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         MSC：海のエコラベル          MSCの信頼度 

 

 

    MSC の評価度                   MSC を強く意識するか？ 

図 2．MSC認証の現状 

  

4.3.2. 米国の食のトレンドへの適応 

 米国では日本の魚食が大変なブームである。このことは米国のレストラン協会がシェフを対象にしたア

ンケート調査にも良く現れ、注目度の高い食品ベスト 15 に水産物が 3 件も入っている（図 3）。ただ水産

物は注目されている食品であって、米国内に根を深く張った食品ではない。注目度は低いものの、ハンバ

ーガーやイタリア料理はコンスタントにオーダーされるメニュウとして 60％以上ものシェフの支持を得て

いる（図 4）が、水産物は 10 から 20％でしかない。すなわちトラフグ輸出にあたっては、「注目されてい

る背景」に配慮した紹介事業が必要である。 

 魚食が注目されているのはヘルシーなことのほかには、新規性がある。図３では「異国の魚」や「民族

用朝食」などの言葉でくくられているが、トラフグは主として日本で食べられている食材であり、歴史に

彩られた食べ物である。すなわちトラフグの輸出促進にあたっては、トラフグの食文化・歴史の紹介も含

めて行うべきである。 

 

図 3．米国レストラン協会がまとめた「料理人が注目している食品」 
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図 4．米国レストラン協会がまとめた「米国料理のスタンダード」 

 

4.4. 新たなブランドとビジネスモデルの構築 

 先に述べたように、米西岸への輸出数量には限界があり、利益を追求することはできない。米西岸への

輸出ではハイエンドを対象にして新たな高品位のフグを開発し、新たな食べ方を確立（すなわち新たなビ

ジネスモデルを構築）し、日本国内へのフィードバックを目指すべきである。これにより利益率の高い商

ルートが日本国内に構築される。すなわち従来のフグ料理店の他に、高級フレンチ等での消費拡大を目指

すべきである。 

 そのためには従来品との差別化が新たなブランド名で行われるべきで、対米輸出には組織立った対応が

求められる。新たなブランド名がなければ、新たなマーケットは見込めない。 

 高品位フグの開発では、⑴客観的で透明性の高い品質評価法を確立し、⑵養殖、畜養、活きしめ、捌き、

保存方法で新技術を開発してブランド参加企業の間で共有すべきである。またブランド管理を組織ですべ

きで、この組織を、受益者が利益保護の観点から運営することが望ましい。すなわち高品位化努力が恒常

化し、利益を害する者は排除されるような仕組みを作るきである。客観的で透明性の高い品質評価法は、

水産大学校で開発された方法を土台にして完成させることが可能である。 

 

 

 

5．今後のトラフグ紹介事業 

 米国へのトラフグ輸出促進事業は、下関市の姉妹都市のピッユバーグ市とタグを組み，北カリフォルニ

アレストラン協会や JETRO、さらには領事館の協力・支援を受けて進めるベキである。そのためには、当

面、次の具体的課題を解決していく必要がある。 

 

5.1. 具体的課題 

今回の市場調査で、サンフランシスコ総領事公邸で有名人を招いてのトラフグ試食会を開催することが

浜崎宏正領事との間で合意されている。ついては開催時期や予算とマネージメントを決定し、FDA との交

渉を進めていくことが必要である。 

＊ 開催時期：米国では予算獲得に向けてのパーテーが 11、12月に集中的に開催され、有名人は大変忙

しい。また１月中旬までは領事館が新年行事で忙しい。したがって１月末から 2 月が良いのではない

か。米国では 2月は行事が少ない。なお領事館には開催 5か月前くらいに連絡をとるのが普通のよう

である。 

＊ 領事館側の支援内容、具体的には予算とマネージメントについての支援内容を確認すべきである。 

＊ FDAとの交渉；西海岸に直接身欠きを冷蔵で直送する必要があるので、FDAにスポット的に冷蔵品の

輸出を認めてくれるよう交渉する必要がある。また具体的にはニューヨーク経由となるので、ニュー

ヨークの輸入代理店・和光インターナショナルの協力を仰ぐ必要がある。 
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5.2.食文化紹介事業 

