入冷凍食品のパッケージの消毒を行う。

• 運送と入出庫の段階では、運送企業が運送途中でコンテナを開けることを禁止する。国内運送の過程で、交通運輸管理

部門は税関証書の確認、車両船舶の消毒と従業員健康保護の実施を徹底するように指導する。冷蔵/冷凍倉庫が食品

を受け入れる際に、管理番号を記録・検証し、入出庫を適切に記録し、関連データは最低2年間保存する義務がある。

• 流通の段階では、通関した輸入コールドチェーン食品に対して、倉庫で荷下ろしする前に、消毒証明書を確認する必要が

ある。未消毒の商品については、コンテナの内壁や商品のパッケージを消毒することが求められる。

• 販売の段階では、消毒証明の確認を強化し、予防消毒を受けていない商品が市場に流入することを防止する。さらに、

商品管理を徹底し、すべての商品が追跡できるように対策を講じる。

【交通運輸部】 11月13日、交通運輸部は国務院から通達された方案を受け、『道路、水路輸入コールドチェーン食品物流

におけるCOVID-19予防と消毒技術ガイド』を公表し、対象食品の積み卸し・運送過程での予防と消毒、従業員の安全保護

及び応急処置に関する規範を明確した。対象食品の積み卸し・運送に関わる全ての企業/機関は厳格にガイドラインに従い、

流通ルートを通じたCOVID-19の拡散を防止する。具体的には、以下の通り。

• 一、従業員の保護を強化し、コールドチェーンにおける現場従業員の安全を確実に保障する。

• 二、車両・船舶等の輸送ツールの消毒を徹底し、輸送ツールを介したCOVID-19の拡散を防止する。

• 三、情報登録制度を実施し、コールドチェーン物流による感染拡大の予防と追跡に強力なサポートを提供する。

• 四、突発事象への緊急対応をしっかりと行い、コールドチェーン物流の感染ルートを遮断する。

政府機関

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 流通関連①
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

流通

課題
対策

• 輸入・国産冷凍食品

（コールドチェーン食

品）よりCOVID-19が相

次ぎ検出された

項目

【上海市】 11月9日以降、上海市内でCOVID-19の新規感染者が確認されたことを受け、コールドチェーン食品の検疫を強

化している。上海の市場監督管理部門と上海衛生健康部門は大規模な農貿市場、スーパーマーケット、冷蔵倉庫などの場

所で、輸入冷凍畜肉、水産品を始め、輸入冷凍食品のサンプルに対しPCR検査を行った。11月23日までにサンプルの検査

数は13万件以上に達し、検査結果はいずれも陰性である。

• 上海は「三点（ポイント）一庫」（港の検査ポイント、港の荷積みポイント、市内で最初の保管ポイント、および中継の保管

倉庫）を中心に管理を強化している。11月16日0時から「中継検査倉庫」を運用開始し、上海港の税関から入り、上海で

保管、加工、販売されるリスクの高いコールドチェーン食品については、税関で検査・消毒済みのものを除き、企業または

公共の中継検査倉庫でPCR検査と外装の消毒を受ける義務を課した。検査の結果は陰性であれば、次の流通段階に入

ることが可能になる。

【中国全体】 12月2日、中国輸入冷凍食品における追跡管理システムの稼働が始まった。最初に試運転を行ったのは9つ

の省・市であり、国全体の最初の輸入地として冷凍食品輸入量の90%以上を占めている。本管理システムは通関から生産

加工、卸売、小売、外食サービスを含むバリューチェン全般の情報追跡が可能であり、オンライン追跡、正確な管理、現場

処理等の面で重要な役割を果たすと期待されている。

• また、市場監督管理局は1日に輸入冷凍食品追跡管理の強化に向けたテレビ会議を開催し、各省、市、区の市場監督管

理部門のシステムの健全性・強化を要請し、国家管理システムへのデータ共有等を求めた。

• これを受けて、各地域も輸入冷凍食品システムに関する政策を打ち出している。

政府機関

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 流通関連②
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

流通

課題
対策

• 輸入・国産冷凍食品

（コールドチェーン食

品）よりCOVID-19が相

次ぎ検出された

項目

【上海市場監督管理局】 12月4日、上海市場監督管理局が輸入冷凍食品に対するCOVID-19感染をコントロールするため、

「滬冷錬」システムを立ち上げたことを発表した。当システムはより効率性、正確性のある管理監督を目指し、港湾の検査情

報、貨物の受取データ、交通運輸データ、最初の保管場所における入出庫の追跡情報、経由地での検査・消毒データの収

集が可能であり、輸入冷凍食品の徹底的なスマート管理を実現できる。

【深圳市市場監督管理局等】 深圳市市場監督管理局が衛生健康委員会、交通運輸局、交警中隊、深圳税関、疾病予防制

御センターと連携し、輸入冷凍食品の集中監督管理倉庫の設置・運用を保証した。さらに、12月に市場監督管理局よりプロ

ジェクトチームを組成し、集中監督管理倉庫の規範化、運行の安全性と効率性の強化、輸入冷凍食品におけるCOVID-19

感染を防止するため、集中管理制度に関する基準・法令の検討・作成を進めている。

【山東省人民政府】 山東省人民政府は12月11日の記者会見で、輸入冷凍食品を一元管理するため、全省16の市に26棟

の専用監督管理倉庫及び企業向けの専用倉庫を設置し、同省に輸入されたすべての使用、加工、販売、貯蔵用の冷凍食

品について輸入の24時間前までに情報の提出義務を課すことに加え、輸入後、専用倉庫にPRC検査及び予防性消毒を受

ける制度を発表した。

政府機関

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 流通関連③
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

流通

課題
対策

• 農産物の品質安全の

保証

上海：食用農産物の認証制度を推進

• 上海市は今年、IT技術により農産物の「追跡+合格証」、「検査+合格証」などの認証制度を重点的に推進している。

• これまでに、上海9つの農業関連地域にある146の生産組織が食用農産物の認証システムを導入しており、合計34万枚

の証明書が発行され、5,000トン近くの農産物が合格証付きの状態で市場に投入された。上海市は、地産農産物の品質と

安全性を確保するため、IT技術を駆使し農産物の品質と安全性のグリッド監視を強化している。

農産物追跡システムの構築

• 2021年10月30日、農産物品質安全センターの協力のもと農業農村部農産物品質安全監督司が主催した、農産物品質安

全追跡システム構築のオンライン促進会及び業務オンライン研修会が北京で開催された。

• 農業農村部農産物品質安全監督司の責任者が「第13次5カ年計画」の間に農産物追跡システム構築の進展をまとめ、

「関連法制度の改正を推進し、農産物の追跡システム構築に法的保障を提供する」という目標を掲げた。また、今後は地

方政府が実施する全域追跡や重点製品の全過程追跡についての試験を引き続き支援し、部と省の連携促進により国の

追跡プラットフォームの影響力を高め、積極的に市場での応用を展開し、農産物の消費安全保障、ブランド構築などの面

で役割を果たすことを表明した。

農産品運輸における「ファーストワンマイル・ラストワンマイル」問題の改善

• 中国農産品の販売について、商品輸送・流通のプロセスには村を出る前の「ファーストワンマイル」と都市に到着した後の

「ラストワンマイル」の課題がしばしばある。こうした現代の農家や農業の課題に対応するため、農業農村部が関連部門と

連携して、農産品貯蔵・鮮度保持のためのコールドチェーン・ロジスティクス施設の建設が始まった。特色農産品優勢区、

新鮮農産品の主要生産地域を重点として、奨励金、低金利ローン、電気代削減などの措置を通して、農民合作社、家庭農

場の建設を支援し、農産品の産地における処理能力の向上を目指している。農業農村部は2020年12月末までに、9,000

以上の新たな農業経営業者に対し、農産品の生産地域に1.4万件以上の貯蔵・鮮度保持用のコールドチェーン・ロジスティ

クス施設の立ち上げ・更新を支援する見込みである。規模は600万トン以上に達する。この施策によって、農産品市場の

安定的な運営強化が可能となる。

項目
政府機関

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 流通関連④
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

消費

課題
対策

• 消費意欲の低下

【商務部等】 農村消費促進政策の発表

• 商務部をはじめとする12部門が「大量消費・主要消費の促進、農村部の消費可能

性の引き上げに関する措置の通知」を発表した。外食業界も主要分野の一つと指

定され、内部需要の拡大及び強固な国内市場の建設に向けた重要産業と見られ

ている。

• 農村部の外食業界における消費促進のため、関連政策を見直し、業界の持続可

能な成長を目指す。企業に対しては料理を充実させることや、オンライン・オフライ

ンのビジネスモデルの革新を促す。

【中国各地】 消費促進と地域経済活性化

• 北京市は年末年始及び中国の旧暦新年に向けて、「迎春購好物」、「迎春品好味」、

「迎春品好味」 、「迎春享生活」を含む6つのセクションにおいて、約300件のイベン

トを通じた各分野の消費連動、オンライン及びオフラインの融合的な発展を目指し

ている。今回の消費促進イベントは外食、百貨、家電等の様々な消費場面をカ

バーし、各チャネルで行う予定である。

• 2021年12月23日、成都市商務局、市新経済委員会、市経済及び信息局等十部

署の連携による「成都市の持続的な革新、新消費発展の促進に関する政策措置」

が発表された。消費のデジタル化、オンライン化、スマート化に伴い、16条の政策

措置を策定し、新型消費の創造的な供給に注目して、技術革新、製品革新、モデ

ル革新、サービス革新の事例を育成し、成都を新型消費業態の起源地、新型消費

モデルの先行地になることを目指す。この政策は卸売、小売、外食、自動車企業

のデジタル化を支援し、EC等のイノベーションの発展を推奨している。また、小売、

文化、旅行などの重点分野の革新企業に対して200万元への奨励金を支給するこ

とも可能としている。

項目

• 食品分野は「12.12キャン

ペーン」で大人気。

• 2021年の「12.12キャンペー

ン」は12月1日から31日まで

の1か月間で、Alipayより消

費券が配布されたことで消費

を後押しした。外食、スー

パー、ショッピングモール、美

容室などの実店舗も消費者

の購買の勢いに乗り、売上

が好調になっている。

• 12.12の週末は、1,500万の

業者がAlipayを通して消費者

への販促イベントを実施した。

フードデリバリー大手の餓了

麼（ウーラマ）では、マクドナ

ルドを含む34社の大手外食

企業が1,500万の会員増を

果たした。また、ファミリー

マートはキャンペーンの初日

に、割引カードの販売が

10,000枚以上を突破した。

政府機関 民間企業

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 消費関連①
After COVID-19

中長期的な影響
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

消費

課題
対策

• 非接触型消費ニー

ズが高まる

【商務部】 2021年全国

オンライン「年貨節」の事

前記者会見開催

• 中国では春節に食べ

るものや縁起が良い

とされているもの、即

ち「年貨」を購入する

伝統がある。

• 国民の安全を保障

し、人々の集まりを回

避するため、商務部

は中央網信弁、工業

和信息化部、市場監

督管理総局、国家郵

政局と連携し、1月20

日から2月18日まで

「2021年全国オンライ

ン年貨節」を行う予定

であり、1月15日の記

者会見ではイベントの

背景、意義、内容に

ついて発表された。

項目

新型COVID-19による外食市場のオンライン化・小売化の加速

• 中国飯店協会は、COVID-19の影響で、外食企業のオンライン化・小売化が加速している

との見方を発表している。外食企業のデリバリーサービス、食材の小売、スマート店舗、コ

ミュニティへの集中配送等が開拓され、産業全体のスマート化が大幅に向上した。

• 海底撈はファーウェイクラウドと提携し、ファーウェイのクラウド・ビデオ会議サービスとス

マート・スクリーンは海底撈の個室に設置されており、2月4日から海底撈国内および海外

の57の店舗で消費者は異郷の親友とオンラインで火鍋を食べたり、新年のあいさつをする

ことができるようになった。

美団（中国最大の生活総合プラットフォーマー）が「2021年全国オンライン年貨節」で大活躍

• 2021年1月20日、「2021年全国オンライン年貨節」が開始。商務部の指導に基づき、美団

が「春節期間中の24時間営業」、「老舗ブランドとの年越し」等のイベントを通して、非対面

型配達・非接触注文により、全国の外食業者と一緒に国民の豊かな春節生活を保障する。

• 主要イベントとして、 「春節期間中の24時間営業」は食配と店内飲食の両方がカバーされ

る。食配については、西貝等の有名外食チェーン店と連携し、 「年夜飯コース」、「春節コー

ス」を発売している。また、ドライバーに奨励金等を支給することで、春節期間中の配達能

力を確保する。

• 春節期間中の消費者の需要を満たすため、外食業界の老舗企業と連携し、 「老舗ブランド

との年越し」イベントでのプロモーションを通じ、消費者が伝統的な中国の料理を味わうこと

を応援する。

• 多くの老舗が伝統的な「年味」をネット注文でより多くの人に届けた。北京東来順の羊肉、

天津桂発祥十八街のマァファ、上海老城隍廟の梨膏糖、紹興の女児紅酒、雲南宣威のハ

ム、湖南白砂の黒茶など中華の老舗の美食はすべてスマホ簡単に注文できる。

政府機関 民間企業

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 消費関連②
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乳製品、おやつ関連企業がCOVID-19の感染防止と商品供給を両立

