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厳しさ増した21年

　多くの苦難を乗り越え，異例づくめで開催された
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。
その直後に訪れた感染拡大の第５波は，これまでに
ない規模となり，飲食店は１年間のほとんどを休業，
あるいは時短に迫られ，より窮地に追い込まれた。
年初は回復へのほのかな期待があっただけに，その
衝撃は大きく，体力を消耗させた。10月以降，客
足は徐々に回復の兆しが見られているものの業種業
態によってまだら模様，年間としては前年に増して，
家庭用需要への依存度が高まった2021年だった。
　こうした家庭用偏重の消費構造は，業種別の浮沈
に如実に表れている。売り上げを伸ばしたのが，販
売関連ではＧＭＳ・ＳＭ，生活様式の変化が好影響
したネットスーパー，ドラッグストア，卸売業など。
商品関連では，巣ごもりを背景としたＲＴＤ，缶ビー
ル・発泡酒，ノンアルコールビール，ヨーグルト，
チーズ，バター，アイスクリーム，缶瓶詰，ジャム，
紅茶，インスタント /レギュラーコーヒー，プレミ
アム植物油，しょうゆ，焼き肉のたれ，トマト加工
品，香辛料，鍋つゆ類，ハム /ソーセージ類，カッ
プめん，乾めん，パスタ，プレミックス，パン，冷
凍食品，健康食品などが続伸。ほか，前年の特需で
対比では若干のマイナスも，高い消費レベルを堅持
したカテゴリーも少なくない。
　反面，飲食店市場の冷え込みが大きく響いたのが
酒類全般だ。とくに料飲店色の強い地酒，樽生 /び

んビール，いも焼酎，クラフトビール，輸入のウイ
スキー /ワイン /ビールに影響が出た。

飲食店回復もまだら模様

　一方の外食需要は，９月末の緊急事態宣言とまん
延防止措置の解除，10月下旬の時短営業解除（首都
圏１都３県・大阪府）以降，徐々に回復しつつある。
ただし，その実態はまだら模様で，デリバリーやテ
イクアウトがけん引した洋風ファーストフードは好
調だが，パブ・居酒屋などは依然として厳しい状況
にある。また，人気店とそれ以外の格差も拡大。外
食に慎重な姿勢をとり続ける大手企業が集まる都心
部と，テレワークの定着で需要が増えた住宅地域と
の差も大きい。
　一定数テレワークが定着し，オミクロンの懸念も
続いていることから，外食市場でリベンジ消費が一
気に爆発する可能性は皆無だ。来年もコロナ前と比
べて７〜８割の回復が上限との予測もあり，何の懸
念もなく外食市場が盛り上がるには，相当の時間が
かかりそうだ。
　このように，コロナ禍は生活者の意識や消費構造・
行動の変化を加速させた。オンラインフード注文・
配達プラットフォームの急拡大，Ｅコマース・Ｍコ
マースの急増は，その象徴でもある。また，健康意
識の高まりや，環境や働き方への関心の強まりも一
段と進み，業界挙げてＳＤＧｓへの取り組みが進ん
だのも2021年の特徴の一つだった。こうした動き
は2022年も続くが，焦点はコロナ対応と経済活性

　新たな変異株の感染拡大など，新型コロナウイルスの動向は
依然として予断を許さない状況にある。国民の意識や生活様式，
消費構造は２年間で大きく変化し，コロナ収束後も以前の状態
には戻らず，むしろ変化が加速するとの予測も多い。年初は回
復の緒に就くとの淡い期待もあった業務用需要は一段と悪化。
より家庭用依存度が高まった 2021 年の市場を振り返る。

　【酒類・食品産業の総括】

家庭用への依存一段と高まった
2021年の酒類・食品産業
〜飲食店は業種業態で回復まだら模様〜
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化をバランスさせていく「ウィズコロナ」下での緻
密な対応と，変化を先取りする新たなチャレンジと
考えられる。今年は，コロナ禍で生じた行動様式や
消費者意識の不可逆的変化に対し，柔軟かつ積極的

＜ＧＭＳ・ＳＭ＞
コロナ禍２年目も食品需要堅調
　2021年はＧＭＳ・ＳＭの食品需要が家庭内調理
の継続で堅調に推移した。食品ＳＭ３団体の販売
統計によると，食品販売額は１〜 10月累計（単純平
均）で前年同期比98.9％（食品99.2％）と見かけ上の
前年比はマイナスだ。20年が105.0％（同105.6％）
と高い伸び率だったためで，19年比では高水準と
コロナ禍２年目も市場を下支え。年間マイナス幅も
１％前後にとどまりそうだ。さらにＧＭＳなど大型
店の加盟が多い日本チェーンストア協会の食品販売
では前年が104.7％と高いハードルにもかかわらず，
年間でも２％程度伸長しそうでＳＭ以上の伸びが予
想される。外食業の時短営業なども追い風要因と

な対応が望まれる年となることは言うを待たない。
以下，各カテゴリー別に担当記者が21年を振り返る。

（まとめ・石母田主幹）

なった。節約志向のなか，ＮＢ値上げが相次いでお
り，目下，価格対応が最大の焦点となっている。
　新しい生活様式のもと，好調なのがネットスー
パーだ。大手企業中心に出荷能力拡大を目的に専用
物流センターの新設，計画が相次いだ。店舗出荷型
に加え，センター出荷型も再度注目され，将来的な
需要拡大に備える。また，ポストコロナ禍に向け業
界再編も加速。人口減少や異業態との競合で事業環
境の厳しさが今後増すと予想されるだけに，業績好
調な企業でも経営基盤の強化を急いだ。関西スー
パーを巡るエイチ・ツー・オーリテイリングとオー
ケーの対立もその証左だろう。このほか，ともにイ
オン系のフジとマックスバリュ西日本は24年３月
までに合併による新会社を設立することで基本合
意。12月には持株会社を設立した。統合により，
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業種別に 2021 年を振り返る

表①	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

流　
　
　

通

スーパー

○ 内食需要継続で食品販売堅調
ＧＭＳ・ＳＭの食品需要が家庭内調理の継続で堅調に推移。前
年の異常値から販売額は見かけ上の前年比がマイナスも，19年
比では高水準とコロナ禍２年目も市場を下支え。

△ 関西スーパー巡るＨ２Ｏと
オーケーの対立

関西スーパーを巡ってＨ２Ｏとオーケーが対立，その行方が混
迷を深める。臨時株主総会では僅差でＨ２Ｏ側が上回り，傘下
のイズミヤ・阪急オアシスとの経営統合案が承認。

△ 将来のネットスーパー拡大へ
準備着々と

新しい生活様式のもと，ネットスーパーが急拡大。大手中心に
出荷能力拡大を目的に専用物流センターの新設，計画が相次ぐ。
店舗出荷型に加え，センター出荷型も再度注目。

△ ポストコロナ禍に向け業界再
編

ポストコロナ禍で「業界再編の加速」を指摘する声も多い。人
口減少や異業態との競合で事業環境の厳しさが今後増すと予
想，業績好調な企業でも経営基盤の強化を急ぐ。

ＣＶＳ

× 来店客数戻らず
テレワーク継続で都市部・オフィス街店舗の客足が戻らず，既
存店売上高は微増レベル。反動増得られず。

△ ＤＸ推進で次世代モデル構築
無人店舗の運営，ＡＩロボット活用による商品陳列，配送の最
適化などさまざまな場面でＤＸの推進，実験検証が進んだ。

○ ＳＭ代替として冷凍・日配食
品の強化進む

家庭内需要継続による冷食・日配品の売場面積拡大（既存店改
装強化）ほか，家飲みのつまみニーズさらに広がる。

百貨店 × 前年反動で約２割増推移も19
年比大幅マイナス

約２割増で推移も，月により大幅反動増・反動減が顕著で成績
評価定まらず。19年比ではマイナス傾向。ＥＣ好調で今後に活路。

Dg.s ○ 食料品扱い額３割超える
経済産業省商業動態調査による１〜 10月の累計販売額（確報）
は６兆621億6,300万円，前年比100.2％。食品販売額は１兆8,581
億6,800万円，同101.5％。構成比は30.7％。

問屋 〇 家庭用・業務用の扱い比率で
明暗

加工食品，冷凍食品，菓子など巣ごもり需要で前年伸びたカテ
ゴリーはまずまずで推移。業務用は外食産業の営業縛りが解け，
酒類も解禁で22年の反転増に期待
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両社の地盤となる中・四国エリアで№1のＳＭチェー
ンを目指すとした。北海道のアークスは栃木県内の
ＳＭを子会社化し，関東初進出。徐々に南下政策で
規模を拡大中。ヤオコーも千葉のせんどうと業務提
携。従来の出店エリアを飛び越えて，規模拡大を模
索する。

＜ＣＶＳ＞来店客数戻らず
　見かけ上の既存店販売額は10月までの累計で前
年同期比100.6％（ＪＦＡ統計）と微増で推移。年間
でもほぼ前年水準となりそうだ。ただテレワーク継
続で住宅・郊外立地の店舗が好調に推移する一方，
都市部・オフィス街は客足が戻らず，同エリアの苦
戦が続いている。客数は20年に約10％強減少したが，
反動増とならず，21年もさらに２〜３％減りそうだ。
強みであった中食を軸にした商品戦略が機能せず，
従来の施策では限界を迎えた。冷凍食品の強化をは
じめ，生鮮・日配品の拡充などＳＭ代替機能を果た
すべく各チェーンは店舗改装に注力。「少量」商品
の買い合わせ提案や，家飲み継続によるつまみ需要
等の開拓も引き続き進める。
　ＤＸ推進による次世代モデル構築も進んだ。同業
界はキャッシュレス決済，セルフレジ導入など「非
接触」「非対面」による買い物体験が広がりをみせ
るが，無人店舗の運営，ＡＩロボット活用による商
品陳列，配送の最適化などさまざまな場面でＤＸの
推進と実験・検証が進んだ。水面下では消費者の思っ
ている以上にダイナミックな変化が起きており，消
費者が実体験できるのも間近に迫っている。
　また，プラスチック削減への取り組みも急ピッチ
で加速。おにぎりの包材薄肉化，バイオ素材配合へ
の変更，パスタ等容器を再生可能資源由来のバイオ
ＰＰ容器への変更，弁当・スープ用スプーンの持ち
手軽量化，弁当・寿司の一部容器やストローの紙製
への変更など，プラ使用量の削減を急いだ。背景に
は SDGs への取り組みに加え，22年４月から年間
５トン以上の使い捨てプラ製品を使用する事業者に
削減が義務づけられる「プラスチック資源循環促進
法」が施行，その準備に備えるためでもある。

＜百貨店＞市場規模５兆円台回復なるか
　21年は市場規模を５兆円台に戻せるかが焦点だ。
昨20年は業界始まって以来のマイナス幅を記録し，
市場規模は約4.2兆円まで縮小し，1975年に次ぐ45
年ぶりの低水準となった。その反動もあり，21年
は10月まで約２割増で推移も，月により大幅反動増・

反動減を繰り返す乱高下で業績評価はしづらい状況
にある。５兆円回復は11月と12月の年末商戦がカ
ギを握る。対19年比では各月大幅マイナスで推移，
規模拡大は不透明となっている。コロナ前に市場を
支えたインバンドが依然戻っておらず，しばらく期
待薄の状況。そんななかＥＣ販売などデジタル施策
は好調で，今後に活路を見出だしたい。
　しかし，小売業でのＥＣ拡大，大型商業施設の台
頭，中間層やヤングファミリー層の掘り起こしなど
課題は山積。懇切丁寧な接客がウリだった業界も独
自性が失われつつあり，不動産事業など百貨店に代
わる新事業への依存も不可欠となっている。

＜Dg.s ＞市場規模７兆円に
　経済産業省「商業動態統計」によるドラッグスト
ア（以下Dg.s）の21年10月（速報）までの販売額累計
は前年同期比100.2％。20年の市場規模は７兆2,800
億円台と７兆円を超えた。マスクや消毒液などの特
需に加え，ワンストップショッピングの効果によ
り食料品や日用品の売り上げも伸長した結果だ。21
年はその反動と，外国人訪日客需要の停滞が続いて
いることから伸長度も鈍っている。
　業界として食品販売と調剤に注力しており，食品
販売額（健康食品を除く）の同期間累計は１兆8,581
億6,800万円で前年同期を370億4,200万円上回り，
通年では２兆円台に達した前年を上回る見通しだ。
全体に占める構成比は10月単月で30.7％まで伸ば
し，３割台を堅持している。

