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（２）イギリス

①清酒

【清酒のイギリス市場におけるポイント】

 清酒は生産されていない。アルコール摂取量は横ばいだが、飲まれるお酒の種類は多様化してきてい

る。

 酒類の小売にはライセンスが必要である。

 流通構造上、現地での販売価格は、純米酒で日本での生産者価格の約 2.6 倍、吟醸酒等で約 2.9 倍

になると見込まれる。ただし、販売促進費等はこのほかに必要となる。

 ロンドン周辺では日本食が普及しており、寿司は国民食とまで言われている。清酒の普及度も高まっ

ているが、購買層は現地ビジネスマン、海外からの観光客である。

 震災前後で購買層や購買量に大きな変化はみられない。しかし、物流面ではＥＵの輸入規制による影

響が存在し、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

 競合品は食中酒、特にワインと考えられる。

 ロンドン周辺の日本食レストラン以外で清酒に触れる機会は非常に少ない。ロンドン以外の地域や、

一般家庭への普及が今後の課題である。

１)市場実態

a） 生産状況

清酒の生産は、イギリスでは行われていない。

b） 販売状況

イギリスでは、アルコール総摂取量の傾向が 2000 年以降横ばいである。アルコール摂取

量の最も多いビールは減少傾向にはあるものの、ワインとその他（清酒が含まれると考え

られる）が微増傾向にあることがその背景にあると考えられる。なお、家計調査

（Department of Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) (2010) Family Food

2010）によれば、2008 年以降１人当たりのアルコール週間消費量が 706ml(2008)、

744ml(2009)、762ml(2010)と増加しているという報告もある。
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図表 イギリスの 15 歳以上一人当たりアルコール摂取量の推移

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

c） 酒類規制

イギリスにおいては、小売業者が酒類販売ライセンスを取得する必要がある。また卸業

者についても、数本程度の販売であれば小売と同等とみなされるため酒類販売ライセンス

が必要となる。

ライセンス制度以外の規制としては、ラベル表示に関しての数項目の記載義務がある他、

清酒のうち吟醸酒、本醸造酒、普通酒などのアルコール添加酒には容量規制が適用される。

アルコール添加酒の容器に対して認められる定格容量は以下のとおりである。

ただし、実情としては、「税関でも容器のサイズに関するチェックはほとんどない」18、「EU

諸国における容量規制の実態としては、720ml など上記規制の規定外の容器での販売を見

かけることがあり、規則が厳密に守られていないケースもあると推察され」19るとされてお

り、規制と実際の運用には乖離があるとされている。

なお、純米酒などの非アルコール添加酒に関しては、容量規制は存在しない。

18 国税庁「英国における酒類の輸入関連制度」（平成 19 年 3 月）
19 http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04A-061109
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図表 アルコール添加酒の容器の定格容量

資料）国税庁資料

図表 非アルコール添加酒の容器の定格容量

資料）国税庁資料

d） コスト構造

清酒のイギリス向け輸出にかかるコスト構造を整理した。非アルコール添加酒、アルコ

ール添加酒で関税および酒税が異なるため区分し、非アルコール添加酒に関しては容量

720ml で度数 15 度の清酒、アルコール添加酒では容量規制も考慮して容量 700ml で度数

15 度の清酒を輸出した場合で設定した。

容量規制は存在しない

20mL, 30mL, 40mL, 50mL, 70mL, 100mL, 200mL, 350mL, 500mL, 700mL, 1 L,

1.125 L, 1.5 L, 2L, 2.5 L, 3 L, 4.5 L, 5 L, 10 L

※ただし、1.125 L, 5 L,10 L に関しては、小売の場合は除外される
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図表 イギリスにおける清酒のコスト構造モデル（概算）
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