試食会等では、同時に日本のフグ食の歴史の紹介にもつとめるべきで、その場合、米国内の日本文化研

究者をスカウトするのもひとつのオプションである。 

 

 

 

  

6. ピッツバーグ市との連携 

今回の調査事業で下関市の姉妹都市であるカリフォルニア・ピッツバーグ市を訪問し、ピッツバーグ市

にトラフグを輸出すること、さらにはトラフグの輸入希望を連邦政府に示してくれるよう依頼している。

市には要請に応じるだけでなく、FDAとの折衝においても助力する用意のあることが分かった。 

要請は互恵の精神に沿ったものだが、ピッツバーグ市の受益者のなり方には「西海岸唯一のトラフグレ

ストランが市内に開店する」や「ピッツバーグ市の輸入業者がトラフグの輸入実務と米国内への卸を行う」

などがある。 

 

6.1.互恵関係の進めかた 

 (１) ピッツバーグ市の輸入拠点化は、あくまでもピッツバーグ市に本社を置く輸入業者がいればの話で

ある。ピッツバーグ市に輸入業者がいれば、関係者を下関に招待して、魚の鮮度管理の方法を伝授し、

日本から輸出される鮮魚の取り扱い技術の向上を図ることができる。 

 (２)ピッツバーグ市側からダンジェネスの日本向けの輸出に協力して欲しいとの打診があったので、この

面で互恵関係を構築することができる。ピッツバーグ市が輸入拠点になれない場合の備えとして考慮

すべきである。 

 

6.2. ピッツバーグ市が FDAとの交渉に関与する場合の留意点 

 ピッツバーグ市はロビーストを通じて FDA と交渉する意向を示している。またニューヨークの和光イン

ターナショナルの輸入成功体験を参考にしたい意向を持っている。下関側としてロビーストとの接触を希

望するのか態度を明らかにする必要があり、「希望する」とした場合、経費を負担してピッツバーグに依頼

するのかを決める必要がある。また今回の輸出促進事業に、和光インターナショナルの助力を仰ぐのかも

決定する必要がある。 

また今回の訪問では作業スケジュールについての話をしていないので、おおよその計画を伝える必要が

ある。 

さらにピッツバーグ市の意向内容を明確には確認をしていないので、確認する必要がある。 

 

 

 

 

  

7．米西岸の市場特性 

7.1. 米国市場全体の特徴 

戦略：トラフグの輸出ではハイエンドをターゲットにした輸出を図るべきである。 

米国社会の所得分布のグラフ（図 5）が示すように、米国はトップの高所得者（ハイエンド）1％が総

所得の 25％を、ボトム 90％が総所得の 50％を得る格差社会である。中産階級は重税感が一番強く、スペ

シャリスト階層と貧困層に分離されて消滅しつつある。日本のように中間層が海外旅行を自由にできると

いうようなことはない。米国では生活保護に相当する食糧援助プログラム、通称フードスタンププログラ

ム（SNAP）が存在し、低所得者に食糧費を政府が援助しているが、この受給者が年々増加し（図 6）、近年
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では受給者は約 4,500 万人を超えている。これは実に、６人に一人がフードスタンプに頼らねば生活でき

ないことを示す。 

 つまり、アメリカではお金が湯水のように使えるハイエンドにしかけなければ、ビジネスは定着しない。

二極化した社会構造の中では、平均値をとって中間層に照準をあてた商材を売るような仕組みでビジネス

をすると、マーケットが違うためにお金が使える人間にモノが売れなくなってしまう。トラフグのような

高級食材は、中間層を飛び越え、ハイエンドに特化してマーケティングしないと、売ることはなかなか難

しいと思われる。 

 

 

図 5．各所得グループ毎の総所得 

 

 

図 6.米国内での貧困層の増大 

（出典：”Dorothy Rosenbaum, SNAP Is Effective and Efficient, Center on Budget and Policy Priorities”） 

 

 