• 君楽宝乳業は、河北省のCOVID-19感染拡大の状況の中一連の措置を講じた。緊急対応策を事前に制定したため、感染

拡大が発生したわずか二日後、通常の生産供給を回復した。電話で24時間のお客様相談サービス、またネット通販プラッ

トフォームや「君鮮生」というWeChatミニプログラムなどのオンライン通販、石家荘市三環以内に無接触の配達サービスを

提供した。

• 伊利は代理店との協力やオンライン注文サービス、WeChatグループを通じて販売を展開した。また、消費者に無料の宅

配サービスも提供した。一方、伊利は2020年のCOVID-19感染拡大発生以来、生鮮食品、野菜などの販売ルートを開拓

し、製品を各コミュニティの八百屋で展開し、販売ルートをさらに開拓できた。

• 百草味は、春節期間中消費者がオンラインストアや直営店で注文することが可能となり、百草味は商品の準備、物流、カ

スタマーサービス、アフターサービスなどの保障をしっかりと行った。製品については、春節限定のバラ売りの製品を増や

し、また、状況に応じてデリバリーサービスも提供した。

フードデリバリーやネットショッピングの推進に売上高は大幅に増加

• 全国各地で移動制限や帰省自粛が求められ、フードデリバリーは急速に成長した。オンライン飲食サービスの売上高は前

年同期比で約135％、「年夜飯」 関連商品の売上高は前年同期比で54.9％増加した。春節期間中全国のフードデリバリー

の取引金額は前年比で154％増加した。大手食配サービスアプリ「美団」のデータによると、大晦日当日には全国の注文

量は前年同期比70%増加し、ブランド飲食店デリバリーの注文量は前年比82%増となった。

• 中国商務部2021年2月19日に公表したデータによると、 2021年全国オンライン「年貨節」が開催された期間（1月20日～2

月18日）、全国のネット通販の売上高は9057.6億元に達した。今年、ネットショッピングやオンライン飲食などの消費形態

が主流となり、ネット通販が繁栄の様相を呈し、全国のネット通販の売上高が着実に伸びた。

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

消費

課題
対策

• 非接触型消費ニーズ

が高まる

項目
民間企業

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 消費関連③
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想

消費

課題
対策

• 消費者の健康志向

が高まり、関連食

品へのニーズが高

まる

中国各地の健康食品業

界の管理にテコ入れ

• 2020年4月に発行さ

れた「健康食品産業

の浄化と是正のため

の行動計画（2020-

2021）に関する通知」

に基づき、全国各地

で健康食品業界の管

理へのテコ入れが行

われている。

• COVID-19の治療・予

防に効果があるという

虚偽の宣伝を厳しく取

り締まり、健康食品の

詐欺や虚偽の宣伝を

是正している。

• さらに、ピラミッドス

キームおよび直接販

売方式が厳しく禁止さ

れている。

項目

【Laiyifen】（スナック食品大手） 「新鮮スナック」、より美味しくより健康的に

• スナック食品大手のLaiyifenは、2020年5月に「新鮮スナック」戦略を公表し、IT技術による高

度なサプライチェーン管理とセントラルキッチン方式により、作り立てのような食感のスナック

食品を消費者に提供する。独自の生産方式、包装技術とコールドチェーンにより実現可能と

なり、スナック食品に留まらず中食分野まで参入する意欲を示している。更に、「新鮮な原材

料」、「減塩」、「低糖」、「無添加」等のキーワードを強調し、健康志向の消費者へもアピールを

行う。

【元気森林】（飲料水メーカー） 消費者の健康志向により、無糖飲料企業の業績が好調

• 2020年上半期、「元気森林」（糖質ゼロ、低カロリーを売りとする飲料水メーカー）の収益は8

億元超となり、半年で昨年の年間収益に近づいた。さらに、天猫（Tmall）の「6.18」（セール

キャンペーン）で「元気森林」がコカコーラを上回り、水・飲料のカテゴリーで第1位になった。一

方、無糖ブラックコーヒー、低糖ミルクコーヒーなどの無糖新製品に牽引され、最近発表され

た「農夫山泉」の上場後初のレポートでは、新製品の収益成長率が前年比で210.3％増加し

たことが示された。

ダイエット関連企業数急増、ダイエット食品の売上高は前年の約3倍まで成長

• 2020年の「11.11」では、ダイエット食品が人気を博しており、Suningが発表した「11.11キャン

ペーン」初日の速報によると、ダイエット食品カテゴリーの売上高は、前年比290％増となった。

• 2014年から2017年の間に、中国のダイエット関連企業の年間登録数は、2,000以上から数

万社に急増した。2019年の新規登録企業数は11,000社で、10年前の10倍以上になる。関連

会社への投資も注目されており、2020年に入ってからも有名な投資機関による投資が多数

報道された。

政府機関 民間企業

After 

COVI

D-19

課題の整理 対策の検討

中長期的な課題と対策 消費関連④
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After COVID-19
中長期的な影響
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主旨 • 昨今のCOVID-19の感染拡大により、各国の食品業界及びフードバリューチェーン(FVC)の各プロセスは深刻な影響を受けている。一方で、

消費者の健康志向や内食・中食ニーズの高まり等、この大きな変革をビジネスチャンスの好機と捉えることも可能である。

• 本座談会は、日中両国の食品業界における代表企業をお招きし、コロナ禍での事業の影響と変化について議論した上で、今後の提携可能

性がある分野を検討し、業界の健全かつ持続可能な発展を実現することを目指すもの。

会議詳細 開催日程： 2021年1月20日（水） 日本時間14:00～17:00

会議方式： WEB会議（Zoom）

使用言語： 日本語と中国語（逐次通訳）

TV会議概要

アジェンダ

 開会のご挨拶等（JST 14:00～14:15）
• 開会のご挨拶および参加企業団体のご紹介

 基調講演（JST 14:15～15:05）
• 中国食品業界の概況と最新動向

 休憩（5分）

 ディスカッション（JST 15:10～17:20）
• 消費者の食品安全・健康志向に対するビジネスチャンス
テーマ① 消費者の特徴やニーズの変化（60分）

テーマ② 商品開発時に意識するポイント、新たなビジネスチャンスのア
イデア（40分）
テーマ③ 日中双方企業による連携手法の検討など（30分）

 閉会のご挨拶等（JST 17:20～17:30）

FVC再構築検討のためのTV会議実施

3章 中国 3-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

区分 政府機関、協会団体、民間企業

基調講演 講師 中国食品工業協会

ディスカッション参加企業 次頁参照

会議開催者 山田コンサルティンググループ株式会社

山田商務諮詢（上海）有限公司

SUNRISE ORIENTAL CAPITAL

みずほ情報総研株式会社

農林水産省

オブザーバー 在中国日本大使館、領事館

その他日系企業（17社）
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ディスカッション参加企業一覧

区分 企業名 企業紹介

中国系 上海梅林正广和股份有限公司销售分公司
梅林スパムを代表商品とする缶詰食品の生産・販売を行っており、2020年に

創業90周年を迎えた長い歴史を持つ中国で知名度が高い食品メーカー

中国系 江蘇紫山食品科技有限公司

30年以上の歴史を持っており、缶詰食品、即席食品、飲料等の生産、研究開

発、販売に従事している中国Top10の缶詰食品メーカーとして、無印良品、ア

サヒグループ、キユーピーなどの日系企業と長期的に提携している

中国系 上海易食科技有限公司
カットフルーツ、野菜サラダ、コールドプレスジュースを代表商品とする中国初

の即席野菜・果物の生産許可を獲得した企業

日系 上海岩谷有限公司
中国で冷凍野菜を加工し、日本への輸出および日本国内での販売を行って

いる。年間の輸出量は15,000トンで、日中ビジネスは約40年の歴史がある

日系 味之素（中国）有限公司
グループでは、中国国内で10の事業会社を持っており、冷凍食品、調味料、

アミノ酸、化学製品等の生産・販売を行っている

日系 マルハ（上海）貿易有限公司

1880年に創設された水産会社であり、現在70万トンの水産物を扱っている。

マハル大連は東北三省、山東省での水産事業と国内販売を担当し、約

16,000トンの水産物を扱いながら、国内販売をしている

日系 サンヨー食品株式会社（康師傅出向）

「康師傅」は1992年にスタートした食品メーカーで、即席めんとペットボトルの

お茶は中国でシェアNo.1になっており、即席めんは市場全体の5割程度、お茶

は4割程度のシェアを占めている

2021年第一回日中食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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ディスカッションサマリ

テーマ 話題 結論

① 消費者の特徴やニーズの変化

• 食品を購入する際、消費者は安全性を重視している

• 主要な消費者である若者は、食品の栄養・美しさ・個性を重視し、価格はその次の要因となっている

• 近年中国の食品メーカーは、ブランドの構築に力を入れ、中国消費者も徐々に中国の食品メーカーを信頼するようになっているが、日本の

市場に進出した企業はまだ少なく、市場開拓の余地がある

• COVID-19で外食セグメントは影響を受けたが、小売セグメントには新たなチャンスがあった

②

商品開発時に意識するポイント、

新たなビジネスチャンスのアイデ

ア

• 時流に乗った製品を製造に結びつける際、時間が勝負になる上に、企業としては高度な研究開発力が求められる。また、各種の国際基準

の認証、安全認証が必須となる

• 中国には「医食同源」という考え方があり、常に飲食習慣で健康を維持するというライフスタイルがある

• 地域の関係で、形成された味覚や習慣に大きな壁があるが、新しい食材の提供のみではなく、新しい食べ方の提供を合わせて提案したほ

うが良い

• 商品開発の際に、ライフスタイルの変化を意識する必要がある

③
日中双方企業による

連携手法の検討など

• 先進的な生産管理体系および企業文化は日本企業の強み

• 日本で成功したビジネスモデルや製品を焼き直して中国に提供することより、中国が新しいビジネスモデルの発信基地になるケースもある

• 「イコールパートナー」という精神、すなわち「真の運命共同体」になりえるかは、長続きする提携成功のカギ

• 消費者が望んでいるものを製造するために、慎重に市場調査をして、社会現況・人口構成・消費傾向を考えなければならない

経済社会・ライフスタイルが激変している中、消費者が安全性、個性等を益々重視している。市場開拓の際には、（企業の生産能力だけによ
らず）「イコールパートナー」精神に基づきビジネスパートナーとして連携して、市場の現況を慎重に調査したうえで消費者のニーズに応えら
れる商品の開発に注力することが成功の鍵である。

2021年第一回日中食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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ディスカッション詳細：テーマ① 消費者の特徴やニーズの変化

