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[シンポジウム]

日本産加工食品の輸出の現状と課題
一国際的知名度と取組主体の規模に注目して一

神代英昭*1

要旨

農林水産省は 2020年に輸出金額を I兆円規模に拡大することを目標に掲げている。具体的には加工食品の輸出

拡大を狙うとともに，①世界の料理界での日本食材の活用推進，②日本の「食文化・食産業」の海外展開，③日本

の農林水産物・食品の輸出の 3つの取り組みを一体的に推進することを目指している。ただし近年の日本食は国際

的なブームに乗っているように見えるが，①日本食材の活用推進につながっている例は，味噌・しょうゆなど国際

的知名度の高い一部の食品・食材に限られている。また，②食産業の海外展開は，主に民間の大企業によって進め

られてきたが，この動きは海外での現地生産化につながりやすいため，③日本の農林水産物・食品の輸出は矛盾す

ることもある。

今後の輸出促進のためには，現在の国際的知名度が低い食品の底上げも含めて，全体で考えていく必要があるだ

ろう。本報告ではこんにゃくに注目して聞き取り調査を行ったが，輸出に取り組んだ効果として，①経営者の意欲

向上，②新規市場の開拓，③食品産業の可能性の拡大の 3点を指摘できる。また今後の課題としては特に日本食の

効能に関する基礎研究や科学的根拠の収集・発信が指摘された。これは個別主体だけでは実現困難なため，政府の

役割が非常に大きくなってくると言える。

[キーワード]農産物輸出，日本産加工食品，国際的知名度，こんにゃく

The Trend of Export of J apanese Processed Foods 
-Focusing on Global Popularity and Scale of Manager-ー

Hideaki ]INDAr" 1 

Abstract 

Ministry of agriculture. forestry and fisheries aims to expand the export amount 1 trillion yen scale by 2020. It 

focus especially on increasing export of J apanese processed food. and promoting following three actions in an 

integrated direction: (1) promoting use of Japanese foodstuff in the world. (2) overseas deployment of Japanese 

food culture and food industries. (3) promoting exports of food. agriculture. forestry and fisheries of Japan. 

Recent J apanese foods looks as having an international boom such as miso and soy sauce. But there are few 

successful examples. Also. overseas development of the J apanese food industry is mainly promoted by large 

companies in the private sector. but this movement is easily linked with the localization of production in 

overseas. So. (2) overseas deployment of Japanese food industries contradict (3) promoting exports of food. 

agriculture. forestry叩 dfisheries of J apan. We will have to think altogether. improving the low popularity foods 

of the current and promoting export of the future. In this report focus on konjac. we can find 3 effects on 

exports: motivation of managers. finding new international markets. finding new international roles of J apanese 

food industries. The future problem is collection and transmission of scientific basic research information on the 

effectiveness of the J apanese foods. This is difficult achievement only by an individuals. so the role of the 

Government come bigger 

[Keywords] Export of Japanese foods. Japanese processed foods. Global popularity. Konjac 

* 2014年度春季大会シンポジウム「世界遺産和食の海外展開と食品輸出」基調報告

*1 宇都宮大学農学部. Utsunomiya University. Department of Agriculture 
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1.農林水産物・食品の近年の輸出実績と

『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦

略』

わが国では， 2003年以降農林水産物・食品の輸出

拡大に向けての積極的な取り組みが活性化し， 2007 

年までは順調に輸出金額が増大し， 5.160億円を記録

した。しかしその後， 2008~09 年のサブプライムロー

ンに端を発する世界的な景気後退や， 2011~12 年の

福島第一原子力発電所の事故に伴う諸外国の輸入規制

強化の影響により壁に直面し， 2008年から 2012年ま

での輸出金額は微減・停滞し， 4，000億円台にとど

まっていた(石塚・神代 2013)。ところが2012年末

に誕生した第 2次安倍政権の下，農林水産省は 2013

年8月に『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦

略j(以下， I戦略Jと略)を公表し， 2020年までに

輸出金額を l兆円規模に拡大するという具体的な数値

目標を掲げるとともに，重点国・地域，重点品目へ支

援を集中させることを明確化した(農林水産省

20l3)。円安と日本食ブーム，東南アジア諸国の経済

成長という環境変化の追い風も受け， 2013年度の農

林水産物・食品の輸出金額は前年 (2012年)の 4，497

億円から 22.4%増加し輸出統計の開始年 (1955年)