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

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

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

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

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

り作成

生産者価格を指数の 1000 として

非アルコール添加酒（720ml,15%）

を輸出したケース

生産者価格を指数の 1000 として

アルコール添加酒（700ml,15%）

を輸出したケース
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２)日本産品への需要

a） 震災前の需要状況

現在では「国民食」とまで言われる寿司を始めとして、日本食が一般的に普及したこと

に伴い、「日本食レストランはこの 10 年間で４倍以上の 530 店以上に達しており、そのう

ち 370 店程度がロンドンに展開20」しているが、それらの影響で清酒の認知度も高まってお

り、近年では消費者の間で「SAKE」という言葉が定着するなど、徐々に清酒ブームになり

つつあると言われている。

そのような背景を受けて、業界の動きも活発になっており、2008 年には「英国の高名な

ワイン・コンペティションのひとつに数えられる、International Wine Challenge に、全

国の若手蔵元で組織する日本酒造青年協議会の尽力によって日本酒部門が創設され21」た他、

「日本酒への理解を深め促進する目的で酒ソムリエ協会が設立されており、2009 年 10 月

に英国初の酒ソムリエ資格取得のためのコースが開催され22」るなどしている。

これらのソムリエは日本食レストランなどにも在駐しており、清酒の風習や飲み方など

を客に丁寧に説明して、清酒の理解度向上および啓蒙活動に努めている。

・ 春は花見酒などというように、日本の四季に沿った酒を季節商品として出しているが、かなり売れる。

イギリス人は日本の四季に詳しいわけではないので、丁寧に説明した上で出しているが、きちんと聞

いてくれる（高級日本食レストラン）

このような業界の地道な取組が功を奏し、清酒関連のイベントは活況を呈し、日本酒の

売上も好調に推移しているという。

・ 大使館で蔵元を招聘して開催したイベントでは、300 人収容のところに 700 人の参加者が集まるほ

どの大盛況だったと言われている。（現地系酒専門卸業者）

・ 当社の売上はこの 3 年半でほぼ倍増ペースで推移している（現地系酒専門卸業者）

ロンドンで清酒を購買する層は、ほとんどが現地の富裕層やビジネスマン、欧米などの

海外からの観光客であるという。

・ 日本酒を頼むのは、9 割方日本人以外になると思う。ロシア人やアメリカ人などにも人気がある（現

地系酒専門卸業者）

・ 日本人の顧客は全体の 2％くらいで、多くは現地のイギリス人や欧米系の観光客などである。観光客

はアメリカ人が多いが、北欧系も多いと思う（高級日本食レストラン）

これらの顧客は、飲み口が軽やかな清酒を好む傾向にあると言われ、価格帯としては、

720ml で 45～80 ポンド程度の価格帯の清酒に人気があるという。

20 日本貿易振興機構「英国における日本食品の普及状況」（平成 23 年 10 月）
21 日本貿易振興機構資料
22 日本貿易振興機構「平成 22 年度英国における日本食品市場調査」（平成 23 年３月）
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・ 日本では純米酒が一番人気と言われるが、ロンドンでは大吟醸酒が一番人気で、次が純米酒である。

飲み口が軽やかなことがロンドンで大吟醸酒が受けている理由ではないか

・ 720ml で 45～80 ポンドくらいの価格帯に人気がある（高級日本食レストラン）

b） 震災後の需要状況

イギリスでは震災後も風評被害はほとんどなく、需要状況にはそれほど変わりがないと

言われている。実際、消費者インタビューでは以下のような指摘を受けた。

・ 震災前後で日本食に対するイメージが変化したということはない。イギリスに入ってきている品物は

きちんと規制をクリアしたものであると認識しているし、最近では原発関連のニュースはほとんど見

ない。ほとんどのイギリス人は日本の原発関連のことは既に頭にないだろう （女性消費者、男性消

費者）

また、事業者などが、放射性物質に関するセミナーを開催するなど、正しい説明をする

努力をきちんと実施していたことも、風評被害が拡大しなかった一つの要因だろう。

・ 当社も顧客向けに日本酒と放射性物質に関するセミナーを 2 回開催し、説明をしていたので、顧客も

きちんと理解してくれていた（現地系酒専門卸業者）

ただし、ＥＵの輸入規制による手続き面、および輸送面での影響は存在する。やはり東

北の清酒は通関により時間がかかってしまい、また、高級酒の場合は、多くの量を仕入れ

ることができないため、コストがかかってしまうという問題が存在する。

・ コンテナがロンドンに着いてから手元に届くまでの期間が、通常 1 週間のところ 2 週間かかった

・ 西日本の日本酒に比べて東北の日本酒は通関が遅い（現地系酒専門卸業者）

・ 高級酒の場合は多くの量を扱うことができないため、一本あたりの検査コストがかかってしまう（現

地系酒専門卸業者）

しかし、他の品目と比べると、サンプル検査などにおいて特に清酒が狙われているとい

うことはなく、比較的影響は少ない。

・ 書類とお酒の内容が合っていれば、通関は特に問題はない（現地系酒専門卸業者）

c） 競合状況

中国や韓国などの競合国が清酒を生産することは難しく、現時点で競合商品としては、

同じ食中酒である、ワインやビールなどであると考えられる。

前述のとおり、高級日本食レストランでは「720ml で 45～80 ポンドの価格帯」が一番人

気であると言われており、価格帯としては、ビールよりもワインのほうが近くなるだろう。
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d） さらなる需要創出に向けた課題と今後の展望

