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平成 28 年度海外市場探求奨学金報告書 

 

平成 29 年 3 月 10 日 

電気電子情報工学課程 4 年 

長尾 和樹 

 

 

 

市場探求テーマ 

イギリスにおける「パブ文化」が現代社会に及ぼす作用 

 

実務訓練期間 

平成 28 年 9 月 30 日〜平成 29 年 2 月 13 日 

 

実務訓練先 

イギリス ヨーク日本電子ナノセンター 

 

ビデオリスト 

 Live Music の様子 
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 概要 

 紅茶はイギリス人にとって欠かせないものであることはよく知られた話である。ビール

もまた彼らにとって欠かせないものである。いや，ビールというよりかはビールを飲むこと

ができるパブ(Pub)という場所がイギリス人にとって，大切な社交場であり，彼らの人生・

生活において欠かせない場所だといったほうが正確だ。 

 パブはイギリスの歴史と文化の結晶だと言う人がいるほど，イギリス社会におけるパブ

の役割は重要である。一体イギリスのパブに何に魅力があるのか，何が人々を引き込むの

か，社会にどのような影響を及ぼすのか。 

 一方，日本にも居酒屋というパブに似たお酒を楽しむ場所がある。仕事終わりのサラリー

マンなど男女を問わず幅広い年代の人が飲食を楽しんでいる。イギリスのパブとの違いは

何なのか。その調査結果を報告する。 
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 パブの歴史 

 パブ(Pub)という呼び方が使われ始めたのは 1865 年頃であり，パブリックハウス(public 

house：公共の家)の略である。13 世紀頃にはその前身と言うべきイン(Inn：宿場)が街道沿

いに多くあった。その時代は多くの旅行者がいたが，旅行するための環境が整っておらず，

また盗賊や強盗が潜み旅行者は襲われる危険と常に隣合わせの状態だった。このような状

況の中で満足な食事・休憩・娯楽を与えること，安心して眠りにつける場所を提供すること

がインの大きな使命だった。 

 同じ頃には，たいていの村にはエールハウス(Ale House：酒場)があり，自家製エール(ビ

ール)が売られていた。このエールは麦汁を香り付けの為にポップとイースト菌で発酵させ

たもので，アルコール度数はかなり低い。安全な飲料水がなかったその時代に，飲料水の代

わりとして乳児を除く多くの人に常飲された。このエールハウスも今日のパプの前身であ

るとも言える。 

 その他，今日でもその名を残すターバン(Tavern：食堂)もパブの前身である。現在のパブ

との明確な区別は困難であるが，イギリスのパブの大半が料理の提供時間がランチタイム

のみであることから料理の有無で区別する考え方もある。 

 これらイン，エールハウス，ターバンは時代とともに交ざりあって今日のように人々が集

う場所であるパブが誕生したのである。 

 

 

(a) Inn (Kent) 

 

 

(b) Ale House (York) 

 

(c) Tavern (Edinburgh) 

Pic. 1. イギリスに残るイン，エールハウス，ターバン 
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 パブの看板 

 イギリスのほとんどのパブには，壁から突き出した棒に木の看板が，ぶら下がっている。

これは 1300 年頃に，当時の国王(チャールズ 2 世)が旅行者の安全のために必ず看板を掲げ

ることを命じたためである。当時は識字率が低く，文字だけを書いたのではわからないた

め，店屋はどこもそこが商うものを絵柄にして店先に掲げていた。ところがパブでは，ビー

ルのジョッキが候補になるだろうが，どの店も同じような絵柄では「差異化」がはかれない。

そこでいろいろな屋号を考え，これにあわせて看板の絵柄を描くことになった。その結果，

パブの屋号と看板は多種多様なものとなった。看板の大きさは，現在最大で横 3 フィート

(約 90cm)，縦 4 フィート(約 120cm)と決められており，パブの歴史を今に残すサインとな

っている。 

  

  

