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はじめに 

 

 英国における日本食や日本酒に対して、英国の人々はどのような印象を持っているのか、

または、どれぐらい浸透しているのか。関係者によれば、例えば、日本食は「健康的なイ

メージ」「家庭食としての浸透はまだまだ」、日本酒では「まだまだ浸透していない」「熱燗

で飲むもの」「アルコール度数が高いもの」などが指摘される。しかし、実際にはどうなの

だろうか。そしてどのように彼らに対して日本酒を含めた日本産食品の売り込みをかけて

いけばよいのだろうか。 

 今回、日本食が実際に英国人の食に浸透しつつある状況で、今後日本酒を含めた日本産

食品の販売を行う上で、それらに対して消費者の認識はどのようなものであり、どのよう

なアプローチを行えば効果的なのかという観点で、二種類の消費者調査を行った。一つは、

日本食全般に対するイメージやかける費用、家庭における日本食の浸透度合い、日本の調

味料の浸透度合いなどを内容とする日本食全般に関する消費者調査。そして二つ目は日本

酒に焦点を絞り、日本酒を飲む機会、イメージ、購入場所、購入したい場所、好みのラベ

ルデザイン、日本酒にかける費用などを内容とする日本酒に関する消費者調査である。 

 今回の調査は、日本の伝統文化やポップカルチャー、日本食を紹介する Hyper Japan 

2012 Spring（2012 年 2 月 24 日～26 日）における日本食関連イベントの参加者に対して

行った。有効回答数は、それぞれ、日本食全般に関する消費者調査が 1,756 人、日本酒に

関する消費者調査が 848 人と既存の調査にない規模での調査である。 

 この調査結果は、これまで関係者の実感だけであったものを定量的に裏付け、または高

い精度でかつ正確に、日本食及び日本酒に対する英国消費者の認知度、嗜好などを把握で

きたものと考えている。特に日本酒に関する調査は、質問項目の作成にあたって、実際に

英国で日本酒の販売に携わっている方々に、マーケティングの観点で事前にアドバイスを

頂いた上で設定した。したがって英国での実際の日本酒の販売戦略を構築する上でより実

践的なものになっていると考えている。 

 この調査結果が、日本産の食材及び日本酒を英国の地に広げようとされる方々にとって、

参考となり、日本産食材の輸出促進につながることを願うばかりである。 

また、本調査の実施に関しては、調査を委託したものの、その結果の分析に関してはジ

ェトロ・ロンドン事務所の山田貴彦所員が行った。したがって個人の見解がはいっており、

必ずしもジェトロの公式見解を示すものではないことに留意いただければ幸いである。 
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【調査結果のポイント】 

 

○日本食全般に関して（1章） 

 ・日本食への好感度は高い。そのような日本食への印象は、「美味しい」（87％）「健

康的」（81％）「栄養価が高い」（56％）の順で高かった。 

 ・日本食にかける金額は通常の外食にかける金額よりも高い傾向。 

 ・好まれる日本食は「寿司」（88％）「天ぷら」（70％）である。また「照り焼き」が

高い（66％） 

 ・家庭で日本食を調理したことがある人は 6 割を超えている。ただし市販のスシキ

ットなどを試した人々が多い可能性あり。 

 ・日本食を作ってみたいシチュエーションに関する質問で「ディナーパーティー」

（56％）とほぼ同割合で「自宅での（通常の）食事」（55％）の回答があった。 

 ・自宅で使用する日本の調味料に関する質問で「醤油」（83％）「緑茶」（53％）「わ

さび」（43％）「味噌」（42％）とかなり浸透している。またこういった調味料の調

達に関して６割以上が「簡単」と回答している。ただしロンドンとそれ以外の地

域では、日本食へのアクセシビリティに差がある。 

 

