
 

 

 

東阪の 12歳以上の男女 913人にアンケート 
 

『即席めんのイメージ』調査 
 

   ○インスタントラーメンを食べたいと思うシーン 

【春】「ゴールデンウィーク」（55.6％）、 

【夏】「梅雨の日曜日」（29.7％）、「キャンプ」（28.5％）、 

「海水浴」（23.7％）、 

【秋】「台風の週末」（33.3％）と「深夜の読書」（32.0％）、 

【冬】「おせち料理に飽きたとき」（45.0％） 

 

   ○インスタントラーメンが似合う／似合わない政治家 

    似合うと思う政治家 第１位 森 喜朗 

似合わないと思う政治家 第１位 森 喜朗 

 

ちなみに似合うと思う政治家第２位は田中眞紀子  

第３位は石原慎太郎 

似合わないと思う政治家では第２位は鳩山由起夫  

第３位は宮澤喜一 

 

   ○インスタントラーメンをごちそうしたい世界の有名人 

１位 徳川家康 

２位 クリントン大統領 

３位 坂本竜馬 

 

   ○21世紀に生まれて欲しいインスタントラーメン 

・自分の好きなように味が変えられる「あなたしだい」 

・一食で一日分の栄養がある「パワーディ」 

・スープが黒い、麺が白い、味がトマト味の「烏賊墨地中海」 
 

 

 

 

平成１３年１月 

 

一般社団法人 日本即席食品工業協会 
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一般社団法人 日本即席食品工業協会（理事長：安藤宏基 所在地：東京都台東区）では、

このたび意識調査として「インスタントラーメンのイメージ」調査を行いました。調査対

象は東阪の１０～５０代の男女 ９１３人、調査期間は平成１２年８月です。 

 

 

１．インスタントラーメンを食べたいと思うシーン 

まず最初に、インスタントラーメンを食べたいと思うシーンはどんなシーンか、春夏秋冬

の季節ごとにいくつかの項目をあげ、もっとも当てはまるシーンを答えてもらいました。 

まず、【春】にインスタントラーメンを食べたいと思うシーンは、「ゴールデンウィー

ク」（55.6％）を半数以上があげて断然多くなっています。以下、「お花見」（13.0％）、

「選抜高校野球」（12.9％）がともに１０％程度と続いています。 

 

次いで、【夏】にインスタントラーメンを食べたいと思うシーンをみると、「梅雨の日曜

日」（29.7％）、「キャンプ」（28.5％）、「海水浴」（23.7％）がベスト 3 となってお

り、地区別にみると、「海水浴」をあげる割合は《阪神圏》（28.7％）の方が《首都圏》

（21.1％）よりやや高く、性別にみると、「梅雨の日曜日」の割合は、《女性》

（33.8％）の方が《男性》（25.6％）より高めです。 

 

また、【秋】にインスタントラーメンを食べたいと思うシーンとしては、「台風の週末」

（33.3％）と「深夜の読書」（32.0％）をともに 3 割強の人があげています。次いで、

「秋の夜長のナイター」（18.5％）が続いています。なお地区別にみると、「台風の週

末」は《首都圏》（35.8％）の方が多めで、性別にみると、《女性》では「台風の週末」

（39.9％）、《男性》では「深夜の読書」（34.6％）が最も多くなっています。 

 

最後に、【冬】にインスタントラーメンを食べたいと思うシーンでは、「お節料理に飽き

た時」（45.0％）が半数近くを占めて最も多くなっています。同じ料理が続くことのある

正月に、インスタントラーメンは気分を変えるためには最適な食べ物と言えるかも知れま

せん。以下、「寒い夜の徹夜」（29.9％）、「ゲレンデ」（11.4％）の順となっています

が、《男性》の（38.9％）に対し、《女性》では（51.1％）と半数を超えています。 

 

２．インスタントラーメンが似合う政治家、似合わない政治家 

 

『インスタントラーメンが大好きで、インスタントラーメンがぴったりだ』と思う政治家、お

よび『どうみてもインスタントラーメンなど食べたことがないだろう』と思う政治家のそれぞ

れについて、自由回答で答えてもらいました。 
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その結果、「似合うと思う」「似合わないと思う」政治家のいずれも第１位には、「森喜郎」

が選ばれました。似合うにせよ、似合わないにせよ、森氏が“最もインスタントラーメンを意

識させる政治家”としてとらえられているようです。 

 