＜ビール類＞家庭用善戦も５％弱の減に
　今年のビール類は昨年同様にコロナ禍の影響か
ら，業務用向けが営業自粛・時短などから厳しい環
境下だったが，家庭用堅調が継続したことで，トー
タル５％前後減で着地したようだ。特に直近の10月，

2021年の総括
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11月，12月半ばまでは従前の営業体制が戻って来
たこともあり，プラスでの推移をみせている。
　ビールはほぼ前年並みと業務用向けの回復が数字
に反映。発泡酒は健康機能系が安定した家飲み需要
に支えられており，３％前後のプラス。
　新ジャンルは前年の酒税増税を主因に11％前後
の減と大きく減らしていたが，10月以降は増税直
後がベースとなっていることもあって基幹銘柄がそ
れぞれ伸長に転じている。
　来年も先行きへの懸念材料はあるものの，業務用
の回復を前提に通常営業のスタイルが戻り，数字を
戻す反転プラスを見込みたいところだ。

＜清酒＞一般酒健闘・吟醸酒下げ
止まり気配（※輸出続伸）
　清酒市場は，課税移出量（中央会）ベースで１〜
10月累計が前年同期比４％減レベルで推移してい
る。うち，全体の３分の２を占める紙パック製品な
ど主体の一般酒が2.3％減と，昨年巣ごもりでの家
庭用需要が伸びた翌年としては比較的高いレベルを

維持している。ただ，一方で２Ｌ・３Ｌなど大型容
器での価格訴求傾向は年末にかけてエスカレートし
ており，こちらは懸念材料だ。
　また，近年実績を割っていた吟醸酒・純米吟醸酒
が１％前後のプラスと下げ止まり気配にあるのは明
るい材料。22年は業務用向けの再開も見込まれ，
業界からの期待も大きい。純米酒（６％減），本醸造
酒（15.4％減）とこちらは厳しい。
　なお，この環境下でも史上最高を更新しているの
が輸出。１〜 10月時点で数量2.5万㎘・57％増（財
務省調）と続伸しており，米国や中国，香港など東
アジアの伸びが大きく，次年度はさらなる伸長が見
込まれる。

＜焼酎甲類・本格焼酎＞
ともに92～ 93％での着地か
　焼酎甲類は，組合発表の１〜 10月時点での出荷
数量は前年同期比92.4％と厳しい数字で推移。ただ，
加盟社の中で製造休止，あるいは終売などの動きが
反映されており，上位各社の出荷・販売は，おおむ

2021年の総括

表②	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

酒　
　
　

類

清酒 △ 一般酒健闘，輸出増も全
体数量は厳しく

全体の３分の２を占める一般酒が微減レベルと巣ごもり需
要は底堅い。吟醸酒・純米吟醸酒も実績確保。輸出は史上
最高更新。

焼酎甲類 △ 巣ごもり需要も一服 家庭用の大容量ＰＥＴ製品は上位銘柄中心に堅調。ただ全体で
は休売・終売社もあり減少続く。

焼酎乙類 △ いも２ケタ減，麦５％減 全体で90％台前半での着地見込み。いもが２ケタ減と厳し
く，宮崎・鹿児島が減っている。麦も95％前後。

洋酒 ○ ＲＴＤが堅調，輸入減変
わらず

ＲＴＤは伸びが鈍化も，拡大傾向は継続。スピリッツ，リ
キュールは増加。輸入は業務用でハイボール需要激減など
回復はこれから。

国産ワイン △ 定番品など低価格帯の伸
び鈍化

500円程度の低価格帯をはじめ，定番品の伸びが鈍化。中高価格帯
への関心が高まりユーザーの深化進むも，数量・金額ともに減。

ビール △ 家庭用堅調も５％弱の減
年間を通じて業務用の営業活動がままならない厳しい環境
下だったが，家庭用の堅調と11月，12月の追い込みで５％
程度の減少にとどまった。

発泡酒 〇 安定した固定需要からプラ
ス

健康機能系が年間通じてコンスタントな販売をみせ，今年
もプラス。

新ジャンル △ 増税後の２ケタ減響く 20年10月以降の増税値上げから厳しい状況に陥ったが，この
影響が解けた11月，12月は各社基幹銘柄がプラスに転じている。

地（クラフト）ビール × EC好調も，メインの料飲
店で苦戦

ECサイトや CVSの全国展開で好調なブランドもあるが，今年
も料飲店の休業などで苦戦。営業再開後の動向に期待。

輸入ウイスキー × 宣言解除後もバー業態で
苦戦続く

家庭用の大容量で一部動きあるも減少基調。宣言解除後も
一次会で終了，深夜まで飲まないなど飲用スタイル変化で
バー業態の苦戦続く｡

輸入ワイン × 業務用大幅減で大打撃
輸入ワインは業務用が主体のため，酒類提供規制の影響大。
宣言解除後はナイトマーケットで泡好調も，全体の回復は
来年以降に期待。

輸入ビール類 × 業務用が引き続き苦戦 メインの料飲店・ビアパブの休業でマイナス。一方，有力ブラン
ドの中身が国産から韓国産に切り替わるなど大きな動きもあった。

ビールテイスト飲料 〇 ２ケタ成長みせる 国内ビール４社計で２ケタ伸長。基幹銘柄堅調，機能系は
２ケタ増と家庭用，業務用とも伸びている
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ね家庭用向けが比較的堅調で，前年並みから微減の
レベルの社が多い。家飲み需要は大型ＰＥＴ製品中
心に引き続きおう盛で，昨年同様に高い水準を維持
していると見る。一部ＰＢ製品などの廉価販売が懸
念材料ではあるが，22年は業務用の回復も見込まれ，
改めての「レモンサワーを全国区へ」の訴求が活発
になりそうだ。
　本格焼酎も１〜 10月の組合発表の累計で93.2％
での推移。原料別でも，さつまいも（いも）が
90.7％，米92.6％と全体比で落ち込み幅が拡大して
いる。ただ，麦も95.9％であり，健闘しているとは
いえ実績を割っている。
　この減少幅は，料飲店など業務用が全国的な営業
再開で補えるレベルではなく，特にいも焼酎は厳し
い環境と見る。県別でも宮崎88％，鹿児島90％と
２ケタ減を喫しており，原料さつまいもの基腐病の
広がりで調達や収量減による価格高騰なども今後ク
ローズアップされよう。
　一方で，家庭用はパック製品中心に安定した需要
をつかみ，巣ごもりなどでの広がりも見られたが，
21年はその反動減もあり，22年は巻き返しに期待
したい。

＜国産洋酒＞RTD伸び鈍化も増加基調
　国産洋酒市場は１〜 10月で前年同期比95％程度
で推移。家庭用ＲＴＤは伸びが鈍化しているものの
増加傾向は継続。無糖やレモン系が活況で，９％
の高アルは一定の支持層がいる一方，４〜７％の
中・低アルへのシフトも起きている。同時に，糖質
50％オフの機能系上市もカテゴリーを活性化。ハー
ドセルツァーも投入されるなど，多様化が進んでい
る。ＲＴＳも引き続き定番品が堅調。
　ウイスキーは同期比で90％程度。国内消費は緊
急事態宣言の解除以降は多少の消費回復が見られる
が，まだ動きは鈍い。輸出は活況で，１〜 10月累
計で１万1,104㎘（143.5％），金額は405億8,690万
円（183.6％）と大幅に伸長している。主な輸出国は，
フランス，アメリカ，中国。日本洋酒酒造組合は２
月，ジャパニーズウイスキーの定義を明確化する自
主基準を制定し，国内外に告知。ウイスキー製造へ
の新規参入も増加し，市場活性化につながっている。
ジンは昨年に引き続き伸長。昨年12月には国産ジ
ン市場が輸入ジン市場を数量で上回ったが，ジン総
市場としても拡大している。なお，新ジャンルは昨
年10月の酒税改正で増税以降は減少傾向にある。

＜ワイン＞ファンの深化進むも，低価格帯減
　21年のワイン市場は，前年比92％（数量ベース）
で着地予想。国税庁課税数量（１〜８月）では，国産
＋輸入は94.3％（国産94.6％，輸入94.2％）。財務省
貿易統計の輸入通関数量（１〜 10月）では，ボトル
ワイン（２Ｌ以下の容器入り）は91.7％，スパークリ
ングワインは106.3％，ＢＩＢ（２Ｌ超10Ｌ以下）は
97.4％，バルク（150Ｌ超〜）73.2％。
　コロナ禍が一巡し，ユーザーの消費行動が変化。
定番品，ＢＩＢ，低価格帯，無添加など日常的に手
に取りやすいアイテムから，中〜高価格帯への関心
のシフトが見られ，日本ワインの大手ＧＭＳでの採
用が進むなど，ワインへの深化が起きた。また，フ
ランス，イタリア，スペインの伝統国やチリに加え，
アメリカ，オーストラリア，ニュージーランド，ポ
ルトガル，アルゼンチンなど，間口がさらに拡大す
る動きもあったようだ。
　このことから，ワインに関心のあった消費者が，
さらに意欲的にトライアルしたことが推察できる
が，その一方でボリュームゾーンの消費が減ったこ
とから，全体的には数量・金額とも減少するという
二律背反の状況が起きている。間口が拡大した20
年に対し，ワインファンの深化・定着と同時にＲＴ
Ｄなどへの流出が起きた21年と言えるだろう。
　チャネル別では，通販が昨年に続き伸長する傾向
に。特にセット販売が好調で，まとめ買い需要ない
し購買スタイルは，ある程度定着したようだ。業務
用はコロナ禍が直撃して悪い話ばかりだが，料飲店
や結婚式場などでノンアル・ローアルワインの導入
が進み，市場規模は小さいながらも定位置を獲得す
る動きにある。大きな伸長はないかもしれないが，
新たな選択肢として今後も堅調に推移すると見られ
る。
　ＥＳＧ投資を背景とした世界的なＳＤＧｓへの関
心増は，折からの健康志向で少しずつプレゼンスを
高めていたオーガニックワインに追い風となりつつ
ある。病害虫や気候の問題の少ない産地は，もとも
とビオディナミに準ずるブドウ栽培を行っていたこ
とから，インポーターは提案の仕方を検討するかも
しれない。ただし，嗜好品は直感的な動機がなによ
り重要で，「おいしいから」飲むということを忘れ
てはいけない。好ましい味わい，それを裏付ける製
法，生産者の物語など，時流を読んだ訴求が求めら
れている。

2021年の総括
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＜輸入洋酒＞オンの回復わずか，
ジン市場は拡大
　輸入洋酒市場（ワイン除く）は，円安や輸送費の増
大などによるＦＯＢ価格高騰によりインポーターの
負担が増加。サントリースピリッツはウイスキーの
値上げを発表，22年４月出荷分から価格改定を実
施する。対象ブランドは「ザ・マッカラン」「グレ
ンフィディック」「ザ・バルヴェニー」「タラモア
デュー」（国産も「響」「山崎」「白州」「知多」で値
上げ）。年明け以降，他社も同様に値上げするか動
向が注目される。
　ジンは国産が好調に推移する動きに引っ張られる
形で輸入も市場が拡大。業務用が徐々に回復するに
従い，ジンソーダの提案などで加速をかけられるか
がカギ。一方，Ｈｕｌｕなどで配信される韓流ドラ
マの影響で「チャミスル」が一定の人気を維持。
　料飲店やバーなどオン業態は，昨年に引き続き減
少傾向だが，10月以降はわずかながら回復の動きも。
だが，飲み会が１次会で終わることも多い上に，帰
宅時間の早まりもあり，本格的な回復にはまだ時間
がかかると見られている。

＜牛乳・乳製品＞生乳生産量，
３年連続増産見通し
　21年の生乳生産量は，酪農生産基盤強化対策に
より後継牛の確保が進んだことから全体では３年連
続増産となる見通し。仕向け別では，牛乳等向けは