これまで見てきたように、清酒は本格的な普及の黎明期にあるものの、依然として消費

者が購入できるチャネルが限られているという課題が存在する。

現状では、清酒を扱っているのはほとんどが日本食レストランなどであり、小売店など

で販売されるケースは一部の日本食専門小売店を除けばほとんどない。また、ロンドン以

外の都市部郊外では、そもそも日本食レストランや日本食を扱う小売の数が少なく、清酒

へのアクセスは難しいという。

・ 自分は郊外に住んでいて、周囲に日本食材店があまりない（男性消費者 30 歳前後）

・ 郊外には中国人が経営する日本食材店などがあるが、食材も中国製が多いと思われる（女性消費者

30 歳前後）

上記のように、消費者は清酒を入手できるチャネルが限られており、そのため、一般家

庭内で清酒が飲まれることはほとんどないという。

・ 家庭で飲まれない理由は、購入できる場所が限られているということと、購入の仕方が分からないと

いうこと（高級日本食レストラン）

今後さらなる普及を図っていくためには、一般家庭の食卓にいかに入り込むかというこ

とも検討していく必要があるだろう。一方で、高級日本食レストランへのインタビューで

は、需要を確実に伸ばしていくためには、いきなり高級品から普及させるのではなく、段

階を追って、まずは入門編である低価格帯から普及させ、裾野を広げていくということが

必要であるとの指摘も受けた。これらは現地の小売チャネルを開拓し、一般家庭の食卓に

入り込む際のヒントとなり得るだろう。

・ 日本の酒蔵としては良い酒を出したいという意向が強く、これまで酒蔵が出していたのは吟醸などの

プレミアムのものがメインだったが、それだと価格が高くなってしまうため、もう少し低価格帯の酒

に頼らざるを得なくなってしまう（高級日本食レストラン）

・ ほとんどの現地の消費者はまだまだ日本酒に関して詳しくないので、ファーストステップとしては、

入門編である低価格帯のものを出せるようにしてほしい。マーケットが広がって、味が分かるように

なってくれば、プレミアムの酒を出すようなマーケティングが必要だと思う（高級日本食レストラン）

また、前述のように、清酒は現地の富裕層や観光客などには浸透し始めているものの、

現状では若い世代の消費者にはそれほど浸透しているわけではない。30 歳前後のイギリス

人消費者へのインタビューでは、度数が強い、味がわからないといった意見もあった。

・ 日本酒は飲んだことがあるが、あまり自分は好きではない。少し、度数が強い感じがする。それより

はワインのほうが好きで、日本食レストランに行っても、ビールやワインを頼むことが多い。（女性消

費者 30 歳前後）

・ 日本酒の認知度はあると思うが、味があまり分からない（男性消費者 30 歳前後）
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度数が強い、といった意見もあるが、若い世代に関しては、まだ清酒へのアクセス体験

自体が少なく、多種多様な飲み方があるということを認知していない可能性もあるので、

例えば、口当たりの軽やかなお酒を、若者が集まるクラブなどで扱ってもらうことも有効

な一手であろう。しかし、酒専門卸業者の中には、間違った知識や飲み方が広まってしま

う可能性もあるため、現時点では、そのような段階には至っていないという意見もあった。

・ 保存の仕方や間違った飲み方が広まってしまうことを防ぐため、現在では敢えて若者が集まるクラブ

などには卸していない。まずは外食できちんとした方法が浸透してから、クラブなどへ卸すことを考

えている（現地系酒専門卸業者）

②緑茶

【緑茶のイギリス市場におけるポイント】

 緑茶は生産されていない。茶（紅茶も含む）の消費量は減少基調が続いている。

 流通構造上、現地での販売価格は、日本での生産者価格の約 2.4 倍になると見込まれる。ただし、販

売促進費等はこのほかに必要となる。

 オフィスに置いて常飲している消費者もあるほど、緑茶は普及している。ティーバッグ等手軽に飲め

る形態が売れる。幅広い購買層があるが、飲食店では中国人が目立つとのことである。

 震災前後で購買層や購買量に大きな変化はみられない。しかし、物流面ではＥＵの輸入規制による影

響が存在し、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

 主たる競合品は中国産緑茶と考えられるが、価格帯や商品性が大幅に異なっている。

 抹茶には日本の独自性と競争力があり、利用法も幅広いことから、そのブランド化が今後の課題であ

る。

１)市場実態

a） 生産状況

緑茶はイギリスにおける生産はない。

b） 販売状況

イギリスにおける茶（紅茶・緑茶などを含む）の１人あたりの週間消費量は 1980 年には

58ｇだったが、1999 年には 32ｇまで減少している。1980 年から 2000 年までの 20 年間、

減少基調が続いている。
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図表 イギリスにおける茶の１人あたり週間消費量の変遷
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注釈）本統計は 1997 年までは不定期に行われていたため、値のない年がある。

資料）Department of Environment, Food, and Rural Affairs (2010) “Family Food 2010” より作成
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c） コスト構造

緑茶のイギリス向け輸出にかかるコスト構造を整理した。

図表 イギリスにおける緑茶のコスト構造モデル（概算）
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

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

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

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

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

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

り作成

生 産 者 価 格 を 指 数 の

1000 として緑茶（3kg

以下）を輸出したケース
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２) 日本産品への需要

a） 全般状況

紅茶の国であるイギリスにあっても、緑茶は、日本食ブームの恩恵を受けながら、健康

に良いというイメージも手伝って、現地の大手スーパーなどのお茶コーナーの棚には必ず

といってよいほど置かれている状況である。

「英国の紅茶市場はかなり成熟したもので、紅茶の消費は一定で動きがないのに対し、

緑茶やハーブティーの消費は大きく増加している23」状況であり、また、「ロンドンのスー

パーの緑茶のコーナーで何かを探している人に店員が、『何をお探しですか』と聞くと、

『SENCHA』や『GYOKURO』と指定してくることもよくある24」と言われるほど認知度

は高まっている。「日本食の浸透と並行し、近年では欧州の化粧品メーカーがローションに

緑茶成分を含む製品を発売25」しているといった動きも認知度向上に一役買っていると考え

られる。

実際、日本食材を専門に扱う小売店へのインタビューでは、健康面をアピールしている

ことが緑茶の普及に大きく貢献しているとの指摘を受けた。

・ 購入層は主に現地の消費者であり、健康に良いということをかなりアピールしていることが功を奏し

ているのではないか（日本食材専門小売）

また、消費者インタビューを実施したところ、実際、オフィスなどでも緑茶が飲まれて

いるとのことだった。

・ 緑茶はよく飲む。オフィスにもパックのものを置いてある（男性消費者 30 歳前後）

b） 消費者動向

前述のとおり、緑茶は主に現地の消費者に購入されており、ある日系小売店の緑茶の種

類別の売上では「圧倒的に煎茶が多く（約60％）、次に玄米茶（約25％）、ほうじ茶（約10％）

と続く24」と言われている。

ただし、緑茶に関する正しい知識はまだまだ浅いのが現状であり、ある日本食材専門小

売店では、「どのようにしてお茶を飲んだらよいかわからないために、簡単に飲めるティー

バッグ、さらには初心者向けに50～100グラム入りの容器に人気が集中している24」という。

また、デザイン面では、「英語での表記は当然必須であるが、前面のパッケージは、日本的

なデザインが好まれる傾向にあり、英国人が好むデザインや字体を研究すればさらに大き

な販売が期待できる24」とされている。

一方で、高級日本食レストランでは、緑茶を一番飲むのは中国人であるという指摘もあ

る。

23 日本貿易振興機構「平成 22 年度英国における日本食品市場調査」（平成 23 年３月）
24 日本貿易振興機構資料
25 日本貿易振興機構「平成 22 年度英国における日本食品市場調査」（平成 23 年３月）