7.2．サンフランシスコを中心としたベイエリアの特徴 

7.2.1.消費者の所得と日本企業 

戦略：米西海岸はハイエンドをターゲットにしたトラフグの輸出先として適している。 

 サンフランシスコ郡他 8 郡からなるベイエリア（図 7）は人口が約 710 万で、いずれの地もサンフラン

シスコ国際空港から車で 90 分以内の距離に分布している。域内には人口約 300 万人のシリコンバレーが

存在し、平均個人所得が 10 万ドルを超える市が点在し、IT 関連でハイエンドが多い地域である。すなわ

ち米国全体を見回しても高所得者が蝟集している地域であり、高級・高価格のトラフグの輸出先として適

貧困層人口	

フードスタンプ受給者	

2011年統計、単位は100万人	
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している。また域内には約 630 の日本企業が存在し、４万人ほどの日本人が住んでいるので、日本人客を

対象としたビジネス展開も可能である。 

 

    

               （出典：Wikipedia）                              (出典：City of Pittsuburg) 

図 7．サンフランシスコ・ベイエリアの地図 

 

7.2.2. 地理的特徴 

戦略：米西海岸は品質管理がしやすいのでトラフグの輸出先として優れている。 

 サンフランシスコへの輸送では、福岡発送後、最短 14 時間ほどで通関手続きが出来、21 時間後にレス

トランに配送可能である。一方ニューヨーク向けでは通関までに最短でも 33時間が必要である（表 2）。 

 つまり現行では福岡発の貨物は仁川を経由して運ばれるが、サンフランシスコには朝 9時 30分に貨物が

到着し、当日中にレストランに配送出来る。一方でニューヨークへの到着は早くても 19 時 15 分であり、

通関業務開始までの約 14時間は倉庫に保管されることになる。品質管理の問題からすれば、鮮魚の出荷先

としては米西海岸の方が東海岸よりも格段に優れている。 

 

  表 2．米国への水産物輸送のタイムスケジュール 

サンフランシスコへの輸送経路； 

(１)福岡 FUK10:30→12:00 ソウル ICN16:10→サンフランシスコ SFO 9:30 

  所用時間 15 時間（ソウル → サンフランシスコ；10 時間 20 分 9、068 km 大韓航空 23） 

(２)FUK11:50 →（ASIANA）→ 13:10 ICNソウル ICN16:10→（大韓航空）→ サンフランシスコ SFO 9:30 

所用時間 13 時間 40 分 

ニューヨークへの輸送経路 

(１)福岡 FUK10:20 → 19:15 JFK ニューヨーク 所用時間 22 時間 55 分 途中 HKG 

(２)福岡 FUK15:40 → 19:20 JFK ニューヨーク 所用時間 17 時間 40 分 途中 ICN 

 

 なお、輸出業務には色々な事情があるようで、ブリの輸出では国内に１日保管されてから福岡での通関

手続きが行われている（図 8；農林水産省作成）。国内での集荷体制については解決すべき課題がある。 
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図 8．水産物の流れ 

 