○日本酒に関して（2 章、3章） 

 ・日本酒を飲む場所は「レストラン」（66％）が最も多く、続くのは「家」で 22％

にしか過ぎない。 

 ・日本酒のイメージは回答が多かった順に、「温めて/熱燗で飲む」（29％）、「アルコ

ール度数が高い」（24％）と続く。一方で実際の飲み方は「冷やして」（47％）「室

温」（34％）が上位で、「温めて」（32％）「熱燗」（19％）よりも多い。 

 ・日本酒が好まれる特徴は「フルーティー」（46％）や「すっきりさ」（44％）が上

位となり「辛口」は 20％にとどまった。 

 ・日本酒と一緒に食べる料理は「日本食」（78％）であり、中華料理などアジア系料

理と合わせるとする回答は多少あった。バーで供されるようなオツマミと合わせ

るという回答（10％）も多少あった。「チーズ」と一緒に食べるのが好まれる可能

性がある。 

 ・英国人はある程度正確に日本酒の特徴を捉えている様子。しかし複雑なお酒は違

いが分からない模様。 

 ・ラベルデザインにはやはり日本らしさを求める傾向。ただしシンプルすぎず、高

級感がありデザイン性の高いものが好まれる傾向。 

 ・ネーミングは「発音しやすく覚えやすい」ものが好まれる傾向。 
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1. 日本食全般に関する消費者調査 

1.1  調査実施概要 

 Hyper Japan 2012 Spring1で行われた、Sushi Awards 20122及び Taste Discovery Zone3

への参加者（それぞれ 1,665 人、630 人、合計 2,295 人）に対して、日本食の全般のイメー

ジや家庭への普及度合いを内容とした、各自記入（選択式）によるアンケート調査を実施

した。実際に回収できたもののうち有効回答数は合計 1,756 人であり、各属性については

表 1 のとおり。 

（表１）アンケート回答者の属性（有効回答のみ） 

全体数  100％ 

（割合） 

1756 人 

（実数） 

国籍 日本 5.4% 95 人 

 日本以外 90.4% 1,587 人 

 無回答 4.1% 72 人 

性別 男性 44.8% 786 人 

 女性 52.4% 920 人 

在住地 ロンドン 61.8% 1,085 人 

 ロンドン郊外 13.3% 234 人 

 ロンドン以外の都市 18.6% 327 人 

 欧州（英国除く） 2.1% 37 人 

 欧州外 1.0% 17 人 

飲食業 はい 10.0% 176 人 

の従事 いいえ 85.6% 1504 人 

年齢 18～25 才 33.1% 582 人 

 26～35 才 36.0% 632 人 

 36～45 才 14.4% 253 人 

 46～55 才 7.5% 132 人 

 56～66 才 3.0% 53 人 

 66 才以上 0.7% 13 人 

 無回答 2.4% 42 人 

年収（※） ￡0～10,000（￥0～130 万） 14.5% 255 人 

 ￡10,000-20,000（￥130～260 万） 10.4% 183 人 

 ￡20,000-30,000（￥260～390 万） 13.5% 237 人 

                                                   
1 Hyper Japan の詳細は最終ページの【参考】を参照 
2 在ロンドンの日本食レストラン５店のシェフによりオリジナル巻きずしの試食・人気投票

イベント。 
3 カレーや焼うどん、そして日本酒などの実演試食イベント。単に試食だけで終わらないよ

うに、テキストを用意し人数を制限した上でのセミナー形式で実施。 
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 ￡30,000-40,000（￥390～520 万） 9.2% 162 人 

 ￡40,000-40,000（￥520 万以上） 15.2% 267 人 

 無回答 31.2% 548 人 

（※）上記年収に関する換算レートは￡1＝130.72円を使用（2012年 4月 19日現在 http://www.xe.com/ucc/） 

（注）回答のうち属性の各項目を白紙とした数値も含んでいるため、各属性の合計と全体数（1,756 人）が一致し

ない。（なお、「無回答」は回答したくないと明確に意思表示があったもの） 

全体の 62％がロンドン在住であり、英国内在住だと、合計で 94％を占める。また年代別

でみると、26～35 歳（36％）がもっとも多く、次に多いのは 18～25 歳（33％）、36～45

歳（14％）と続く。また所得に関しても、特定の所得層が多いということもなく、偏りが

ないことが分かる。なお、アンケートのうち、Ｑ１、Ｑ３、Ｑ５及びＱ１０に関しては単

数回答であり、それ以外は複数回答である。 

 