以来，史上最高の 5，506億円を記録した。この結呆に

関し農林水産省は「官民ともにやる気スイッチが入っ

た成果」と表現している(全国農業新聞 2014)。そ

して 2014年6月24日に閣議決定された「日本再興戦

略(改定2014)Jでは， 2030年に農林水産物・食品の

輸出額5兆円の実現を目指す新たな目標が掲げられて

いる。

近年の輸出促進対策の特徴は以下の 2点である。第

lに， 日本の食文化の普及や食産業の海外展開との一

体的推進の明確化である。 2013年 12月和食のユネス

コ無形文化遺産登録を典型に 海外で日本の「食」が

注目されていることを背景に，世界の料理界での日本

食材の活用推進 (MadeFROM Japan :以下， Fと

略)， 日本の「食文化・食産業」の海外展開 (Made

BY Japan :以下， Bと略)， 日本の農林水産物・食品

の輸出 (MadeIN J apan :以下， 1と略)の 3つの取

り組みを一体的に推進する， IFBI戦略」が掲げられ

ている1)。第2に， 日本食の有望なコンテンツとして

の加工食品の重点化であり，輸出振興の重点的な柱に

据えている。

IT. 日本産加工食品の政策的位置づけと輸出

実績一国際的知名度と主体の規模ー

1. I戦略」における加工食品の位置づけ

加工食品は農林水産物・食品輸出額の 4分の l強を

占めるほどの主軸であり，また長距離輸送にも耐える

特性を持つ 2)0 I戦略」における加工食品の扱いは大

きく，加工食品全体の将来目標も輸出金額の構成を大

きく変化させるほど，群を抜く水準に設定されている

(表1)。倍率として大きいのは牛肉とコメ・コメ加工

品であるが，その輸出金額規模は小さい。輸出金額規

模で加工食品に匹敵するのは水産物であるが，その倍

率は小さい。

また，戦略では加工食品を①調味料類，②菓子類，

清涼飲料水，③レトルト食品，アルコール飲料など 3)

の3つに分類し，現状分析や 目標設定がなされてい

るが，特に，みそ，醤油を代表とする①調味料に対す

る期待が非常に大きい。「戦略」の①に関する表現を

そのまま引用すれば， I日本食の根幹をなすものであ

り，調味料だけは日本製にこだわる(海外)事業者も

多い」ことから， I日本食を構成するキラーコンテン

ツの代表として， 日本食の普及.made by J apan普及

表 1 r戦略」記載の輸出実績と目標

2012年実績 2020年目標 倍率

金額 構成比 金額 構成比 (金額ベース)

合計 4，500 100.0 % 10.150 100β% 2.3 

水産物 1，700 37.8% 3，500 34.5% 2.1 

コメ・コメ加工品(米菓・日本酒含) 130 2.9% 600 5.9% 4.6 

林産物 120 2.7% 250 2.5% 2.1 

花き 80 1.8% 150 1.5% 1.9 

青果物 80 1.8% 250 2.5% 3.1 

牛肉 50 1.1% 250 2.5% 5.0 

茶 50 1.1% 150 1.5% 3.0 

加工食品 1.300 28.9 % 5，000 49.3% 3.8 
-ーー..・-------------------------------------------------------------------.-・・・ー・ーーーー・・・・・・・-・・・・・・ー・・・ーー--------------・・・・・・・・・・ーーー・-----------------------------ーー----------------------・‘

調味料類 270 20.8% 1.600 32.0% 5.9 

菓子・清涼飲料水 215 16.6% 1.400 28.0% 6.5 

レトルト食品，アルコール飲料など 814 62.7% 2，000 40.0% 2.5 

資料:農林水産省『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』の数値を基に報告者作成
注:加工食品の内訳の3分類の構成比は，加工食品に占める割合。その他の構成比は合計に占める割合。
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の取り組みとあわせて進める」と位置付けている 4)。