No. 質問事項 回答者 回答

1

食品を購入する際、消費者はどのような点

に注意していると考えますか（食品産地、安

全性、健康志向など）？

中国食品工業協会

鄭様

• 中国においては、消費者の年齢層ごとに食品を購入する際に重視する点が異なる：1970年代・1980

年代・1990年代に生まれた消費者はそれぞれ商品のブランド・商品の品質・商品の見栄えを重視し

ている。

• 各年齢層で消費意識も異なる。「70後」は子供のためにお金を節約する意識が強い。一方、「80後」

はお金を使うべきところでしっかりと使うという意識が強い。「90後」はお金を惜しまずに使うという意

識が強い。

• 食品を購入する際に安全性を重視している。市場消費の主流である若者は、食品の栄養、美しさ、

個性を特に重視し、価格はその次の要因になる。

• 消費需要に影響する要因は食品安全、エンゲル係数、消費者グループ、消費の地域性、体験型消

費、科学技術の発展の6つがある。

2

外資系メーカーの食品と中国系メーカーの

食品について、消費者はそれぞれどのよう

にとらえていると考えるか（それぞれの印象

など）？

岩谷上海

宗部長

• 中国の消費者は外資系のメーカーの食品、特に日本から輸入された食品に対して、品質や信頼性

の点で良い印象を持っている。

• 一方、中国の食品メーカーに対して、多少不信感を持っていたが、近年、中国の食品メーカーがブラ

ンドの構築に力を入れ、消費者も徐々に中国の食品メーカーを信頼するようになっている。

2021年第一回日中食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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ディスカッション詳細：テーマ① 消費者の特徴やニーズの変化

No. 質問事項 回答者 回答

3

日本で流行った健康食品が中国でも人気

になる傾向があるが、その逆パターンがあ

ると考えるか？

岩谷上海

宗部長

• 中国で流行った健康食品は日本で人気になる可能性があるが、宣伝PR活動がうまく行われていな

いため、日本の市場に進出した企業がまだ少なく、市場開拓の余地がある。

• なお、多くの中国の健康食品は漢方薬の成分を含有し、日本でこういった成分の使用が非常に厳

しく管理されている。もしも、日本の規制が緩和されたら、これから日本市場に進出する中国の健康

食品メーカーが増えるだろう。

4

フードデリバリーが盛んな中国において、冷

凍食品やレトルト食品のニーズは高まると

考えるか？

上海梅林

朱副総経理

• 2020年、外食セグメントは甚大な影響を受けたが、冷凍食品やレトルト食品、缶詰めなど小売りの

面で成長した。COVID-19の影響で人々は外食の回数を減らし、自宅で料理を作り、食事をする時間

が増えたため、冷凍食品やレトルト食品、缶詰めなどのニーズが高まり、新しいビジネスチャンスが

現れた。

5
中国において、COVID-19前後でどのような

消費の変化があったと考えるか？

上海梅林

朱副総経理

• COVID-19の影響により、消費者が持っている危機意識の向上に伴い、買いだめや食品安全、長期

保存可能に関するニーズが高まっている。

• 缶詰めやレトルト食品は出荷する前に高温滅菌工程があり、安全性が高く賞味期限も長いため、

COVID-19の影響により人気になり、販売量も増えた。
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ディスカッション詳細：テーマ① 消費者の特徴やニーズの変化

No. 質問事項 回答者 回答

6

COVID-19は貴社の生産と販売にどのような

影響を与えたか？COVID-19に対して貴社

はどのような対策を立てたのか？

江蘇紫山

李副総経理

• COVID-19による影響：生産については、COVID-19による需要が増加し、2020年の年間生産量は2019

年より高く、工場の生産稼働率は落ちていないが、海運運賃の急騰によるコストの高まりや人民元の

対ドル基準値が大幅に上昇したことは食品の海外輸出に大きな影響を与えた。販売については、

COVID-19の影響で日本市場の売上高が前年度より減少した。業務用のチャネルは大きなダメージを

受けたが、小売りのチャネルは好調であった。

• 対応策：積極的に変革を推進し、当初の輸出注文を保証した上で、国内販売用の缶詰食品の開発と

製造も積極的に行っている。 また、消費者のニーズに合った新しいインスタント食品の開発にも注力

している。

7

海外からの輸入冷凍食品からコロナ検出の

ニュースが出ていますが、中国消費者は冷

凍食品に対して抵抗を感じていると考える

か？

易食科技

焦総経理

• 冷凍食品については、輸入食品の外箱に新しいコロナウイルスが検出されたため、消費者の購入は

確かに減少した。 冷凍牛肉や冷凍シーフードは大きな影響を受け、冷凍野菜の売上も減少している。

• チルド食品・生鮮食品については、新型コロナウイルスを検出した状況がないため、人々は生鮮食品

の方がより安全で健康的であるという見方を持つようになり、チルド食品・生鮮食品の販売が好調で

あった。
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ディスカッション詳細：テーマ② 商品開発時に意識するポイント、新たなビジネスチャンスのアイデア

No. 質問事項 回答者 回答

1

最近、中国では異なる食品企業間の提携や

食品と他業種との提携事例が多いですが、

こちらは今後食品業界の1つのトレンドとなる

のか？

サンヨー食品

鹿島様

• コラボレーション：知名度、信頼性等お互いの強みを活かしあうことで、コンセプトの際立ったものを用

いる例が多い。

• 食品業界における強みは、製品固有の栄養や、新鮮なブランドという安心感などが挙げられる。

• COVID-19の影響なども少なからずあり、特に中国については、ネット社会が大変急速に進んでいる中

で、「発信力」も一つのキーワードになっている。一方、企業としての強みは技術力、開発力、資金力な

どの要素があげられ、まとめて言えば「生産能力」である。

• コラボ方式において注目すべきは、流行の製品やブランドを持ちつつも「生産能力」を伴っていないよう

な新興企業との食品メーカーとしての提携。もう一つは海外ブランドと国内の既存食品メーカーとの提

携などが増えていく。

• 例：「康师傅」と「スターバックス」は提携をしている。中国国内でのスーパーやコンビニで発売中のス

ターバックスの缶と瓶の常温飲料などは「康师傅」の兄弟会社でつくられている。

 まとめ：時流に乗った製品を製造に結びつける時に、時間が勝負になる上に、企業としては高度な研

究開発力が求められている。また、各種の国際基準の認証、安全認証が必須。

• 今後の大きな流れ：メーカーの選別、やや寡占化の傾向が見られる。
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ディスカッション詳細：テーマ② 商品開発時に意識するポイント、新たなビジネスチャンスのアイデア

No. 質問事項 回答者 回答

2

食文化が豊かな国である中国の健康志向

食品（低カロリー、低糖質など）は、日本とど

のように違うか？

味の素（中国）

加藤総経理

• 中国には「医食同源」という考え方があり、薬やケミカルのものを頼らないで、常に飲食習慣で健康

を維持するというライフスタイルがある。

• 中国は漢方の素材をはじめとする「健康食材」の世界への供給基地でもあり、健康維持・向上する

ための食材の摂取は生活の中で入り込んでいるのが大きな特徴の一つである。

• 普通の健康状態、あるいは半健康の方々は日常摂取する食材で健康状態を維持・改善する点とあ

ることが大きな特徴である。

• 中国はほかの国と比べて、食品素材の幅広さ、味付けのバラエティーが圧倒的に豊かで、さらに、

調理法も多彩で、発酵、煎じる、乾燥し水で戻すと言ったものが幅広く浸透している。

• 中国では劇的にライフスタイルの変化が顕在化し、日本と同様に生活習慣病が家庭における疾患

のトップになっている。

• 中国における食事も中華料理オンリーから、ファーストフードをはじめとする洋食が中心になってい

る傾向が見られる。

• 特に、「90後」の世代の人たちは、ネットであらゆる情報を持って、経済的にも豊かになっているので、

漢方や西洋医学と言ったものにこだわらず、自分でいいと思うものを決められるようになっている。

加えて、ネットの発達であらゆるものを入手できるようになり、この傾向が加速している。
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ディスカッション詳細：テーマ② 商品開発時に意識するポイント、新たなビジネスチャンスのアイデア

No. 質問事項 回答者 回答

3

中国は国土が広く、地域により国民が異なる

生活習慣を持っているため、地域別で商品

を開発する必要があるか？

マルハ大連

吉川総経理

• 水産会社としては新鮮な海鮮物を入手しやすい沿海地域と、もともとの捕獲・養殖された淡水魚商品がメ

インの内陸地域が区分している。

• 中国では、水産物の消費が非常に速く増えてきているが、淡水魚の消費が特に増えており、海産物の消

費がこれから期待されている。

• 例えば、成都にある大規模に展開する日系量販店の地元バイヤーに、日本の焼き魚の方が、一緒に試

食した地元の淡水魚よりも美味しいという意見が多くあった。

• 地域の関係で、形成された味覚や習慣、これに大きな壁は感じている。一方、マグロやエビの刺身など、

もともとの生活になかった素材や食べ方は定着が比較的にはやく、特に本マグロやボタンエビなどの高

級食材は単価が高いことから、内陸への高い郵送コストも吸収しやすいために、直近の内陸市場におい

ては有望である。

 新しい食材だけの提供ではなく、新しい食べ方の提供を合わせて提案しなければ、新たな市場には入っ

ていけない。

4

外食が増える現代人にとって、その食生活

に合致した健康志向の食品はどのようなも

のか？

マルハ大連

吉川総経理

• 外食が増えるということは健康に留意しつつも、基本的には自分の好きなものを食べるという傾向が強く

なると認識している。近年日本では、国民一人当たりの水産物消費量は年々減少し、10年ほど前から肉

類の年間消費量を下回っている。その頃の日本で、血圧、血糖値、中性脂肪、腹囲を基準とした特定健

康診断「メタボ検診」が始まったことも、外食の増加と少なからず関係があると受け止めている。

• マルハは7年前から、日本国内に海の魚に多く含まれるDHA、EPAを含有し、中性脂肪を減少させる魚肉

ソーセージを特定保健用食品として発売しており、こういった健康管理に寄与する食品は中国においても

商機があると見ている。

• 一方で中国では機能性をうたう関連食品が既に氾濫しており、今後、マルハはブランド力を用いて、信頼

性を勝ち取っていく。また、機能の表記の仕方等々についても、困難をまねく表記が見受けられる部分は

あるので、何らかの方策は必要と考えている。
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ディスカッション詳細：テーマ② 商品開発時に意識するポイント、新たなビジネスチャンスのアイデア

No. 質問事項 回答者 回答

5
日本ではコンビニなどで小分けにした総菜
の種類が増えてきているが、中国でもその
ようなニーズは出てくると考えるか？

岩谷上海
宗部長

味の素（中国）
加藤総経理

 宗部长：

• COVID-19により、日本市場では業務用商品の消費量が減少したが、小売チャネルでの売上は以前

よりも好調であり、小分けにした総菜などの食品が売れていた。

• 中国では、COVID-19がはやく収束したため、小分けにした総菜などの食品の売上高は前の年と比べ

て減少していない。

 加藤総経理：

• 日本のコンビニにおいて小分け総菜というのは当初、単身の学生や単身の中年男性をターゲットに

成長し、さらに最近では、高齢者を加えて大きく伸びていると理解している。小分け総菜が特に伸び

てきたのは、既存の総菜つまり主食という食欲を満足させるのが主幹なものだけではなくて、ちょっと

リッチでしかも値段が安いものを食べたいという消費者、特に女性層の嗜好を掴んだためと考えてい

る。

• 中国では鍵の一つとしてライフスタイルが変わるかどうかだと考えている。都市部の若い人たち、特

に女性を見ていると、一人で食事をする個食が目立ってきている。彼らが食事をする機会に普通の

お弁当にちょっとした贅沢で一品な総菜を追加するようなことがあるかもしれない。こちらは経済的に

ある程度余裕がある単身生活者がどれくらい増えるか次第で伸びが変わると考えている。

• 中国においては、コンビニの小分け総菜の競合として、いわゆる「外卖」と呼ばれているケータリング

サービスのことを考えなければならない。中国は日本と比較して、特に都市部では圧倒的にこの仕

組みが充実していて、少量の商品でも非常に安い手数料で自宅まで運んでくる。日本はこの中で

ケータリングが大きく伸張したが、手数料が高く、商品の種類も限定されている。中国であと一つの

おかずがほしいという時に、コンビニに行って小分け総菜を買うのか、それとも「外卖」で一品のケー

タリングを頼むかといった場合、現時点では「外卖」を選択する人が多いと見ている。
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ディスカッション詳細：テーマ③ 日中双方企業による連携手法の検討など