7.2.3. 米国への水産物輸出商ルート 

戦略：既存の輸入業者に頼り切るのでなく、技術力の高いトラフグ輸入業者を開拓・育成すべきである。 

 生鮮水産物はチルドの航空便で米国に輸入されるが、これは主に「魚屋」と呼ばれる日本食レストラン

向けの卸売業者が扱っている（図9）。これらは個別レストランの要望に応じてカットやリパックも行って

いる。「魚屋」の大手には、ニュージャージーとカリフォルニアに本社を置くトゥルーワールド社

（http://www.trueworldfoods.com/）、東海岸を中心とするヤマシーフード社、ウオリキフレッシュ社、西

海岸を中心とするインターナショナルマリンプロクツ社、ロサンゼルスフィッシュ社、オーシャンフレッ

シュフィッシュアンドシーフード社、パシフィックフレッシュフィッシュ社などがある。 

 一方、冷凍の水産物の大量輸入を得意とするのがいわゆる「輸入業者」で、日本食の食材全般を仲卸や

小売、さらにはレストランに卸している（図5）。最大の輸入業者は、カリフォルニアに本社を置くキッコ

ーマン系列のJFC 社である。同社は全米の各地に19ヶ所の拠点を持っているが、水産物の取り扱いはほぼ

冷凍のみとなっており、米国内にはリパックや処理施設等を持っていない。二番手は西本貿易で、全米14

ヶ所に拠点を持っている。この他に日本食レストラン向けの食品卸としては、共同貿易

（http://www.lamtc.com/）、セントラル貿易、山正、 ダイエイトレーデイングなどがある。この他に比較

的新しい参入として、伊藤忠商事と日清食品、Seaboard Corporation の3社の合弁で 2000 年に設立され

たIcrest社がある。ニッスイの子会社F.W. Bryce 社も、2006 年から日本食レストラン向けビジネスに本

格的に乗り出している。ニッスイは子会社に養殖場を抱えるため、冷凍だけでなくチルド製品も扱ってい

る。（以上「米国における生食用魚介類市場と日本水物、プロマージャパン、平成21年、農林水産省事業」から引用） 

 水産物の輸出時には、税関で商品に対する疑義が発生した場合には税関で１日以上留め置かれることが置きやすいが、

その場合には現地の輸入業者が商品の管理や税関との折衝にあたることになる。高級食材としてトラフグを輸出するの

であれば、税関での対応に最高の技術を持った者があたるのが望ましい。プロジェクトとしては、後述するピッツバー

グ市との連携の下に、そのような任にあたる現地輸入業者を開拓することも視野に入れるべきであると考えている。 

 

http://www.trueworldfoods.com/
http://www.lamtc.com/
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図 9．日本産生食用魚介類の流通経路 

 

 またベイエリア近郊の海鮮品貿易会社として下記のものがある。 

① International Marine Products  

http://www.intmarine.com/ 

② ABS Seafood  

http://www.absseafood.com/newsite/ 

③  AZUMA Foods  http://azumafoods.com/ 

 

 他にはベイエリアで最も有名な料理学校（JETROで話題に出た学校）て“CIA  http://www.ciachef.edu/” 

がある。  

 

 

  

平成 21 年度農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産物等課題解決対策公募事業 

「米国と英国の小売市場参入に向けて」プロマージャパン 

 

82 

一般的にあり、後述する米系レストラン向け水産物卸もこういった機能を持つ。米国ではレスト

ランでも魚介類の取扱に慣れない所が多くあり、レストラン向けの水産物卸、特に生鮮水産物卸

のビジネスでこういった業態が発達した。 

一方、主に冷凍の水産物の大量輸入を得意とするのがいわゆる「輸入業者」で、多くが昔から

米や調味料、加工食品も含めて日本食の食材をトータルで輸入して小売やレストラン向けに卸し

ていた、歴史のある総合日本食レストラン向け輸入・卸売業者であるが、この他にいくつか新規

参入の業者も存在する。これらの業者は直接レストランに納入することもあるほか、様々な卸売

業者に対しての卸売も行う。米国内での魚介類の加工施設は持たない。 

また、日本からの直接輸入は少ないと考えられるが、アジア系のスシ店を顧客とするアジア系

レストラン向けの水産物卸に特化した業者－「アジア系レストラン卸」も多数存在する。 

またその他の米系プレミアムレストラン向けの水産物卸に特化した業者－「米系レストラン卸」

も、米系やフランス系レストランでの生食用水産物需要増に従って日本産水産物も扱うようにな

っている。こちらは前述の通り特に鮮魚のカットやリパックと顧客への配送面に力を入れており、

直接輸入は少ない。 

図 38：日本産生食用魚介類の主な流通経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：プロマージャパン 

 

日本以外の国からの輸入、例えば生食用のマグロやサーモンなどについては、上記の輸入/卸

売り業者以外にも、米系の食品卸売最大手のシスコ（Sysco）も参入し、大小の幅広い企業が取

り扱っている。 

また、3.4.3 節で紹介したとおり、スシコーナー最大手の AFC 社は日本から冷凍水産物を直

日本産水産物（冷凍） 日本産水産物（生鮮） 

「輸入業者」 

「魚屋」 

ｱｼﾞｱ系ﾚｽﾄﾗﾝ卸・ 

米系ﾚｽﾄﾗﾝ卸 

スシコーナー アジア系レストラン、その他レストラン 

アジア系スーパー 
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(2) 米西岸市場調査結果 

 

