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第４章 情報発信

１．情報発信ターゲットと発信手法

（１）情報発信にかかる前提整理および基本方針

当初、原発事故の影響による日本産農産物等の出荷量減少に対する「止血措置」として、

調査対象国の中でも特に対処が必要であり、また効果が見込まれると考えられる国および

発信先を抽出した上で、原発事故および放射性物質に関する科学的で正確な情報発信を実

施するという想定であった。

しかしながら、10 月に実施した風評被害調査およびマーケティング調査からは、震災直

後は日本産に対する拒否反応もあったものの、直近ではイギリス、フランスの消費者の記

憶からは消えており、消費者への直接販売では差し迫った問題は見られないとの結果を得

た。一方で、ドイツでは現在でも一部の消費者、事業者が敏感になっており、日本政府発

信の情報に対しては不信感を抱いているケースもあるとの結果を得た。

そのため、原発関連の情報発信をした場合、イギリス、フランスにおいては「寝た子を

起こす」ことになってしまい、またドイツにおいては日本政府からの情報発信効果が不透

明であるばかりか逆効果になりかねない。そこで、情報発信内容としては原発事故や放射

性物質関連ではなく、純粋に日本産の高品質さや美味しさをアピールし、クリスマス商戦

に合わせて現地の需要を喚起するほうが効果的であると判断し、実施することにした。

（２）対象国・地域の選定と選定にあたっての考え方

対象国・地域の選定にあたっては、「（１）情報発信にかかる前提整理および基本方針」

で確認したように、日本産の高品質さや美味しさをアピールし、現地の需要を喚起するた

めには、日本産の輸出先、消費国としてポテンシャルが最も高く、かつ他国への波及とい

う副次的効果も期待できるところを狙うべきとの考えのもと「①輸出先としての有望度」、

「②消費国としての有望度」「③他国への波及性」という３つの観点で検討した。

①輸出先としての有望度

2008 年から 2010 年にかけての日本からの食用農林水産物の輸出額の平均をみると、イ

ギリスが 30 億円後半、ドイツが 30 億円半ば、フランスが 30 億円前半と、イギリスへの輸

出額が最も多く43、現時点での輸出先としての素地はイギリスが最もあると考えられる。

また、将来の食品消費量に強い関係性があるとされる将来人口推計をみると、イギリス

の成長力が最も大きく、将来的な観点からもイギリス市場が最も期待できる。

43 財務省「貿易統計」より集計
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②消費国としての有望度