68 / 147

・ 当店でお茶を頼むのは中国人が多い。当店では粉の抹茶タイプのお茶を出しているが、中国人は食事

中に何杯も飲んでおり、袋で購入していくお客さんもいるほどである。やはり中国人は緑茶の味が分

かるということだろう（高級日本食レストラン）

c） 震災後の需要状況

他の品目と同様に、震災後の風評被害はほとんどなかったものの、パリ近郊の空港で静

岡県の緑茶からＥＵ基準値の２倍を超す放射性物質が検出された問題もあって、一部で輸

入が難しくなっており、中国産の緑茶で代替しているケースも出てきているようである。

・ イギリスのお茶の専門店と話をしていると、静岡県産の問題を受けて、現在は中国から輸入している

という話も聞く。ただし、それらは日本のティーマスターが中国で生産しているものである（日系卸

業者）

また、別の日系卸業者でも、震災直後は日本から煎茶パックが輸入できなくなってしま

ったため一時的にアメリカ産の煎茶に切り替えたことがあったが、顧客の要望で日本の別

の生産者にお願いしたというケースもあったようである。

・ 震災直後は日本から山本山の煎茶パックが輸入できなくなってしまい、一時期アメリカ産の山本山の

煎茶に切り替えたことがあったが、当社の顧客である現地系のホテルなどからは日本産の要望が強く、

そのため、鹿児島のお茶の生産者に無理を言って、生産してもらっていた（日系卸業者）

d） 競合状況

イギリスにおいて緑茶は浸透しているものの、多くの消費者はそれが日本産かどうかを

意識することはほとんどない。このような状況では、日本産の独自性をしっかりとアピー

ルして、消費者に認知させるようなマーケティングが求められる。

・ 普段飲んでいる緑茶が日本産かどうかは分からないが、おそらく中国産なのではないか。普段はあま

り産地を意識することはない（男性消費者 30 歳前後）

イギリスにとっての緑茶の最大輸入元は中国であり、2011 年の輸入額は中国だけで全体

の約 47％を占める。日本産緑茶の最大の競合は当然この中国産緑茶になるが、単価に着目

すると、中国から輸入している緑茶の輸入単価は約 2,700 ポンド／ｔで、日本から輸入し

ている緑茶の輸入単価は約 8,800 ポンド／ｔであり、中国産は低価格商品、日本産は高級

品という住み分けができていると考えられる。

大手スーパーマーケット等で販売されている、ティーバッグの緑茶や緑茶ベースのハー

ブティーなどはこの中国産やインド産なども多いと考えられるが、日本産の緑茶は日本食

レストランなどを始め、高品質さを求める外食や小売で扱われている。



平成 23 年度輸出倍増リード事業のうち国別戦略的マーケティング事業（欧州）

報告書

69 / 147

図表 イギリスにおける緑茶の輸入額上位 10 カ国および単価（2011 年）
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資料）UK Trade Info より作成

