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3 流通実態調査結果 

3.1 調査手法 

3.1.1 調査対象都市の選定 

現地ヒアリングを基本とした実態調査に取組むにあたり、調査対象都市の選定を行った。選定にあ

たっては、調査仕様書に基づき、①首都ワシントンDCを含むこと、②日本食レストランの成長潜在

規模の高い都市であり、③日本食レストランの業態、顧客属性が偏らないような都市であることを

条件として、3つの都市を選定した。選定においては、下記 3ステップを通じて、絞込みを行った。 

 

図表 3-1 調査対象 3都市の選定ステップと選定の視点 

ステップ 選定の視点 選定に活用した指標 

a.日本食

レストラン

の現状把

握 

日本食レストランへの日本産品の普

及にあたっては、既存の日本食レスト

ラン数や流通拠点が普及のためのイ

ンフラとして重要となることから、日本

食レストラン数および流通拠点が集

中しており、さらに拡大傾向の見られ

る州に絞り込む 

① 日本食レストランの浸透状況：JETRO 

「米国における日本食レストラン動向

（2010） 

② 日本産品のレストランへの主な流通拠

点：（JETRO 「農林水産物・食品 国別マ

ーケティング基礎情報（2015年 4月）」お

よび各社ウェブサイト情報 

b. 日本食

レストラン

の潜在市

場規模の

高い主要

都市の抽

出 

レストラン市場は経済動向に影響を

受ける。ステップ aで絞り込んだ州に

ついて、レストランを支える消費者人

口が多く、地域経済発展が見られる

（指標①、②）大都市圏であり、日本

食の価格帯を踏まえ、世帯収入の中

間値が比較的高い（指標③）都市圏

を抽出する。 

また、都市の経済活動の特徴を背景

とした顧客属性が調査対象都市の中

で偏らないようにするため、都市間の

経済活動の特徴（指標④、⑤、⑥）

を、都市に関する指標・ランキングか

ら明らかにし、分類する。 

① 米国勢調査局、米国都市圏別人口

（2015） 

② 米商務省経済分析局（ＢＥＡ）、米国都市

圏別 GDP（2014） 

③ 米国勢調査局、都市圏別世帯収入中間

値（2014） 

④ 米国政調査局、都市・郡基礎データ（デ

ータベース） 

⑤ Forbes 誌「ビジネスの発展とキャリア形成

に優れた都市」 

⑥ Travel Advisor社「米国観光地トップ 25ラ

ンキング」 

c. 調査対

象候補都

市の特性

分析 

各都市について、日本食レストランの

業態、価格帯を分析し、都市間の偏り

がないようにする。 

① レストラン情報サイト Yelp!掲載レストラン

における日本食レストランの数、価格帯、

業態情報 

② Zagat Bestレストラン評価を受けた日本食

レストランの数、価格帯、業態情報 

出典：ワシントンコア作成 

 

各ステップの結果は次のとおり。 

3.1.1.1 a.日本食レストランの現状把握 

選定の視点に基づき、2 つの指標を使って、ア）日本食レストラン数で上位 10 位に入る州、イ）全

米を 6 地域に分けた各地域で最も多くの日本食レストランを有する州、ウ）レストラン数の増加率



 

   

  18 

 

（2005 年～2010 年）が 50％を超える州、エ）日本産品を取り扱う主な大手商社の流通拠点のある

州という 4項目の絞り込み条件を設定し、テキサス州、ニューヨーク州、フロリダ州を選定した。 

 

図表 3-2 米国における日本食レストラン数および流通拠点の分布状況 

地域 指標①：日本食レストラン数上位 10

州と成長率（2005年～2010年） 

②指標：日本産品を取り扱う主な大手商社

の流通拠点 

西部 

太平洋 

カリフォルニア州（1位、36.8%） 

ワシントン州（4位、37.8％） 

ハワイ州（7位、34.8％） 

カリフォルニア州 

ワシントン州 

ハワイ州 

西部内陸 なし ネバダ州、アリゾナ州、コロラド州 

中西部 イリノイ州（10位、45.0%） イリノイ州 

南部 テキサス州（6位、67.5％） テキサス州 

南東部 フロリダ州（3位、60.0%） 

ジョージア州（8位、101.0％） 

ノースカロライナ州（9位、101.4％） 

フロリダ州 

ジョージア州 

メリーランド州（ワシントン DC拠点） 

北東部 ニューヨーク州（2位、71.7%） 

ニュージャージー州（5位、84.2％） 

ニューヨーク州 

ニュージャージー州 

マサチューセッツ州 

出典：ワシントンコア作成 

 