1． 概要 

 

1.1．はじめに 

12 月 15〜20 日の間、米国西海岸向けのトラフグ輸出を推進するため、米国サンフランシスコ周辺を

訪問し、現地の水産事情を調べ、輸入促進の働きかけをピッツバーグ市に依頼してきたので、その成果

を報告する。 

 

1.2．出張者：松村久・下関唐戸魚市場株式会社会長、芝恒男・同顧問（水産大学校名誉教授）、高崎博司・

NPO 法人やまぐち食農連携推進研究会専務理事、田畑則子・株式会社 Adventure JAPAN 代表取

締役 

     現地コーデイネーター： Junko Goodyear 氏 

 

1.3．日 程： 平成 25 年 12 月 15 日〜20 日 

12 月 15 日：サンフランシスコ到着； 

レストラン The Fish Market 視察兼食事 

スーパーWholeFoods Market 視察 

スーパーSURUKI 視察 

スーパーDraeger’s Market 視察 

スーパーTraders Joe’s 見学 

レストラン Farallon 見学兼食事 

12 月 16 日；フィッシャーマンズワーフ視察 

JETRO 事務所訪問 

日本領事館訪問 

スーパー99 Ranch Market（Cupertino 店）訪問 

スーパーミツワ（Cupertino 店）訪問 

レストラン星訪問 

       12 月 17 日；卸売り市場オーナー・Paul Johnson 氏訪問 

レストラン SUSHI RAN 訪問 

12 月 18 日；ピッツバーグ市訪問、 

モンテレー（スーパーCostco）訪問 

12 月 19 日：サンフランシスコ発（12 月 20 日日本着） 

 

1.4．成果の概要； 

シリコンバレーがあるベイエリアは IT 関連で高所得者が多く、高級品嗜好が強く、かつトラフグへの

関心も高い事が分かった。高価格・高品質のトラフグの輸出先としては最高の場所である。またベイエ

リアには一流の和食職人がいるので、高品質のトラフグを供給しさえすれば，トラフグ輸出事業が成り

立つことが分かった。さらにサンフランシスコ領事が総領事公邸でのベイエリアの有名人を招待しての

試食会の開催に賛意を示し、北カリフォルニア日本食レストラン協会長の当銘由盛氏が協力を明言し，

下関市の姉妹都市のピッツバーグ市がトラフグ輸入に向けた FDA との交渉のためにロビーストとの接

触を独自に始めるなど、輸出に向けての支援の確保に成功した。 

 

1.5．得られた情報： 

 1. JETRO 事務所では、シリコンバレーがあるベイエリアは IT 関連で高所得者が多く、全米の内では

フグ事業の最適値であるとの説明を受けた。また領事館では、総領事公邸を使ってフグの試食パーテ

ーを行うことで合意した。 
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 2．シリコンバレー南端で居酒屋を経営する星氏からは、ニューヨーク経由で西海岸に供給されるトラフ