e） さらなる需要創出に向けた課題と展望

緑茶は、賞味期限が長いということも手伝って、今後も消費拡大が見込まれると考えら

れる。ただし、今後のさらなる普及のためには、競合品との差別化を打ち出していく必要

がある。例えば、抹茶に関しては、日本独自の高付加価値商品であり、今後の戦略商品と

して期待が大きいと言われている。

現時点では、飲料以外でもアイスクリームなどで抹茶は扱われており、「5 つ星ホテルや

高級レストランにも販路を持つ、プレミアム・アイスクリームのメーカー、ミンゲラ英国

は、抹茶アイスクリームを日系メーカーに販売するという域にまで達している。さらには

欧州の菓子、アイス、食品メーカーも抹茶を使った製品を今後市場に導入することを検討

しており、原材料としての抹茶も今後大いに注目を浴びそう26」な状況であると言われてい

る。日系卸業者へのインタビューでも、抹茶の需要は徐々に広がりつつあるとの指摘を受

けた。煎茶は中国やスリランカなどでも生産しているが、抹茶については現在のところ他

国は真似できておらず、今のうちに日本産抹茶のブランド力を上げていくことが重要であ

る。

26 日本貿易振興機構資料



70 / 147

③加工食品（即席めんおよび加工わさび）

【加工食品（即席めんおよび加工わさび）のイギリス市場におけるポイント】

 一般の日系企業や現地企業等によって同種製品の現地生産が盛んに行われている。わさびの生産は行

われていない。一方で、加工食品の消費量は、世界的に増加傾向にあるとされ、欧州諸国も例外では

ないと考えられる。

 即席めん類を例にとると、流通構造上、現地での販売価格は、日本での生産者価格の約 2.1 倍になる

と見込まれる。ただし、販売促進費等はこのほかに必要となる。

 即席めん類以外でも、ラーメン、うどん、そば等の日本のめん類は徐々に認知度が高まってきている。

ただし、現地で入手できるのは、ほとんど他国産である。

 震災前後で購買層や購買量に大きな変化はみられない。しかし、物流面ではＥＵの輸入規制による影

響が存在し、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

 主たる競合品は現地産や他国産と考えられる。日本から輸入すると非常に高い価格帯となるため、日

系企業でも既にポーランド、チェコ等の現地生産に切り替えている例も多い。

 一般に加工食品は差別化が難しいため、日本のブランドでも現地生産で価格競争力を維持することが

一般的である。わさびのように日本の独自性を打ち出せる製品については、その違いをアピールして

いくことが必要となる。

１)市場実態

a） 生産状況

加工食品は、現地企業や海外企業においてさまざまなものが盛んに生産されている。

即席めんについては、日系企業による生産は行われていないが、ユニリーバ社のグループ

企業等によって「Pot Noodle」等のブランドなど、いくつかの商品が生産されている。

わさびの生産は行われていない。

b） 販売状況

加工食品の消費量は世界的に増加傾向にあると言われており、欧州諸国でも例外ではない

と考えられる。

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

産拠点を構えてＥＵ市場向けの販売を拡大しており、イギリス市場には「焼きそば」を手

軽に食べられるような製品の展開を図っている27。また、別の日系企業はポーランドの即席

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

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

スに投入している。なお、アジア諸国からの輸入即席めんも数多く販売されている。

27 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/about/business/oversea/index.html
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また、ユニリーバ社の即席麺はイギリスで１分に 240 食が食べられており、そのマーケ

ットシェアは 70%を占めている28。これは年間１億 2,600 万食が食べられていることとなり、

マーケットシェアを元に計算すると、年間１億 8,000 万食が市場規模となる。一方、世界

ラーメン協会（World Instant Noodles Association, WINA）はイギリスでの即席めんの需

要は平成 22（2010）年で年間２億 6,000 万食と報告している29。

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

れる。イギリスでは平成 21（2009）年に 60,660ｔのハーブ＆スパイスを消費しており、平

成 17（2005）年からの増加率は 8.7%である30。

c） コスト構造

即席めん類のイギリス向け輸出にかかるコスト構造を整理した。

図表 イギリスにおける即席めん類のコスト構造モデル（概算）
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

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

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

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

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

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

り作成

28 http://www.unilever.co.uk/brands/foodbrands/Pot_Noodle.aspx
29 http://instantnoodles.org/jp/noodles/expanding-market.html
30 Dutch Ministry of Foreign Affairs (2011) “Promising EU export markets for spices and herbs”

生産者価格を指数の 1000

として、容量 100g の即席

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

より正確なデータの捕捉が難しいことから、あくまで参考値として記載している。

図表 【参考】イギリスにおけるわさびのコスト構造モデル（概算）
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

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

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

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

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

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

り作成

２)日本産品への需要

a） 全般状況

イギリスでは、前述のユニリーバ社の即席めん「Pot Noodles」を始めとして、日本、EU、

中国、香港、韓国製等の様々な即席めんが大手スーパーマーケットやアジア食材店の棚に

並んでおり、その調理の手軽さも手伝って、今や非常にポピュラーな商品となっている。

また、めん類を中心に扱う現地系日本食レストランである「Wagamama」が近年急激に

成長していることや、現地系大手寿司チェーンの「Wasabi」なども日本風のめん類を提供

するなど、即席めんに限らず、日本のめん類（=Noodles）自体の認知は、確実に現地に浸

透していると言える。

生 産 者 価 格 を 指 数 の

1000 としてわさびを

輸出したケース
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一方、わさびは寿司とは切っても切れない関係であるが、他の品目と同様に近年のイギ

リスの寿司ブームの恩恵に与ってわさびの需要は増えている。

前述のとおり、わさびに直接対応する品目番号は、日本・欧州のいずれにも存在しない

ため、正確な統計データを入手することはできないが、イギリスへの輸出は震災後も伸び

ているとの指摘を受けている。

・ 英国向けのわさびの輸出額は年々増加しており、原子力発電所の事故があった本年でも輸出額は伸び

ているだろう（わさびメーカー）

実際、現地の日系卸業者へのインタビューでも、欧州の金融不安に伴う不景気の中にあ

っても、特に寿司向けのわさびは非常に伸びているとの指摘を受けた。

・ 日本食の主要なターゲットである金融ビジネスマンが不景気のために日本食レストランに落とすお金

は減っているものの、寿司屋へのわさびの販売は非常に好調で、今でも伸びている（日系卸業者）

小売レベルでも、寿司は Marks & Spencer や Waitrose、Tesco などをはじめとする大手

スーパーで、安いもので３ポンドからの持ち帰り用のパック詰めの寿司が販売されており、

それらには日本産のわさびも使われている。

また、実際には、原料はわさびではなく中国産の唐辛子の添加物を扱っているが、「わさ

びピーナッツ」などのわさび関連のスナック菓子も非常に人気を得ており、「Wasabi」の名

称は確実に現地に定着しつつあると言える。

b） 消費者動向

前述のとおり、即席めん自体は日本食材専門店、アジア食材店のみならず大手スーパー

マーケットでも購入できるため、割合としては現地の消費者の購入が多い。

ただし、上記には、ＥＵ、中国、香港、韓国などの他国製の即席めんが大半を占めてい

ると考えられるが、味や品質を重視する層にとっては、日本産あるいは日本ブランドのも

のを購入するとされている。

日本貿易振興機構「平成 23 年度英国ロンドンを中心とした日本食マーケティング調査」

によると、アジア食材店では「日本産であること」「日本のブランドであること」の重要性

が強く認識されているとしており、中国系のアジア食材店のコメントとして「他国産の類

似商品ではなく、あえて日本産を購入する顧客は、日本産食品の品質と味を求めている。

これは日本産商品の強みだと思う」ということや、韓国系のアジア食材店のコメントとし

て「本物であることは顧客にとって重要なこと。たとえ日本国外の工場で生産されていて

も『日本のブランド』であることが重要」というコメントを紹介している。

わさびに関しては、日本食材専門小売での購入は圧倒的に現地の消費者が多いという。

・ 寿司は日本食のステータスになっており、わさびをはじめとする寿司に関する食材の購入は現地の消

費者が圧倒的に多い（日本食材専門小売）
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現地で消費されている主なわさびのタイプとしては、チューブ状の練りわさび、粉わさ