Pic.2. パブの看板と外見 
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 パブと音楽 

 ロックが世に登場したのは，1950 年代のイギリスである。その後，幅広く多様な様式へ

と発展していき，楽しまれてきた。1970 年代になると，まるで古典芸術のように若者たち

が演奏を模倣できないほど高度な演奏技術を要するようになっていた。そのような状況で

新たに生まれたのがパンク・ロックであり，それが生まれたのもまたイギリスであり，その

影響を受けてデビューしたのが，ビートルズ(The Beatles)である。その後もイギリス内で

バンドが多くデビューしたが，その橋渡し的位置づけにあったのがパブで生まれた音楽，パ

ブ・ロックである。それは巨大になりすぎたロックビジネスやスターシステムにストレート

に反発するものでもあった。パブ･ロックに明確な定義はないが，憩いの場であった「パブ

で演奏されるようなロック」といったニュアンスがあり，音楽性自体はロックンロールから

カントリー，リズム＆ブルースにいたるまで幅広く内包している。地元に根ざした活動を行

ったミュージシャンが多く，代表格といわれたのはニック・ロウが在籍していたブリンズレ

ー・シュウォーツなどがあげられる。パブはお酒を楽しむところだけでなく，情報交換やコ

ミュニケーションの場であり，文化を生み出す場所でもある。 

 
イギリスが生んだ大スター”the Beatles" 

 
パブで行われる“Live Music” 

Pic.3. パブと音楽 
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 パブとサッカー 

 サッカーもイギリスで有名なものの 1 つである。イギリスの 8 割以上の人がサッカーフ

ァンと言われる発祥国である。大半のパブには大型テレビやスクリーンが設置されており，

シーズンが始まれば，地元サッカークラブのニュースに熱い談義を交わす人々や，TV を食

い入るように見て歓声を上げるファンたちで賑わいを見せる。男性だけでなく，もちろん女

性やファミリーも多い。地元のパブで地元のビールを飲みながら，自分のクラブを応援す

る，そんなパブとサッカーの関係はこれからも続いていくであろうと考えられる。 

 
サッカースタジアムは人であふれる 

 
大型モニタにライブ配信される 

 
ファンが集まり，チームを応援する 

 
ラグビーもイギリスでは人気のスポーツ 

Pic.4. パブとサッカー 
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 パブと伝統料理 

 イギリスの食に関して，あまり良い情報を聞かない。ビールを楽しむだけでなく，先述の

通り食事も楽しむことができるパブもある。パブでは美味しい伝統的なイギリス料理を良

心的な価格で食べることができる。フィッシュ&チップスやハンバーガー，サンドイッチは

定番である。それらのメインに受け合わせにサラダや大量のチップス(日本でいうフライド

ポテト)が付いてくる。伝統的な食文化を残し，後世に伝えていく役割も担っている。 

 
Fish and Chips (£7.50) 

 鱈などの白身魚のフライにフライドポテトを添えたも
の。イギリス料理で一番人気がある。 

 
BLT Sandwich (£7.75) 

 ベーコン，レタス，トマトの定番でシンプルなサンド
イッチ。 

 
Yorkshire Pudding (£10.50) 

 イギリスの家庭料理の一つでローストビーフなどの付
け合わせによく食べられる。 

 
Ale Pie (£9.90) 

ビール(エール)で煮込んだ牛肉のパイ。伝統的なイギリ
ス料理の一つ。 

Pic.5. イギリスの料理 
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 パブのコミュニティー的役割 

 前章まではパブの表面的な要素について述べてきた。パブの最大の役割は，コミュニティ

ーとしての役割である。それはパブが Public House(公共の家)の略であることからもわか

る。では，どのようにコミュニティーの場として利用されているのか。 

 私が実務訓練でお世話になった大学では，4−6 ヶ月に一度，PUBlic Seminar というもの

を開催している。これは大学内で行われるのではなく，大学周辺のパブで行われる。このセ

ミナーの大きな特徴として，自分の研究に関する背景や概念などを，数式や文章を使わずに

絵やグラフだけのスライド 3 枚を用いて 10 分間で，他分野の学生や一般の人々に説明する

ことである。発表のテーマとしては，『ハードディスクと磁石の科学』，『自転車の物理~速

く走るためには~』など，他分野の学生たちにとって簡単な内容ではない。聴衆たちはビー

ルを飲みながらその話に耳を傾け，質問や意見をぶつけ合うのである。そこには，学生や分

野の壁は取り除かれ，意見を周りの人が共有する。このようにしてコミュニティーの場とし

て利用され，コミュニティーの場が形成されるのである。 

 

  

Pic.6. PUBlic Seminar 

 

 イギリス人にとって“パブ”とは… 

8.1. パブのポピュラーな楽しみとは 

 これまでパブにまつわることを記してきた。人々がパブに集まる最大の理由は何か。 

 おしゃべりである。仕事のこと，家族のこと，サッカーのこと，政治のことなどなど，話

題は何でもいい。パブでは，ありとあらゆることが話のきっかけとなり，人々は延々と議論

ともつかないおしゃべりを，ビールを飲みながらくり返す。 
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 パブでの楽しみはおしゃべりだけではない。サッカー観戦だって，やっぱりパブで仲間と