1.2 調査結果 

（１）日本食全般に対するイメージ及びかける費用について 

 まずは、日本食全体に対するイメー

ジについて質問（Ｑ１）をおこなった。

日本食を好きかどうかについては、

98％が「好き」と答えた。これは「日

本」をテーマにしたイベントの参加者

なので当然の結果と言えるかもしれな

い。 

 では、そのような日本食に対して、

具体的にどのようなイメー

ジを有しているのかについ

て聞いてみた（Ｑ２）。もっ

とも多かった「美味しい」

（87％）に次いで多いのは

「健康的」（81％）と際立っ

て高く、これは、英国にお

いて日本食のイメージの特

徴と言える。更に「栄養価

が高い」（56％）「サービス

が良い」（35％）と続く。こ

れらのイメージも他国の料

理にあまりない日本食独自

のイメージではないかと思

http://www.xe.com/ucc/
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われる。一方「値段が高い」（25％）というイメージは想定されていたほど高くない。実際

には日本食は決して値段が安いものではなく、むしろ高めではあるが、消費者においては、

そういった点は当初から織り込まれているということなのか、もしくは相対的に価格が品

質に見合ったもので「値段が高い」という印象を受けていないということかと考えられる。 

次に各シチュエーション別（レストラン、持ち帰り、日本食材店）で支払う金額につい

て尋ねてみた（Ｑ３）。英国人が外食に費やす金額について、英国の大手リサーチ会社の

Mintel 社のレポートによれば、毎日の通常の外食にかける金額は多い順で見ると、￡10 以

下は 50％、￡10～20 は 36％である。また、記念日などの特別な日の外食にかける金額に

ついて同様に見てみると、￡10～20 は 31％、￡20～30 としたのが 29％であった。こうい

った数字とＱ３－１（レストラン）を比較すると、日本食は通常の外食の傾向ではなく、

特別な日に食するものに近いということが言える。 

なお、「その他」の項目の自由記入欄に記載したものを見てみると、レストラン（Ｑ３－

１）では￡50～100 という回答が多く、中には￡200 という回答もあった。また日本食材店

（Ｑ３－３）でも￡50～100 という回答が多く、たった一人だが￡1,000 という回答があっ

たのは驚きである。 
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 最後に、好きな日本食についても尋ねてみた（Ｑ４）が、やはり上位は「寿司」、「天ぷ

ら」となったが、特徴的なのは、「照り焼き」が 66％と高い。実際に大手スーパーにおいて

も「照り焼き」ソースが売られており、ロンドン市内では「照り焼きチキン」「照り焼きビ

ーフ」などが売られている。また、まだ日本食がそれほど浸透していない地域（スコット

ランド）のパブでも、「照り焼きサーモン」の売れ行きがよく、これは手軽に調理できる（サ

ーモンに照り焼きソースをかけるだけ）ことが原因だろうとの指摘する関係者がいる。こ

のように「照り焼き」は家庭料理やレストランでかなり浸透しているようだ。一方で、パ

リでは多くの日本食レストランで供されている「焼き鳥」が、44％と上位ではないことも

英国の特徴であろう。 
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（２）家庭での日本食の浸透度合い 

続いては、家庭での日本食の浸透度合いについて聞いてみた。「自宅で日本食を料理し

たことはありますか」（Ｑ５）と

いう問いに関しては、62％もの

方々が作ったことがあると回答

している。しかしながら、「Yes」

と回答した人々が料理したもの

が、全て本格的な日本食であると

は限らず、市販のスシキットやカ

レーキット4を買ってきて家で試

しただけというケースも多いと

                                                   
4 スシキットやカレーキットは大手スーパーなどで販売している。 
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思われることに留意すべき