減少。昨年の業務用需要減少の反動等で，生クリー
ム等向けはプラスに転じた。生乳生産の増加により，
脱脂粉乳・バター向けが大きく増加し，高水準となっ
ている在庫量をいかに減らすかが課題。
　牛乳は，生産量は増加した一方で，市販用は前年
にプラスワンプロジェクトなど，業界を挙げて消費
喚起に動いたことで牛乳の飲用需要が増加。今年は
その反動のほか，長引く自粛生活で低調に推移。業
務用は緊急事態宣言解除から回復が期待される。
　発酵乳は前年が大きく需要を伸ばした反動で前年
割れ。一方で長引く自粛生活の中，機能性タイプに
ついては，「整腸」「便通改善」など，より具体的な
働きを訴求した商品に支持が集まっている。また，
プレーンタイプについては「整腸」「健康維持」といっ
た発酵乳ならではの特性が消費者のニーズと合致
し，回復基調にある。このほか，ギリシャヨーグル
トなどの水切りタイプが，高たんぱくで低カロリー
な食品として支持を受け伸長した。
　チーズは堅調に推移。昨年，コロナ禍で外出自粛
が広がったことを背景に，市販用チーズは調理用途
を中心に急伸。今期はその反動で微減となったもの
の19年比ではほぼ実績をクリアした。クリームなど，
アイテムによっては昨年を上回っているものも見受
けられ，家庭内での消費が底上げにつながっている。
一方，海外原料チーズは21年下期に10％の値上げ，
22年上期はさらに10％の値上げとなった。コスト
対策は喫緊の課題。
　アイスクリームは４〜 11月，前年実績をやや上
回った。昨年のコロナ禍では，在宅時間の延長でマ

2021年の総括

表③	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

牛
乳･

乳
製
品

飲用牛乳 〇 上期生産量はプラスで着地 １〜 10月累計の生産量は0.3％増と前年を上回る。
△ 家庭内需要低調 長引く自粛生活で前年に比べて家庭内消費が低調に。

乳飲料 △ コロナ禍でCVS等での動き鈍る 在宅勤務などの定着化でCVSでの動きが鈍化。

発酵乳

△ 前年の壁高く 発酵乳は前年に機能性タイプのドリンクヨーグルトの需要
が急増。その反動もあり前年には届かず。

〇 認知機能への働きなど新商品登場 認知領域の働きに寄与するなど機能性ヨーグルトの幅が広
がる。

〇 プレーンタイプ堅調 市場ボリュームの大きいプレーンタイプは「整腸」という
特徴が再認識され堅調推移。

チーズ
◎ 需要が高止まり 昨年の反動で上期前年割れも一昨年比で２ケタ近いのび。
× 原料が高騰 輸入原料チーズが高騰。生乳輸出国の生産伸びず。
× 業務用不振 コロナ禍で需要減響く。

バター
〇 市販用需要好調 外出制限で増加した家庭内調理需要が高止まり。
△ 在庫が高水準 インバウンド需要が喪失。

調製粉乳 △ 乳幼児向け低調も大人向け健闘 出生数の減少に歯止めかからず乳幼児向けは低調。大人向
け製品は手軽さもあり支持。

アイスクリーム 〇 ４〜 10月累計で前年超え 業務用苦戦も市販用好調。新商品がけん引。



8 酒類食品統計月報　2022（令和４）年　１月号

ルチを中心に消費が伸びた一方，先行きの不安から
新商品は総じて不振だった。今期は業務用が苦戦す
る一方，市販用が堅調で，特に中価格帯を含めた新
商品の健闘が目立っている。
　バター・脱脂粉乳は在庫が高水準に達しており，
消費拡大が課題。バターは年末にかけて国の需要拡
大策やホクレンの生乳販売対策（出口対策）が奏功
し，８月をピークに在庫は減少傾向にあるものの，
対策は道半ば。また，脱脂粉乳は依然として過剰在
庫を抱えており，ＯＤＡ（政府開発援助）を含めた対
策が求められている。

＜缶瓶詰＞原料価格高騰，広範囲で値上げ
　缶瓶詰は引き続き堅調に推移しているが，原料価
格の高騰で広範囲で値上げが相次いだ。コロナ禍で
「おうち時間」が増えるなか，缶瓶詰は昨年来，商
品価値が見直され需要が高まった。今年は昨年の反
動減はあるものの，一部を除き堅調に推移している。
特に，ツナ，コーン，やきとりなどは惣菜や料理素
材，家飲みのつまみなど利用シーンが広がっている。
激甚化する自然災害の続発で備蓄需要も高まってい
る。反面，青物は一頃のサバ缶フィーバーの反動減
で市場は低迷。今後の巻き返しが期待される。
　一方，原料事情は依然厳しい。特にカニ類は，タ
ラバ，ズワイともに中国，アメリカ，韓国の需要の
高まりで高騰している。とりわけタラバガニは，21
年のアラスカ産が四半世紀ぶり禁漁となったことで
供給難に見舞われている。大手各社ともロシア産を
代替えとして検討しているが，原料価格は大幅な上
昇が予測されており，今後は値上げ必至の情勢にあ
る。サンマ漁も３年連続で過去最低水準に沈んだ。
原料価格は引き続き暴騰し，新物は値上げ必至の情
勢。ホタテも今シーズンは高値入札となっており，
陸奥湾（青森）は２割高，噴火湾（北海道）も２割高。

瓶詰用の白鮭は，漁獲減少で２割高と高騰したまま。
　野菜関連では，米国産を主体としたスイートコー
ンも原料価格が上昇。円安進行もあり，ブランド各
社とも値上げに動いた。フルーツ原料も高騰してい
る。白桃は，国産㎏当たり約１割高，中国産は約５
割高，チェリーは，国産が約１割高，中国産は25％高，
中国産ミカンは前年比３割アップした。物流費，人
件費，包装資材など副原材料費も軒並み上昇してい
るなか，一部ブランドでは年明け以降の値上げを決
めた。今後は店頭末端での新値浸透が課題となる。

＜清涼飲料＞３年連続マイナスは回避
　21年の清涼飲料市場は，数量ベースで前年比0.5％
増の見込み。年初はコロナ禍によりマイナス着地
だった20年からの回復を期待し，複数の有力メー
カーが２％増を見込んでいたが，その達成はならず，
期待値に届かない結果だったと言えよう。ただ，３
年連続のマイナスは回避した。
　マイナス要因としては，コロナ禍の収束が思って
いたほど進んでいないことが挙げられる。20年ほ
どではないものの外出自粛やテレワークの習慣は残
り，多くが家庭外で消費されるパーソナル製品の動
きが期待ほど活性化しなかった。加えて，業務用と
して消費されるシロップ，一部の大型製品は回復し
ているものの，その速度は遅い。さらに，延期を経
て開催された東京五輪は無観客で，清涼飲料の消費
を促す策としては弱かったのが現実だ。再発出や延
長が繰り返された緊急事態宣言が大きな足かせと
なったことは言うまでもない。
　次に最需要期である夏場が天候に恵まれなかった
ことも大きい。３年ぶりに平常な梅雨明け（７月中
旬）で，止渇需要の高まりに期待ができるムードだっ
たが，８，９月が記録的な長雨に見舞われた。この
２ヵ月間は前年がコロナによってマイナスで，その

2021年の総括

表④	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

缶
瓶
詰

全般
〇 防災意識の高まりで存在感増す 自然災害が激甚化するなか，備蓄食として注目度が高まった。
△ 需要堅調 前年の反動減が一部見られるも引き続き需要は堅調に推移。
× 原材料高続く サンマ，ミカン，コーンなど他品目で原料高騰。値上げ相次ぐ。

水産缶
△ 品目により明暗 ツナ缶は堅調も青物缶の需要低迷。
× 原料高深刻 サンマ，タラバガニなど歴史的不漁で原料高騰。

果実缶 △ 需要堅調も原材料高騰 手作りデザートなど需要は堅調もミカン，桃など軒並み高騰。
野菜缶 △ 素材缶として根強い人気 スイートコーン，ビーンズなど料理素材として定着。
食肉 ･調理缶 〇 引き続き堅調 やきとり，コンビーフなど話題豊富，引き続き堅調。
ジャム △ 需要は安定 食卓の定番として需要は安定している。
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反動増が大いに期待されていた。清涼飲料は夏場，
残暑での止渇需要が多いことから７〜９月を最盛期
に位置付けているが，「２ヵ月間が天候不順になっ
たケースは過去にもほとんどない」（業界関係者）と
の声もあり，マイナスインパクトは非常に大きかっ
た。「どうしてもコロナが目立ってしまうが，年初
見込の２％増に届かないのは，ほとんど夏場の不調
が原因だ」（業界関係者）。
　一方，プラス要因もあった。激減していたプロモー
ションが活性化した。コロナ１年目の20年は各メー
カーが混乱し，接触，非接触のプロモーションをど
う使い分けるか判断に迷っていたようだが，ここで
積み上げたノウハウを生かし21年はオンラインを
メインに様々な提案を消費者に発信した。サンプリ
ングの代替策ともとれる店舗での“１ＢＵＹ１”な
ど，収益面の観点で賛否が分かれる施策もあったが，
多くの制限の中で可能な限りの手を打ったと言える
だろう。
　また，プロモーションと連動して20年よりもは
るかに増えたのが新製品だ。コカ・コーラシステム
とサントリー食品インターナショナルが発売した

“抹茶ラテ”はヒットカテゴリーとなり，他にも22
年以降も残るであろう製品が生み出された。さらに，
あらゆる食品業界でトレンドになりつつあるプラン
トベースは，清涼飲料にも波及。野菜飲料，豆乳と
いう既に確立されたカテゴリーに加え，オーツミル
ク，アーモンドミルクなど選択肢が多様になった。
　一方，業界の課題に目を移すと，コロナで20年
は注目度が下がってしまった環境問題対策に大きな
進展があった。多くのメーカーがＰＥＴボトルの素
材を循環させるボトルｔｏボトルを加速させた。
100％リサイクルＰＥＴボトルを，誰もが知ってい
るブランドに導入する動きもあった。全国清涼飲料
連合会（全清飲）は30年までに「ボトルｔｏボトル
比率50％」を目指すと宣言し，各メディアからの
注目を集めた。加えて全清飲は，資源回収の効率化
を目指し自販機横に設置している「リサイクルボッ
クス」にもメスを入れた。ごみ箱と誤認されている
ことから清涼飲料容器以外の異物が多く投入され，
資源循環を妨げていることに危機感を覚え，新機能
型を開発。22年秋の“業界統一仕様”を目指し実証
実験を開始した。
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表⑤	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調
分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

清
涼
飲
料

総市場 △ 3年連続マイナスは回避 ３年連続のマイナスは回避も，８，９月の長雨で伸ばしきれず。
年間は微増に。

コーヒー飲料 △ パッケージで明暗 ＰＥＴボトルは堅調。在宅でホームサイズが勢力拡大。缶の
ダウントレンドは止まらず。

炭酸飲料 △ 炭酸水続伸，コーラの
回復遅れる

家飲み等の寄与で炭酸水は続伸だが，最大量のコーラが回復
し切れず。五輪が無観客だったことも影響か。

ミネラルウォーター △ 堅調も特需の反動あり 在宅需要は定着したが，20年は特需も含まれ，その反動で伸
びは若干鈍化か。

無糖茶飲料 △ 緑茶けん引も麦茶伸び
ず

最大量の緑茶は健康志向で堅調。特に濃い系は絶好調。一方，
麦茶は冷夏が大打撃。

スポーツドリンク △ 冷夏が回復に水を差す スポーツシーンが一部戻り回復も，冷夏は痛い。五輪は無観
客でさほどの底上げにはならず。

嗜
好
飲
料

紅茶
（ＴＢ，リーフ）

〇 家庭内で紅茶 家庭内で紅茶を楽しむ動きが増える。アフタヌーンティーブー
ム“ヌン活”も。

× 飲料向け不調 紅茶飲料市場の不調に伴い，工業用が苦戦。パーソナルサイ
ズ紅茶飲料のメインチャネルＣＶＳが首都圏で回復遅れる。

Ｉ・コーヒー 〇 びん，袋堅調 コロナ前までダウントレンドだったびん，袋が在宅需要で堅
調推移。最大ボリュームで市場への寄与も大きい。

〇 在宅でも個食 スティック続伸。在宅でも個食需要は健在。

Ｒ・コーヒー
〇 “家淹れ”継続 家庭用は形態問わず満遍なく良い。20年に始まった家で豆を

挽く楽しみも継続。

× 業務用の回復は途上 カフェや喫茶店で客足の戻りが遅い。物販やテイクアウトに
力を入れるが，完全な回復はまだ先か

ココア △ 家庭用は悪くない推移 業務用は悪いが，別カテゴリー「ミロ」がきっかけとなった
家庭用の消費底上げは継続

緑茶 △ 家で緑茶の良さを再認識 家庭内で緑茶が飲まれ，古き良き文化が再認識。業務用は悪い

麦茶 △ 冷夏の影響大 コスパの良さから在宅で底堅い需要だが，依存度の高い８，９
月の冷夏は痛い
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　なお，環境に関連する製品として最もラインアッ
プ，販売数量が増えたのはラベルレスＰＥＴボトル
で，成長チャネルのＥＣをメインとしたまとめ売り
が好評。前述した通り在宅時間の増加でパーソナル
製品は不調だが，この場合は例外で，当然家庭内消
費の多い大型も対象だ。資源分別の手間削減もでき
るとして受け入れられている。
　最後に多くの食品業界を悩ますコスト高だが，
本稿執筆時点（21年12月）で清涼飲料メーカーから
の値上げ発表はない。ただ，「コーヒーや砂糖など
原料の高騰は限界が近い」（業界関係者）との声もあ
り，苦しんでいるのは事実だ。また，コスト高のひ
とつである物流費の深刻さが増している。量的なボ
リュームの大きい清涼飲料業界は，ここ数年物流課
題を抱え，人手不足，ドライバーの高齢化，長時間
労働など労働環境の改善が叫ばれているが，ここに
物流費が重なり，早急な解決が必要になっている。