また，政府・ジェトロ・民間の役割分担と連携によ っ

て， I出せる市場(日本食が一定程度確立している安

定市場)Jから「出したい市場(食文化の浸透を通じ

た新規開拓が必要な新興市場)Jに出すことにより，

開拓競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャ

ンJを切り開く ，と締めくく っている。

2.醤油の輸出実績とその背景

確かに醤油，みそなどの調味料は，現時点で国際的

に高い知名度を得ているとともに，優れた輸出実績も

収めているため有望コンテンツのように見える。例え

ば財務省「貿易統計」によれば，醤油の輸出実績

(2012年)は，17，337 kl . 36.7億円，輸出相手国数は

62である。ただしこの数字に関しては注意深く見

る必要がある。

第1に，これらの「有望」食材の現在の地位は，民

間の大企業の，積極的かつ地道な海外進出 ・展開の蓄

積によって成し遂げられた結果である。醤油の国際化

にキッコーマンの貢献が大きいことは良く指摘されて

いるが(茂木 2006.キッコーマン HP)，同社は

1957年という早い時期からアメリカに販売会社を設

置し醤油の国際化に取り組んでいた。近年の農産物 ・

食品輸出への政策支援や注目が高まる 2000年代中盤

よりもはるか前から， 日本料理の調味料として伝える

のではなく ，しょうゆを使ったアメリカ人好みの料理

を開発し， しょうゆの味を知ってもらう地道な動きを

展開し 5) それに応じて次第に現地需要が伸びてきた

のである(図1)。この動きと連動し，キッコーマン

は現地工場の設立と現地生産化の動きも強めていく 。

そして第 2に，現時点での輸出実績を他品目と比較

すれば極めて優良に見えるが，醤油そのものは近年の

(1.∞OKL) 

輸出が伸び悩む一方，海外での現地生産化が進んでい

る。図2のように日本全体の醤油の輸出実績は 2008

年の 19，773kl . 41.1 億円をピークに微減傾向にあり，

圏内生産量のうち輸出に振り向けられる割合は 2.0%

に過ぎない。それとは対照的に，(日本企業の)海外

生産量は継続的に増加し 2011年は 19万 8，000klを記

録しており ，同年の輸出量と比較すると 11.9倍であ

る。また日本国内での製造 (出荷)量も含めて考える

と， 日本企業による製造量の 19.3%は海外工場で製造

されていることとなる 6)。この数値は 1989年時点で

は4.2%であったことも併せて考えると，醤油の国際

化は Iではなく Bを中心に実現されたといえる。

3. r戦略」の特徴と，国際的知名度の低い品目の中

小規模主体に注目する意義

これまでの農林水産物 ・食品の輸出促進対策におい

ては，特に生鮮食品を中心に，国内市場との関係で輸

出に向かう事例が強かった 7)。しかし 2013年の「戦

略」は，I (日本産農林水産物・食品の輸出)を促進

するために， F (海外での日本食材の活用推進)や B

(食文化 ・食産業の海外展開)も併せて総合的に考慮

する FBI戦略が提起され，画期的で=あったと言える。

しかし三者を総合し一体的に進めるという総体的な

文脈の中では，F， B， Iの相互関係は見失われがちで

ある。前述した醤油の現状を基に考えると ，F， B， I 

の3つの動きは，必ずしも一体的とは言えない。

第 Iに，食文化の普及に関する，地道で、長期的な取

り組みによってようやく Fが定着し，その後の BやI

の拡大可能性が生まれるのであって，この因果関係は

逆転しづらい。そもそも食料消費と食生活には密接な

つながりがある。異なる食文化圏の食品はもともと現

地に存在しないものであり それがそのまま取り入れ

2013年度 196.000kl 

180 1974年度-2013年度の平均伸び率 8.0%

150 

120 

90 

60 

30 

。
1974 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 

図 1 キッコーマンの海外における醤油販売量の推移
資料 キッコーマン HPr海外への展開Jより引用 (http://www.kikkoman.co.jp)
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的記述が乏しい中では，これまで成功した品目・ 主体

をさらに伸ばすために，支援を重点化するような方針

のように映る。しかし Bではなく Iを増やすという

「戦略」の本来の趣旨に戻って考えるならば， Bへの

展開につながりやすいような国際的知名度の高い品目

や大規模企業の取り組みだけでなく，これまでは対象

になりにくかった品目(国際的な知名度の乏しい食

材)や主体(中小規模)に関しでも，対象に含めて考

えていく必要が高いといえよう 。しかしそうした動き

に関しては基礎的な情報収集さえも行われていない段

階にある。そこで以降では，国際的知名度が乏しく輸

出取組主体の規模も小さいこんにゃくを題材に，輸出

の現状と課題について考えてみたい。

国際的な知名度の乏しい加工食品・こん

にゃくの輸出の現状と課題

m. 