3.1.1.2 b. 日本食レストランの潜在市場規模の高い主要都市の抽出 

ステップ a で絞り込んだ 3 州から、調査に適切な都市を含む都市圏を選定するため、レストランを

支える消費者人口が多く、地域経済発展が見られる（指標①、②）大都市圏であり、日本食の価格

帯を踏まえ、世帯収入の中間値が比較的高い（指標③）都市圏を抽出した。また、都市の経済活

動の特徴を背景とした顧客属性が調査対象都市の中で偏らないようにするため、都市間の経済活

動の特徴（指標④、⑤、⑥）を、都市に関する指標・ランキングを基に整理・分類した。 
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図表 3-3 調査対象候補都市圏の経済状況と都市の経済活動の特徴比較 

 

出典：ワシントンコア作成 

 

この比較により、都市の経済活動の観点から、ダラスとヒューストン及びニューヨークとマイアミの類

似性が見られた。 

 

図表 3-4 ワシントン DCと比較した各都市の経済活動の特徴（概念図） 

 

 
 

出典：ワシントンコア作成 
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3.1.1.3 c. 調査対象候補都市の特性分析 

ステップ b の結果を踏まえ、ダラスとヒューストン及びニューヨークとマイアミのいずれかに絞り込む

にあたり、各都市の日本食レストランの業態、価格帯を分析し、都市間の偏りがないようにするため、

米国のレストラン情報サイトの大手 Yelp!および Zagat の掲載データを元に、各都市のレストランの

傾向を比較した。 

 

図表 3-5 調査対象候補都市別レストランの特性比較 

都市 

指標① Yelp! 指標② Zagat 

レストラン数  日本食レ

ストラン比率 

日本食レストラン

価格帯 

日本食レストラン

業態 

Zagat Best レストランに入ったレストラン（主に

高価格帯レストラン） 

ダラス 

エスニック料理に占める
メキシコ料理の比率が

高い。日本食の比率は

他都市より低い。 

他都市と比べ、10

ドル以下の低価格

帯のレストラン比

率が高い。 

寿司バー以外の
日本食レストラン

が若干多い。 

寿司バーが多いが、寿司バー登録していな
いレストランも 1/3程度あり。 

ヒュー

ストン 

エスニック料理に占める
メキシコ料理の比率が

高い。日本食の比率は

他都市より低い。 

調査都市の平均
的な価格帯。 

他都市と比べラ
ーメンの割合が

高い。 

すべて寿司バー。 

ニュー
ヨーク 

総レストラン数、日本食
レストラン数において、

都市として最も多い数を

誇る。 

エスニック料理で中華・

メキシコ料理が比較的

多いが、顕著に比率の
高い料理はない。 

他都市と比べ 31ド
ル以上のレストラ

ンの比率が高い。 

寿司バー以外の
日本食レストラン

が多い。 

価格設定が他都市よりかなり高いレストランが
多い。 

寿司バーが多いが、寿司バー登録のないレ

ストランも 3割弱あり。 

日本食ではないが寿司バーのみ登録してい

るレストラン 1件。 

マイア

ミ 

エスニック料理に占める

イタリア料理の比率が高
い。 

他都市と比べ 31ド

ル以上のレストラ
ンの比率が高い。 

日本食よりも、寿

司バーに分類さ
れるレストランが

多い。 

価格設定が他都市より若干高いレストランが

多い。 

寿司バーが多いが、寿司バー登録のないレ

ストランも 4割程度あり。 

日本食ではないが寿司バーのみ登録してい
るレストラン 1件。 

ワシン

トン
DC 

エスニック料理で中華・

メキシコ料理が比較的

多いが、顕著に比率の
高い料理はない。 

調査都市の平均

的な価格帯。 

日本食よりも、寿

司バーに分類さ

れるレストランが
多い。 

寿司バーが多いが、寿司バー登録のないレ

ストランも 4割程度あり。 

ラーメンが 1件含まれる。 

出典：ワシントンコア作成 

ヒューストンとダラスについては、いずれも特性は似ているものの、①近年米国でブームといわれる

ラーメン店がヒューストンに多いという点、加えて、②日本食は他のエスニック料理に比べて比較的

高い価格設定を踏まえ、ヒューストンの GDP 成長や世帯収入の成長はダラスより伸びている点を

踏まえ、ヒューストンを選定した。 

 

また、マイアミとニューヨークについては、レストランの価格設定なども双方類似点が多いものの、

ニューヨークは全米の都市で、総レストラン数、日本食レストラン数において、都市として最も多い

数を誇り、さらに増加傾向がみられることから、ニューヨークを対象都市として決定した。 
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3.1.2 ヒアリング候補レストランの絞込みと調査依頼 