＜嗜好飲料＞家庭用は好調，
コスト高で値上げへ
　21年の嗜好飲料市場は，カフェや喫茶店の客足
が期待ほど回復せず，引き続き業務用が不調となっ
た。一方で家庭用は巣ごもり需要で好調。トータル
では微減〜前年並みのカテゴリーが多いか。コスト
高は他の食品と同様で，コーヒーは値上げに。
　コーヒーは，カフェや喫茶店の回復が遅れている
が，対策を打ち出し，売上減少への歯止めはかけて
いる。物販，テイクアウト，デリバリーを軌道に乗
せた店舗も多い。また，人同士の接触や外出が制限
される中，客足は戻り切っていないが，店舗の持つ
空間価値が見直されていることもＳＮＳ等で確認さ
れ，カフェや喫茶店の存在理由を改めて示した。
　一方，家庭用は巣ごもり需要でレギュラー，イン
スタントを問わず続伸。細かい形態別でも満遍なく
伸びており，在宅で求められがちな大容量に偏った
消費にならなかったのは朗報だ。レギュラーの一杯
抽出，インスタントのスティックといったパーソナ
ル製品が，コロナ前もしくはそれ以上の伸びを示し，
巣ごもりであっても近年の消費形態である個食化は
健在であることを証明した。
　喫緊の課題は20年に続き業務用の回復だが，21
年はコスト高も加わった。原材料費，物流費とあら
ゆるコストが該当するが，生豆の高騰が止まらな
い。アラビカ種はブラジル主産地の霜害，世界景気
の回復見通し等から，ニューヨーク相場が10年ぶ
りに250セントを超えるなど高値水準が続く。ロン

ドン相場のロブスタ種も同様で，混乱に乗じた投機
マネー，コロナによる経済，人流制限も高騰に拍車
をかけている。ＵＣＣ上島珈琲やキーコーヒー，味
の素ＡＧＦ，ネスレ日本といった有力メーカーがレ
ギュラー，インスタントの値上げを相次いで発表し
た。
　紅茶もコーヒーと同様，不調の業務用を家庭用で
支える状況。ただ，家庭内での反応は悪くなく，紅
茶への興味は強くなっている。日本紅茶協会ホーム
ページ訪問者数は10月までで前年同期比20％増と
なり，ＳＮＳフォロワー数も急増。一部キャンペー
ンは過去最高の応募数を記録した。
　具体的なトレンドもあり，コロナ禍の閉塞感を打
破するツールのひとつとして，アフタヌーンティー
が女性，若年層の間で話題に。“ヌン活”というワー
ドも生まれた。緊急事態宣言で酒類を提供できな
かったホテルがきっかけとされている。
　また，コロナ前から噂だった業界再編が具現化し
た。ユニリーバ・グループ傘下の新会社として，「リ
プトン」を主軸にした世界最大のティーカンパニー
「エカテラ」が設立された，日本法人は「エカテラ・
ジャパン・サービス」。その後売却も発表されたが，
前述した通り一連の動きはある程度予測されていた
ことで，大きな驚きでなかったのが事実。業界はコ
ロナで劇的に変わってしまった社会環境による影響
を注視している。

＜植物油＞原料高で年４回の価格改定
　20年後半から続く原料高が21年も継続。３〜４
月にかけて，製油メーカー各社は油脂製品の価格を
改定。さらに，６月，８月，11月にも価格改定を
実施する異例の年となった。現在の状況を，「原料
価格のステージが大きな転換点を迎えているものと

2021年の総括
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考えられる」と評したメーカーも。菜種先物相場は
1,000カナダドルを超え，史上最高値を更新してい
ることから，21年12月に，22年２月からの菜種油
製品の価格改定を発表したメーカーもあり，年度内
に５度の価格改定を行う事態となった。
　家庭用市場は，上期は昨年の反動に加え，価格改
定もあり前年を割り込む状況がみられたものの，対
19年比では金額・容量とも上回っており堅調に推移。
ごま油，こめ油，アマニ油，えごま油といった高付
加価値製品が市場をけん引した。業務用・加工用は，
緊急事態宣言の発令で外食が不振だったことから厳
しい状況が続いている。

＜加工油脂＞プレミアムスイーツ
人気でクリーム好調
　パーム油をはじめとする原材料価格や海上運賃，
包材費・人件費の高騰を受け，21年の春以降，大
手加工油脂メーカー各社は価格改定を発表。今なお
続く高騰を背景に，複数回にわたって価格改定を発
表するメーカーもみられた。復調傾向が続く菓子パ
ンや，高級食パン向け製品が堅調に推移。春以降，
イタリア菓子「マリトッツォ」がブームとなったこ
ともあり，ホイップクリームが好調に推移した。外
出自粛が続くなか，プチぜいたくを求めて，ＣＶＳ
等でプレミアムスイーツを購入する人が増えている
こともクリーム人気を後押ししている。
　健康志向を反映し，プラントベースドフードに注
力するメーカーが増加。100％植物性クリームやプ
ラントベースドチーズ，プラントベースドバターな
どが登場している。

＜しょうゆ＞業務用の苦戦続く
　日本醤油協会・全国醤油工業協同組合連合会の
集計による１〜 10月のしょうゆ出荷量（自家消費含
む）は56万3,987㎘，前年同期比0.4％減。内訳は，
大手５社30万2,904㎘（前年並み），全醤工連26万1,083
㎘（0.8％減）。全醤工連のうち，全醸協は13万8,252
㎘（0.4％増），その他は12万2,831㎘（2.2％減）となっ
ている。なお，19年比では全体で6.4％減った。
　カテゴリー別にみると，前年に外出自粛を背景と
した内食需要の高まりによる急成長を見せた家庭用
は，需要がやや落ち着いたことから１ＬＰＥＴなど
が前年を下回る推移に。しかし，依然として内食需
要は高水準を維持しており，19年を上回る実績と
なっているようだ。業務用は，前年に引き続き苦戦。
新型コロナウイルス感染者の急増から，一時的では

あるが飲食店等で営業時間短縮，酒類提供自粛が実
施されたことが大きく影響した。これにより，コロ
ナ禍で大きな打撃を受けた前年をさらに下回る推移
となったようだ。しかし，緊急事態宣言の解除以降
は徐々に回復が進んでいる。

＜マヨネーズ・ドレッシング類＞
値上げの影響受ける
　全国マヨネーズ・ドレッシング類協会がまとめた
１〜 10月のドレッシング類生産は33万3,539トン，
前年同期比0.8％増。カテゴリー別では，マヨネー
ズ前年並み，その他半固体状ドレッシング7.7％増，
液状ドレッシング3.5％増，ドレッシングタイプ調
味料3.8％減，その他ドレッシング8.9％増。新型コ
ロナの感染拡大防止を目的とする飲食店の営業時間
短縮や酒類提供自粛の影響から，業務用カテゴリー
の苦戦が続いているようだ。一方，家庭用は内食需
要の高まりから，前年に引き続き堅調な動きとなっ
た。７月以降は，主要各社の値上げの影響から，全
体的に生産量が減少傾向にある。

＜うま味調味料＞ＭＳＧの輸入価格が急上昇
　本誌が推定した21年の総供給量は10万4,200トン，
ほぼ前年並みとなった。国内市場は大きな波がなく
安定した動きが続くが，海外では東南アジアを中心
にＭＳＧ，核酸とも堅調に推移した。
　市場動向が堅調な一方，グルタミン酸ナトリウム
（ＭＳＧ）の輸入価格が急激に上昇している。20年
は世界的な新型コロナウイルス拡大による需要の
減少などもあり，１kgあたりの単価は141.3円と19
年比で10.3円下落したが，21年に入り価格は徐々
に上昇。３月は130円だったが，４月137.2円，７
月147.6円，直近の９月には150.1円と７ヵ月で20.1
円急騰するなど異例の事態となっている。この急激

2021年の総括
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な輸入価格上昇を受けて，味の素社はメーカー向け
に販売する加工用ＭＳＧの価格を22年１月１日納
入分から15％値上げする。値上げは15年５月以来
となる。

＜食酢＞食酢飲料など好調続く
　前年に引き続き食酢飲料などが好調に推移したよ
うだ。コロナ禍を背景に健康志向が高まったことや，
在宅率が上昇したことで前年に食酢飲料の需要は増
加。21年についても，健康目的に食酢飲料を積極
的に飲む層が増加。リピーターも増えたことで，市
場はさらなる成長を見せた。一方，業務用カテゴリー
は苦戦が継続したようだ。酒類提供自粛や営業時間
短縮による影響は大きく，月によっては前年よりも
需要が減少している。しかし，11月以降は回復が
見込まれる。

＜みそ＞出荷量減少続くも輸出は回復へ
　全国味噌工業協同組合連合会（全味工連）集計によ
る21年１〜 10月累計出荷量は30万7,076トン，前
年同期比96.7％。１月から10 ヵ月連続マイナスで
推移しており，通年でも前年比減の見通し。

　主産地の１〜 10月累計出荷量は，長野が98.7％
と前年を下回り，愛知は87.1％と２ケタ減，群馬は
97.6％，北海道は94.4％，大分は88.7％と２ケタ減，
山梨は99.7％，広島は98.4％といずれも前年を割り
込んでいる。大豆など原材料の高騰や諸経費の増加
もあり，みそ業界全体として厳しい状況に置かれて
いる。
　一方で輸出については回復傾向が見られる。財務
省貿易統計による10月のみそ輸出通関実績は，単
月で1,893.8トン，前年同月比136.8％。19年比でも
125.6％と伸長。１〜10月累計では１万5,551.1トン，
同123.1％。19年比でも103.5％と回復傾向にあるが，
欧州や韓国などでは再び感染症が拡大しつつあり楽
観視はできない。

＜トマト加工品＞反動を受けるも
19年超え水準
　21年のトマト加工品市場は昨年の内食機会増の
反動はあったものの，消費者の健康志向を背景とし
て堅調に推移した。１〜 10月累計のＪＡＳ格付実
績は前年同期比4.0％減ながら，19年比でみるとほ
ぼ同水準で推移しており，トータルの生産量は昨年

2021年の総括
表⑥	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

油　

脂

植物油
× コスト環境ますます厳しく

20年後半から続く原料高はさらに厳しさを増し，菜種は1,000カナ
ダドルを超えるなど史上最高値を更新。年内に４度にわたる価格
改定を行う異例の事態に。

〇 プレミアムオイルが市場牽
引

ごま油，アマニ油，えごま油，こめ油などのプレミアムオイルの
人気が継続し，21年も市場を牽引した。

加工油脂

〇 ホイップクリーム類が好調
イタリア菓子「マリトッツォ」のブームやプチぜいたくを求めて
のＣＶＳを中心とするプレミアムスイーツ人気でクリーム類が好
調に推移。

× パーム油等原料高で苦戦
パーム油をはじめとする原料高でコスト環境が悪化。大手加工油
脂メーカーでは価格改定を実施。メーカーによっては数度にわたっ
て実施するところも。