1.こんにゃくの特徴と本報告の視点

本報告でこんにゃくを取り上げる際には 4つの点に

留意する。第 lに，こんにゃく製品は超低カロリー，

豊富な食物繊維という効能を保有しており，世界で広

がる 「日本食=健康食」というイメージに合致する可

能性が高い。第2に，他国には存在しない，日本独自

の食文化に根付いた伝統的加工食品であることから，

「日本ならではのストーリ ーJを発信でき る可能性が

ある。第3に，保存期間が長く(板こんにゃくで約 1

年間)，常温コンテナの船便 (2-3か月)にも十分対

応できるように，保存・流通適性に優れている。しか

し第 4に，現在のこんにゃく製品の海外の消費量およ

び知名度は極めて低い。後述するように，こんにゃく

製品はただまだ知られていないだけでなく，知られた

上でも受け入れられにくい傾向がある。そういう意味

られることは少ない。特に製造地の味覚，食習慣，利

用方法に基づく消費形態を前提とした高度加工食品は

その傾向が強い(門間 2006)。その壁を乗り越える

ための地道な「出したい市場」づくり(新興市場の開

拓)の積み重ねの結果として，現在の「出せる市場」

(安定市場)が形成されている。そうした意味から言

えば， 一旦成功をおさめた大規模企業であっても，新

天地の異なる食文化圏で「ブルー -オーシャン」をさ

らに開拓することは短期間では済まず，容易ではない

だろう 。

第2に， FとB，FとIは連動する可能性が高いが，

BとIは必ずしも結びつくとは限らない。加工食品は

海外需要の小さい初期の段階では輸出から開始したと

しても，特定地域で需要が高まり輸出が増大すると，

現地生産化する方が経済的と考えられ，継続的な輸出

量拡大は考えにくい (門間 2006)。従来の輸出は政

策支援が乏しく自助努力に委ねられてきたため，取組

主体が民間の大規模企業に限定されてきたことも考慮、

すれば，初期段階では Iであっても，ある段階から B

にシフトすると考えられる。言い換えれば， Fと IB
+IJが連動するとしても，BとIはトレードオフの

関係にもなりかねない 8)。

以上を踏まえ，現在の 「戦略jの問題点を指摘す

る。第 Iに数値目標が先行しすぎて，その実現手段が

不明確な印象を受ける。大分類の品目の目標金額が設

定された後に，重点品目と重点国・地域がそれぞれリ

スト化されているが，それらをどのように結びつける

のかが明確で、ない。

そして第 2に政策支援をどのような主体に集中させ

るのかについての記述も乏しい。前述したように，戦

略の数値目標は品目ごとに大きな差があり，その中で

も加工食品，とりわけ調味料への期待は大きい。具体

財務省 「貿易統計Jの輸出量と，資料
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では IやBの重要な条件となる Fに関して大きな問

題を抱えている。このような可能性も課題も多い食品

を題材に，実際に輸出に取り組んでいる主体の現状と

課題について，聞き取り調査を基に整理していく。

2. こんにゃく製品輸出に取り組む主体の概要と契機

今回調査対象とした，こんにゃく製品の輸出に取り

組む 4つの主体の概要と 輸出事業の現状・課題につ

いて整理し，表 2 を作成した。なお A~C はこんにゃ

く製品製造業者(メーカー)であるが， Dはこんにゃ

く生産農家が自ら製品製造部門にも展開した事例であ

る。

まず各主体の概要に注目すれば9) AとBは西日

本を中心とした消費者立地型， CとDはコンニヤク

イモの産地立地型である。設立年に注目すれば， A

とBは老舗， CとDは新しい主体である。また規模

(資本金)に注目すれば，食品製造業としてはすべて

中小規模に属するが，こんにゃく業界内では AとC

は平均的， BとDは大規模といえる。また国内の販

売先を見れば. A~D の全てが一般的なこんにゃく製

造業者とは異なる特徴的な販路を確保している。

次に輸出の契機に注目すれば，開始時期は AとB

が早期.CとDは近年である。その直接的契機に注

目すれば• A~C は海外展示会への参加で、あるが，当

初は取引先の紹介でありそこまで主体的ではなかった

10)。また日本国内市場での定番商品が海外では全く受

け入れられない経験をしたことも共通している。例え

ばAは昔ながらの伝統的な手作り製法(パタ練り)