である。 

 具体的に作ったことがあ

る日2食に関して挙げてもら

うと（Ｑ６）5、やはり圧倒

的に「寿司」（52％）が一位

となるが、次に「味噌汁」

（39％）及び「緑茶」（35％）

が続いている。 

全般的には好きな日本食

（Ｑ４）と多少は異なるもの

の全体として、大きく順位は

変わらない。 

Ｑ５とＱ６を併せてみる

と、「ラーメン」、「カレー」、

「うどん」など、ここ数年、

ロンドンに登場した人気の

専門店のメニューが上位に

つけており、「焼きうどん」

や「焼きそば」なども合わせてカジュアルな和食がブームとして来ていると思われる。 

次に、どのようなシチュエーションで日本食を作ってみたいかを聞いたところ（Ｑ７）、

「ディナーパーティー」（56％）という回答と、「自宅での（通常）の食事」（55％）という

回答がほぼ同じ程度で、高いということは興味深い。英国においては「ディナーパーティ

ー」はかなり気軽に行われるものであるものの、やはり普段とは少し違ったものを作って

みたいという動機で日本食に

挑戦したいという回答の割合

が高かったと思われる。しかし、

それとほぼ同じ割合で普段の

食事で日本食に挑戦してみた

いということである。これには

推測ではあるが、普段の食事に、

おそらく健康面を配慮して日

本食を作ってみようという傾

向がかなり強いことを示して

                                                   
5 「作ったことがある」という質問であるが、インスタント食材などを家で食した場合（特

に味噌汁など）や、調味料をかけただけ（豆腐）もこれに含んで回答しているケースが多

いと推測される。 
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いるのではないかと思われる。 

 

（３）日本の調味料の浸透度合い 

 続いて、日本産食材を家庭で普

及する上で、重要な要素になる調

味料について尋ねてみた。調味料

は、他の食材と比べると一度の料

理で使い切ることはあまりなく、

購入判断において、比較的価格の

要素が加味されにくいため、むし

ろ質の要素が相対的に高くなりが

ちと言える。つまり日本食の食材

の中では、価格競争力が低く、高

い品質で勝負する日本産が、他国

産（中国産、韓国産など）と比べて相対的優位性を確保できうるジャンルではないかとい

う考えの下、いくつか質問してみた。 

まずは調味料のうち、「自宅でよく使用するもの」（Ｑ８）を尋ねたところ、「醤油」（83％）

がダントツで一位であった。これは回答者のうち８割以上が醤油を家で使用するというこ

とであり、醤油が予想以上に浸透していることが分かる。6 

更に興味深いことに、「わさび」（43％）「味噌」（42％）「日本米」（40％）も非常に高い。

これらの食材は確かにテスコなどの大手スーパーでも入手可能であり、かなりの割合で認

知及び普及していることがよく分かる。 

 

 次に購入場所について尋ねて（Ｑ９）

みたところ、やはり多くは「日本食材店」

（56％）であったが、次には「地元のス

ーパー」（47％）が入った。これは、や

はり大手スーパーなどが取り扱ってい

る醤油、わさび、味噌が認知・普及して

いる証拠であろう。更に、日本の調味料

の調達が簡単かどうか（Ｑ１０）につい

て、聞いてみたところ、「簡単」と「比

較的簡単」を合わせると、65％近くが簡

単と回答しており、近くのスーパーなど

の入手しやすい場所で購入できており、

                                                   
6 ただし「Soy sauce(醤油)」は厳密にいえば日本の醤油だけではなく、広く東アジア、東

南アジアで用いられる Soy sauce も含んでおり、注意が必要である。 
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それらが高い認知度及び普及度につながっているものと推測できる。ただし、地域別でみ

ると、ロンドン在住者においては「簡単」と「比較的簡単」を併せた数字が 70％であった

が、ロンドン以外の英国在住者においては 49％であった。つまり、ロンドンと地方では日

本食に対するアクセシビリティに差があることが分かった。 

 最後に「日本の食材及び調味料に求めること」を聞いてみた（Ｑ１１）ところ。「品質」

（76％）が圧倒的に高く、回答者の多くが、価格よりも品質に高いプライオリティを置い

ていることが分かる。ただし「価格に見合った適切な量」が 40％、「低価格」が 24％と、

価格に関する選択肢を合わせると、ある程度高い割合となり、「品質」にある程度こだわり

つつも、「価格」が気になるところという消費者の姿が見えてくる。また「使いやすさ」（33％）

及び「利用方法の明確な表示」（28％）といった回答が比較的高く、裏返すと現在の商品に

対して「使いづらさ」「利用方法がよく分からない」といった認識を持つ者が多く、こうい

った点も英語での表示をする等して工夫の余地がある点かと思われる。 
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2．日本酒に関する消費者調査 