調
味
料

うま味調味料 △ 加工用ＭＳＧが値上げ 原材料の高騰と副原料の高騰で味の素社が年初から加工用MSG
を値上げする。中国，韓国メーカーも値上げを表明している。

しょうゆ
○ 家庭用は好調続く 前年に内食需要の高まりを背景とした伸長を見せていたが，その

傾向は21年も継続。鮮度容器を中心に好調な動きを見せた。

× 業務用は前年よりも苦戦 コロナ禍の影響から苦戦が継続。酒類提供禁止などが大きく響き，
月によっては昨年よりも状況が悪化。11月からは回復傾向。

みそ

× 出荷量減少傾向が続く
全国味噌工業協同組合連合会による出荷量は１〜 10月累計で30万
7,076トン，前年比96.7％。通年では初めて出荷量が40万トンを割
り込んだ前年を下回る見込み。

○ 輸出は回復傾向
財務省貿易統計による１〜 10月の輸出通関数量は前年比123.1％
と大幅増。前年の反動増も見られるが，19年同期比でも103.5％と
増加に転じた。

食酢 〇 食酢飲料が引き続き好調 前年に引き続き，健康意識の高まりを背景に食酢飲料が好調な動き。
ウスターソー
ス類

△ 家庭用商品は低調 ウスター・中濃・濃厚ソースは内食需要急増の反動で低調。
× 業務用は苦戦継続 外食向け苦戦。デリカ・テイクアウト向けは比較的好調。
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を超える見込みだ。
　家庭用トマトケチャップは昨年の需要急増からの
反動があったが，19年を超える水準を堅持。一方，
業務用は前年からの回復は見られたが，依然として
厳しい事業環境が継続しており，19年の水準には
届かなかった。
　トマトジュースは引き続き需要は旺盛なものの，
ＣＶＳの構成比が大きい容器の不調などで前年割れ
だった。

＜ウスターソース類＞
家庭用・業務用ともに低調
　21年のウスターソース類は，昨年の内食需要急
増の反動で家庭用が低調に推移した。業務用は回復
傾向にあるものの，厳しい環境が継続している。１
〜 10月累計のＪＡＳ格付実績は，ウスター，中濃，
濃厚の基幹３種ともに前年から減少しており，市場
の低調を反映した数値となった。
　長引くコロナ禍で，ソースを使用するお好み焼・
焼そば・たこ焼の食卓登場頻度は高まっており，こ
れらの需要をとらえ，家庭用で増収を確保したメー
カーもあった。
　外出自粛や時短営業，在宅勤務などにより外食業
界は苦境に立たされており，業務用はその影響を色

濃く受けたが，デリカ・テイクアウト向けは比較的
好調だった。

＜即席カレー＞家庭用前年割れも
ニーズは継続
　即席カレーは今年，家庭内食特需の反動や販促機
会の減少で家庭用が前年割れで推移した。一方，業
務用は回復基調にある。
　コロナ第１波が発生した昨春は家庭用の販売金額
が大きく増加したが，その後は従来の水準へと戻っ
ており，今年も大きな消費の盛り上がりはなかった。
　その一方で，カレーライスの家庭内での登場頻度
は，コロナ禍以前と比べて高い水準で推移しており，
特に昼食の出現頻度が増加している。これに伴い，
外出自粛や在宅勤務による「おうちカレー」のアレ
ンジニーズは継続しており，カレー粉や関連するス
パイス需要は底堅く推移した。
　業務用は昨年を上回ってはいるものの，コロナ感
染が再拡大した影響から，当初想定した水準への到
達とはならなかった。

＜めんつゆ類＞家庭用堅調な動き
　１〜９月のめん類等つゆ生産量（食品需給研究セ
ンター調べ）は13万3,172㎘，前年同期比2.2％増。

2021年の総括

表⑦	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調
分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

調　

味　

料

焼肉のたれ類

○ 家飲み定着が追い風に
家庭用商材については，家飲みに伴う焼肉需要やステーキ・
すき焼きなどのプチ贅沢の定着により前年より伸長率は鈍
るも増加傾向は継続が見込まれる。

△ 外食はいまだ様子見
外食など業務用商材は，回復しつつあるも様子見の状況。
焼肉店は他の飲食店に比べて“換気が良い”ことで，昼間の
ファミリー層などは戻ってきつつある。

ドレッシング類

〇 家庭用は堅調続く 前年から外出自粛の影響から内食需要が増加。21年もこの
傾向が継続し，家庭用カテゴリーは堅調な推移となった。

△ 値上げ影響で生産量減
食用油の価格上昇などを背景に，主要各社が７月出荷分か
らマヨネーズ等の価格改定を実施。これにより，７月以降
は生産量が減少。

トマト加工品
○ トマトケチャップ堅調 需要急増の反動あるも19年比では伸長。
△ トマトジュース前年割れ 需要は継続もＣＶＳが不振で前年割れ。
△ 国内加工用トマト増産 ２年ぶりに２万トンを回復も19年水準には至らず。

めんつゆ 〇 濃縮つゆなど引き続き堅調 家庭内調理機会増加を主要因に，家庭用カテゴリーが堅調
な推移。簡便系の商品のほか，濃縮つゆも好調な動き。

即席カレー △ 前年割れもニーズは継続 家庭内食特需の反動や販促機会の減少で前年割れも食卓登
場頻度は増加傾向。

香辛料 ○ 市場拡大続く 調理機会の増加に伴い市場は拡大基調。大容量タイプが特
に好調。

鍋つゆ類

○ 新商品投入が旺盛 内食の増加により鍋の登場機会が増えていることに加え，
新規参入なども加えて新商品の市場投入が旺盛に。

△ 宴会需要は期待薄
緊急事態宣言は解除となったが，新たな感染拡大も懸念さ
れる中で企業・団体の年末年始宴会は今期も見送られるケー
スが多い。
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前年に引き続き，家庭内需要の増加から，家庭用カ
テゴリーが堅調な動きとなった。なかでも，バラエ
ティつゆを含むストレートつゆは，在宅勤務の増加
による昼食需要が増加。各メーカーが多様な商品を
投入しており，消費者を飽きさせない構造となって
いる。一方，業務用は前年に引き続き苦戦。酒類提
供自粛や営業時間短縮の影響が大きく，厳しい状況
が続いた。しかし，11月以降は改善が見込まれる。

＜焼肉のたれ類＞
外食代替需要が追い風に
　21年の焼肉のたれ類市場は，家庭用需要に支え
られて堅調に推移した。「家焼肉」需要が「家飲み」
の増加も追い風となり好調だったことに加え，外食
代替需要ですき焼きやステーキなどが家庭で食卓に
上る頻度も増加。さらに汎用調味料としても「名も
なき炒め物」と称する野菜炒めが流行するなど活用
される機会も増えたことで家庭用商品が伸長。
　一方で回復にはまだ遠いものの焼肉店は，卓ごと
に排煙設備があり日常的に換気されている状態であ
ることから，他業態に比べて休日のファミリー利用
を中心に客足が戻りつつある。

＜鍋つゆ＞新製品発売が旺盛に
　21年の鍋シーズンは前年からの内食需要増を受
けて活性化を見せている。Mizkan やエバラ食品工
業などが進めてきた通年商材化に対しても参入企業
が増加，店頭での販売期間も長くなってきているこ
とで，春夏新商品の中にも夏向けに特化した鍋つゆ
商品が多く見受けられた。秋冬も前年に新商品発売
が見送られた反動もあり，21年は多くの新商品が
発売された。ハウス食品グループ本社が久々にカ
レー鍋の新商品を発売，キユーピーなども新規参
入。野菜や精肉などの価格上昇という懸念材料もあ
るが，鍋つゆ市場は生鮮売り場を巻き込んで賑わい
を見せている。

＜食肉加工品＞国内生産量は減少
　21年の食肉加工品市場は，昨年に続いて内食機
会の増加により家庭用商品が好調で業務用商品を
カバーする構造が続いた。内食機会の定着が長期
化したことから，昨年の買い置き需要の反動を受
け国内生産量の１〜 10月までの累計は前年同期比
98.1％。業務用の回復も想定より遅く，年間生産量
は前年を割る約54万トンでの着地見込み。
　ジャンル別では，最大ボリュームゾーンのソー

セージ類が1.3％減。ウインナーが3.3％減。昨年に
続き巾着タイプから大袋・中袋の売れ行きが好調で
はあるが，昨年の買い置き需要からは落ち着きがみ
られる。フレーバータイプは前年並みや前年超えの
商品もみられる。伸長カテゴリーはフランクフルト
が9.8％増。19年までは，ＢＢＱなどの行楽シーン
で主に食べられる傾向があったが，コロナ禍で子ど
ものおやつとして通年購入への変化があり伸長。無
塩漬ソーセージは8.1％増で，分母は小さいながら
も健康意識の高まりが伺える。ハム類は2.6％減。
主力のロースハムは2.1％減。おつまみ需要やサラ
ダ需要として人気のラックスハム（生ハム）は，5.8％
増と伸長。惣菜やサンドイッチで使われることが多
いプレスハム類は6.8％減。昨年伸長したベーコン
類は2.1％減。奥深い味わいや旨味があり，パスタ
や炒め物料理の素材として人気は継続。連パックや
ブロック，拍子切りなど，包丁を使わずに用途に応
じた形状の多様化も進み，時短・簡便ニーズにもマッ
チし，今後も横ばいで推移するだろう。サラダチキ
ンは，丸ごとの形状が最大のボリュームゾーンであ
るが，３連パックやスティック，フレークタイプな
どが伸長傾向にあり，ニーズの変化が見られる。自
粛生活によるダイエットや健康意識の高まりで，糖
質オフや減塩タイプのラインアップも拡充している。
　ハムギフトは，中元・歳暮の贈答習慣が薄れ市場
全体がシュリンク傾向にある。そのためＥＣ販売や
通年販売ギフトを強化。カジュアルギフトや自家需
要としても訴求する。またハムギフトの購入者は
60代以上が多く，ネットでの買い物に慣れている
50代以下の若年層の新規顧客獲得にも注力してい
る。環境に配慮した取り組みも促進。自家需要向け
商品の化粧箱をなくしたり，環境に配慮した素材を
使用した簡易化粧箱に変更したり，店頭でのサンプ
ルをイミテーション陳列に切り替えるなどＳＤＧｓ
への取り組みにも注力している。
　また昨年，大豆などの植物由来のたんぱく質を使
用した代替肉が，量販店や各業種から業界の垣根を
超えて新商品の投入が相次いだ。食肉加工品各社も
本格的に参入。21年は食肉加工品メーカーでは，
丸大食品が先行して発売していた「大豆ライフ」シ
リーズのハンバーグが伸長。ＰＢでの取り扱いも拡
大。伊藤ハムは「まるでお肉！」の加熱調理済フラ
イが好調で，半調理品やサラダチキンタイプ，常温
保存のジャーキーなどを投入。選択肢を広げること
で認知度の拡大に取り組む。日本ハムは「中華名菜」
シリーズに，麻婆豆腐として投入。半調理品から大

2021年の総括
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豆ミートを普段の食卓に提案する。プリマハムはマ
ルコメの「ダイズラボ」を使用した「トライベジ」
シリーズを発売。食肉加工品メーカーは，将来的な
食肉不足に備え「たんぱく質」の安定供給として市
場の活性化に取り組んでいく。

＜冷凍食品＞需要堅調も
各種コスト上昇で値上げ
　冷凍食品市場は，家庭用は大幅伸長した昨年の実
績をさらに数％上回る高水準をキープ。業務用は
10月頃から徐々に回復の兆しがあるものの，19年
の水準には届いていない。21年（１〜 12月）の冷凍
食品国内生産量は前年比２〜３％増の158 〜 160万
トン，家庭用・業務用ともに前年を上回る見通し。
　冷凍野菜輸入量は，１〜 10月累計で3.7％増の
88.2万トン。最大品目のポテト類をはじめ，さとい
も，ほうれん草，ブロッコリーなど多くの品目が前