にこだわった，自慢の高品質の板こんにゃくをシンガ

ポールに持って行った。在留日本人には喜んで受け入

れられたものの，欧米人や現地住民には全く見向きも

されなかった。 Cも圏内市場でおみやげ用・業務用で

鍛えあげた玉こんにゃく，板こんにゃくなどを上海に

持参したが，その長所というべき形，あたたかさ，香

りを中国人から拒絶され試食時に目の前で吐き出さ

れる経験もした。

これらの経験を糧に海外向けに新規開発した商品

が，輸出の主力商品となつている。 Aは海外経験を

持つシエフとアドパイザ一契約を交わしし，

原色.. (赤，緑，黄)を意識し穀物と野菜(ほうれ

ん草，かぼちゃ，にんじん)を混ぜたパスタタイプの

商品「雑穀こんにゃく麺」を作り上げた。さらにスー

プとの絡み具合や食感・のどごしも楽しめるよう，断

面を星形にする工夫も施した。 Cは群馬県の「こん

にゃく海外戦略研究会J11) に参加し，中国やフィリ

ピン，タイ，インドネシア出身の群馬県内の大学に

通っている来日 l年以内の留学生 100人を対象に，こ

んにゃく料理の試食会・アンケート調査を 2012年か

表2 こんにゃく製品の輸出に取り組む主体の概要と，輸出事業の現状と課題

A B C D 
企業名 有限会社 株式会社 株式会社 農業生産法人

石橋屋 原田食品 北毛久呂保 グリーンリーフ株式会社

立地 福岡県大牟田市 山口県岩国市 群馬県利根郡昭和村 群馬県利根郡昭和村

創業年 1877年 1924年 1968年 製品製造は 1990年から

各主

設立年 1992年 法人化 64年，株式化88年 1974年 法人化94年，株式化02年

従業員数 12人 12人 18人
70人(こんにゃく部門は

体 17入〕
の

資本金 800万円
1;467億'25円万円

1，000万円 9，550万円
概要

総販売額 l1!意8.000万円 l億 3.000万円
6億 5.000万円

(うち，こん約 80%) (うち， こん約 40%)

国内の販売先
スーパー，百貨庖. スーパー，生協， おみやげ用・業務用 生協，有機宅配業者，
生協等 コンビニ 中，心 外食など

輸出開始 2002年 2006年 12010年 2012年

契機
日本食フェアへの参加 展示会に参加 商談会への参加
(シンガポール) 1 (上海) (ドパイ， ロシア) EUのブームの情報提供

輸出の
雑穀こんにゃく麺 コンニャクイック ジャーキー麺

輸出
主力商品

(やきそば) (有機JAS)シラタキ
板こん，刺身こん 板こん スイーツ

の 輸出実績 70 t 11，000万円 100kg (ジャーキー) 24万パック

現状
輸出相手国

米. EU3か国，東南アジアカナダ¥アメリカ アメリカ，ロシア
EU' 5か国

など 15か国 イギリス，台湾 i香港
課 中間流通 商社経由 商社経由 商社経由 商社経由
題

最終消費者 量販店，外食企業 スーパー・量販庖 (ベジタリアン向け) 小売，自然食品庖

輸出の課題
展示会のハードルが局い 相手国による制度差

使用方法の説明が困難
条件が厳しく，

(外国語の資料作成等) 貿易実務が大変 必要投資額が大きい

輸出の効果 創業者魂の復活 適正価格と利益の実現
開拓者精神 製造現場の技術水準と
地域活性化への貢献 意識の向上

調査日 2012/9/28 2012/8/8 2014/4/2 2014/4/2 

資料 聞き取り調査に基づき，筆者作成。
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ら実施し，再び¥海外ではこんにゃくは全く知られて