グはキロ（身欠き）1 万円もするので、商いが事実上不可能だとの説明を受けた。なお、星氏は米国

西岸でフグ処理士の免許を持つ唯一の人である。 

 3．サンフランシスコ周辺で最高のスシレストランとされる SUSHI RAN の当銘氏（北カリフォルニア

日本食レストラン協会長）からは、「フグの注目度が高い」との説明を受け、輸入にあたって協力い

ただけるとのコメントをいただいた。また「ニューヨークのトラフグは凍結されているので食味が落

ちる。西海岸への輸出事業を始めるのであれば、品質管理が充分に成されたものを供給しない限り、

舌の肥えた西海岸での事業の成功は望めない」とのコメントを頂いた。 

 4．ピッツバーグ市には単なる友好関係ではなく、経済面でのウインウインの関係を望む声のあることが

分かった。具体的にはピッツバーグ市がトラフグの輸入で協力し，その見返りとして日本へのダンジ

ェネス蟹輸入への協力して欲しいとの意向のあることが分かった。 

 5．モンテレーでは、現地で不動産事業を営む和田洋氏から、全米の日本人会に呼びかけてフグ輸入の促

進を図ってくれるとの発言があった。 

 6．SUSHI RAN ならびに AME を訪問したが、いずれも純粋な和風料理と言うわけではなく、寿司や鮮

魚をメニューにだすものの、欧米人に会わせて変化させたレシピが多く見られた。AME は寿司カン

ターバーのスタイルを取り入れているものの、マイケル氏は「和食ではない」との見解である。これ

らレストランでの食事代は一人２万円から１万円である。また和食の原料魚は日本からの週 2 回の直

輸入である。米国内での魚の取り扱い技術は不十分なので、使えないとのことであった。 

 7．直輸入されたとはいえ、築地経由なので日数が経過しており、鮮度は日本に比べ不十分であり、歯応

えを楽しむことが出来なかった。 

 8．欧米では白身魚に人気が集中しており、ベイエリアでもタラ、ヒラメ、スズキのほかアンコウなどが

よく流通していた。これら魚はいずれも脂質含量の少ない魚だが、サーモンやハマチなども人気だっ

た。マグロではビンナガマグロが白っぽい故によく流通していた。 

 9．欧米では魚の歯ごたえを楽しむ文化が無いように思えた。 

 

 

 

 

2．ベイエリアの水産物流通事情 

 ベイエリアの水産物取り扱い状況を調べるために、卸直営ならびに漁業者によって経営されている小売

り 2 店舗、さらにはスーパーマーケット 8 店舗を訪問した。 

 

 

図 10．モントレーフィッシュマーケット (Pier 33 San Francisco、 CA 94111；1979

年に開業した水産物卸売市場；工事中で入れなかった) 
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モントレーフィッシュマーケット 

 サンフランシスコのゴールデンゲート海峡東端に位置するモントレーフィッシュマーケットは 1979 年

開業の卸売市場であり、親会社は輸入、加工までも手がけている。HACCP 認証を得ており、HACCP 認

証を受けている業者のみと取引している。また公的機関が毎週の水質検査を行っている水域の魚のみを仕

入れているとのことである。モントレーフィッシュマーケットの卸売市場は工事中で見学できなかったが、

バークレーにある直営の小売店鋪を見学できた。卸売市場から小売店鋪までは約 21km、通常は車で 30 分

ほどのところである。 

 

     

図 11．モントレーフィッシュマーケットの内部（ホームページから転載） 

 

 店舗（図 12）は客が 10 人ほども入れば窮屈な程度で、卸売市場の大きさに比べあっけにとられる程の

小ささであった。商品にはアンコウ、ハタ、マダラ、銀ダラ、キングサーモンなどが冷やされたショウケ

ース内に下氷の上に陳列されていた。商品には品名、漁法、漁獲地が記されていた。鮮度はかなり良いよ

うに思われた。 

 店では代表 Paul Johnson 氏より、サンフランシスコ近海漁業とベイエリアの魚介類消費動向について

説明を受けた。氏によればキングサーモン、とダンジェネス蟹が地元で最も好まれる魚である。イワシは

50 年代と 60 年代にかけてサンフランシスコを代表する魚だったが、それ以降減り続け、全く捕れなくな

った時期もあった。最近は漁獲量が上がってきており（世界的傾向）、食卓へ紹介できるようになっている。

現在はイワシの質もよい。小売店での主力商品は白身のフィレーで、赤身や骨のある魚はあまり出ない。

日本の魚については、International Marine Product、ABS を中心に取引している。乾物に関しては

AZUMA Food Product と取引している。ふぐの消費については、Johnson 氏の出身である、東海岸ロード

アイランド州では唐揚げにして食べる習慣があり、珍しいものとは彼自身は思っていないが、西海岸では

消費が少ないので、紹介にはよいプロモーションが必要である。ボストンで毎年３月に行われる Seafood 

Show には主要レストラン関係者は皆行くので、参加してみてはどうかとのコメントがあった（2014 年は

３月 17 日より開催）。ちなみに店舗での魚価は下記の通りである。 

  