2.1 調査実施概要 

 Sake-Awards 20127への参加者（1,043 人）に対して、日本酒に対する消費者の意識を把

握するため、各自記入（選択式）によるアンケート調査を実施した。実際に回収できたも

ののうち有効回答数は 848 人で、各属性については表 2 のとおりである 

 全体の約 67％がロンドン在住であり、英国内在住だと、合計で約 94％を占めている。ま

た年代別でみると、26～35歳（約42％）がもっとも多く、次に多いのは18～25歳（約28％）、

36～45 歳（約 17％）と続く。 

 また、Ｑ１、Ｑ２及びＱ１１に関しては単数回答であり、それ以外に関しては全て複数

回答としている。 

 

（表２）アンケート回答者の属性（有効回答のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記年収に関する換算レートは￡1＝130.72円を使用（2012年 4月 19日現在 http://www.xe.com/ucc/) 

（注） 回答のうち属性の各項目を白紙とした数値も含んでいるため、各属性の合計と全体数（848）が一致しない。（な

お、「無回答」は回答したくないと明確に意思表示があったもの） 

 

                                                   
7 7 種類の日本酒を、一般の参加者が試飲し評価をすることを通じて、出展した日本酒の中

から「参加者が選ぶもっとも好きな日本酒」を決めるイベント。 

全体数 100% 848 人

（割合）

性別 男性 52.1% 442 人

女性 43.9% 372 人

在住地 ロンドン 66.9% 567 人

ロンドン郊外 13.2% 112 人

ロンドン以外の都市 14.2% 120 人

欧州（英国除く） 1.5% 13 人

欧州外 0.6% 5 人

飲食業の従事 はい 11.8% 100 人

いいえ 83.8% 711 人

年齢 18～25才 28.3% 240 人

26～35才 42.1% 357 人

36～45才 16.9% 143 人

46～55才 4.8% 41 人

56～65才 2.8% 24 人

66才以上 0.4% 3 人

無回答 1.8% 15 人

年収　(※) ￡0-10,000  （￥0～130万） 10.4% 88 人

￡10,000-20,000 （￥130～260万） 8.8% 75 人

￡20,000-30,000 (￥260～390万） 15.6% 132 人

￡30,000-40,000 （￥390～520万） 11.7% 99 人

￡40,000以上 （￥520万以上） 19.9% 169 人

無回答 28.5% 242 人

（実数）
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2.2 調査結果 

（１）日本酒との関わりあい 

英国に住む人々に対して、どの程度日本酒が浸透しているのか、日々の関わりあいなど

について各種質問を行った。 

まずは「日本酒の飲酒頻度」（Ｑ１）について聞いてみた。Sake-Awards 2012 への参加

者は、そもそも日本に対して関心がある人々であり、日本酒になじみがある人々が大半を

占めるのかと予想されていたが、月に 1、2 回以上は 23％と 2 割にとどまっており、この

「今日（当該イベント）が初めて」（13％）、「めったに飲まない」（23％）と日本酒を飲む

機会がほとんどない人が合わせて、4 割近くに上り、日本酒が浸透していると言っても、や

はり一般に浸透しているとまでは言えない状況であることが改めて分かった。 

 次には、「初めて日本酒を飲んだ際のきっかけ」（Ｑ２）を尋ねてみたが、「日本食のファ

ンだから」（26％）、「日本文化のファンだから」（20％）と日本への興味を持ったこと、及

び「家族や友人の勧め」（24％）と周りからの勧めがあったこと、によって、初めて日本酒

を飲んだという回答が多かった。 

 「普段、日本酒を飲む（もしくは購入する）機会はどのような時か」（Ｑ３）という問い

について、6 割以上は「レストラン」

（66％）と回答し、それ以外（家、

パーティー、贈り物）の項目は、そ

れぞれ 2 割もしくはそれ以下にな

ることから、日本酒に接する機会は

基本的には外食であり、自宅などの

外食以外では、日本酒を消費若しく

は購入する機会はそれほど多くな