BCG Global Wealth Market-Sizing database 2011 によると、日本産の主な購買層とし

て想定される富裕層44の数はイギリスが 57 万世帯、ドイツが 40 万世帯、フランスが 27 万

世帯とイギリスが最も多い。また、同じく日本産の主な購買層として想定される日本人駐

在員の数を推定するための一つの指標である日本企業の海外支店数では、2010 年はイギリ

スが 77、ドイツが 36、フランスが 12 と、イギリスが最も多く45、日本産の消費国として

のポテンシャルはイギリスが最も高いと考えられる。

③他国への波及性

英語による情報が最も他国への波及性が高いということを踏まえると、イギリスが最適

であると考えられる。

以上 3 つの観点から、情報発信の対象国としてはイギリスが最も効果的であると考えら

れるが、中でも、ロンドンは世界中のメディアの集積地であり、多種多様な情報がロンド

ンから発信されているなど、情報発信基地としての性格を有している。加えて、イギリス

における日本食の普及度は、「日本食を口にしているイギリス人は、ロンドンなどの都市部

の高所得者層やビジネスパーソンが中心。一方、ロンドン以外や中低所得者層ではまだ日

本食を口にしたことのない人も多い46」とされ、ロンドンが他の都市と比べて圧倒的に高い。

日本産の高品質さや美味しさをアピールするためには、日本食が最も普及しており、か

つ他国への波及性が最も見込める地域が最適であると考えられる。欧州における日本食ブ

ームは、元々はロンドンから広まっていると言われていることも踏まえて、ロンドンを対

象地として選定した。

（３）情報発信手法の選定と選定にあたっての考え方

情報発信手法の選定にあたっての考え方は以下のとおりである。

①媒体の種類および手法の検討

消費者をターゲットとした食品関連の情報発信の方法としては、一般的に以下のような

媒体種類・手法の組み合わせが考えられる。

44 富裕層とは 100 万ドル以上の資産を有する層とされている
45 外務省領事局政策課「海外在留邦人数調査統計平成 22 年速報版」
46 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）
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図表 食品関連の情報発信における一般的な媒体および手法の組み合わせ