選定した各都市でそれぞれ 10 件の日本食レストランへのヒアリング調査を行うにあたり、全米を網

羅したレストラン情報サイトYelp!を活用して、ヒアリング調査に対応していただくレストラン候補の抽

出を行った。 

 

第 1段階として、Yelp!では米国の日本食レストランは、「Japanese （日本食）」もしくは「Sushi（寿司）」

に分類されていることから、Yelp!の検索機能で、いずれかの料理分類に含まれるレストランで、か

つ現地ヒアリング調査の効率性を考え、各都市の中心部から半径約 10km圏内のレストランを抽出

した。なお、ワシントン DC については面積が狭いことから、半径圏内に入るワシントン DC の周辺

エリアも調査対象に含めた。さらに、一定の顧客満足度を得ているレストランとして、Yelp!における

消費者のレストラン評価が 3 以上のレストランに対象を限定した1。加えて、本調査では限られたヒ

アリング先から、多様な食材の入手状況を把握するため、できるだけ、多様な食材を使ったメニュ

ーを提供しているレストランに優先的にヒアリングの協力を求めるよう努めた2。 

 

上記の条件を満たすレストランについて、Yelp!の検索機能を使って絞り込み、その中から各都市

30 店舗程度を無作為抽出し、各レストランに対して、電子メール、Fax 及び電話などの手段を通じ

て、個別に協力依頼を行った。なお、実際の依頼作業では、大部分の店舗で、電子メールや Fax

によるコミュニケーションは一般的でなく、各店舗の営業時間や休業日などの情報を踏まえつつ、

電話での個別依頼が中心となった。 

 

3.1.3 ヒアリング調査の実施 

協力依頼に合意いただいたレストラン 31 件（ワシントン DC：10 件、ニューヨーク：11 件、ヒュースト

ン：10 件）に対して、次の日程で現地ヒアリングを実施した。各店舗では、食材調達の権限をもつ

担当者（主に料理長、エグゼクティブシェフ）もしくは調達業務を支援する立場にある副料理長、オ

ーナー、マネージャなどにご協力いただいた。ヒアリングは英語での実施を基本としているが、レス

トランの要望に応じて、一部のレストランでは日本語で実施した。 

 

図表 3-6 各都市におけるヒアリング日程 

日程 都市 件数 

2015/8/3～8/24 ワシントン DC 10 

2015/8/24～8/27 ニューヨーク 11 

2015/9/1～9/4 ヒューストン 10 

 

                                                        

 
1 2015年 6月末時点での評価を採用。なお、ヒアリング調査依頼の過程で候補に新たに追加したレストランについ
ては、追加時点の消費者評価を採用している。 
2 ただし、文献調査から明らかなように、近年、米国において人気の高いラーメン店については、ラーメンに特化さ
せている可能性が高いことから、メニューがラーメンのみの場合でも、対象外としないこととした。なお、ヒアリング候
補レストランの選定において、レストラン所有者又は料理長の属する人種グループなども考慮することを検討したが、
レストランのウェブサイトなどの公開情報からは、これらの情報を容易に特定できないことが多く、またこれらの情報
を個別にレストランへの電話などによって収集した上で、さらに候補を絞り込むことは、本調査の調査期間内の調
査完遂という観点から非現実的であると判断し、この条件の追加は行っていない。 
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ヒアリング項目は次の通り。 

 

A) レストラン基本情報（客層、料金設定、人気メニューなど） 

B) 日本食材の利用状況 

 主な日本食の食材（米、麺類、水産物、和牛、野菜、果物、調味料、料理済み

食品、アルコール食材）別の使用頻度（①ほぼ毎日使用、②時々使用、③ほと

んど使用せず）と、「①ほぼ毎日使用」する食材に関する日本産品が占める概算

割合 

 日本食材の主な調達先 

 オペレーションの工夫（機械化・調理済み食品の導入、人材獲得） 

 日本産品利用のメリット・デメリット 

 現地産品（又は日本以外からの輸入産品）利用のメリット・デメリット 

 当該レストランにおける食材決定権者 

 当該レストランにおける食材調達タイミングと変更時期 

 将来的な日本産品の利用希望と利用を増やす上で予想される障害 

 その他、現状、食材調達において直面している課題 

 日本食の今後のトレンド 

 日本食・日本食材に関する情報収集先 

 

上記、レストランに加え、レストランへのヒアリングの結果判明した課題などの分析に資するため、こ

れらのレストランが現地で日本食材を調達している流通事業者 3 社と、米国における日本食レスト

ラン及び日本食材の状況に詳しい業界関係者 3名にも、電話ヒアリングを実施している。 

 