いないという事実を突き付けられた。そして異なる食

文化圏の海外市場ではまず「食品」として認識しても

らうこと自体のハードルが高く，それを乗り越えない

と品質や味の面での勝負ができないことを思い知っ

た。認識を改めた後は「こんにゃく海外戦略研究会」

の中華料理人の協力を仰ぎ，中華風焼きそばにアレン

ジした麺タイプに挑戦したり 若い留学生の声を活か

したベジタリアン向けのジャーキーやデザート感覚の

タピオカ風こんにゃくの開発に着手したりもしてい

る。

Dは唯一，輸出契機が若干異なっている。 Dはこん

にゃくの有機JAS認証を 2000年に取得した数少ない

主体であるが，当初，輸出にはそれほど積極的ではな

かった 12)0 2011年 11月ごろにこんにゃく以外の有機

食品で付き合いのあった商社経由で， ヨーロッパでダ

イエット本が発売されたことを契機として，カロリー

がない麺として「シラタキ」がブームになっていると

いう情報を入手した。またヨーロッパでは全般的に，

人間の体に良い「マクロピオティック」が高い関心を

集め，農薬や添加物を減らした有機農産物や食品が好

まれていた。ダイエット関係の「シラタキ」ブームか

ら派生し有機食品「シラタキ」の需要も増えたが，そ

もそも「シラタキjが国際商品ではなかったため，対

応できる供給主体は存在しなかった。それらの状況を

調査したうえでDは2012年3月から有機シラタキの

輸出に着手する。有機JASはもともと日本独自の制

度であったが. 2010年からは EUの有機規格との同

等性が認められたことも追い風となった。 l年目の

2012年は 6月から 12月までの半年間で 1か月あたり

900パックをイタリア・ドイツへ中心に出荷し. 2年

目は lか月あたり 20.000パックを EU5か国に出荷す

るまで拡大し. 3年目も順調に拡大している。

3.こんにゃくの製品輸出の現状と課題

流通経路に注目すれば，中間で専門の商社を経由す

ることは共通しているが，相手国や最終消費者につい

ては，各主体の戦略や主力商品に応じて多種多様とい

える。このことは， 日本国内市場とは異なる対応がそ

れぞれの場に応じて求められることを意味し，以下の

3つのような影響を与えている。

第 lに，関わる主体の意欲を向上させ，経営者の創

業者魂，開拓者精神を呼び起こしている。 Cの言葉を

引用すれば，圏内での反応は，おいしいかまずいかの

枠内であるが，海外での反応は良くも悪くも規格外で

あり，純粋な感動につながる。異文化体験を通じて，

眠りかけていた創業者魂，開拓者精神が刺激される場

に何度も直面することが面白くなり癖になってくると

いう。またこうした効果は経営者のみならず，従業員

にも波及する。 Dでは新たに求められた厳しい条件

13)に応えるために，製造現場で技術水準の向上を図

ろうとし，従業員の意識が変わり，良い緊張感と一体

感が生まれているという。

第2に，競争に巻き込まれない「ブルー・オーシャ

ン」を開拓している。圏内市場とは別の新商品開発と

販路開拓によって，同業者聞や対小売業者との間で展

開する値下げ競争から脱却しており，経営面から言え

ば適正な価格設定と利益水準が実現できている。 Bが

指摘するように，輸出部門の規模はまだそれほど大き

くないものの，輸出製品の手取り価格は，国内の卸価

格と比較して約 20%高い。 Dにも注目すると，以前

から有機JASにおいては日本国内で条件整備を進め

ていたものの，海外輸出にあたっては多額の先行投資

が必要なほど，技術的・制度的条件が厳しくなった。

しかしその厳しい条件に早い時期から徹底して対応す

ることで，現在の独壇場の地位が築かれ，また将来的

な現地生産化を防ぐことも意識しているという。

第3に，今後のこんにゃく産業や食品業界の可能性

の幅を広げている。輸出に向けて新開発された商品

は，圏内市場の定番商品だけで安定していた場合，生

じようがなかったものである。ただし現時点では，海

外で人気を得た商品が圏内でも人気になる「逆輸入」

効果までは生じていない。しかしこんにゃくという

食品や素材の新しい可能性を切り開いていることは間

違いなく，将来的な異業種間交流やイノベーションの

契機となることも期待できる 14)。

N.おわりに

近年， 日本食は国際的なブームに乗っているように

見えるが，まだまだその恩恵は国際的知名度の高い味

噌・しょうゆなどの一部の食品・食材に限られてお

り，他の食品は未だ緒に継いだ段階である。輸出市場

拡大の目標達成のために，国際的知名度が高い一部の

品目をさらに重点化する方法は，手っ取り早い方法の

ように見える。しかし BとIの関係性を考えれば，

必ずしも望みどおりの結果をもたらすとは限らない。

今後は，一部の有名な日本食や日本食材だけではな

く，他の食品の底上げも含めた全体での長期的な輸出

促進を考えていく必要があるだろう。

最後に，国際的知名度が低く，まだ国際化の緒に就

いたばかりのこんにゃくという品目に注目したことに

よる，今後の日本産加工食品ないしは農林水産物・食

品の輸出振興や海外展開への示唆についても，まとめ

てみたい。第 lの観点「日本食=健康」というイメー

ジは日本の中でこそ日常生活や文化における経験知が

共通認識化しており，なんとなくでも通用するが，生

活や文化における共通項目の少ない海外では，そのま

までは通用しない。また，第2の観点「日本ならでは

のストーリー」を売りにするというのも差別化の観点
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から言えば有効に見えるのだが，そもそも全く接点が