び等の加工わさびの他に冷凍わさびなどの生わさびもある。

生わさびの価格は 25 ポンド程度すると言われているが、あるわさびメーカーによれば、

最近では、大手スーパーが生わさびを扱い始めており、そのため現地系のレストランなど

も生わさびを使わざるを得ないような状況になっていると言われる。

・ イギリスをはじめ、欧州は品質が良いということをきちんと伝えれば理解してくれるという風土はあ

る。実際、大手スーパーマーケットが生わさびを取り扱い始めたことで、外食も生わさびを扱わざる

を得ないような状況になっている（わさびメーカー）

高級日本食レストランでは品質や味の問題から、日本産のわさびを扱うケースがほとん

どであるが、現地系の一般日本食レストランでは、中国産などのわさびを扱うケースもあ

るという。

c） 震災後の需要状況

他の品目と同様に即席めん、わさびも震災後の風評被害はほとんどなかったが、EU によ

る輸入規制等による手続き面、および輸送面での影響は存在する。そのような影響を受け

て、一部業者では、わさびに関しては今後中国産に切り替えるような動きもでてきている。

・ わさびは現状日本産を扱っているが、今後は中国産に切り替える予定（日系卸業者）

ただし、そのような中にあっても、高級日本食レストランや高品質さを求める小売など

は、品質や味の問題から日本産を要望するため、中国産などに切り替わるなどの問題はと

くにないと思われる。

d） 競合状況

日本製の即席めんの競合はＥＵ、中国、香港、韓国製等の即席めんになる。ただし、前

述のとおり、日系企業がＥＵやアジア現地に生産拠点を構えて製造しており、日本ブラン

ドではあるが日本製ではない商品もこれに含まれる。

日本食品を扱う各オンラインショップ31で、袋詰めインスタントラーメンの価格を確認し

たところ、ＥＵ製、香港製は 0.41 ポンド（100g）、中国製は 0.57 ポンド（118g）、韓国製

は 0.59 ポンド（120g）、日本製は 1.08 ポンド（91g）であった。実際には、同じ国の製品

でも商品ブランドによって価格が異なるため、厳密な比較は難しいが、日本製即席めんの

価格はやはり他国製と比べると圧倒的に高くなっている。

31 ジャパンセンターオンラインショップ（http://japancentre.com/categories）、WaiYeeHong オンライン

ショップ（http://www.waiyeehong.com/）、WinYip オンラインショップ

（http://www.wingyipstore.co.uk/index.php）
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図表 イギリスにおけるインスタントラーメン 100g あたりの価格比較
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資料）各店舗の表示価格より作成

一方、日本産わさびの競合国は中国産、韓国産のわさびになる。高品質な日本産は高級

日本食レストランなどで扱われており、安価な中国産は、現地系の安価な日本食レストラ

ンなどで使われるケースが多い。

前述の日系卸業者の例のように、震災後に中国産に切り替えるような事業者も一部とし

てみられるが、高級日本食レストランでは、震災後でも引き続き日本産を扱っているとこ

ろがほとんどである。

今後、前述のように、現地の大手スーパーなどでも日本産の生わさびを本格的に扱い始

めるようになれば、現地系のレストランでも日本産を扱うような動きが出てくる可能性が

あり、日本産にとっては追い風となる。

e） さらなる需要創出に向けた課題と展望

これまで述べてきたとおり、即席めん自体はイギリスで広く普及しているため、今後は

競合との差別化を図っていくようなマーケティングが一層求められるだろう。

わさびに関しても同様である。例えば、「わさびは薬草の一種であり、健康に良いとされ

ているが、そのような効用があるのは日本産である本わさびか冷凍わさびしかなく、中国

産や韓国産では真似のできないことである」という打ち出し方をしているわさびメーカー

も存在する。

実際、このわさびメーカーが上記のような訴求を英文広告にして現地で打ち出したとこ

ろ、加工品のわさびが売れなくなってしまったということがあったようである。

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

わさびしかその効用はない、と訴えている。数年前にそれらの訴求を英文の広告にして店頭に置いた

ところ、加工品のわさびが売れなくなってしまったということがあった（わさびメーカー）
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④水産物

【水産物のイギリス市場におけるポイント】

 イギリスは水産国であり、水産物の水揚げ・生産量は毎年 80 万トンを上回っている。消費量は微増

傾向にある。

 ホタテを例にとると、流通構造上、現地での販売価格は、日本での生産者価格の約 2.9 倍になると見

込まれる。ただし、販売促進費等はこのほかに必要となる。

 日本産水産物輸出の際は、ＨＡＣＣＰ認証やＩＵＵ漁業規制に基づく証明書が必要である。養殖ブリ

やホタテが少量輸出されているが、日系高級レストランでも、現地産や他国産を利用することが一般

的である。

 震災前後で購買層や購買量に大きな変化はみられない。しかし、物流面ではＥＵの輸入規制による影

響が存在し、輸入に時間やコストがかかるようになっている。

 養殖ブリはオーストラリア産ヒラマサと競合しているが、ある程度の競争力を有している。

 ホタテは競合する地元産やチリ産等に対して価格競争力を失っている。また、これまでのような卵付

一本槍ではなく、卵無に対する需要もみられる。

 特に鰹節の輸入については、強い要望が現地各所より聞かれる。

１)市場実態

a） 生産状況

イギリスにおける食用魚の水揚げ・生産量、輸入量及び国内総供給量（生産量と輸入量の

和）を 1985 年以降で比較すると、総供給量は 1985 年から 2007 年まで増加傾向にある。

一方、水揚げ・生産量は 80 万ｔから 100 万ｔの間で変動しているが、輸入量がそれを埋め

合わせ、総供給量が増加するという形になっている。

図表 イギリスにおける食用魚の水揚げ・生産量、輸入量及び総供給量
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b） 販売状況