No. 質問事項 回答者 回答

1
日本企業との提携で日本企業に求めるもの
は何か？

江蘇紫山
李副総経理

• まず、消費者ニーズについて日本企業とコミュニケーションを取り、日本の消費者のニーズに合わせた

商品を共同で開発することを期待している。

• また、日本企業との連携を通じて、高度な生産管理方法を学び、生産管理の体系を中国企業に導入す

る。

2
中国企業との提携で中国企業に求めるもの
は何か？

味の素（中国）
加藤総経理

• もともと、中国を輸出マーケットの輸出基地と定義していた進出時代があって、その頃は安い労働力と豊

富な資源を期待して、提携企業先には安価の労働者の提供以外の期待値はあまり大きくなかった。た

だし、中国ビジネスにおける戦略的な焦点が輸出という形から製造して国内市場販売に変遷していく環

境下においては中国事業のあり方を見直し、パートナーの選定も非常に重要になってくる。中国は年々

国内市場が巨大化しており、経済の継続的な成長を実現するために、環境、省エネ、都市化、産業の高

度化、医療介護といった社会的課題の解決に向き合っていくことが進出企業に求められている。

• どんどん複雑化していく中国経済の中で、パートナーが適切に問題分析し、評価するような能力が高け

れば、日本企業にとっても非常にアドバンテージと考える。特に事業において、許認可が要するものある

いは特殊性の高いもの、地域性の高いものを扱う場合は個々の問題解決には中方パートナーの存在と

その問題解決能力の期待値が非常に大きい。

• 加えて、以前は日本で成功したビジネスモデルや製品を焼き直して中国に提供すると手法はよく使われ

たが、いまはそれが逆転して中国が新しいビジネスモデルの発信基地になるケースが見られる。そう

いったなかで、時代を先取りしたモデルを紹介してくれたりするような中方パートナーとの提携も今後は

優先されてくるように思っている。
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ディスカッション詳細：テーマ③ 日中双方企業による連携手法の検討など

No. 質問事項 回答者 回答

3
日本企業と中国企業にとって、お互いの強

み、参考となるポイントはどこか？

易食科技

焦総経理

 日本食品関連企業の強み：

• 1．生産管理能力。2．企業文化。従業員のロイヤルティーが高い。3．研究開発力。4．収益力が高

い。5．管理の標準化。

 中国食品関連企業の強み：

• 1．経営者と従業員の勤勉さ。2．ビジネスモデルの革新。3．スピードと規模を重視し、実際には非

常に速いスピードで発展している。

 中国企業にとって参考になるポイント：

• 1．日本企業からオペレーション効率化および生産管理の方法を学ぶ。2．日本企業の企業文化と

管理制度を学び、従業員が長く働き続けられる企業を構築する。3．日本企業の高い収益力は中

国企業にとって非常に参考になる。

 日本企業にとって参考になるポイント：

• 1．中国企業はビジネスモデルなどの面で積極的にイノベーションを行っており、それは、いつも慎

重に経営を展開している日本企業にとっては参考になる。2．日中両国の企業は協力を通じて、中

国の大きな市場と日本の高い技術力を組み合わせることで、共同でよりよい未来を切り開く。
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ディスカッション詳細：テーマ③ 日中双方企業による連携手法の検討など

No. 質問事項 回答者 回答

4
日中企業の提携にあたって、想定される課

題と障壁は何か？

サンヨー食品

鹿島様

• 日中企業の提携で困難を乗り越えたサンヨー食品と「康师傅」提携の事例を紹介する。提携の歴史

は1999年から今まで22年になるが、ここまではいくつかのフェーズに分かれている。

• 最初はアジア通貨危機直後に「康师傅」が被った財務的なピンチにサンヨー食品が台湾側のオー

ナー企業である「頂新グループ」と完全に同数株を持ち合う形で出資協力をしたのがスタートであっ

た。提携当初、売上が引き続き伸びていたが、財務面の健全性はよくなく、まずは資金繰りを安定し

ないといけないという共通の目標のために、サンヨーから発見されていた当時のメンバーも、金融機

関や投資家を走り回って、資金繰りを勤めていた。

• その後、様々なヒット商品に恵まれて、財務面でも安定し、「康师傅」の業績を徐々に伸ばしていった。

• 直近の数年間は商品戦略上の失敗や判断上のミスが続いた時期があり、その立て直しにはパート

ナー同士として権限額などの議論が数年間続いていたという事実も一つある。両企業が一番重要視

していたキーワードは「イコールパートナー」という精神で、「イコールパートナー」という信頼関係に基

づいて、色々な厳しいことを解決していこうというところで、ここ1~2年は極めて安定した状況にまた

戻った。

• 提携は資本か技術か、また提携自体はどちらから求められたものであっても、「イコールパートナー」

という精神、すなわち「真の運命共同体」になりえるかは長続きする提携成功のカギである。

• 提携の中にはいろいろ理解し合って提携が成立するが、実際にお互いに肌の中で目的が違うという

ケースも少なくない。自分が求める果実を刈り取ってしまう、腐ってしまっても構わないという提携だ

けは避けないといけない。
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ディスカッション詳細：テーマ③ 日中双方企業による連携手法の検討など

No. 質問事項 回答者 回答

5

日中双方企業がより連携しやすいように、

どのような施策や仕組みが望まれている

か？

SOC

宮里様

• 2008年までは資本を中国に輸入した時期であったが、2014年以降は中国の資本が海外に輸出

することになった。中国は生産基地というイメージはここ数年間ようやく変わった。

• 今まで、日本企業は中国を生産基地にして、製品を日本国内に持ち込む時代であったが、これ

から、中国での生産、開発、販売だけではなく、中国での販売のみならず、世界への販売という

新しい日中企業の付き合い方に変わっていく。

• まず、ブランド力がある日本企業は中国国内で「日本のものだから、中国の消費者が使って貰お

う」という発想から、中国の消費者が望んでいるものを製造するために、市場開発あるいは中国

のパートナーとよく、慎重で市場調査をして、中国の人口構成に対応した商品開発をしないとい

けない。また、今は新興企業とより親密な関係を構築しないといけない時代である。日本の伝統

的なものづくりと新しい技術をうまく組み合わせることで、新しい食品産業を作る。同時に、中国の

伝統的なブランドをどのように日本の消費者に分かってもらうについては、単純に昔の輸入商社

だけではなく、日本の食品関連企業と連携してやっていくことがよい。仲介企業より、「共同運命

体」という企業連携をすることがこれからますます重要になっていく。

• 日本企業にとっては、中国市場への進出を成功させるためには、鄭様がおっしゃったとおり、中

国の現況を十分に考えなければならない。中国では、これから「少子高齢化問題」がますます深

刻になり、消費者は子供を非常に大切にしている。また、「90後」の消費者はできるだけものを使

うなどの消費傾向に対して、どのような商品が相応しいか、日本企業はこれから考えなければな

らない問題になる。
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事業構想 全体像

製造・加工生産 流通 消費

主要課題と
現地の対策

日本企業の
強み

• 消費者の健康志向が高まり、関連食

品の開発と市場開拓に注力している

• 日本企業の高いレベルの生産管理能

力と品質管理体制

• 日本企業の研究開発・商品開発力

• 日本の食品の安全性・信頼性

• 日本の健康商品のブランド力

• 日本企業の研究開発・商品開発力

• 社会全体の食品安全への関心が高

まっているため、食品メーカーが自社

の生産管理・品質保証に注力する

【事業構想①】 中国企業への資本参画

等による中国市場の進出

【事業構想③】 業務提携による中国市場

への進出と販路拡大

事業構想※

【業務提携/資本参入/直接投資】フードバリューチェーン各所にある食品関連企業が提携し、共同で中国進出

• 日本企業の冷凍・冷蔵食品の流通に

関する包装、運搬、正確な温度制御、

追跡管理等の技術

• 食品コールドチェーンの整備、追跡シ

ステムの構築と管理強化

【事業構想②】 中国企業のネットワーク

と日本企業のノウハウのシナジー効果

※ 事業構想の詳細は、次項以降のページをご参照ください
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3章 中国 3-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討