年を上回って推移。このほか，新型コロナ感染拡大
により，タイやベトナムの生産体制に影響が生じ，
タイ産チキン加工品は一部商品で供給がショート。
主に９月在庫分で一時休売し，12月頃から順次販
売を再開している。
　家庭用市場は，内食機会が高止まりし，需要は昨
年を上回る高水準で推移。東京五輪大会期間中の自
宅観戦需要も寄与した。緊急事態宣言解除後のリベ
ンジ消費で需要の落ち込みが懸念されていたが，直
近10 〜 11月も前年をクリアした。冷凍食品産業へ
の注目はさらに高まり，外食やホテルの新規参入や
自販機販売が目立ったほか，冷凍食品の利用増から
セカンド冷凍庫の購入も増えている。
　業務用市場は，昨年に続いて業態間で明暗が分か
れた。中食は，販売形態変更への対応が必要なもの
の需要は堅調に推移。昨年一斉休校があった学校給
食は回復。反面，外食・ホテル・産業給食は厳しい

2021年の総括
表⑧	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

食
肉
加
工
品

ハ　ム

◎ ラックスハム（生ハム） 家飲みのおつまみやサラダ需要として人気。国内生産量が
増加。ロースハムなどは苦戦。

〇 サラダチキン
減塩・糖質オフタイプが，健康意識の高まりで増加。主力
の原型タイプから，３連パックやスティックタイプに伸長
傾向が見られる。

〇 ベーコン類
料理素材として人気。料理用途にあった形状の多様化が，
時短・簡便ニーズにマッチ。前年割れではあるが，19年
度比では好調。

ソーセージ

◎ フレーバータイプが好調 家飲みのおつまみ需要として，人気。お酒の種類に合うフ
レーバーを選択する傾向に。

〇 大袋・中袋が好調 主力の巾着タイプに，大袋・中袋も好調。前年の買い置き
需要の反動で，前年割れだが，19年度比では微増で好調。

〇 旗艦ブランドで再訴求 メーカー各社が旗艦ブランドのフレーバー展開など，施策
投入で再訴求。

冷凍食品

◎ 家庭用は昨年以上の拡大

家庭用市場は大幅伸長した前年をさらに上回る高水準。引
き続き惣菜・米飯・めんなどが伸長，大袋も支持されてい
る。ＣＶＳ各社が冷食を強化しオフィス立地の回復も寄与
して好調。

× 業務用は徐々に回復も苦戦
業務用市場は，中食・給食は引き続き堅調だが，外食・ホ
テル向けが低調で全体では苦戦。10月以降徐々に回復し
ているがコロナ禍前の水準には届いていない。

〇 冷凍野菜輸入量はプラスで推移
冷凍野菜輸入量は７月から前年比プラスに転じ，10月ま
での累計は3.7％増の88.2万トン。家庭用マーケットは前
年を上回って推移。

× 各種コストアップで値上げ
原材料の急激な価格高騰を受けニチレイフーズは11月か
ら家庭用・業務用の一部商品を値上げ，各種コストアップ
により他メーカーも主に２月から値上げを実施する。

水産練り製品 〇 需要は旺盛 スケソウタンパクが注目されるなど健康志向で需要は旺盛。
× スリミ高騰 主原料のスリミ価格が高騰し値上げ相次ぐ。

レトルト食品
△ カレーなど売れ筋に特需反動 日本缶詰びん詰めレトルト食品協会による１〜６月の生産

数量は前年比94.9％。前年の特需からの反動が見られる。

○ 長期的には増加傾向継続 21/20年比では反動減が見られるも21/19年比では
103.8％。長期的には安定成長が続いている。

健康食品 〇 整腸関連が増勢に テレワークなど在宅時間が増えたことで健康への意識が高
まり，特に整腸への関心が強くなっている。
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状況が続いている。
　需要は順調な一方，原材料価格やエネルギーコス
トなど各種コストアップを受けて各社値上げに動い
た。ニチレイフーズが11月１日納品分から価格改
定を実施，他メーカーも主に22年２月から価格改
定を実施する。しかし，製造・調達のコスト高は日
を追うごとに悪化しており，22年以降さらなる値
上げが必要となることが懸念されている。

＜水産練製品＞スリミ価格高騰で値上げへ
	 	水産練製品は，主原料のスリミ価格が高騰し，大
手各社は値上げを相次いで発表した。国内外での人
件費の増加，原油価格の高騰に伴う燃料・包装資材
および物流費の上昇が追い打ちをかけた。特に，ス
ケソウダラなどの白身魚のスリミやフィレーは各国
で需要が増加する一方，最大産地の北米では，魚体
の小型化で生産効率が低下，製品であるスリミや
フィレーの価格が高騰している。
　こうしたなか，日本水産は，「活ちくわ」「海から
サラダフレーク」「おさかなのソーセージ」など家
庭用製品50品を22年２月１日（取引先着荷分）から
値上げする。上げ幅は約５〜 13％。紀文食品と紀
文西日本は，２月28日店着分から魚肉練り製品と
一部惣菜製品を値上げ。上げ幅は平均約８％。主な
対象商品は，ちくわ「竹笛」，笹かまぼこ「鯛入り
笹かま」，かまぼこ「ぐち入り蒲鉾」など。他メーカー
も追随するものとみられる。
　一方，販売面では旺盛な需要が続いている。コロ
ナ禍で家庭用需要が高まるなか，ちくわやカニ脚フ
レークタイプを中心に伸長している。大手水産では
生産能力を増強して対応。水産練製品は，良質なス
ケソウダラタンパク質が注目されており，高まる健
康志向を背景に引き続き旺盛な需要が続くものとみ
られる。

＜レトルト食品＞
長期的に安定成長続く
　日本缶詰びん詰レトルト食品協会がまとめた21
年１〜６月のレトルト食品生産量は15万1,927.2ト
ン，前年同期比94.9％となった。品目別では最大品
目（構成比44.6％）のカレーが６万7,716.0トン，パ
スタソースやつゆ・たれなどソース類（同30.2％）は
４万959.2トン。
　各品目で20年同期の在宅時間の増加・長期化に
よる需要増からの反動が見られ，最大品目のカレー
やシチュー，ハヤシ，かまめしの素などは減少。一

方でミートソースや農産類，つゆ・たれ等は増加し
た。長期的には増加傾向にあり，今後も安定した成
長が見込まれる。

＜小麦粉＞10月期輸入小麦の政府
売渡価格，史上２番目の上げ幅
　米国・カナダ産小麦に対する中国の旺盛な買い付
けやロシアの小麦輸出税の引き上げ，２月中旬の米
国中央部の寒波による小麦育成への影響懸念などに
よる国際価格の上昇により，４月期の輸入小麦の
政府売渡価格は５銘柄加重平均（税込価格）で５万
1,930円 / トンと前期に比べ5.5％の引き上げとなっ
た。日米貿易協定およびＴＰＰ11協定に基づき，
米国・カナダ・豪州産小麦についてはマークアップ
の引き下げが適用された。
　10月期は，年初来の米国産，カナダ産小麦に対
する中国の旺盛な買い付け，高騰したとうもろこし
に代替する飼料用需要などで，小麦の国際価格が上
昇していること，太平洋エリアで輸送需要が回復傾
向になったこと等から海上運賃が大幅に上昇してい
ること等もあり，５銘柄加重平均（同）は６万1,820
円／ﾄﾝで史上２番目の上げ幅となる19％の引き上げ
を記録した。
　これを受け，業界最大手の日清製粉は21年12月
20日納品分から，強力系小麦粉315円 /25kg 当た
り，中力系・薄力系小麦粉345円 / 同，国内産小麦
100％小麦粉250円 / 同の値上げを発表した。

＜即席めん＞需要堅調，周年施策で活性化
　本誌調べによる21年生産高（生タイプめん，カッ
プスープ等除く）は54.30億食，前年比3.4％減と予想。
前年割れは２年ぶり。うち，袋めんは16.50億食，5.2％
減，カップめんは37.80億食，2.6％減。マイナスは
前年特需の反動が大きく，根強いニーズは健在だ。
袋は平時の19年比は上回っている。巣ごもり継続
の中で，各社はレシピ提案を深耕したほか，ひと手
間加える新商品をヒットさせるなどしてバックアッ
プした。カップは前年落とした都市部ＣＶＳが復調
途上ながら，食品スーパーやドラッグストア等で堅
調。ジャンルでは各社が注力したタテ型の商品群が
伸びた。一方，21年は袋・カップとも多くのロン
グセラーが周年記念を迎えたことから，ユニークな
新商品や積極的なプロモーションが展開され，市場
での存在感を一段と高めた。また，世情を反映し“激
辛”や“ご当地”を切り口にした商材が増えたことも
特徴的だった。

2021年の総括
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　市場の約８割を占めるＪＡＳ実績をみると，１〜
11月累計で袋めんは11.83億食，5.7％減，カップめ
んは29.04億食，1.1％減，トータル（生タイプめん
含む）で40.87億食，2.5％減。

＜生めん＞19年比大幅増，ラーメンけん引
　業界推計による４〜 11月の家庭用チルドめん市
場は，前年２ケタ増の反動が大きく，約５％減（金
額ベース）だった。ただし，平時の19年同期比は１
割以上増。内食化率が高止まりし，巣ごもり消費で
流入した新規ユーザーも一定数は定着したとみられ
る。うち，「ラーメン類」は高水準の前年をキープ
した（19年比２〜３割増）。外食の代替が続き，ご
当地・名店など高単価品の売れ行きが良く，“まぜ
めん”の躍進も目立った。他の商品群は，「焼そば類」
と「うどん類」は前年発生した一斉休校の裏返しが
影響，「冷し中華類」は８月の天候不順が下振れ要
因となった。とはいえ，３ジャンルとも前年比マイ
ナスながら，一昨年比はプラス。
　食品需給研究センター調べによる１〜 10月の生
産量は小麦粉使用ベースで62万9,482トン，2.4％増。
種類別は「ゆでうどん」が0.3％増，「生中華めん」
が4.9％増，「中華むしめん」が4.1％減，「ゆでそば」

が0.9％増。なお，この数字は冷凍めん及びチェー
ン系のうどん・ラーメン店なども含む。

＜乾めん＞そば善戦，白物は天候恵まれず
　21年の乾めん生産量は，小麦粉使用ベースで19
万300トン，3.2％減と予想。前年割れは２年ぶり。
カテゴリー別にみると，全般的に前年特需の反動が
出たものの，そばは比較的善戦。数年前から高配合
を中心に堅調で，メディアへの露出効果も手伝い
ベースアップしている。秋に中国産そばの価格上昇
を背景に値上げしたが，販売への影響は軽微だった。
そうめん・ひやむぎは，８月中旬以降の長雨で失速
した。うち，手延べは一部産地が慢性的な品薄で商
品供給がタイトだったようだ。うどんは２ケタ減。
主因は前年買い置き需要の欠落。なお，白物は22
年春に向けて有力各社が価格改定に動いている。
　食品需給研究センター調べによると，１〜 10月
の生産量は15万7,265トン，3.6％減。「手延そうめ
ん類」が5.3％減，「機械そうめん」が7.5％減，「機
械うどん」が8.1％減などと19年並みに戻った一方，
「干し中華」は18.6％増と続伸。輸出は１〜 10月累
計で9.2％減（金額ベース）。中国が半減した影響が
大きく，アメリカ，香港も伸び悩んだ。
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表⑨	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

小
麦
粉
・
粉
２
次
加
工
品

小麦粉 × 穀物高で史上２番目の上げ
幅に

シカゴ相場が８ドル台まで上昇。10月期の輸入小麦の政府売
渡価格は史上２番目の上げ幅となる19％高を記録。

乾めん
〇 そば好調，ベースアップ顕著 そばはマイナスながら，前年大幅増の水準を維持。メディア

露出も増えリピーター獲得進む

× 白物低調，コスト高で値上げへ そうめん・うどんなど白物は反動減と天候不順が重なり減少。
一連のコスト高で22年春に向け値上げに動く

パスタ

〇 家庭用の需要堅調
家庭用生産量は11月までの累計では前年比5.9％減だが，19
年比では10％増。内食需要が継続し，引き続き早ゆで・結束
を中心に堅調。反面，業務用は苦戦。