イギリス人一人当たりの摂取たんぱく質を、魚たんぱく質、動物性たんぱく質、その他の

たんぱく質で対比してトレンドを見ると以下の図表のようになる。動物性たんぱく質とそ

の他のたんぱく質は増加傾向が見て取れる。一方、魚たんぱく質は微増である。

図表 イギリスの１人あたり摂取たんぱく源の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2007

（グラム／日）

魚たんぱく質

動物性たんぱ

く質

その他のたん

ぱく質

資料）FAOSTAT より作成

（年）



78 / 147

c） コスト構造

水産物のうち、ホタテのイギリス向け輸出にかかるコスト構造を整理した。

図表 イギリスにおけるホタテのコスト構造モデル（概算）
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注釈）輸送コストは、全輸送機関におけるＥＵ27 カ国へのＦＯＢ価格およびＣＩＦ価格の合計値の差をも

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

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

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

食品小売企業でデータが取得可能な企業の平均粗利率をもとに算出している。

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

り作成

２)日本産品への需要

水産物に関しては、ＥＵから求められているＨＡＣＣＰ認証やＩＵＵ漁業規制の証明書

要件が厳しいため、現状では日本産水産物でＥＵに輸出されている品目は限られており、

昨今の寿司ブームの恩恵は享受できていない。

日本から輸出されている品目の一つである養殖ブリに関しては、寿司などを提供してい

る一部の高級日本食レストランや日本食材専門店が日本産を扱っている。

・ 生鮮品は航空便になるので、軽量で高額のものを中心に仕入れる必要がある。そのため、野菜だけで

はなく、ハマチなどの水産物を混載して仕入れようとしている（日本食材専門店）

・ 日本から直接仕入れているものは養殖ハマチで、週 300kg を空輸で仕入れている（日系水産物専門

卸業者）

・ ハマチは熊本からだが、ヒラマサはオーストラリアから仕入れている（高級日本食レストラン）

生 産 者 価 格 を 指 数 の

1000 としてホタテを

輸出したケース
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その他の品目では、日本産ホタテは現地のレストランなどでの需要があるという。これ

まで、フランス料理のスープ用として卵付ホタテが使われていたため、わが国の産地関係

者の間では欧州は卵付を好むと言われてきたが、現地の卸売業者や外食業者に対する今回

の聞き取りでは、卵無しのホタテを買いたいという回答しか得られなかった。

この点、日本産ホタテの欧州向け輸出量急減の理由の一つである可能性もあり、欧州で

のホタテ需要や用途が変化している可能性については調査が必要と思われる。産地関係者

としては、それらの市場の変化に適宜対応していくことが求められるだろう。

・ 日本の卵無しの生ホタテは現地のレストランなどでも需要がある。現状はカナダ産のものを扱ってい

るが、日本産であれば倍は売れると思う。（日系水産物専門卸業者）

・ 欧州では、卵付きのホタテはあまり好まれないため、卵無しのホタテを仕入れようとしている（日系

水産物専門卸業者）

ハマチ、ホタテ以外の品目で、ほぼすべての事業者が共通して仕入れたいと考えている

品目は鰹節である。現状では、国内にＥＵが要求するＨＡＣＣＰ認証に対応した水産加工

場がないため、輸出することができない。一部の個人店ではハンドキャリーで持ち込んで

いるケースもあるが、ほとんどのレストランあるいは小売では、味や品質が落ちるといわ

れている韓国産鰹節で代用しているとのことである。

・ 日本の特色を出すことのできる食材である鰹節を仕入れるために色々と試行錯誤をしてみたが、にっ

ちもさっちもいかない状況。現状、こちらに入るのは日本食材風の韓国産くらいである（高級日本食

レストラン）

・ 個人店ではハンドキャリーで持ってきているケースが多いと思う（高級日本食レストラン）

鰹節を輸入できない影響は大きく、近年、イギリスにおいても「うま味」の考え方が浸

透してきたものの、日本産の鰹節が入らないため、現在では、そのような考え方も薄まっ

てきてしまっているという意見もあった。

・ 外郭団体の努力により「うま味」の考え方は浸透したが、現在では本物の鰹節がないため、そのよう

な考え方が薄まってきてしまっている（高級日本食レストラン）

現地流通関係者からのヒアリングによると、鰹節以外にも、現状ではＥＵから求められ

る規制への対応ができていないものの、イギリスで潜在的な需要があると思われる品目は、

マグロを始めとして、貝類や車海老などが挙げられる。

・ 今後、日本から仕入れたいと思っている食材は、赤貝、とり貝など。以前は、韓国産のほうが安いと

いうことで韓国から仕入れていた（日系水産物専門卸業者）

・ 日本側が本気で日本産の食材を出そうと思えば、いくらでもある。例えば車海老なども良いだろう。

天然ものはチュニジアなどでも取れるが、形がバラバラであるということもあり、日本産の需要はあ

るだろう（日系水産物専門卸業者）
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一方で、現地でも仕入れることのできる水産物は現地の水産物を扱っているケースも多