一緒にビールを飲みながらのほうが盛り上がる。パブによっては，特定のサッカーチームの

サポーターが集まる場所になっており，試合があるときには，パブ内にいるほとんどの人が

そのチームのユニフォームに身を包み，歓声をあげている。試合を観戦している間に，横で

飲んでいる知らない人と肩をたたきあって，応援するチームの得点を喜んだり，お互いにビ

ールをおごりあったり…という関係ができるのがパブという場所である。 

 

8.2. パブの位置付け 

 ３人に１人の割合で行きつけのパブをもっていると言われている。地元のパブを行きつ

けにしているという人が多く，彼らの中には自宅で過ごす時間よりもパブで過ごす時間の

ほうが長い，という人もいることも事実だ。また，彼らが行きつけのパブを選ぶ際には，「美

味しいビールを美味しく飲める」ことが最低限の条件である。 

 彼らはたまに Pub Crawl(日本でいうはしご酒)をすることもある。歴史上に登場するパブ

を巡る，Beatles の行きつけだったパブを巡るといったテーマのある Pub Crawl もある。基

本的にたくさんパブを巡ってたくさんお酒を飲むというのが趣旨である。 

 彼らイギリス人はお酒が好き。せっかく飲むなら気の合う仲間たちと飲みたい。だからパ

ブに行く。パブは人々を惹きつけてやまない，真の社交場であった。 

 
カウンターでビールと会話を楽しむ 

 
グループで食事を楽しめる 

 
家族連れも Pub で食事を楽しめる 

 
だれとでもすぐ仲良くなれる場所が Pub である 

Pic.7. パブでの楽しみ 
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 日本の居酒屋との違いは… 

9.1. 居酒屋の起源は…？ 

 居酒屋の始まりは江戸時代にさかのぼる。酒の量り売りをしていたお店が客の要望でそ

の場で酒を振る舞うサービスを開始し，さらには酒の肴も一緒に振る舞ったのが最初であ

る。もともとは”たまたま店に集まった客がみんなで酒を飲む“という形が最初からできてい

たのである。このように居酒屋にはその起源の段階から社交場としての役割が備わってい

るのである。 

 

9.2. 居酒屋とパブの違いは… 

 居酒屋とパブ，どちらも似たような役割をしているが，その違いは何か。いろいろ異なる

点はあるが，最大の違いは以下の 2 点であると考えられる。 

  1．“個人”を客とするか“団体”を客とするか。 

  2．“赤の他人”との交流の有無。 

 パブには必ずカウンターが存在する。そのため，1 人で行き，酒を楽しむことも珍しくな

い。カウンターで酒を飲み，隣人に話しかけ，気が合えば一緒に酒を飲みかわす。 

 一方居酒屋は初めから団体客を対象としている。カウンターがある居酒屋も増えてきた

が，大半の居酒屋は席がボックスのように区切られていたり，個室居酒屋があったりする。

他人と交流しない代わりに，初めから団体で店に出向き，その面子で酒を飲み，楽しむとい

うのが原則である。 
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 まとめ 

 パブはただお酒を飲むところではない。街中にある気軽な社交場であり，情報交換やコミ

ュニケーションの場であり，文化を生み出し，維持していく場所でもある。社会と繋がる窓

口であり，地域社会を支える役割は大きい。 

 しかし，近年は地方のパブを中心に，毎週 30 店ものパブが閉店している。主な理由は以

下の 2 点が考えられる。1 つは，10 年ほど前から世界的な金融危機，ビール酒税の引き上

げ，不動産価格の高騰など，パブが経営難に陥っていること。2 点目は家で飲んだり，友達

を呼んだりするのがトレンドになっている。パブに行くより安く上がるし，進化した TV ゲ

ームで楽しむこともできるからである。 

 そこにパブがあるということは，そこにはコミュニティーがあるいうことであり，パブが

なくなるということはコミュニティーがなくなるということである。彼らイギリス人にと

ってパブは生活の一部であり，心のふるさとでもあり，第 2 の我が家なのである。社交性の

あまりないイギリス人にとって，パブは唯一の憩いの場，交流の場なのである。そして，イ

ギリス人が愛してやまない，大事な文化なのである。 
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