いことが分かる。 
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（２）日本酒のイメージ 

 次に、日本酒に対してどのようなイメージを抱いているのであろうかについて尋ねてみ

た。結果（Ｑ４）は、やはりよく関係者が指摘する「日本酒は熱燗で飲むものというイメ

ージが定着している」や「ウォッカやジンなどと同じアルコール度数と思われている」8と

いうことを裏付けるように、「温めて/熱燗で飲む」（29％）、「アルコール度数が高い」（24％）

という回答が多かった。また男女別で比較しても「温めて/熱燗で飲む」は男性 31％、女性

27％となるなど概ね差がなかったものの、「アルコール度数が高い」という回答だけは男性

21％、女性 28％と、他の回答と相対的に差が大きかった。 

 これを補完する質問として、普段の日本酒の飲み方についても尋ねた（Ｑ５）が、予想

外に「冷やして」（47％）、「室温」（34％）という回答が多く、「熱燗」（19％）や「温めて」

（32％）を超えている。日本酒は熱燗で飲むものというイメージが根強いのは確かなもの

の、熱燗以外の日本酒の飲み方が予想以上に浸透しているようだ。これは一つの要因とし

て高級日本食レストランにいる日本酒の知識を持った「酒ソムリエ」が飲み方について細

かく説明していることも影響しているかもしれない。なお「カクテル」で飲むとした回答

はわずか 6％であり、南米で

流行しているような日本酒

のカクテルというのは英国

ではなじみがうすいことが

分かる。 

                                                   
8 この理由として、「精米歩合とアルコール度数が混同されているようだ。」と指摘する関係

者も多い。 
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 一方で具体的に、味覚の点で、日本酒のどのような味わいを気にいっているのかという

のを、聞いたところ（Ｑ６）9、「Fruity(フルーティー)」（46％）、「Clean(すっきりさ)」（44％）、

「Sweet(甘み)」などが上位となり、日本人が好む「辛口」10の評価が高くなかった（20％）

点は日本人と英国人の好みの違いと言えるだろう。 

 

                                                   
9 評価項目は、英国人になじみのあるワインの評価項目を参考に作成した。 
10 『清酒製造業の健全な発展に向けた調査研究」に関する報告書（平成 17 年 11 月）』（国

税庁課税部酒税課）の「参考資料１ インターネットによる消費者アンケート調査結果Ｑ30」

によると、日本酒で最も好みとした一位が「辛口の清酒」（22.5%）であり、続いて「後味

がすっきりした清酒」（18.5%）「甘口の清酒」（15.3%）と続く。 
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（３）日本酒の購入の形態 

 英国における実際の販売戦略を考えるに当たっては、日本酒の商品自身（product）はも

ちろん重要だが、それ以外で重要なポイントとなってくる点がある。具体的には、①購入

場所（place）、②販売促進(promotion)、③購入金額(price)などが挙げられる。以下はそれ

ぞれに関連して質問した結果である。 

① 購入場所 

 まずは「日頃どのような場所で日本酒を購入しているのか」を尋ねたのがＱ７である。

予想通り「日本食材店」が最も多かった（36％）。「地元のスーパー」（13％）や「アジ

ア食材店」（13％）が一定程度あるが、これは日本産でない安価な日本酒を購入している

割合が一定層存在しているものと思われる。 

 

 

 一方で、どのような場所で日本酒を購入できれば便利かという問い（Ｑ８（※比較のため

にＱ7 と同じ順で掲載））に対しては、「地元スーパー」（50％）がＱ７との比較では最も増加

しており、これは普段の地元スーパーでの買い物のついでに気軽に日本酒を購入したい

というケースがかなり多く、裏返すと、現状では購入できないことへの不満があるもの

と思われる。 
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 また、「アルコール専門店」（26％）で購入出来たらいいと思う割合がＱ７と比べてか