ない中では共感を呼ぴょうがない。これらの 2つは程

度の差はあれ，農林水産物・食品に共通することであ

り，主張し共感を得るためにはまず根拠の提示を求め

られる傾向が強い。一時的なイベントや海外の商談会

などでバイヤーの高い関心を集めたとしても，なかな

かその後の実際の継続的な取引には展開しづらいこと

は良く指摘されるが， Cの言葉を引用すれば， Iあな

たの話はたいへん興味深い。でもこちらではその根拠

をまだみんな知らないから，そちらで CMやPRをし

てください」という状況があるからであろう。大規模

な主体であれば個別の対応も何とか可能かもしれない

が，キッコーマンですら多くの年月を必要とした。ま

してや中小規模の個別主体だけでは実現困難な課題と

いえよう。

商品開発や販路開拓などの輸出に関する実務面は各

主体の取り組みが中心になることはもちろんだが，そ

れ以前の段階で重要となる， 日本食の機能に関する基

礎研究や，科学的根拠に関する情報の収集・発信など

に関する政府の役割は非常に大きい。長期的な視点で

見た， しかし具体的な取組・活動に学んだうえでの，

日本食の普及・拡大につながる取り組み・行動が求め

られているのではないだろうか。

付記:本稿は，科学研究費助成事業(基盤研究 (A)

課題番号 26252037，若手研究 (B)課題番号 268501

37)による研究成果の一部である。

(注)