日本企業の中国市場進出方式の比較

直接投資

中国
企業と
提携

技術
提供

業務
提携

資本
参入

中国市場
進出方式

• 自社の得意なニッチ市場を選定し、関連ノ

ウハウを中国現地の提携パートナーに提

供、定期的に技術使用料を回収

• 現地企業の株主になり、自社優位性の活

用により中国市場での競争力を強化、定

期的に配当金を回収

• 中国現地の大手企業と提携し、お互いの

ネットワーク、ノウハウ、資源を導入して、

市場シェアを向上

詳細 難易度

高

低

中

中

• 直接投資により、自社で現地ネットワーク

を構築し、市場に参入

メリット デメリット

• 中国市場への資金投資が少ない

• 固定収益を確保可能

• 技術情報流出のリスクがあり、自社の強

みが外部に模倣される

• 中国国内市場の拡大が限られる

• 投資金額が比較的小さい

• 提携相手の強み、ノウハウを吸収可能

• 短期間で業務拡大可能

• 自社の技術やノウハウ、情報などの流

出リスクがある

• 提携先事業の継続性が不透明

• 自社の技術やノウハウ、情報などの流

出を防ぐ

• 自主経営権がある

• 小さいリスクで現地企業のネットワーク・

資源を獲得可能

• 短時間での市場進出が可能

• ある程度の投資金額が必要

• 提携相手との経営方針の不一致の恐れ

がある

• 投資金額が非常に大きい

• 利益を得られるか否かが不確定

• 欠損のリスクがある

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

日本企業の中国市場進出方式の比較
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事業構想案①

製造・加工

• 日本企業の高いレベルの生産管理能

力と品質管理体制

• 日本企業の研究開発・商品開発力

• 社会全体の食品安全への関心が高

まっているため、食品メーカーが自社

の生産管理・品質保証に注力する

【業務提携/資本参入】中国企業への資

本参画による、中国市場の進出

事業内容
と狙い

事業展開方法

進出可能な
日本企業

• レトルト食品

• 即席食品

• 中堅・中小規模の食品メー

カー

• 資本提携・参入

• 事業提携

事業構想案

• 大都市を中心

• 学生

• 独身サラリーマン

商品

地域

顧客

内容

• 日本のレトルト食品の種類が中国より豊富で、日

本企業が高い商品開発と生産技術を持っている

• ライフスタイルの変化により、今後中国におけるレ

トルト食品の市場が成長する見込み

• 食事の準備に時間や手間をかけたくない、もしくは

時間や体力の制限で出掛けられない人をターゲッ

ト顧客とする

補足説明

• 商品開発、生産管理、販路開拓など幅広い範囲で

の技術提携とノウハウ・資源の共有が必要なため、

より強固な提携方式が望ましい

• 日本国内の市場にとどまらず、海外に展開したい

と思うものの、自社資源が限られている企業

項目

事業構想案①
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流通

• 日本企業の冷凍・冷蔵食品の流通に

関する包装、運搬、正確な温度制御、

追跡管理等の技術

• 食品コールドチェーンの整備、追跡シ

ステムの構築と管理強化

【業務提携】中国企業のネットワークと日

本企業のノウハウのシナジー効果

事業構想案②

事業内容
と狙い

事業展開方法

進出可能な
日本企業

• コールドチェーンの精緻化

管理による取扱いしにくい

食材の配送サービス

• コールドチェーン管理関連

の日系物流企業

• 冷凍・冷蔵食品メーカー

• 業務提携

事業構想案

• 中国全域（コールドチェー
ン未整備の中西部地域、
特に農村部市場のポテン
シャルが高い）

• 食品小売企業（配達）

• 飲食業（デリバリー）

サー
ビス・
商品

地域

顧客

内容

• 日本では食品特性に基づいた輸送時の最適な

温度制御技術と管理システムが進んでいるため、

中国のコールドチェーン構築に必要とされている

• 中国で該当技術（サービス）の普及によって、食

品関連企業の取り扱い食材の範囲が広がり、新

しい市場の成長ドライバーになる

• 食品小売業の配達や飲食業のデリバリー等に活

用できる（サービスの品質向上）

補足説明

• 物流網の整備等に時間と資金の投下が必要なた

め、中国企業との業務提携により日中双方の強

みの共有が成功のカギとなる

• 中国における未発達なコールドチェーンを整備す

ることによって、新しい冷凍・冷蔵食品の市場進

出チャンスも創出できる可能性がある

項目

事業構想案②
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消費

• 消費者の健康志向が高まり、関連食

品の開発と市場開拓に注力している

• 日本の食品の安全性・信頼性

• 日本の健康商品のブランド力

• 日本企業の研究開発・商品開発力

【業務提携】による中国市場の進出と販

路拡大

事業構想案③

事業内容
と狙い

事業展開方法

進出可能な
日本企業

• 健康関連食品

 ダイエット食品

 シニア向け食品

• 美容やダイエット、アンチエ

イジングなど細分機能を持

つ日本食品企業

• 業務提携

事業構想案

• 中国全域

• 女性

• シニア

商品

地域

顧客

内容

• 日本市場において、健康食品の機能細分化は中

国より進んでいるため、ターゲット顧客への明確な

機能訴求によって、中国市場の既存商品との差別

化ができる

• 地域よりもターゲット顧客の明確化は重要

• 広い国土に散在するターゲット顧客への情報発信

と商品配達は重要

補足説明

• 中国市場の特徴※から、有効な販路開拓と短期間

でのシェア拡大は重要なため、販売網等の自社資

源を持つローカル企業との提携は有効な手段

• 自社の投下資源を抑えながらの中国進出の第一

歩として、適切である

• 中国市場の反応を見ながら、今後事業展開の計画

を精緻化していく

項目

（※国土面積が広く、販売チャネル多様、競争激しく真似されやすい）

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

事業構想案③
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4章 中東（サウジアラビア）
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調査実施要領

• 本事業において、文献調査による情報収集の他、特に我が国の食産業の海外展開を検討する上で重要と考えられる情報について、関連する現地団体・企業・関係
者等へのインタビュー等を以下の要領で実施した。なお、インタビューは再委託先であるみずほサウジを通じて実施した。

日付 種別 FVC 対象 TV会議への参加

2021/1/14 民間企業 卸・流通 Arabian Food Corporation 〇

2021/1/17 民間企業 生産・加工 Chopped/Spread

2021/1/20 組合組織 消費
Royal Commission for Development of Riyadh 

- Saudi Chef Society

2021/1/28 政府組織 - Ministry of Water, Environment and Agricutlure 〇

2021/1/31 政府組織 - JETRO 〇

 ヒアリング実施先一覧

4章 中東（サウジアラビア）
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• 2020年3月2日にサウジで初となるCOVID-19患者が報告されて以降、サウジアラビアにおけるCOVID-19の新規感染者数は急増。ピークは2020年6月18

日の4,949人。当初は新規感染者の80%程度を外国人労働者が占めていたが、5月26日時点では45%をサウジアラビア人が占めるなど感染拡大の様子
が変化

• 外出規制措置の効果もあって新規感染者数は徐々に減少。2021年1月4日には82人まで減少するが、 2月以降は減少傾向は止まり300人超で推移してい
る。2021年3月10日17時（CEST）の新規感染者は390人

4章 中東（サウジアラビア）

COVID-19感染拡大の状況

ロックダウン
（3/23～5/28）

3/4 聖地巡礼の
一時停止

4/7 主要都市の24時間の
外出禁止措置開始

2/2 日本を含む20ヵ国からの
サウジ入国制限を発表

影響と見通
し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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• サウジアラビアのロックダウンは2020年3月23日から5月28日まで。その後徐々に規制緩和措置が講じられた
• 2020年12月21日から新型コロナウイルス変異種の感染拡大防止措置として、ほぼ全ての国際線が運行を停止。21年2月2日 日本を含む20ヵ国からのサ

ウジ入国制限を発表

4章 中東（サウジアラビア）

渡航／入国制限の状況と各種規制緩和の動き

渡航/入国制限状況

 2020年3月2日 サウジで初となるCOVID-19患者が報告

 2020年3月23日 国内全域における夜間（午後7時から午前6時）の外出禁止
措置を実施

 2020年4月7日 主要都市で24時間の外出禁止措置を発令

 国際線の運航は停止措置が取られており、外国人の聖地への巡礼の一時
停止措置を実施

 12月21日午前0時より、新型コロナウイルス変異種の感染拡大防止措置とし
て、ほぼ全ての国際線が運行を停止

 12月24日、同国に乗り入れる全ての国際航空便を１週間中断させると発表。
状況に応じて中断期間延期の可能性有

 21年1月29日、変異種確認に伴い、海、陸、空港の再開を延期し、国民の旅
行禁止を2021年3月31日から5月17日に延長

 21年2月2日 日本を含む20ヵ国からのサウジ入国制限を発表

 21年2月14日、レストランでの食事の禁止やショッピングモール/ショッピング
センターの閉鎖を含む、パンデミックの拡大を抑制することを目的とした最近
の制限を20日間延長すると発表

各種制限の緩和の動き

 5月28日、段階的な外出規制緩和措置を開始

 6月21日以降、引き続き感染拡大予防策を最大限に講じつつ、マッカを除い
て外出禁止措置を解除。外出禁止以前と同様の活動を行うことが可能に

 8月24日、パスポート総局は、近隣諸国から王国に戻ることを希望する市民、
その家族（非サウジ人も含む)、および彼らに同行する王国に居住する家事
労働者に対して、陸路での入国を許可。但し、事前承認及び48時間以内の
PCR検査証明書の持参が必要

 渡航制限完全解除は、例外を除き2021年1月1日以降と発表。規定の例外は、
公務員および軍の職員、サウジの外交使節団及び領事機関の職員並びに
海外駐在員、地域的機関及び国際機関職の職員並びにそれらの家族及び
同行者等

 12月10日、ファイザーとバイオエンテックが共同開発したコロナワクチンの緊
急使用を承認

 サウジ食品医薬局（SFDA）を通じて品質検査を実施した後、各地域に配布す
る計画。2021年3月までは65歳以上の高齢者と医療従事者、肥満患者、自己
免疫疾患者、慢性疾患者などがワクチン接種の対象

資料：各種報道資料より、みずほ情報総研作成

影響と見通
し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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原油価格の下落
• 2020/2/25 COVID-19の拡大に伴って世界規模での原油需要の縮小が懸念され、原油価格が下落
• 2020/3/6 OPEC総会において、ロシアが減産に合意しなかったことから協議が決裂
• 2020/3/9 サウジが日量970万バレルの生産量を4月から1,000万バレル以上の水準まで引き上げる方針を掲げ、原油価格は大幅に下落
• 2021/1/5 サウジ政府は2～3月に日量100万バレルの原油を自主的に追加減産すると表明。 COVID-19感染拡大によるロックダウン（都市封鎖）で需要

回復が鈍るとの懸念に対応。これによって、ニューヨーク市場の原油先物は同日、一時5%上昇し10カ月ぶりに1バレル50ドル台をつけた
• 2021/2/18 サウジアラビアの原油の自主減産を2021年3月で終える案を検討と報道

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

原油生産量及び原油価格の推移

資料：U.S. Energy Information Administrationより、みずほ情報総研作成

影響と見通
し

課題の整理 対策の検討 事業構想

131



ＶＡＴを5％から15％へ引き上げ

• 2020/5/10 感染抑制策での支出拡大、油価低迷による原油輸出収入減等による財政悪化を受け、6月以降家庭への月額生活費補助を撤廃、6月20日に
一部製品の輸入関税を引き上げ。7月以降VATを5%から15%へ引き上げ

• 関税引き上げの対象品目は74ページに及ぶ輸入品のリストに記載されており、食品・飲料では、生きている動物、肉、魚介類、乳製品、ヨーグルト、野菜、
果物、砂糖、米、菓子、ジュース、ソース、蜂蜜などが含まれる。

• 野菜、肉、魚介類等の生鮮食品の国内価格が大幅に上昇。サウジアラビアでは、トマト、キュウリ、コショウ、マンゴー、ナツメヤシなどを国内で生産している
が、輸入食材は多くのスーパーマーケットで入手可能であり、しばしば国産より安価である。輸入関税の影響もあり、特に野菜が高騰するなど、コロナ禍で
家庭内消費傾向が続く中、家計を圧迫。

消費者物価指数の推移

資料：General Authority for statistics、Consumer Price Indexより、みずほ情報総研作成

影響と見通
し

課題の整理 対策の検討 事業構想

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

132



農業大臣が「食品セクターはCOVID-19を克服」と発言。食料安全保障を強化

• 2020年6月22日 サウジアラビアの環境・水・農業大臣は、「新型コロナウイルスによる世界の食料サプライチェーンへの深刻な影響にもかかわらず、サウ

ジアラビアは食料と農業の安全保障の強さと耐久性によって、危機を克服することができた。現在、サウジアラビアは中東で最大の小麦と小麦粉の貯蔵能
力を持ち、330万トン以上を貯蔵している。」と語り、国民の不安を払拭

• 同大臣は、サウジアラビアが現在、多くの農産物に関して高い自給率、信頼性及び品質を達成していることを強調。「製品の自給率は、ナツメヤシ125%、野
菜・鶏肉60%、鶏卵116%、生乳及びその誘導体109%、魚類55%となっている。」と述べた

• 一方、下図のとおり、水資源確保のための生産縮小の影響で、2019年までのサウジ国内の穀物や野菜類の生産量は減少傾向にあった
• 2020年12月17日 環境・水・農業大臣 は、11の農産品について自給率向上を目指すことを発表し、食料安全保障の強化を図るために国産化を計画してい

ることを示した

農業生産の変化

資料：サウジアラビア統計年鑑2019より、みずほ情報総研作成

生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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食品流通への影響① 生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

農林水産分野の実質GDPの推移 農産物・食品の輸出入額推移
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ロックダウン中は輸出入・ GDPともに低下

• ロックダウン中の2020年第2四半期には、食品の輸出が激減。
• 動物性食品、植物性食品、及び油脂に関しては、2020年3月～4月頃に輸入が減少し、その後横ばいとなっている。
• 農林水産分野における実質GDPは2020年第2四半期に前年同期比で激減したがその後回復傾向にある。

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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食品流通への影響② 生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

 サウジアラビアにおける穀物の輸入・加工・輸出のためのターミナルを
設立予定。

 サウジ港湾局はサウジ農業畜産投資会社（SALIC）と31万3,000㎡のヤ
ンブ商業港のリース契約を締結し、年間500万トンの穀物を輸入・加

工・輸出するための、同国初かつ最大規模の穀物ターミナルを建設す
る。サウジアラビアの食料安全保障戦略に沿って、主要穀物のサウジ
アラビアへの輸入速度を強化することを目指している。

 サウジアラビア港湾局は、マースクによるラビグのジェッダ港とキング・
アブドラ港の両港を経由する新しい輸送ラインの開設を発表。紅海沿
岸のコンテナ輸送を行う。新航路は、紅海沿岸のジェッダ・イスラム港
やキング・アブドラ港と、スエズ湾やアカバ湾を結ぶため、国内産品の
直接航路となる見込み。輸出入業務の円滑化・迅速化と貿易取引の
拡大をめざすもの。