なり多いのも特徴的である。これはワインなどのお酒を飲みたいという時に、日本酒も

比較対象としたいという表れであり、日本酒が、特別なものではなく通常、商品（お酒）

を選ぶ際の選択肢の一つとして十分考えたい層が多いというものと推定される。さらに

専門店のほうが品質が確保されており、かつ、その上で専門店のスタッフから適切なア

ドバイスを得たいという意識の表れかもしれない。 

② 販売促進 

  続いては購入を促すために必要な情報として、「日本酒と一緒に食べる料理」（Ｑ９）

と「日本酒のラベルに求めるもの」（Ｑ１０）の二点について質問をした。 

   

やはり、想定どおり日本酒は日本料理と一緒に食べるという回答がほとんどを占めた。

またアジア系の料理と合わせるという回答も少ないながらもあり、西洋料理と合わせる

という回答はほとんどなかった。バーで出てくるようなオツマミ（ナッツやチップスな

ど）と合わせるという回答が 10％あったのは興味深い。 

  一方で、日本酒のラベルに対しては、やはり「伝統的なデザイン」や「日本語が使わ

れている」といった日本らしさを求め、日本らしさを除いた「ユニバーサルデザイン」

の支持は非常に少ない（5％）のが特徴的である。しかし日本語及び英語の双方の表記を

求めるとする回答も 31％と一定割合あり、購入頂くためにはラベルに英語での表記は必

要になってくると思われる。 
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③ 購入金額 

  ロンドンにおいて、パブで飲むビールは１杯（１pint≒568ml）で、￡3～4 程度で、

スーパー等で手に入るワインはボトル一本で大体￡5 から購入でき、￡10 もあればある

程度よいワインが購入できる。 

そのような中で実際、日本酒に費やしてよいと考える金額はいくらぐらいかについて

質問した（Ｑ１１-A～D）。注目すべきは、レストランにおいて、一ボトルあたり￡30～

50（約 4,000～7,000 円）程度払ってもよいとする層が 30％もいるということである。日

本酒は高級なお酒であり、高価だがそれだけ支払う価値はあると考えている人々が十分

いるということである。 

ただし、実際にはレストランや小売店の形態によって、価格帯は実際には異なり、ま

た日本酒も銘柄によって価格帯に幅があるのは当然であり、これらの結果はあくまで目

安と理解していただきたい。 
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3．日本酒の個別銘柄ごとの採点結果からみた消費者の嗜好 

 3.1 調査実施概要 

 Sake-Awards 2012 では、実際に試飲しながら、個別銘柄に対して、味に加えてラベルな

どのデザインなどの複数項目に対して、採点してもらった。このいわゆる「利き酒」に対

して、797 名（有効回答数）の方々が参加をした。 

 この個別銘柄ごとの採点結果は、出展したそれぞれの酒蔵に対してフィードバックをし、

今後の新商品開発や販売戦略の参考としていただいた。本稿においてはその個別銘柄ごと

の採点結果を掲載するのは報告書の性質上差

し控えるが、個別銘柄の採点結果をロンドンの

日本酒関係の有識者（日本酒バイヤーや酒ソム

リエなど 6 名）に見てもらい、それらに対する

コメントをヒアリングした。次項にその結果を

取りまとめて紹介する。 

なお、各個別銘柄に対する評価項目は以下の

とおりであり、すべての項目について５段階で

評価頂いた。 

 

【評価項目（主要項目のみ）】 

Balance（香り及び味のトータルバランス）※１ 

Pairing（各酒蔵が用意したオツマミとの相性） 

Story (各酒蔵が用意した、その酒にまつわる歴史などの話) 

Label（ラベルのデザイン） 

Bottle（ボトルの形、色、素材） 

Attractive（名前の訴求力） 

Catchy（名前の覚えやすさ） 

Price（価格）※２ 

Purchase（実際の購入意欲） 

※1 実際には、この他に、香り、フルーティー、甘さ、後味の良さ、バランス等の９つ

の詳細な項目についても参加者に評価していただいたが、この場での紹介は割愛した。 

※2 英国での現地代理店での卸値に、主催者が算出した一定の係数を乗じて推計した価

格を英国での末端小売価格として参加者に提示 

 