媒体種類 手法

小売店等の店頭47 試食などのプロモーション

インターネットメディア パブリシティもしくは広告出稿

マスメディア（TV、新聞、一般雑誌等） パブリシティもしくは広告出稿

ターゲットメディア（専門紙・雑誌等） パブリシティもしくは広告出稿

資料）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成

ここで、上記の情報発信手段の内、各媒体種類別の特徴をメッセージの到達範囲（広さ）、

到達度合い（深さ）、残存期間（長さ）という観点からまとめると以下の表のようになる。

図表 媒体種類別の特徴

資料）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成

「（２）対象国・地域の選定と選定にあたっての考え方」で対象地域をロンドンと設定し

たが、ロンドンにおいて、日本産農林水産物等の主要ターゲットと想定される富裕層にし

っかりとリーチするには、ある程度地域および読者層等のターゲットを絞ることのできる

メディアを選定することが望ましい。

また、ターゲットに伝えたいメッセージをしっかりと伝え、かつターゲットの頭に植え

つけるには、メッセージの到達度合いが深く、かつ残存期間も長い媒体を選定することが

望ましく、以上の観点から、本情報発信ではターゲットメディア（専門紙・誌）を選定す

ることとした。手法としては、メッセージやクリエイティブをコントロールでき、かつ確

実に掲載が図れる広告出稿を採用することとした。

47 ここでは小売店などの店頭も、広義の媒体として定義している。

媒体種類名

特徴

到達範囲

（広さ）

到達度合い

（深さ）

残存期間

（長さ）

小売店等の店頭
狭い

（地域住民のみ）
深い 短い

インターネットメディア
狭い

（特定層）
やや深い 長い

マスメディア

（TV、新聞、一般雑誌等）
広い やや深い やや長い

ターゲットメディア

（専門紙・雑誌等）

狭い

（特定層）
深い 長い
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②媒体の選定

「（１）情報発信にかかる前提整理および基本方針」で検討したように、本情報発信にお

いては、日本産の高品質さや美味しさをアピールし、クリスマス商戦に合わせて現地の需

要を喚起することを目的としている。また、「（２）対象国・地域の選定と選定にあたって

の考え方」ではロンドンを対象とすることとした。

このように、クリスマス商戦期のロンドンにおいて、できるだけ多くのターゲット層に

対して、日本産の高品質さや美味しさをアピールするには、ターゲットメディアの中でも、

１）そもそも読者数が多く、かつ、２）読者層が日本産の主な購買層とマッチしており、

３）クリスマス特集を掲載する誌面を持っている、媒体を選定することが重要であり、以

上を踏まえて、Observer Food Monthly 誌を選定した。

Observer Food Monthly 誌は、高級紙である Guardian 紙の日曜版新聞である Observer

紙に月一回の頻度で挿し込まれる冊子型の雑誌であり、食関連の情報を質の高い写真やヴ

ィジュアルとともに説得力のある魅力的な記事を展開している。

前述の３つの観点からみた Observer Food Monthly の特長は以下のとおりである。

１)読者数が多い

The Guardian のウェブサイトによると、本紙である Observer 紙は 1 号あたり 288,842

部の発行部数であり、読者数では 1,081,000 人48と、日曜版新聞におけるシェアでは 15％

を占めており、多くのターゲット読者にリーチすることが可能である。

２)読者の質が良い

The Guardianのウェブサイトによると、Observer紙は、Sunday Telegraph紙や Sunday

Times 紙など他の有力日曜版新聞と比べても、読者層の「ABC1（上中流階級～低中流階級）」

比率が最も高く、また「AB（上中流階級～中流階級）」における正社員率が最も高いなど、

日本産農林水産物等がターゲットとする層と読者層がマッチしている。

また、同誌の読者がレストラン等で外食をする頻度は、一般人の平均の約２倍であり、

好きなタイプの食は日本食、フランス料理、スペイン料理、そしてインドネシア料理であ

るというデータ49がある。

加えて、Observer 紙の読者の３分の２は、他の食関連の雑誌を読まないとされているほ

どロイヤリティが高い雑誌である。

48 家庭や公共の乗り物内での回し読みなど、一部の新聞に対して複数の読者がいるため、発行部数より

読者数が多くなる。
49 「Profile of an Observer Reader」

（http://image.guardian.co.uk/sys-files/Media/documents/2010/04/23/ObserverprofileHI.pdf）
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３)掲載誌面が効果的

当初から掲載時期はクリスマス商戦期を想定していたが、イギリスではクリスマス時期

はクリスマス一色となり、消費者はクリスマスにおける新しい食卓のアイデアを、食関連

の雑誌に求める傾向にあると言われている。

同誌はクリスマス特集号（12 月号）を発行しており、日本食あるいは日本産農林水産物

等をアピールする掲載紙面として非常に効果的である。
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２．情報発信の成果

（１）情報発信の具体的内容

図表 広告クリエイティブとコピー文章の和訳

「『いただきます』：日本から届いた高品質な食材」

－世界の食事をより良いものに－

日本では食事の前に食材や食事への感謝を込めて「いただきます」と言います。豊かな収

穫物をもたらしてくれる大地、山、海に、おいしくてうま味たっぷりの加工食品に変わる

収穫物に、時を超え世代を超えて受け継がれる伝統製法で加工品を作り続ける職人たち

に、味噌、醤油、緑茶や酒など、私たちを支え、私たちに喜びを与えてくれる食品に、 日

本産の食品と飲料の核を担う伝統と精魂を込め、職人のプライドをかけて作られた日本産

食品／飲料に感謝を込めて。

いただきますー私たちのご馳走を味わってください。
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上記の広告クリエイティブのデザインコンプトおよびコピー文章のポイントは以下のと