 サウジアラビアのキング・アブドラ港の年間取扱量は、2020年末まで
に215万 TEUとなり、2019年比で6.6%増加。

 2020年には、国内市場向けのコンテナ取扱数は16%増加。
 貨物取扱量は333万トン （2019年は296万トン） となり、バルク・一般

貨物とも12.4%増加。特に、医薬品や医薬品の輸入が2020年の8月ま
でに72%増加した。

 サウジアラビアの環境・水・農業省によると、生体の家畜輸入量は、
2020年１月から６月までの間に約126万9,000頭に達した。内訳は羊
約120万頭、ラクダ約1万7,300頭、牛約5万2,000頭である。

 サウジ穀物機構 （SAGO）は2021年3-4月期に66万トンの飼料大麦（66

万トン）を輸入する契約を締結した。大麦の輸入と販売を民間部門へ
移行するまでの間、備蓄を増やすことを目的としている。

 世界的な輸送ラインであるHMMを通じたジュベイル港における、サウ

ジアラビアと東アジア諸国との間の新しいコンテナ輸送ラインの操業
を開始。

貿易動向 港湾設備動向

2020年の貿易取扱量は増加基調

• サウジアラビア環境・水・農業省は、サウジアラビアのサプライチェーンはコロナ禍による影響をうけていないと強調。
• 海上輸送を強化しており、国内と諸外国を結ぶあらたな航路の運航を開始する等、サプライチェーンの安定化に投資している。
• ロックダウン中の2020年第2四半期には、食品の輸出が激減したが、2020年の上期の家畜輸入量は増加し、年間を通じて飼料備蓄も増加傾向にある。

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活の変化 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

参考：サウジの食品・飲料業界の見通し （Jones Lang LaSalle IP, Inc.の見通し）

• サウジアラビアの食品・飲料業界は、中東で最大で、2018年の市場規模は同国のGDPの10%を占めている。投資会社JLLの2020年6月のレポートでは、約
450億ドルの価値があると述べている。

• サウジアラビア投資庁（SAGIA）は、今後5年間でフードサービスへの支出が年6%増加すると予測しており、経済全体にとっての重要性を強調している。
• サウジアラビアでは、2021年までに約590億ドル相当の食品・飲料産業への投資が見込まれている。
• JLLのレポートによると、平均的な世帯は総支出の18%を食品・食料品に費やしており、これはサウジアラビアの国内需要がGCCの総消費の60%を占めてい

ることを意味する。 2018年に約700億ドルがサウジアラビアで食料消費に費やされた。
• また、同レポートにおいて、サウジアラビアの同セクターの成長を促進する4つのトレンドについて概説している。

１．簡便志向から多様な食体験志向へ

消費者は利便性よりも新たな食の経験に関心を持つようになり、ファストフードからファストカジュアルにシフトすると予想している

２．健康的で持続可能な食事

消費者の健康志向は高まっており、食サービスの提供者は、より健康的なメニューオプションを導入するようになる

３．国産ブランドの出現

政府が観光業の振興を重視していることから、国産ブランド、地元の食材、サウジアラビア料理の提供が求められる

４．宅配サービスとダークキッチンの拡大

Webサイトやデリバリープラットフォームのみで食事を提供する、客席もホールスタッフもないレストラン「ダークキッチン」が増える

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活への影響① 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

外食産業への影響

• ロックダウンによってショッピングモールが閉鎖され、これらの複合施設に店舗を持つレストランは、オンライン配送サービスの実施が難しく、収益が減少
• このような状況に対して、投資庁は自治体と連携し、来店者を限って労働者が影響を受けたレストランに来店できるように調整

• 2020年、サウジアラビアではNOBUをはじめとする、数多くの新しい日本料理店が開店。リヤドではマモ、ヤウチャ、ビリオネアなどの海外チェーンもオープン
• 2021年にも、リヤドでRokaやZumaのようなハイエンドチェーンの開店が予定されている。また、ルプティメゾン、オブリックス、インコニトなどが新たに加わる

見通し
• サウジの有名チキンレストラン 「アルバイク」 が、2020年にバーレーンに2つの支店を開設。2020年後半にはバーレーン国際空港に1号店を開店
• 米国を拠点とするグルメレストランチェーンのBurgerFi Internationalは、Food Supplies Co.との新たな契約に調印し、サウジアラビアに進出。2021年第４四半

期にホバーシティのブルジュ・アルファルダンでオープンする予定（https://www.arabnews.com/node/1792051/business-economy）
• 一方、国際的なチェーンは進出を断念、ノビコフ、スシサンバ、ハッカサンなどは2020年中にオープンする予定だったが、キャンセルされたか保留となった

• 新型コロナウイルスの変異種拡大の懸念から、2021年2月に飲食店とジムのロックダウンが始まり、外食産業に大きな痛手を与えている

ショッピングモールの閉鎖

ハイエンドチェーンの進出と断念

2回目のロックダウンで、レストランの廃業が増加

主要な日本食レストラン

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活への影響② 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

健康的な食習慣を評価

• Alfaisal大学の調査結果によると、健康的な食習慣について、 COVID-19の感染拡大前と比較して、感染拡大後はVery goodの回答が増え、PoorやFairの回
答が減少

• また、テイクアウトや宅配が普及する一方で、消費者の中食に対する食品衛生面での不安が大幅に増加

資料： COVID-19 pandemic’s impact on eating habits in Saudi Arabia
Noara Alhusseini, Abdulrahman Alqahtani College of Medicine, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活への影響③ 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

中食の衛生面を不安視

• テイクアウトや宅配が普及する一方で、消費者の中食に対する食品衛生面での不安が大幅に増加

資料： COVID-19 pandemic’s impact on eating habits in Saudi Arabia
Noara Alhusseini, Abdulrahman Alqahtani College of Medicine, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活への影響④ 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

健康的な食習慣を評価

• Alfaisal大学の調査結果によると、健康的な食習慣について、 COVID-19の感染拡大前と比較して、感染拡大後はVery goodの回答が増え、PoorやFairの回
答が減少

• また、テイクアウトや宅配が普及する一方で、消費者の中食に対する食品衛生面での不安が大幅に増加

資料： COVID-19 pandemic’s impact on eating habits in Saudi Arabia
Noara Alhusseini, Abdulrahman Alqahtani College of Medicine, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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消費生活への影響⑤ 生産 製造・加工 流通 消費

課題の整理 対策の検討 事業構想影響と見通し

ECサイト・宅配サービスの需要拡大
• Alfaisal大学の調査によると、回答者の食料品の購入頻度は、ロックダウンの前と後で大きな変化がなかった。但し、食料品の購入先に関する質問では、市

場での購入からオンラインでの購入に変化
• 2020年7月末の 時点では、食品の配送は電話注文による配送が主流であったが、COVID-19による外出規制及び夜間外出禁止措置を機に、多くのデリバ

リーアプリが普及
• サウジアラビア人材開発基金は配送業への若者の参画を促すため、配達用車両の購入等に対して、助成金や無償貸与を実施
• 2020年12月17日 商務大臣兼メディア大臣代行のMajid bin Abdullah Al-Qasabi氏は、36,447のEストアが過去9ヶ月間に上市されたという。これは前年比

171%の増加であると述べた

資料： COVID-19 pandemic’s impact on eating habits in Saudi Arabia
Noara Alhusseini, Abdulrahman Alqahtani College of Medicine, Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia

4章 中東（サウジアラビア） 4-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 課題の整理 対策の検討 事業構想

新たに講じられた政策①
4章 中東（サウジアラビア） 4-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び現地FVC再構築に向けた最新動向調査

 公的投資基金（Public Investment Fund : PIF）によると、2021年～2025

年の戦略的投資にかかる１３のセクターの一つとして、食料・農業セク
ターも含まれる。特に、食料安全保障と持続可能な食料生産システム
の達成に加えて、食料輸入源の多様化を主題としている。サウジアラ
ビアの食料・農業セクターの成長促進、世界のハラルな製品流通セン
ターとしての地位の強化を目標として掲げている。

 サウジアラビア環境・水・農業省は農家支援及び食料輸入促進のため
の総額25億SARに上る農業計画を導入。これにより、ファンドの予算は
55億SARとなる見込み。これは2019年のほぼ３倍であり、海外投資に
向けた資金も増加傾向にある。なお、2020年には農業セクターへの貸
付は 37億SARと達した。

 特に、米、大豆、とうもろこし、砂糖などの穀物輸入業者に対する銀行
保証は、2020年３月から20億SARに及ぶ。

 ファンドの予算はCOVID-19以前から増加傾向にあり、海外投資に10億
SARを割り当てることを含め、すでに2019年より約60%増加していた。

 果物や野菜の国内生産を増やすことはサウジアラビアの最優先課題
の一つであり、2020年はトマトとキュウリの生産量を50%増やすことを

目標としている。国土の大部分が砂漠であるため、従来の農法よりも
90%少ない水で栽培できる水耕栽培も奨励している。そのため、資本
金への投資の大部分をカバーするローンの提供も実施している。

 農業開発基金（Agriculture Development Fund: ADF）は、農業セクター
支援の枠組みに対し、様々な支援策を通じて8200億SARを超える貸

付および融資を行う。コロナウイルスの影響を緩和するためイニシア
ティブとして、①中小規模農業者の固定資本と運営コストのサポート
及び②食料安全保障戦略の対象農産物の輸入にかかる融資（商業
銀行と協働）を含む。特に、デーツの加工、施設園芸、家禽および魚
の養殖、家畜協同組合に関連した獣医サービス構築、飼料の輸入、
動物生産資材の輸入等が優先事項。一部の作物の作付けと輸出を
目的とした海外農業投資への融資を承認。

 サウジ食品医薬品局（SFDA：Saudi Food & Drug Authority）によると、
サウジアラビアの食品供給は、近代的なシステム投資のおかげで、
COVID-19のパンデミックの影響を受けていない。 SFDAは、食糧供
給の継続性と輸入食品の安全性を確保するために必要な措置を講じ
ており、サウジアラビアの陸海空各港を通じて食品の輸入と検査の手
続きを簡便にしようとしている。

 サウジアラビア環境・水・農業省等が共同で南西部における約15,000
の農業基金構想を検討。

 農業開発基金は、銀行および商業銀行とのパートナーシップ契約に
よる融資プログラムを締結。持続可能な資金調達手段を通じた農業
セクター開発を強化することを目的とする。農産物等の輸入支援に融
資し、食料や穀物等の在庫確保等に利用。

政策動向 投資動向

農業・食品セクターへの支援及び投資政策

• COVID-19以前からの傾向である、農業・食品部門への投資は、2020年も好調に増加。
• パンデミック初期には物流の混乱も見られたが、食料の安定供給のため、食料の輸入支援や農家支援によって食品の在庫確保等を実施しており、前

年よりも農業関連投資を増加させる見込み。
• 輸入業者への補償に加え、野菜や果物の国産化を進めることを目標として、節水農業にも投資。
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策②

食料不安を払拭するために、様々な消費者保護策を実施

外出禁止令の中で食品配送は免除

• 2021年3月15日 サウジアラビア政府はコロナウイルスにより、モール、レストラン、コーヒーショップ、公園、庭園の閉鎖に加えて外出禁止令を発表。一方
で、コロナウイルスの蔓延を食い止めるため、スーパーマーケット、薬局、レストランへの食品配送は免除

小売店の食品在庫を調査

• サウジアラビア商務省は、食品のサプライチェーンの安定的かつ持続性を把握するために、全国 73,000以上のスーパーマーケットや店舗における食品在
庫の実態を調査

消費者コールセンターを開設

• サウジ商務省は、消費者保護を徹底するために消費者の問い合わせや苦情を専門とする消費者コールセンターを設立
• 2020年3月23日から4月18日までの間、同センターには84,262件以上の報告が寄せられ、その多くは野菜、果物、消毒剤、マスクの値上げに関するもの