なお「似合う政治家」の２位は「田中眞紀子」、３位は「石原慎太郎」で、「似合わない政治

家」の２位は「鳩山由起夫」、３位は「宮澤喜一」となっています。 

 
（表）インスタントラーメンが似合う政治家／似合わない政治家 

（ベスト 10：件） 

・似合う政治家 ・似合わない政治家 

順位 名 前 件数 男性 女性 順位 名 前 件数 男性 女性 

1 森 喜朗 165 78 87 1 森 喜朗 108 56 52 

2 田中 眞紀子 81 27 54 2 鳩山 由起夫 89 41 48 

3 石原慎太郎 60 23 37 3 宮澤 喜一 65 31 34 

4 菅 直人 50 34 16 4 橋本 龍太郎 62 28 34 

5 森田 健作 46 18 28 石原 慎太郎 62 22 40 

6 西川 潔 45 24 21 田中 眞紀子 62 35 27 

7 小渕 恵三 44 25 19 7 扇 千景 55 28 27 

8 亀井 静香 25 13 12 8 土井 たか子 34 14 20 

9 土井 たか子 23 10 13 9 鳩山 邦夫 23 8 20 

10 小沢 一郎 17 8 9 10 小沢 一郎 18 14 4 

  

上位３位に挙げられた人について、その理由を聞きました。上位は以下のとおりです。 

 

○似合うと思う政治家 

 

１位 森 喜朗 

   ・体が大きくて何でも食べそうだから（47件） 

   ・庶民的な感じがするから（21件） 

   ・忙しそうだから（11件） 

   ・インスタントにできた首相だから（7件） 

 

２位 田中 眞紀子   

・庶民的な感じがするから（33件） 

   ・忙しそうだから（20件） 

   ・主婦だから（8件） 

   ・何にでもチャレンジしそうだから（5件） 

 

３位 石原 慎太郎 

   ・庶民的な感じがするから（20件） 

   ・忙しそうだから（7件） 

   ・何にでもチャレンジしそうだから（3件） 
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○似合わないと思う政治家 

 

１位 森 喜朗 

   ・高いものしか食べなさそうだから（37件） 

   ・頭が古そうだから（10件） 

 

２位 鳩山 由起夫  

   ・育ちがいいから、お金持ちだから（50件） 

   ・奥さんが料理家だから（7件） 

 ・上品そうなので、気取っているので（6件） 

 

３位 宮澤 喜一 

   ・年を取っているので（24件） 

   ・高いものしか食べなさそうだから（10件） 

   ・あっさりした和食を好みそうだから（8件） 

 
 

３．インスタントラーメンをごちそうしたい世界の有名人 

 
一度インスタントラーメンをごちそうしてみたいと思う世界の有名人は誰か、歴史上の人物、

現存の人物にかかわらず、自由回答であげてもらったところ、「徳川家康」45 件）、クリント

ン大統領（36 件）、「坂本龍馬」（33 件）、「織田信長」（30 件）、「ナポレオン」（24

件）、「クレオパトラ」「聖徳太子」（各 23 件）などの順となりました。現代人よりも歴史上

の人物が多く、またいずれも時代を代表する政治家となっています。 

例外的なのは「ジョン・レノン」（17 件）だけですが、これは最近のテレビＣＭの印象が強い

のかも知れません。 

 

（表）インスタントラーメンをごちそうしたい世界の有名人 

（ベスト 10：件） 

順位   件数 男性 女性 

1 徳川家康 45 24 21 

2 クリントン大統領 36 23 13 

3 坂本龍馬 33 16 17 

4 織田信長 30 21 9 

5 ナポレオン 24 15 9 

6 クレオパトラ 23 6 17 

聖徳太子 23 12 11 

8 エリザベス女王 17 4 13 

ジョン・レノン 17 6 11 

豊臣秀吉 17 12 5 
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４．21世紀に生まれて欲しいインスタントラーメン 
 

21 世紀に生まれて欲しいインスタントラーメンはどんなラーメンか、自由なアイデアをあ

げてもらい、また、そのインスタントラーメンに名前を付けてもらいました。その結果、

ユニークな回答としては以下のようなものがありました。 

 

（表）21世紀に生まれて欲しいインスタントラーメン（ユニークな意見） 

 

名前 内容 

ジェットメン ふたを開けたらあっという間にアツアツのラーメンが

出来る 

あなたしだい 自分の好きなように味が変えられる 

マジックラーメン 冷たい水道水を入れて熱いラーメンが出来るカップめ

ん 

ネギ爆弾 ネギが一面に広がるほど入っているラーメン 

挑戦 食べられないくらいまで辛さが調節できる 

パワーデイ 一食で一日分の栄養があるラーメン 

マーボーラーメン マーボードウフがのったラーメン 

宇宙ラーメン 宇宙食のように小さくてお湯をそそぐと大きくなる 

ダイエットラーメン 太らないインスタントラーメン（食べるとスマートに

なって栄養のバランスのあるもの） 

かっぷとろろそば とろろそばのインスタント 

スケてるラーメン スケルトン、中身がすべて見えて安心 

無駄なしラーメン カップのスープを飲み終わったらカップを食べること

が出来る 

烏賊墨地中海 スープが黒い、麺が白い、味がトマト味 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先                        

 

 一般社団法人 日本即席食品工業協会 事務局 

     〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-5-5 キムラビル 

     TEL.０３－３８６５－０８１１ 

 