3.2 採点結果を通じた有識者の評価 

（１）現地の方々の味覚 

予想以上に「各銘柄の特徴を捉えられているという印象を受けた」と回答する有識者が

概して多かった。これは回答者がワインを日常飲みなれていることで、「味わい方が自然と

身についている」のでは、という指摘があった。一方で、「分かりやすいお酒は評価が適正
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だったと思うが、やはり複雑な味覚や味わいをもったお酒の個性があまり結果に反映され

ていない、つまり違いが認識されていない」という指摘があった。他には、ワインを飲み

なれているため「フルーティー(Fruitiness)」や「すっきり感（Cleanness）」の項目は評価

しやすいのではないか（つまり、違いが分かるということ）」という指摘や、「香りがある

ものは好印象である」といった指摘があった。 

また、Pairing の項目の結果からみて、日本酒と一緒に味わう食材として、「現地の人々

に、常日頃からワインと一緒に食されていて、なじみのある「チーズ」が好まれる傾向に

ある」という声が多かった。 

 

（２）デザイン（ラベル及びボトル）及びネーミング 

今回出展されたお酒のラベルデザインは全てが漢字標記であったものの、銘柄毎の差が

予想以上に明確に出た結果となった。この点について有識者の主な意見は以下のとおり。 

・日本的なものが受けるというのは間違いない。 

・しかし、「漢字のみ」というシンプルすぎるものは評価が低かった。一方で高級感があ

り、デザイン性が高いものに対して評価が高い。 

・見た目が予想以上に重要であり、購買意欲にも大きく影響しているようだ。 

・ボトルはその銘柄のアイデンティティーであり、個性的であったほうがよい。 

 

また、ネーミングに関しては、「発音しやすくて、覚えやすい名前」が良いという指摘が

多かった。レストランなどで注文する際のことを想定すると、この点は販売戦略上大きな

ポイントになると思われる。有識者からは、「お酒をシンプルに表す名前を 1～2 語で打ち

出し、英語標記も記せばよい」といった意見や、「Jyunmai や Ginjo 等のスペックを何らか

の形で標記すべき」といった指摘があった。 

 

（３）購買の決め手となる要素 

今回の結果では、やはり価格が高い商品は他の項目が良くても、実際の購買意欲

（Purchase）の点数が低くなる傾向が見てとれた。そのためにやはり「価格」の要素が大

きく影響するという指摘は全員一致する意見であった。さらにこれを踏まえて日本酒はま

だまだ日常に飲むものではなく、レストランなどで飲む高級なお酒という意識が強いので

はないかという指摘や、むしろ高級感を更に際立たせるために、贈り物の利用を想定して、

高級な化粧箱に入れて販売するのもよいのではという指摘があった。 
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【参考】 Hyper Japan 2012 Spring について 

   

Hyper Japan 2012 Spring とは、J ポップカルチャーや伝統文化、日本食などを紹介する

イベントであり、2012 年 2 月 24 日～26 日の 3 日間にわたり、ロンドンの中心部にあるア

ールズコート（ブロンプトンホール）で行われた。Hyper Japan 自体は 2010 年 10 月に第

1 回が開催され、今回が 3 回目の開催となる。 

 

<場所> アールズコート（ブロンプトンホール）（英国ロンドン） 

<開催期間> 2012 年 2 月 24 日（金）～2 月 26 日（日）の 3 日間 

<主催> クロスメディア社 

<後援> 在英国日本大使館、日本貿易振興機構（JETRO）、日本政府観光局（JNTO）、国

際交流基金、一般社団法人日本動画協会、NPO 法人映像産業振興機構、財団法人音楽

産業・文化振興財団 

<協賛> 12 企業 

<出展数> 105 

<展示内容> 音楽、ゲーム、映画、ファッション、観光、日本食、日本酒、アニメ・マン

ガなど 

<入場者数> 34,952 人（来場者の 94％が英国在住の非日本人） 

<来場対象> 一般、ビジネスビジター、プレスも含む 

<公式サイト>  http://www.hyperjapan.co.uk/ 
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