だった。
• 商品の便乗値上げが散見されたことから、商務省は、価格操作の許容度をゼロにして、全ての小売業者に対して厳しい検査と規制を実施。検査チームは、

違反者に対する法的処罰を実施して市場価格の安定化を図った

外出禁止令の中で食品配送は免除

小売店の食品在庫を調査

消費者コールセンターを開設
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策③

消費者保護政策の成果

グローバル消費者信頼感指数が世界第2位に

• 消費者保護政策施行の結果、市場調査会社のIPSOSが発表しているグローバル消費者信頼感指数（Global Consumer Confidence Index）で、 2020年
12月、サウジアラビアは世界第2位にランクされた。第1位は中国

• グローバル消費者信頼感指数（Global Consumer Confidence Index）とは、地域経済の現状と展望に対する消費者の態度、個人の財政状態、大規模投
資に対する意欲、貯蓄能力、雇用などを測定したもの。消費者マインドのインデックス（指数）化し、個人消費動向を把握する際に利用される

出所：IPSOSのHP https://www.ipsos.com/ja-jp/global-consumer-confidence-index-december-2020

グローバル消費者信頼感指数が世界2位に

国別指数
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生産 製造・加工 流通 消費

影響と見通し 事業構想課題の整理 対策の検討

新たに講じられた政策④

足下の経済状況

2021年1月のインフレ率は5.7%に上昇

• 2021年1月のインフレ率は前年同月比5.7%と、2020年12月の5.3%から上昇

• サウジアラビア統計局 （GASTAT）は、消費者物価は2020年7月VATの増加を反映していると指摘。2021年1月の消費者物価は0.2%上昇した

• 食料・飲料の消費者物価指数は、主として肉・野菜などの食料品価格が12.3%上昇したことから、年率で12.6%最も高い上昇率となった。

• 2021年1月は、 166商品中、16の商品・サービス価格は前年同月比 で下落し、148商品は上昇した。91の食品の中では、インド産のカルダモンが前年比
35.0%増と最大の伸びを示した。次いで、国産鶏卵が前年比24.5%増となった。一方、国産のズッキーニとカボチャは前年比12.0%減と8.9%減と、最も大
きく減少した。飼料・畜産物の11商品の価格は、いずれも前年同月比で上昇

に対する罰金の免除を2021年6月30日まで延長

• The General Authority of Zakat and Tax （GAZT）は、経済を刺激し、新型コロナウイルスの発生による経済的影響を軽減するためのイニシアティブとして、
罰金の免除を2021年6月30日まで延長した

• 納税者は納税の遅れや納税申告の遅れに対する罰金を免除される。また、付加価値税（VAT）法に基づく更正処分も免除。納税者が2021年1月から3月の
期間に確定申告書上の税額を全額納付すれば、課徴金が100%免除される

• さらに、 GAZTは2021年の4～5月の期間中に税金を全額納付すれば、罰金を免除されると述べた。また、50%の免除は、州税を6月中に全額納付する納
税者にも適用される。

https://saudigazette.com.sa/article/602768

https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Saudi_Arabias_January_inflation_rises_to_57_on_food_prices_VAT_effect-ZAWYA20210216110216/
https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1444601?utm_source=ArgaamSM&utm_medium=twitter

納税の遅れなどの罰金の免除を2021年6月30日まで延長

2021年1月のインフレ率は5.7%に上昇
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4章 中東（サウジアラビア） 4-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び現地FVC再構築に向けた最新動向調査



主旨 • 昨今のCOVID-19の感染拡大により、各国の食品業界及びフードバリューチェーン (FVC) の各プロセスはこれまでにない影響を受
けている。一方で、消費者の健康志向や内食・中食ニーズの高まり等、この大きな変革をビジネスチャンスの好機と捉えることも可
能である。

• 本会議では、日本とサウジアラビア両国の食品関連企業に広くお声がけをし、コロナ禍での事業の影響と変化について議論した上
で、今後の提携可能性がある分野を検討し、業界の健全かつ持続可能な発展を実現することを目標として開催した。

会議詳細 開催日程： 2021年3月3日（水） 16:00～18:00 （日本時間）
会議方式： WEB会議（Zoom）
使用言語： 日本語と英語（逐次通訳）
開催協力： みずほサウジアラビア

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

TV会議概要

アジェンダ

 開会のご挨拶等（JST16:00-16:10）
開会のご挨拶及び参加企業団体のご紹介 （農林水産省）

 基調プレゼンテーション①（JST16:10-16:25）
「COVID19がフードバリューチェーンに与えた影響」 （みずほ情報総研株式会社）

 基調プレゼンテーション②（JST16:25-16:40）
「サウジアラビア市場への“マーケットイン”への考え方」 （株式会社みずほ銀行）

 ディスカッション（JST16:45-17:50）
テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会
テーマ② 消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機会
テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

 論点まとめ（JST17:50-17:55）
 閉会のご挨拶等（JST17:55-18:00）

参加者（敬称略）

コメンテーター 佐藤タキ
（日本食普及の親善大使）

米倉大輔
（日本貿易振興機構（JETRO））

鶴本 新一郎
（㈱ヘルシーワンコーポレーション）

オブザーバー 農林水産省、在サウジアラビア日本国
大使館、サウジアラビア環境・水・農業
省、サウジアラビア投資庁

日本企業（一般財団法人を含む）
（４１名）

中東企業
（１８名）

FVC再構築検討のためのTV会議実施
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No. 論点 テーマ

①

消費者の健康志向に対するビジネス機会
について

1. COVID-19前後でどのような食の消費の変化があったと考えるか？

2. サウジアラビアの消費者の健康志向の特徴として、糖質、カロリー、栄養、アレルギー等、何を気にして
いるのか？

3. サウジアラビアの消費者は、どのような食品や食材に関心を持っているのか？
4. 食を提供する側は、どのような食品の提案を行っているのか。ラベリング等の表示の実態は？
5. 日本の食品メーカーからの提案

②

消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機
会

1. COVID-19の影響で食材の調達に関してどのような影響があり、どのような工夫をなさったのか？
2. フードデリバリーの普及において、日本の食品や食材の提案は有効か？

3. 日本ではコンビニなどで小分けにした惣菜の種類が増えてきているが、サウジアラビアでもそのような
ニーズは出てくると考えるか？

4. 内食志向の高まりを受けて、レシピ動画等による日本の食品や食材の提案は有効か？

③

日本とサウジアラビア企業の連携と可能性 1. 日本の食文化の浸透に向けて何をすべきか？
2. サウジアラビアの食品関連産業が日本企業との連携で求めるものは何か？

3. 日本とサウジアラビアの双方企業がより連携しやすいように、どのような施策や仕組みが望まれている
か？

4. 日本とサウジアラビアの企業の提携にあたって、想定される課題は何か？

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録

ディスカッション概要

回答者 経歴等

佐藤タキ 氏 • 中東における経験としては、アラブ首長国連邦(UAE)で4年間働いた後、転職してサウジアラビアで5年間勤務。
• サウジアラビアにおけるレストランのランキング上位50の1位を獲得したZUMAのドバイ店舗で勤務していた。
• リヤドではドバイと同じメニューを提供してもうまくいかなかったので、リヤド市内にある200程のレストランを食べ歩き、現地の人々に受け入れられる

味を研究した。

米倉大輔 氏 • JETROの中東アフリカ課に所属し、サウジアラビアを担当している。2010年から2014年までJETROのリヤド事務所にて勤務していた。本会議では、現在
現地に駐在しているJETROスタッフにも確認した上で、最近の状況について回答。

鶴本新一郎 氏 • 主に健康食品（例えば苦みの天然成分であるナリンギンを活用した商品）を扱う会社を経営している。

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施
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No. テーマ 回答者 回答

1
COVID-19前後でどのよ

うな食の消費の変化が
あったと考えるか？

米倉大輔氏

• サウジアラビアは観光・サービス業が発展しており、外食産業もまた発展しているため、現地人はケータリ
ングサービスを好んで活用している。COVID-19による外出制限によって外食や店内でのイートインの機会
が減った半面、フードデリバリー産業の売り上げが大きく伸びている。

• 現地人は食の安全性と風味への関心が高い。
• COVID-19による原油価格の下落を受けて、現地のVAT（付加価値税）が5％から7月に15％に引き上げら

れた。しかしサウジアラビアの中間層は比較的裕福であり、食品の消費についてそれほど大きな悪影響
は見られなかった。

2

サウジアラビアの消費
者の健康志向の特徴と
して、糖質、カロリー、栄
養、アレルギー等、何を
気にしているのか？

佐藤タキ氏

• 同じ中東であってもドバイ（UAE）とリヤドでは顧客の好みが異なる。リヤドでは顧客の9割が現地人である
ため、メニュー作りに苦労した。現地の人々に受け入れられる満足いくメニューの完成までに、200程のレ
ストランを食べ歩き研究を重ね、1年程かかった。

• 食の健康としては、糖質、カロリー、栄養、アレルギー等の要素が考えられるが、サウジアラビア人はそれ
ほど気にしていないと思われる。

3

サウジアラビアの消費
者は、どのような食品や
食材に関心を持ってい
るのか？

米倉大輔氏

• 健康志向について、アラブ料理では野菜が使われるもののお米中心のメニューであり、サウジアラビア人
は糖分摂取量をそれほど気にしない傾向にある。最近は健康志向の高まりを受けて有機野菜が注目を
集めておりスーパーで販売されているが、マーケットでは通常見かけない。最近では、メニューにカロリー
表示が義務付けられているように、消費者はカロリーを注意し始めている。これまで、「健康＝ウェルネ
ス」という概念は欧州の若い世代のコンセプトだと考えられてきたが、最近はサウジアラビアでも徐々に広
まってきている。

佐藤タキ氏

• 勤務するレストランでは、Instagram等のSNSを通じてレストランの最新情報をアップロードしている。顧客

が外食時に気にしているポイントとしては、カロリー、栄養素及びアレルギーである。時々ビーガンの顧客
が見受けられるが、まだそれほど多くはない。

• サウジアラビアの消費者が関心を持っている食材としては、牛肉、羊、鶏肉、水産物の順に挙げられる。
特に牛肉の人気は高い。それらと野菜の人気の差はとても大きい。

テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会について

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

4

食を提供する側は、どの
ような食品の提案を行っ
ているのか。ラベリング
等の表示の実態は？

佐藤タキ氏

• 現地のスーパーでは、オーガニックのラベリングが貼付された商品がよく見受けられる。また、低脂肪
(Low Fat)のキーワードのラベリングも見かけるようになったが、パッケージやデザインの効果はそれほど
大きくないと考えられる。

5

日本の食品メーカーか
らの提案 鶴本新一郎氏

• 当社ヘルシーワンコーポレーションが取り扱う健康食品としては、苦みの天然成分であるナリンギンを活
用した商品がある。見たところ普通の白い粉だが、食欲制御、ダイエット、血流改善やアレルギー制御に
効果がある。レストランでもそのまま使えるように風味を整えている。

• 値段は100 SAR程度を想定している。ハラルにも対応しており、残留農薬は世界的な基準に合わせて製造
されている。5年後を目途に本製品を活用した商品でサウジアラビア市場を展開したいと考えている。

追
加
質
問

現地で好まれる味、人
気のある食肉ブランドは
あるか。

佐藤タキ氏

• 現地人は甘さ、その中でも甘辛、甘酸っぱい、甘苦味を特に好む。ソースとして食材の上にのせる形が好
まれるが、店舗ではソースを別添する形で提供している。

• 外食産業、つまりレストランでの人気を考えると、牛肉はオーストラリア産が人気であり、現地の小売りの
肉屋でも主要な商品として扱われ、高級レストランではよく使われている。その次に人気なのはニュー
ジーランド産であり、現地のニュージーランド大使館が大々的にプレス発表する等、現地レストランを対象
にしたPR活動を積極的に展開している。

• 現地のスーパーでは、オーストラリア産の牛肉と同程度の価格でニュージーランド産の牛肉が販売されて
いる。

追
加
質
問

シーフードに関する現地
の輸入規制の動きにつ
いて。

米倉大輔氏

• 個々のケースについて回答するのは難しいが、一般的にサウジアラビアにおける食品の通関は難しい。
現地のSFDA（サウジ食品医薬品局）が医療や食品の通関を担当しているが、特に食品は事前通知もなく