× デュラム小麦高騰で価格改
定

デュラム小麦価格の高騰等により，家庭用パスタは主に９月
から価格改定を実施，主に来年２月から再度値上げとなる。
原材料価格に加えて，円安，海上輸送費アップの影響も懸念。

パ　ン 〇 「マリトッツォ」がブームに
久々のヒットともいえる「マリトッツォ」がブームに。高級
食パンは堅調に推移し，ホールセールなどに市場拡大，菓子
パンも復調。

プレミックス 〇 家庭用は高水準を維持
昨年の反動がみられるものの，家庭用商品は高水準を維持。
皮に包まず，具材を混ぜて焼くだけで餃子になる商品など，
特色ある商品も人気となった。

即席めん
〇 周年施策で市場活性化 周年記念施策で活性化，各社タテ型カップめんや袋めんロン

グセラーけん引。

△ 袋めん反動減も，19年超え
る水準

袋めんは反動減も19年水準クリア。アレンジレシピ提案など
一段と多彩に。

生めん 〇 ラーメン類好調維持 ラーメン類は高水準をキープ。外出自粛の影響が続き，ご当
地めん・名店コラボなど付加価値品がけん引。
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＜パン＞さまざまな販売形態が普及
　食事パン・菓子パンの人気が継続。高級食パンは
リテール専門店が市場を開拓してきたが，ホール
セールでも高級食パンに参入しようとする動きがみ
られ，さらなる市場の拡大が見込まれる。焼成後冷
凍パンの自宅への配送サービスの拡大やパンのサブ
スクリプションを行う店舗など，さまざまな販売形
態が普及してきた。
　一方，小麦粉・油脂といった原料価格の高騰によ
り，大手製パンメーカーは来年以降の価格改定を発
表している。

＜プレミックス＞家庭用は高い水準を維持
　家庭用の需要は一巡した感がありながらも，対
19年比では，前年と変わらず高い水準を維持。パッ
ケージ内で衣がつけられるから揚げ粉や天ぷら粉，
衣がいらず具材を混ぜて焼くだけで餃子になる製品
など，新たな需要を喚起する製品が人気となってい
る。業務用は，緊急事態宣言の発令により苦戦して
いる一方，から揚げ専門店の増加に伴い，下味いら
ずで本格的なから揚げ粉が人気になるなど，ユー
ザーの課題に応える高付加価値品が人気に。
　輸入小麦の政府売渡価格の引き上げに伴い，今後
のプレミックス価格の動向を注視する必要がある。

＜パスタ＞デュラム小麦高騰，
２月にも価格改定
　21年のパスタ国内供給量は，前年比２ケタ減の
見通し。昨年は国内供給量・輸入量ともに過去最
高を記録したが，今年は特に輸入品が大幅減で推
移。１〜 10月累計で国内生産量は6.7％減，輸入量
は23.8％減。家庭用生産量は前年比ではマイナスだ
が，19年比では10％増で推移。家庭用の需要は堅
調な反面，デュラム小麦価格の高騰等を受け，主に
９月から家庭用パスタの値上げが実施されたが，主
に22年２月から再度値上げが実施される。21−22
年のカナダ産デュラム小麦価格予想は600ドル /ト
ンと，19−20年270ドル / トン，20−21年302ド
ルに対して２倍増となっており，さらなる上昇が懸
念されている。夏に長期高温と降雨不足が起き単収
が下がり，収穫量は過去５年平均約600万トンに対
して，350万トンとなった。

＜砂糖＞年３回の値上げが影響
　21年の砂糖生産量は，通年で160万5,000トン，

前年比99.5％となりそうだ。海外粗糖相場の高騰で
４月，７月，12月と過去例のない３回の値上げが
大きく影響した。
　１〜３月は数％減で推移，３月以降からゴールデ
ンウィーク明けの５月にかけて，大口需要家の調味
料では簡便性の高い複合調味料向けが好調。菓子類
はチョコ，キャンディのグミ復活で需要が高まった。
飲料向けは低調に推移した。家庭用小袋は年初から
苦戦が続き，４〜６月累計では前年割れとなった。

＜異性化糖＞21年生産，夏場の不振響く
　21年の生産量は113万トン，前年比1.4％減が見
込まれる。上期（１〜６月）は57万3,156トン，3.4％
減。年初は１月8.8％減，２月14.1％増，３月5.3％減，
４月3.1％増，５月7.3％増，６月4.8％減と全般的に
苦戦が続いた。酒類のチューハイやＲＴＤなどの新
商品数は増加したものの，飲料向けが販売低調で苦
戦。
　下期は，最需要期に向けての７月が4.6％減，８
月が7.5％増。残暑の影響がなかったため，９月は
8.1％減，10月1.3％減と減少傾向が続いた。11，12
月はオフシーズンであるため大幅な伸びはなさそう
だが，20年トータルでは２年連続の120万トン割れ
に終わりそうだ。

＜菓子＞流通菓子出荷数量3.1％増予想
	 	本誌が推計した21年の菓子市場は生産数量で198
万2,000トン，前年比102.9％と増勢が見込めるもの
の，一昨年比では98.4％にとどまっている。流通菓
子全体では総生産量で119万トン，103.1％と堅調に
推移した。前年苦戦したＣＶＳ，駅売店ルートの売
り上げが回復したものの，約1,400億円ほどの訪日
外国人によるインバウンドがほぼ消滅したことの影
響が反動増による増勢に結びつかなかった。
　20年に“巣ごもり”需要で大幅増となった大袋商
品は前年を割るものの，消費構造の変化で年間を通
しての購入が定着。チョコレート，ビスケットだけ
でなく，キャンディのグミなどカテゴリーを問わず
拡大した。また，ＣＶＳの復調とスーパーのパート
などマンパワーが確保できたこともあり，新商品の
投入が順調で，売り場の活性化につながっている。
　ただ，生活スタイルの変化に伴い，健康志向食品
のニーズがさらに高まり，糖類オフ・低カロリーに
加え，整腸作用のあるオーツ麦など穀類を使った商
品が好調に推移。一方でローグセラー商品の苦戦が
目立った。
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　チョコレートはトータル104.5％と推定。ムクチョ
コは102％を見込む。ハイカカオチョコは健康志向
の高まりで２ケタ増と好調，特に大袋商品の伸長が
目立つ。ナッツ系は苦戦。アーモンド，マカダミア
ともレギュラーのボックスタイプが苦戦。チョコス
ナックは前年割れ。個食型の小袋パウチは好調だが，
大袋が前年の裏返しで低調。秋季新商品は芋・栗な
ど各種フレーバーの投入で好調。冬季限定商品も洋
酒系を中心に堅調に推移している。
　ビスケットは101.5％と推定。ソフトビスケット・
クッキー系は，高品質訴求商品の拡大で好調。クラッ
カー系は前年好調の反動でマイナスに，半生タイプ
はコラボ商品が好調だったが，トータルではファミ
リーパックの苦戦で前年並みにとどまった。
　スナック菓子は102.2％増と推定。袋ポテトチッ
プスはじゃがいもにこだわった高付加価値商品が拡
大し，注目を集め市場活性化に寄与した。成型ポテ
トチップスは堅調，コーン系，小麦粉系も前年を割っ
たと推定。キャンディは104.5％と復調。ハードキャ
ンディは，ボリュームの大きいのど飴が前年割れ。
ソフトキャンディは前年並み。グミキャンディは，
ＣＶＳでの販売が回復し２ケタ増。キャラメルは微
減。チューインガムはデンタル系が回復するも，小
粒板，エチケット系の低迷で２ケタ減となったよう
だ。
＜加工海苔＞
家庭用堅調も業務用の苦戦続く
　海苔業界は，コロナ禍の長期化で主力の業務用は

依然として苦戦が続いている。外出自粛やテレワー
クの浸透で外食やＣＶＳ消費が大きく落ち込んだほ
か，ギフト関連の減少も歯止めがかからない。いち
早く，回転寿司が回復した以外は軒並み低迷したま
まで，先行き不透明な状況は変わらない。ただ，緊
急事態宣言解除後の10月以後はＣＶＳ需要が回復
傾向にある。
　一方，原料相場は19年に平成以降で最高値を記
録するなど，ここ数年高騰が続いていたが，昨20
年は久しぶりに一服。コロナ禍での需要減退や，出
品の多かった下物が安値で推移したことで平均価格
は反落した。ただ，物流費，資材等の副材料コスト
増が続いていることもあり収益面は依然厳しい。こ
うしたなか，ブランド各社では堅調な家庭用市場に
向け，高品質な商品で海苔本来の美味しさを訴求し，
市場活性化を図ろうとしている。
　21年度海苔漁期は，11月18日の宮城県の共販を
皮切りにスタートした。同30日には全国の問屋筋
が期待した九州共販が開幕。大手メーカーによれば，
佐賀有明は，高質品が20円（１枚当たり）で落札さ
れるなど高値展開となった。手持ち在庫と販売状況
を見極めながらの買い付けになる。兵庫では予定さ
れていた共販が中止になり，秋芽生産の遅れが懸念
される地区もあるが，冷凍網への切り替えの動きも
進み，年明け以後シーズン本番を迎える。
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表⑩	 2021年　業種別にみた○△×	 日刊経済通信社調

分　　類 採点 内　　容 コ　　メ　　ン　　ト

糖
類

精糖 △ 業務用堅調も家庭用が苦戦 業務用は調味料，菓子向けが堅調なものの，家庭用が伸びず苦戦。

異性化糖 × 夏場の飲料低調 大口需要家の飲料で夏場の清涼飲料向けが低調，通年でも
2年連続前年割れが確実に。

菓
子

チョコレート
○ ハイカカオ系が安定続伸 年間を通じて売り上げが安定，夏季も堅調に推移した。今期

苦戦が続いた大袋商品の中では売り上げが落ちず好調だった。

△ 定番商品苦戦 ソリッド，ナッツ，チョコスナック問わず定番商品が低調。
販促の減少も影響しているようだ。

ビスケット △ 上位ブランドへの寡占進む ソフトビス，半生ケーキでブランド間での好不調が広がり，
上位ブランドへの集中が進んでいる。

キャンデー ○ グミが復調
ＣＶＳでの売り上げ回復と積極的が新製品投入が奏功し２
ケタ近い伸長。低カロリーやサプリタイプなど健康志向商
品も増える。

チューインガム △ デンタル系堅調の漸減 デンタル系はキャラクターを使った販促で伸長するが，エ
チケット系が苦戦が響く。

スナック菓子 △ 道産馬鈴しょの不作が影響 最大ボリュームのポテト系スナックで馬鈴しょの主産地北
海道の不作が影響し，特売など販促が減少。

米菓 ○ 家飲み定着でおつまみ需要増
ＲＴＤなど手軽な酒類製品が拡大し手軽なおつまみ需要が
今年も根強い。特に，柿の種がポテチとともに定番おつま
みで増勢が続く。

海苔 △ 業務用の不振続く 家庭用は堅調もＣＶＳなど業務用の不振続く。
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2021年の総括
＜別表１＞	 酒類・食品の業種・品目別生産 ･販売指数（１）	（2015年＝100）

日刊経済通信社調（前年比，指数：％）

分　　　　　　類
2021年実績見込（2015年＝100） 2022年

指数予想実数 前年比 指数

酒　

類

清酒 402,000 ㎘ 96.0 72 76
連続式蒸留焼酎（焼酎甲類） 277,000 92.0 79 83
単式蒸留焼酎（焼酎乙類） 391,000 95.0 81 89
みりん 93,100 102.0 88 83
ビール 1,843,000 100.0 67 88
果実酒 112,000 95.0 99 129
甘味果実酒 4,900 67.0 86 84
ウイスキー 128,000 92.0 110 121
ブランデー 3,300 95.0 70 68
発泡酒 611,400 104.0 78 79
その他の醸造酒 286,000 81.0 54 57
スピリッツ等 1,014,600 114.0 215 220
リキュール 2,313,400 90.0 120 123
その他 1,010 97.0 65 65