1)先駆的な取り組みとして. I農林水産物等輸出促進全国協議

会」の「世界が認める日本の食 150Jが挙げられる。同協議会

は，我が国の高品質な農林水産物・食品の輸出を一層促進す

るため，関係者が一体となった取組を推進することを目的に，

2005年4月に設立されている。同協議会は 2009年度総会で

「世界が認める日本の食 150Jを発表し，日本が誇る農林水産

物・食品のうち，その大宗を占める食材を，海外の方々にも

十分に楽しんでいただくよう. I豊かな食で世界の人々を幸せ

に」という標語を掲げ，海外への輸出の促進に取り組むこと

を宣言している。 150の内訳は， 日本の食 10選(①みそ汁，

すまし汁，②すし，刺身，③肉料理(すき焼き， しゃぶしゃ

ぶなど).④てんぷら，⑤精進料理，豆腐，⑥ごはん.a麺類，

③フルーツ，⑨日本酒，焼酎，⑮日本茶+和菓子).加工食品

40選(注2で後述).輸出取組事例 100(全国各地の 104の事

例を，取り組み始めたきっかけ，苦労したこと，工夫してい

る点，輸出のメリットなどとともに紹介)となっている。

2) I世界が認める日本の食 150Jの「加工食品 40選Jの冒頭で，

「農林水産物・食品の輸出には長距離輸送等が伴い出荷から販

売までに相当の期間を要するが，加工食品の中には賞味期限

が比較的長い等の特徴をもつものがあり，今後海外への輸出

が期待できる」と指摘している。その上で，加工食品のうち，

特に輸出取引が容易なものの中から，海外の味覚に合う商品

40点をコンテスト方式で選定し，国内関係者の参考事例とし

て紹介している。その募集条件は，賞味期限が4ヵ月以上ある

こと，日本で最終加工された製品であること，商品化されて

いること，の 3点であり，駐日外国大使館の職員を始めとし

た多数の在日外国人の協力を得て選考会を実施し，試食と投

票によるコンテスト方式で，加工食品20点，菓子5点，清涼

飲料水5点，調味料 10点を選定している。

3)本文では「③レトルト食品，アルコール飲料など」と要約し

たが，具体的品目を原文のまま拾い上げると.Iレトルト食品，

植物性油脂，めん類，健康食品，牛乳・乳製品，アルコール

飲料(日本酒除く).その他Jと多岐に渡り，①，②以外の品

目を広く全般的にカバーしていると考えられる。ちなみに日

本酒は「コメ・コメ加工品」として別項目に算入されている

4) ちなみに②と③の目標設定の考え方は以下のとおり。②は

「大手メーカーの魅力ある商品による市場拡大が主となるが，

中小企業の商品についてはジャパンブランドの確立，これら

を後押しする Enter(輸出環境の整備)に向けた取り組み，食

品技術流出防止等の取り組みを進める」。③は「日本の高度な

製造技術を活かし(中略)進める」。

5) 肉を醤i自の中に浸して焼く「テリヤキ」のスーパーマーケッ

ト庖頭でのデモンストレーションや，ホームエコノミストと

して雇用した現地女性を中心とした醤油になじむアメリカ料

理の新しいレシピ開発と普及を行ってきた。

6) しょうゆ情報センター『醤油の統計資料』における同年の国

内出荷数量82万5854klを基に算出した数値。

7)初期段階は豊作時に圏内消費量を超過した余剰分の処理手段

として，後期段階には圏内市場で需要が減少した一部の規格

品や，囲内市場では評価されにくい規格外品の需要を海外で

発見するなどである(石塚・神代 2013)。しかしこれらは生

産前のコントロールが困難な生鮮食品に特有の特徴であるこ

とは注意を要する。

8) さらに海外市場が拡大するとともに，技術レベルの国際的格

差が縮小したとすれば. Iから Bへの変化の延長線上に，第4

の要素(他国による食産業展開:Mad巴 BYOther countries) 

や第 5の要素(他国による農産物・食品輸出回 MadeIN 

Other countries) も入りこんできた場合も想定され.Fは

IB+IJとも連動しなくなる可能性がある。これについては，

食材，料理人，料理法などが日本人と無関係な名前・イメー

ジ先行の「なんちゃって日本食」が各地で横行している問題

が想起されるが，本報告の範囲を逸脱するのでこれ以上は扱

わない。

9) こんにゃく製造業者の企業行動を産業全体で調査した例は極

めて少ないが，数少ない一例として 2008年2月に行われた調

査(配布対象が全国 979社の郵送法で回収率は 18.8%)の結

果を以下に示す(日本こんにゃく協会 2008)。設立年は平

1945年・中 1952年，資本金額は平 1041万円・中 500万円，

従業員数は平 19.9人・中 8人という結果であった(平は平均

値，中は中央値を表す)。また主な販売先(上位3つを複数回

答)では. (専門)小売庖 78.7%. スーパーなど量販庖
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69.5%， (中食・外食を含む)その他36.2%に集中し， A-D 

の事例で挙げられている他の販売先はそれほど高い数値を示

していない(道の駅・直売所 14.9%，百貨庖 14.4%，生協

14.4%，コンピニエンスストア 6.3%)。

10) Aは大阪の百貨庖， Bは地方銀行， Cは自治体との付き合

いで参加。

11)構成メンバーは，群馬県内のこんにゃく製造業者2名の他

に，県内のこんにゃく産業関係者(生産者団体 l人，原料加

工業者団体 1人)と県内の華僑総会(中華料理屋「福州飯庖J)

であり，庶務は群馬県蚕糸園芸課が担当している。正式な設

立は 2012年 l月であるが，試食会・アンケート調査などの活

動開始は 2010年からである。

12) Dは，こんにゃくイモ生産ならびに製品に関する有機]AS

認証を 2000年に取得しているが，その販路は園内のみであっ

た。なおこんにゃくの有機無農薬栽培を起点とした，国内に

おける農家，原料業者，製造業者の連携の事例の分析につい

ては，神代 (2006) を参照。ただし Dは複合部門の漬物製造

や別法人での野菜生産などの関係上， 2000年ごろから海外展

示会へ参加する機会を持ち，こんにゃくの輸出も試験的に行っ

ていたが，本格的な輸出までには歪らなかった。

13)具体的には，品質管理や菌コントロールに関する知識や技

術の要求水準が高まったそうである。

14)例えば， Dは「グルテンフリー」につながる可能性を指摘

している。「グルテンフリー」とはグルテン(小麦・大麦・ラ

イ麦由来のタンパク質)を抜く食事療法を指し，特に，パン，

シリアル，パスタ，クラッカーなどの消費量が多いアメリカ

を中心に，ダイエット療法やアレルギ一対策として注目を集

めている。この動きは狭い意味で言えば日本のこんにゃく業

界にとっての新たなビジネスチャンスにすぎない。しかしよ

り広い視点で考えるならば，狭い意味での「こんにゃく製品」

ではなく，有望な新素材としての活用が海外の消費者にも歓

迎されるであろう。さらにこんにゃくの商品特性である，①

それ自体の味のなさ，②加工してどんな形にも変形可能とい

う2点も合わされば，新素材としての可能性は非常に高いと

考えられる。
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