く、高級日本食レストランでさえ、日本産を扱っているとは限らないのが現状である。

・ ホタテはスコットランドでも調達できるので、日本産の高いものを仕入れるよりは、現地のものを使

うほうが良いと考えている（高級日本食レストラン）

・ 現地で流通しているハマチのなかに日本産のハマチはほとんどないと思う（日本食材専門小売）

・ 魚は冷凍物を使う必要性がないので、日本産である必要性はない（高級日本食レストラン）

そもそも日本産の水産物はイギリスにほとんど輸出されていないため、消費者の嗜好を

分析することは難しいが、現地の消費者は脂がのっているものを好む傾向にあり、ある高

級日本食レストランではヒラマサよりはハマチのほうが、人気がある。

・ 現地のお客さんは脂がのっているものを好む傾向があるので、ヒラマサよりハマチの人気がある（高

級日本食レストラン）

日本産に限らない水産物全般の需要としては、オランダの現地系水産物卸業者によれば、

イギリスではマグロの需要が高く、フランス、ドイツの２カ国と比べても特に高い。

・ イギリスはマグロの需要が高く、ドイツはマグロも伸びてきているがエビやサーモンの需要が高い。

フランスもマグロの需要が増えてきて入るが、サーモンの需要が高い（オランダ現地系水産物卸業者）

a） 震災の影響

他の品目と同様に、震災後も風評被害はほとんどないが、ＥＵによる輸入規制等による

手続き面、および輸送面での影響は存在する。

検査用サンプルを取られてしまうこともあるが、ハマチを扱っている日系水産物専門卸

業者によれば、多くの量を取られてしまうということはなく、影響は軽微とのことである。

・ ハマチに関しては、サンプルで取られる枚数も 2、3 枚程度であり、サンプルを抜き取られるから大

きなロットを仕入れないといけないというわけではない（日系水産物専門卸業者）

b） 競合状況

現状は、日本から仕入れることのできる水産物が限られているため、競合品としてはほ

とんどが現地産あるいは海外の水産物である。

日本産の養殖ブリの競合はオーストラリアのヒラマサになる。現状、高級日本食レスト

ランでは日本の養殖ブリとオーストラリアのヒラマサを併用しているケースが多いが、今

後日本の養殖ブリを増やす意向のレストランが散見される。前述のとおり、消費者はより

脂がのっているものを好むということも要因の一つであろう。

・ 日本食レストランとしては、ヒラマサを減らして、ハマチを増やしていこうという意向はあるようで

ある。高級レストランなので、ハマチのほうが価格が高いということはあまり問題にならないようで

ある（日系水産物専門卸業者）
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一方で、日本産のホタテに関しては、需要があるものの、現状では外国産にコスト面で

負けているという。

・ 日本のホタテはコストが高いので、欧州ではチリ産、カナダ産に価格競争で負けてしまっている（日

系水産物専門卸業者）

加えて、関税の問題もある。競合国である韓国はＥＵとＦＴＡを結んでおり、例えば韓

国のマグロの関税が最終的にゼロになってしまえば32、規制面で日本産のマグロが輸出可能

になったとしても、コスト面で影響を及ぼす可能性もある。

現状では、中国産水産物の品質は日本産に及ばないとされるが、今後はＥＵ規制に対応

したアワビやウニなどの工場が中国に設置される可能性もあるという。

・ 現状は中国の水産物で輸入できるようなものはないだろうが、今後はアワビやウニなどの工場が開か

れるようになるだろう。当社はそれを見越して先般、中国に事務所を開設した（日系水産物専門卸業

者）

c） さらなる需要創出に向けた課題と展望

これまで見てきたように水産物に関しては、ＨＡＣＣＰ認証取得やＩＵＵ漁業規制への

対応の難しさが輸出拡大を阻害している最大のネックであり、これら規制への対応を進め

ていくことが先決である。その上で、日本産として独自性を出せるポイントを、徹底的に

訴求していくようなマーケティングが必要である。

⑤日本産主要農林水産物等の購買層

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

費者の反応を確認するため、消費者アンケートを実施した。

図表 消費者英独仏アンケートの概要

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

 調査地域：イギリス、フランス、ドイツ

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

 調査方法：インターネット調査

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

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

となるように配慮した

32 ＥＵ統合関税率（TARIC）によれば、2012 年７月 27 日時点における代表的なマグロの一種である太平

洋クロマグロのうち、冷凍されたもの（TARIC 品目番号：0303.45.99）の韓国からの輸入関税率は 14.6％

であり、日本からの輸入関税率は 22％である。
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a） 購買目的や頻度

イギリスは欧州内ではやや購入頻度が高いが、大きな差異ではない。購入目的は 94％が

自家消費だが、購入頻度は 44％が月に１回以下であり、日常的に購入している層は少ない。

図表 日本産品の購入目的
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図表 日本産品の購入頻度
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b） 購買層

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

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

日本産品を購入したことがある人の居住地は、イングランドが 84％（うちロンドン市内

18％）で、ロンドン近郊に集中している。

図表 日本産品購入者の居住地
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c） 購買基準

日本産品を購入した理由は、おいしいから（76％）、健康によいから（52％）、高品質で

あるから（34％）の順である。他国に比べ、味、健康、品質ともにやや多くなっている。

図表 日本産品の購入理由
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