合										計 7,480,710 96.0 91 100
注）１．国税庁の移出により算出　２．国産酒のみの課税数量

牛	

乳	

・	

乳	

製	

品

生乳生産量 7,500,000 トン 101.4 102 102
飲用牛乳生産量 3,580,000 ㎘ 100.3 104 103

乳
製
品

主
要

バター生産量 73,000 トン 102.0 112 112
チーズ生産量 164,000 103.0 116 116
無糖練乳生産量 340 90.0 55 55
調製粉乳生産量 26,000 93.0 98 98
アイスクリーム販売額 5,200 億円 100.0 112 112

乳
製
品

原
料

全粉乳生産量 8,900 トン 99.0 78 78
脱脂粉乳生産量 151,000 107.8 117 115
全脂練乳生産量 31,200 104.0 90 90
脱脂練乳生産量 3,200 97.0 87 87

注）１．農林水産省資料から算出　２．飲用牛乳には乳飲料も含む

缶　

瓶　

詰

丸　
　
　
　

缶

水産缶 14,478 千箱 101.0 87 87
果実缶 3,299 101.0 94 95
野菜缶 3,521 101.0 71 72
食肉・調理缶 6,244 99.4 88 88
菓子缶 39 97.5 29 29
ジャム缶 8 88.9 44 44
飲料缶 28,113 88.9 75 75

小　　計 55,702 99.8 80 79

主　

要　

缶　

詰

サケ缶 275 99.3 108 110
カニ缶 249 99.2 32 33
イワシ缶 1,139 99.0 162 164
マグロ類缶 6,841 102.0 90 91
ミカン缶 980 100.9 83 84
モモ缶 292 100.7 87 88
スイートコーン缶 1,450 100.8 70 71
コンビーフ缶 32 50.0 16 15
カレー缶 255 100.4 83 84
ソース類缶 1,493 98.9 84 84
スープ類缶 3,055 100.3 96 96

注）１．日刊経済通信社調　２．飲料缶は果実，野菜のみ

清　

涼　

飲　

料

炭　

酸　

飲　

料

コーラ炭酸飲料 1,179,923 ㎘ 101.7 91 93
透明炭酸飲料 423,738 101.3 93 96
果汁入り炭酸飲料（5％以上） 484,568 100.7 − −
果実着色炭酸飲料 223,212 103.1 45 46
乳類入り炭酸飲料 162,449 100.9 93 94
炭酸水 320,120 101.4 174 179
果汁 /フレーバー入り炭酸水 259,028 101.5 179 184
その他炭酸飲料 226,172 100.7 92 94
栄養ドリンク炭酸 523,113 101.3 140 143

計 3,802,323 101.4 102 104
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2021年の総括
＜別表2＞	 酒類・食品の業種・品目別生産 ･販売指数（2）	（2015年＝100）

日刊経済通信社調（前年比，指数：％）

分　　　　　　類
2021年実績見込（2015年＝100） 2022年

指数予想実数 前年比 指数

清　
　

涼　
　

飲　
　

料

果
実
飲
料

果実ジュース 379,960 ㎘ 101.0 90 91
果汁入り飲料（50％以上100％未満） 36,381 100.5 56 56
果汁入り飲料（ネクター類） 17,220 100.7 71 72
果汁入り飲料（10％以上で上記以外） 599,640 101.0 83 84
果粒入り果実飲料 − − − −
果汁系ニアウォーター 223,348 101.2 61 61
その他直接飲料 123,991 101.3 86 87
き釈飲料 23,840 101.0 66 67
フルーツシロップ 10,292 101.9 70 71

計 1,414,672 101.1 78 79
コーヒー飲料 3,097,454 101.9 104 107

茶
系
飲
料

ウーロン茶飲料 424,011 99.3 63 63
紅茶飲料 1,133,240 102.5 119 121
緑茶飲料 3,045,784 102.6 117 120
むぎ茶飲料 1,061,748 101.7 165 170
ブレンド茶飲料 629,729 100.1 91 93
その他茶系飲料 175,667 100.9 112 114

計 6,470,179 101.9 113 116
国産ミネラルウォーター 3,881,632 101.0 128 130
輸入ミネラルウォーター 337,622 99.5 97 98
豆乳 444,276 103.2 144 147
トマトジュース 91,010 95.0 161 164
野菜飲料 501,446 101.2 105 108
スポーツドリンク 1,276,000 100.5 87 91
乳性飲料（ストレート） 532,806 101.7 96 99
乳性飲料（き釈用） 191,182 104.3 133 136
その他 201,000 100.5 674 688

合　計 22,241,602 101.5 107 109
注）１．日刊経済通信社調　２．全国清涼飲料工業会調

嗜　

好　

飲　

料

緑茶 69,000 トン 100.9 88 89
ウーロン茶 8,930 95.0 74 75
麦茶 63,860 101.9 118 124
紅茶 15,600 96.5 101 104
インスタントティー 11,655 98.9 102 106
インスタントコーヒー 42,500 103.8 97 100
レギュラーコーヒー 169,030 100.6 99 104
工業用レギュラーコーヒー 90,000 103.1 92 95
ココア 19,600 101.9 105 107
注）１．農林水産省・日刊経済通信社調　２．業務用,自販機用,工業用を含む　３．ココアは飲料用のみ（工業用除く）　４．
Ｉ・コーヒーは国内消費向け。

油　

	

脂

植物油 1,661,600 トン 102.0 98 97
加
工
油
脂

マーガリン類 203,530 96.0 91 90
ショートニング 213,150 104.0 85 84

計 416,680 100.0 88 90
注）１．植物油は可食用　２．マーガリン，ショートニング	は日本マーガリン工業会資料より算出

調			

味			

料

うま味調味料（ＭＳＧ） 104,200 トン 100.2 103 103
調
味
料

う
ま
味

複合調味料 3,500 100.0 95 96
核　　酸 4,500 100.7 101 101

注）1. 日刊経済通信社調　2. うま味調味料は国内供給量
しょうゆ 713,700 ㎘ 101.0 91 92
みそ 465,200 トン 97.8 101 95
食酢 441,900 100.0 107 108
ソース 136,300 97.0 95 93
たれ類 160,100 100.5 114 117
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2021年の総括
＜別表3＞	 酒類・食品の業種・品目別生産 ･販売指数（3）	（2015年＝100）

日刊経済通信社調（前年比，指数：％）

分　　　　　　類
2021年実績見込（2015年＝100） 2022年

指数予想実数 前年比 指数

調　
　
　

味　
　
　

料

カ
レ
ー
類

即席カレー 86,000 トン 98.5 93 90
純カレー 7,800 101.0 106 105
レトルトカレー 166,500 百万円 101.3 114 112
缶詰カレー 255 千実箱 100.4 83 84

ズ
類

マ
ヨ
ネ
ー

マヨネーズ類 278,100 トン 98.9 100 101
ドレッシング類 118,700 100.0 90 93
計 396,800 99.0 95 97

ト
マ
ト
加
工
品

ペースト 1,330 トン 107.0 171 165
ピューレー 5,070 99.0 64 60
ジュース 132,250 118.0 157 155
ケチャップ 116,760 100.0 103 101
トマトソース 13,190 112.0 149 155
トマトミックスジュース 36,080 68.0 61 60
その他トマト加工品 53,000 95.0 128 130

計 357,680 101.0 113 110
洋風スープ類 127,300 百万円 103.0 113 114
めんつゆ類 237,140 ㎘ 101.0 102 101
即席みそ汁 78,720 百万円 102.8 125 127
即席お吸い物類 4,100 100.0 113 113
風味調味料（だしの素類） 51,100 トン 101.0 94 95

調
味
料

み
り
ん
風

みりん風調味料 26,031 ㎘ 97.8 74 93
発酵調味料 127,038 95.8 96 97

計 153,069 96.1 91 91
主要香辛料 99,750 百万円 101.0 148 150
ぽん酢類 25,800 ㎘ 101.9 99 98

食
肉
・
食
肉
加
工
品

食
肉
加
工
品

ハム類 126,000 トン 94.5 92 91
ベーコン 96,000 99.8 108 108
ソーセージ 316,000 99.4 101 100

計 538,000 97.8 100 100

国
産
肉

牛肉 477,000 100.0 99 100
豚肉 1,315,000 101.0 105 106
馬肉 4,400 110.0 88 90
鶏肉 1,675,000 107.1 109 110

計 3,471,400 103.0 107 108

輸
入
肉

牛肉 595,000 99.0 121 122
豚肉 900,000 101.0 114 115
馬肉 4,300 94.0 86 88
鶏肉 565,000 102.2 102 103
羊肉 17,100 93.0 111 115

計 2,081,400 101.0 112 113
注）１．農林水産省調　２．日刊経済通信社調

冷
凍
食
品

水産物 48,500 トン 105.0 85 86
農産物 75,000 109.0 78 78
畜産物 5,500 104.7 134 134
調理食品 1,402,000 101.0 107 108
菓子類 44,800 103.9 87 88

計 1,575,800 101.6 104 105
注）１．日本冷凍食品協会の資料を基に試算　２．見込は日刊経済通信社推定
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2021年の総括
＜別表4＞	 酒類・食品の業種・品目別生産 ･販売指数（4）（2015年＝100）

日刊経済通信社調（前年比，指数：％）

分　　　　　　類 2021年実績見込（2015年＝100） 2022年
指数予想実数 前年比 指数

水
産
練
製
品

ちくわ 64,588 トン 102.0 88 88
板かまぼこ 45,141 101.0 83 84
包装かまぼこ 14,882 100.1 125 125
なると・はんぺん 31,668 103.5 129 127
揚かまぼこ 186,053 98.0 92 91
その他かまぼこ 99,244 95.0 95 94
魚肉ハムソーセージ 51,176 96.3 94 93

計 492,752 98.4 94 93
注）日刊経済通信社推定

レ
ト
ル
ト
食
品

カレー類 100,600 百万円 98.5 111 112
ハヤシ類 2,930 98.7 90 88
シチュー類 2,100 97.7 114 110
パスタソース類 30,800 101.0 112 112
中華調味料の素類 42,800 99.5 112 112
スープ類 10,690 99.5 108 107
釜めしの素類 15,800 97.2 96 97
どんぶりの素類 10,000 100.7 132 135
雑炊・かゆ類 9,100 99.7 102 103
米飯類 6,900 99.3 125 124
ぜんざい ･しるこ類 4,800 98.4 178 177
ツナ油漬類 6,950 100.2 84 83
その他 101,230 91.4 96 96

計 344,700 94.9 106 104
注）1. 日刊経済通信社調　2. 金額ベース

健康食品 1,480,000		 百万円 103.5 141 148
注）日刊経済通信社調

小
麦
粉
・
２
次
加
工
品

小麦粉 4,640,700 トン 99.0 95 95
即席めん 5,430,000 千食 96.6 104 103
マカロニ・スパゲティ 140,000 トン 95.0 97 97
プレミックス 357,360 99.0 97 99
乾めん 190,300 96.8 98 96
生めん 744,700 100.6 119 116

パ
ン
類

食パン 577,000 トン 95.0 95 97
菓子パン 417,400 101.0 104 102
その他 224,200 101.0 111 105
学校給食パン 24,750 120.0 100 98

計 1,243,350 98.0 101 105
注）1. 食品需給研究センター調　2. 日刊経済通信社調

砂
糖
・
糖
化
成
品

精製糖 1,605,000 トン 99.5 97 98
異性化糖 1,130,000 98.6 95 99
水あめ 510,000 97.9 82 80

糖
類

ブ
ド
ウ

結　晶 49,000 100.1 100 100
精　製 10,000 107.5 96 97

計 59,000 101.3 98 99
注）1. 精糖工業会調　2. 農林水産省調

菓
子

あめ菓子 166,000 トン 104.5 98 99
チョコレート 244,000 101.6 105 106
チューインガム 20,000 102.0 72 73
せんべい 45,000 105.1 78 80
ビスケット 262,000 101.5 101 102
米菓 225,000 103.4 102 102
和生菓子 280,000 105.2 92 92
洋生菓子 192,000 104.4 101 101
スナック菓子 286,000 102.2 123 120
油菓子 55,000 100.6 94 93
その他 207,000 100.9 97 98

計 1,982,000 102.9 101 102
注）1. 日刊経済通信社調　2. その他には錠菓を含む

海
苔
加工海苔（焼・味付けのみ） 6,185 百万枚 103 85 85
注）日刊経済通信社調

注）１．年度は１〜 12月（ただし，一部10 〜９月等含む）　２．実数は生産量。ただし，一部は金額