急に規制が変わることがあるため、対応が難しい。そのため、現地の輸入業者と頻繁に連絡を取って常
に最新の情報を得る必要がある。

• またサウジアラビアの政府機関や現地JETRO、農林水産省等の公的機関を利用して、なるべく現地に関す
る最新情報を得られる様にするべきであると考えている。

テーマ① 消費者の健康志向に対するビジネス機会について

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

1

COVID-19前後でどのよ

うな食の消費の変化が
COVID-19の影響で食材

の調達に関してどのよう
な影響があり、どのよう
な工夫をなさったのか？

米倉大輔氏

• COVID-19以降、人々の食生活は変化している。6月にロックダウンが解除されて以降は人々の生活は通

常に戻り、食品の購入に問題はないと聞いている。小売店等の食料供給者は在庫不足等の問題を抱え
ていない。外食産業については、通常は高級レストランに卸している様な特殊な食材に限って流通が一部
停止したと聞いている。

2

フードデリバリーの普及
において、日本の食品
や食材の提案は有効
か？ 佐藤タキ氏

• 現地の味覚や文化にあった食品でなければならない。日本人はあっさりした味を好むが、現地人はこって
りした味を好むなど、消費者の嗜好の違いも理解すべきだ。以前、ドバイモールにヨックモックが店舗を出
しており、同社の甘いお菓子が人気を集めていた。

• 一般的に中東では甘い菓子が好まれ、また沢山お客を招いてパーティーする習慣もあるため喜ばれる。
また贈り物を送る文化もあり、パーティーセットが人気商品だった。

• 最近、現地では和牛が欲しいという要望が大きい。和牛が解禁されれば佐藤氏の店舗でも取扱う予定だ。
その際にはハラル対応をした、信頼性の高い和牛を取り扱いたい。

3

日本ではコンビニなどで
小分けにした惣菜の種
類が増えてきているが、
サウジアラビアでもその
ようなニーズは出てくる
と考えるか？

米倉大輔氏

• サウジアラビアでは一人暮らしすることが少なく、また一人暮らしでもメイドを雇っているケースが多い。通
常は大家族で暮らしており、大きな調理が一般的なため、小分けにして販売するニーズはまだ大きくない
と思われる。

4

内食志向の高まりを受
けて、レシピ動画等によ
る日本の食品や食材の
提案は有効か？

佐藤タキ氏

• サプライヤーとの取り組みは重要。

• 例えば、サウジアラビア人に合うレシピを動画としてアップロードして宣伝する方法は効果がある。現状で
は提案するプレイヤーが限定されている点が問題であり、一般人が発信者としてこのようなツールに取り
組むことも有効だと思う。

• 最近、現地サプライヤーのArabian Foods Corporationと一緒に企画して、日本の伝統料理を現地で調達で
きる食材で作った動画をアップロードしたいと考えている。

テーマ② 消費者の食生活の変化に対する新たなビジネス機会

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

1

日本の食文化の浸透に
向けて何をすべきか？

佐藤タキ氏

• サウジアラビアは経済的に豊かな国であり、欧米の有名ブランドや大企業は既によく知られている。この
ような既存ブランドと価格で勝負するのは難しいため、日本独自の商品、例えば日本茶、お菓子、ノンア
ルコールビールや和牛など独自の商品を販売することが必要。

2

サウジアラビアの食品
関連産業が日本企業と
の連携で求めるものは
何か？

米倉大輔氏

• 現地でのビジネス機会としては、寿司、焼きそば、焼き飯の人気が高く、これらのメニューの提案は可能で
ある。緊急宣言以降は内食の機会が増えた。

3

日本とサウジアラビアの
双方企業がより連携し
やすいように、どのよう
な施策や仕組みが望ま
れているか？

佐藤タキ氏

• 現地で和食の認知度向上に貢献する取り組みが必要だろう。
• ドバイの見本市であるGulfoodにJETROは参加しているが、サウジアラビアではバイヤーが新商品をユー

ザーに提案するのではなく、ユーザーのニーズに基づいて新商品を購入する逆のパターンが多いことか
ら、ユーザーである消費者、ホテルやレストランの業者に日本食に興味を持ってもらう必要がある。

• これまで見本市ではプロのシェフや業者向けのセミナーを開催するなどの取り組みを行っているが、この
ように日本食を紹介する機会があれば大いに活用し、現地人が好む和食を提供すべきだ。

4

日本とサウジアラビアの
企業の提携にあたって、
想定される課題は何
か？

佐藤タキ氏

• まずは価格、物流、そして嗜好性だ。また先ほどお伝えしたSFDAが管理する輸入規制の問題もある。現
地からの報告では、コロナの影響で今後は更に通関手続きが厳しくなることが予想される。

テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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No. テーマ 回答者 回答

追
加
質
問

参加者からの質問で、
現地のE-Commerceの状

況についてお答え願え
るか。

佐藤タキ氏

• サウジアラビアではE-Commerceは有効だと考えている。特に若い層を中心に携帯電話を使って様々な商
品が取引されており、デリバリー食品に対する品質にも抵抗なく活用しているようだ。

• また若い世代は、スタートアップとして様々なECサイトやアプリケーションを独自に作っている。サウジアラ
ビア人が関心をもつ食品や食材については、日本食をサウジアラビアに強く売り込む必要がある。

追
加
質
問

日本食文化を浸透させ
るための取り組みにつ
いて、佐藤様にお伺いし
たい。

佐藤タキ氏

• レストランやホテル、またスーパーでも今後広く啓蒙していきたい。特に国際見本市などの大規模イベント
ではスペースを確保し、様々なイベントを展開したい。

• これまでは、例えば日本調理師協会と連携して、日本料理の紹介等の活動を実施してきた。同協会は初
めての中東支部としてサウジアラビアに事務所を設立する予定であり、今後も日本食文化を一層広めて
いく予定だ。

• 今後は現地人の日本食シェフを育てるために現地のレストラン、ホテルやスーパーとの連携を強化し、私
（佐藤様）自身は日本食の連携役としての役目を果たしたい。

• パリに本部を持つ料理教育機関であるル・コルドン・ブルーは日本料理も今後の料理プログラムに含める
ことを発表しているが、このような動きに感化されてサウジアラビアでも和食が一層広まることを期待して
いる。

追
加
紹
介

Arabian Foods 
Corporation社のレシピ

動画事業についてご紹
介いただく。

Ahmed Houri氏

• 当社は食品流通業者であり、日本食を多く取り扱っている。
• レストランへの供給も行っており、佐藤様も弊社の顧客である。
• 2020年4月に新しいアプリケーションのAFC Gourmetを開発し、新たに宅配サービスを開始したが、日本食

材もデリバリーしている。現在12都市にて展開し、登録ユーザーの数は35,000人である。

• 冷凍食品の取り扱いも多く、日本食では特にカニ、キューピーマヨネーズやお米が主要な商品となってい
る。

• また、最近は日本食レシピを動画にアップして展開する計画を立てており、佐藤様と共に日本食の作り方
をより広めたい。

テーマ③ 日本とサウジアラビア企業の連携と可能性

4章 中東（サウジアラビア） 4-3. FVC再構築検討のためのTV会議実施

日本サウジアラビア食品関連企業の意見交換座談会 議事録
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③日本企業の強み

①サウジアラビアにおける農業生産・食に関する変化
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従前のトレンド（Before COVID-19）
 女性の社会進出による調理済品の需要増加
 伝統食から家禽等のタンパク質ベースへの食の変化
 食安全や健康食品に対する関心が向上
 若者の増加による簡便なスナック等の需要増加
 ベビーフードへの関心の高まり
 節水型農業、養殖業への関心の高まり

 調理済み食品の味の質が高く、栄養バラ
ンスを考慮した選択肢が多い

 内食用の食材や調味料が豊富で、家庭で
も簡単に本場の味を再現できる

 高品質な簡便即食食品及び健康志向食
品（低カロリー、低脂質等）の開発が得意

 日本食はヘルシーとのイメージがある

 魚介類の調理方法・コールドチェーンに強
み

事業構想案： サウジアラビア産食品と共存しうる日本食品の輸入・販売事業の展開

日本の食品・食材に
親しんでもらうための、

ポイントを絞った
マーケットイン活動

②サウジアラビアの課題

 コールドチェーンが不十分

 インフラメーカーが小規模であり、統合
組織が存在しないことによる規格化の
遅れ

 本格的な日本食に対する関心を高め
る機会がない（提供機会がほとんどな
い）

 健康食品に対する知識が偏向的

• 下図は、サウジアラビアにおける事業構想案の例を示したものである

新トレンド（With/After COVID-19）
 消費者の外出自粛による外食の減少及び中食・内食の

増加
 健康食品への意識の高まり
 食に対する安全、衛生意識のさらなる向上
 関税・VATの増税による食の集約化

【事業構想案② －健康志向の食品・食材に特化したプロモーション展開】
 現地食材・料理に適した機能性が高い食品の市場調査・開発

ターゲット：健康意識の高い中年層、美容に関心のある女性等

【事業構想案① － WEBサイトを活用した日本の食品等の普及促進】
 ECサイトを活用したテストマーケティング

ターゲット： 新しい味覚、商品に関心がある若年層

事業構想案 全体像

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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背景

 サウジアラビアのスマートフォン普及率は96%（2019年3月～2020年3月）

 外出規制及び夜間外出禁止措置を機に、食品の配送に宅配アプリが普及

 外出規制等の後は安全性やコスト削減の観点から、サウジ国内でも中食・内食の需要が拡大

 宅配アプリの浸透により、ファストフード店の需要は大幅に回復。外食産業から小売食品の輸入業者へのシフトした業者も存在

 西洋文化に触れた若者を中心として、健康志向が高まっている

想定される
現地市場への

アプローチ

 健康的な日本の食品・食材に、ビジネスチャンスが到来

 EC等を活用した高品質かつ健康志向の加工食品等の販売

 レシピ動画等による日本の食文化、食材のアピールで、サウジの消費者の反応を見ながら販路開拓

事業構想案①

WEBサイトを活用した日本の食品・食材の普及促進

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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事業構想案①

• サウジアラビアの消費者、食品業界には、馴染みのない日本の食品・食材を、現地ECサイトと連携して動画等で紹介。接点を拡大するとともに、消費者
の嗜好性を探ることで、サウジアラビアに適した商品の開発に役立てる

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討
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背景

 サウジアラビアの消費者は、肉を好み、味の濃いもの、甘いものを嗜好。食品について根強い文化、伝統、慣習を重視

 若者への西洋の食文化の浸透と相まって、肥満や糖尿病の消費者が増加しており、社会問題化している

 COVID-19の感染防止のロックダウンの影響で、生活習慣病対策としての健康食品に可能性

想定される
ビジネススタイル

 日本は、カロリーフリー等の健康志向の加工食品のラインナップが豊富。栄養補助食品なども充実

 所謂“リセット食品”など、食べ過ぎを解消する食品・食材にも可能性あり

 一方で、これらの多くは味覚が淡白で日本人好みとなっているため現地にサウジアラビアの消費者が受け入れられる健康志向
の食品・食材と現地と協力して探索する段階

 現地の小売店、食品メーカー、研究機関と連携して、サウジアラビア人の好みに合った健康志向の食品・食材の開発や、試食会
によるサウジ料理に合う食品・食材を検討する等、関係構築を進めていく。例えば、健康志向の調味料の開発等健康志向の調
味料や

事業構想案②

健康志向の食品・食材に特化した多角的なプロモーション展開

 健康志向の食品のテストマーケティングは、消費者に継続的に
使用してもらうことが必要。現地当局との調整が不可欠

 現地のフィットネスや健康関連産業との連携も検討

 また、外食産業と連携して、日本の伝統的な健康食品を紹介す
るなど、多角的な展開を試行していく

4章 中東（サウジアラビア） 4-4. 日本の技術・ノウハウを活用したFVC再構築の検討