おりである。

①広告クリエイティブのデザインコンセプト

メインビジュアルには清酒を据え、まさに清酒が注がれている最中の写真を使用したこ

とで、より躍動感に溢れ、飲む、食べるといった行為そのものを見る人にダイレクトに喚

起させることを狙いとしている。

清酒をメインビジュアルにしている理由は以下の２つである。

・ イギリスへの輸出規模が大きいため認知度も比較的高く、また現在清酒ブームが立

ち上がろうとしている段階であることから、アピールする商品として適している

・ イギリスでは、クリスマス前の時期は「フェスティブ・シーズン」と呼ばれており、

会社のクリスマスパーティやホームパーティ、親族の集まりなど、飲食を伴うパー

ティの機会が増え、国民全体がアルコールを消費する量は多くなる。この時期の広

告だからこそ、清酒をメインビジュアルに据えることにより、パーティのアルコー

ルの選択肢の１つとして清酒を検討することを促進できる。

また、「清酒と一緒に日本産食品も召し上がれ」というイメージで、右端にはイギリス人

にも馴染みがあり、日本産食材として輸出実績のある食材とそれらを使用した料理である、

わさび、緑茶、みそ汁、寿司などを配置している。

色味は、華やかなクリスマス気分を高める赤を基調としつつも、シックな赤を使うこと

によって和のテイストを出し、イギリスのクリスマスカラーとは差別化を図っている。

②コピー文章のポイント

食欲をそそるデザインからダイレクトに想像される「食べる」行為を表すキャッチコピ

ーとして、日本語の「いただきます」を取り入れた「ITADAKIMASU: QUALITY FOODS

FROM JAPAN（いただきます：日本からの高品質な食材／食事）」を採用している。

掲載誌の読者で広告のターゲットである富裕層および国際的なビジネスマンは海外旅行

や出張の機会も多く、日本食（日本文化）への予備知識を持ち合わせていることが多いと

想定し、日本語の「いただきます」という言葉で関心を引き、広告の持つストーリー性に

自然と引き込むことが狙いである。

（２）実施時期

Observer Food Monthly 誌のクリスマス特集号（12 月号、12 月 11 日発行）に掲載した。
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（３）課題

クリエイティブに使用されている写真について、現地の一般消費者には伝わりにくいと

の指摘が現地日本人からあった。例えば、清酒は無色であるため知らないと何かわからな

いこと、日本産水産物は欧州にほとんど流通しておらず、米も欧州産が一般的であるため、

お寿司では日本産農林水産物等の拡大につながらないこと、わさびは欧州内で流通してい

る姿と異なるため、何かわからないこと等が挙げられた。ただし、このたびの情報発信の

主たる対象者はこれまで日本食にふれたことがある人が多数を占めることから、需要の回

復という視点からは大きな問題はなかったと考えられる。

一方で、新規拡大という視点からは、また別のアプローチが必要と考えられる。その場

合、日本人の常識でできあがっている一般的なアイコン（おちょこ＝清酒など）は通用し

ない場合がある。日本人が口を挟むのではなく、外国人の視点でクリエイティブを作成、

実施することが重要と考えられる。
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第５章 輸出戦略検討会議欧州地域部会

１．委員構成

輸出戦略検討会議欧州地域部会の委員構成は下記の通りである。

図表 輸出戦略検討会議欧州地域部会 委員構成（五十音順）

委員名 所属・役職 備考

大槻 俊介 委員
横浜冷凍株式会社
水産原料部 課長

川島 瑞樹 委員
永井酒造株式会社
広域営業部 部長

國枝 真 委員
金印株式会社
取締役

下堂薗 豊 委員
株式会社下堂園
代表取締役

田中 均 委員
セントラル貿易株式会社
代表取締役

輸出戦略検討会議統括会議 委員

なお、会議に参加したオブザーバーおよび事務局は下記の通り（敬称略）である。

○オブザーバー

統括会議委員

櫻井 研 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農業者大学校 講師

須藤 徳之 独立行政法人日本貿易振興機構 理事

農林水産省

小島 吉量 食料産業局 輸出促進グループ長

野木 宏祐 食料産業局 海外展開専門官

杉山 友輝 食料産業局 海外展開企画第１係長

新見 友啓 食料産業局 海外戦略販売第３係長

○事務局

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

妹尾 康志 公共経営・地域政策部 主任研究員

坂野 太一 国際研究部 主任研究員

林 正人 国際営業部 部長

荻野 亮子 国際営業部 次長

宇佐見 尚武 革新支援室 コンサルタント

中島 猛 国際ビジネスコンサルティング室 コンサルタント

萩原 良 革新支援室 アソシエイト
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２．開催概要

輸出戦略検討会議欧州地域部会は、年度内に３回開催した。各回の議題をはじめとした

概要は下記の通りである。

輸出戦略検討会議欧州地域部会 開催概要

開催回 日付・時間 議題

第１回
平成23年９月27日（火）
１３時３０分～（約２時間）

・参加者紹介
・事業趣旨と調査概要について説明
・原発事故後の規制と反応、わが国の対応について意

見交換
・現地調査の進め方について意見交換

第２回
平成23年12月14日
１３時３０分～（約２時間）

・情報発信の実施について報告
・各国における食品市場や日本産品の状況について意

見交換
・情報ミッションの進め方について意見交換

第３回
平成24年３月２日（金）
１３時３０分～（約２時間）

・情報ミッションの実施について報告
・報告書（案）について意見交換




