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1

調査の背景・目的

国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るため、拡大する世界の食市場を開拓し、
日本産農林水産物・食品等（以下「日本産品」という）の輸出を拡大する取組が不可欠となってい
る。そして、日本産品の輸出を拡大する上では、日本産品そのもののみならず、世界で高く評価
されている日本食・食文化と併せて幅広く発信し、効果的に、かつ、正しく伝播させることで、日本
産品の需要を高めて普及を加速する仕組みの構築が必要である。
このうち、海外の日本食レストランは、約 55,000 店（平成 25 年調査）に及んでおり、日本産の農
林水産物、食品の輸出拡大を進める上で、我が国の食に関わる事業者等と海外の日本食レスト
ランとの連携を深め、これらのレストランが日本産の農林水産物、食品の使用を奨励する取組を
戦略的に行っていく必要がある。一方、これらレストランの経営者のほとんどが中国・韓国系を中
心とする非日系という情報があり、それらの日本食レストランの食材調達は、中国・韓国系業者か
らの購入が多く、日本産品の輸出につながっていないと思料されている。
こうした現状を踏まえ、本事業では潜在市場の大きい北米を対象として、日本食レストランの食材
調達の実態や直面する課題を分析することを通じて、北米の日系食品流通業者や日系食品企
業による北米日本食レストランへの販路拡大を支援するための日本政府の戦略策定に資すること
を目指している。
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2

米国における日本産品・日本食を巡る状況

ヒアリング調査に先立ち、公開されている文献情報を中心に、米国における日本産品・日本食レ
ストランを巡る状況と米国レストラン業界における流通・調達の概要を整理する。

2.1

米国人の日本食に対する評価とその変化

米国でエスニック料理の代表とされるイタリア料理やメキシコ料理、中華料理が、もはや「エスニッ
ク」と呼ばれないほどに普及したことと比べれば、日本食は依然、米国人が日常的に口にする食
べ物とは際立って異なる特別な食べ物との認識が一般的である。その特徴を活かすことによって、
日本食は米国市場での評価を高めてきた。
米国の日本食レストランは、日本企業の米国進出が本格化し、駐在員やその家族が急増した
1970 年台に増加を始めた。その後、米国人の間に健康的な食生活への関心が高まり、「ヘルシ
ー」なイメージの強かった日本食レストランへ、多くの米国人も足を向けるようになった。1980 年頃
から日本食レストランが米国内で多数開店するようになり、日本食は人気のあるエスニック料理の
1 つとなっていった1。
今日、米国で日本食といえば、メキシコ料理、イタリア料理、中華料理に続き、頻繁に食べられる
「エスニック料理」の代表格となりつつある。米国の大衆誌 Parada Magazine 誌は、2015 年 5 月
15 日付けの記事で、食に関するテーマを専門とする米国の調査会社 Technomic（本社：イリノイ
州シカゴ）による、エスニック料理に対する消費者の嗜好に関する統計結果を掲載した。同調査
では、調査協力者の 34％がエスニック料理への関心が前年より高くなっており、従来から米国に
普及していた中華料理、イタリア料理、メキシコ料理だけでなく、それ以外のエスニック料理にも挑
戦することに前向きと分析している。また、夕食で食べたいエスニック料理の人気ランキングトップ
では、「日本食 又は 寿司」が第 4 位にランクインした2。
図表 2-1 米国人に人気のあるエスニック料理トップ 5 （Technomic 調べ）
順位
エスニック料理
支持率
76%
1位
中華料理
2位
メキシコ料理
74％
3位
イタリア料理
71％
32%
4位
日本食 又は 寿司
32%
5位
ギリシャ料理
出典：Parada Magazine “Top 10 Ethnic Cuisines Americans Crave Most 3”を基に
ワシントンコア作成

http://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/05001424/05001424_001_BUP_0.pdf
この他、6 位：フランス料理、7 位：タイ料理、8 位：スペイン料理、9 位：インド料理、10 位：地中海料理だった。
3
http://parade.com/397203/parade/top-10-ethnic-cuisines-americans-crave-most/
1
2
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同じような結果は、世界各国でレストラン評価を行う Zagat による 2015 年版の米国消費者を対象
とした調査でも見られ、米国人が夕食に好む料理の第 5 位に日本食が選ばれた（支持率 8％）。
なお、同調査において日本より上位となった料理は、1 位：イタリア料理（24%）、2 位：米国料理
（14%）、3 位：フランス料理 （10%）、4 位：シーフード料理（10%）だった4。
このように、日本食が受け入れられ、人気が高まった背景には、日本食がメディアなどを通じて、
「健康に良い」ものと紹介されてきたことによる影響が大きい。加えて、常に新しい地域からの移民
と新しい食文化を受け入れてきた米国に、日本食の新鮮さが評価されたことも大きな理由と見ら
れる。近年、米国メディアが分析した日本食人気の主な背景には次が含まれる5。


健康な食品：複数のメディアが、「健康なエスニック料理」の代表例として日本食を紹介し
ている。調査会社 IBISWorld は 2015 年 9 月、寿司レストランの売り上げが今後 5 年間
で年間 2.6%伸びるとの予測を発表したが、米国経済の回復の兆しに加え、消費者のさ
らなる健康志向の高まりをその理由としている。



他のエスニック料理にはない珍しい味覚や食文化：寿司や刺身といった魚の生食という
習慣や、欧米でも近年認知されるようになってきた「旨み」、素材の色・形を重視した料理
の芸術性など、従来の欧米の食文化になかった特徴が、「新しいものを試してみたい」と
いう米国人の興味を惹いた6。



欧米人の味覚や好みに合わせて応用できる柔軟性および多様性：日本食は食べる人
の味覚や好みに合わせてアレンジを加えることに比較的柔軟であり、これが新しい食文
化として米国に浸透していく上で重要な要素となっている。また、同じ料理でも、地域別
に違ったスタイルがあり、様々なバリエーションが存在することも、日本食が広く受け入れ
られ、食べられている理由と考えられる。

また、全米レストラン協会（National Restaurant Association: NRA）の調査では、「日本食が好きだ
と答えた消費者はその理由として『美しく料理を見せる』、『フォーマルな食事や大切な食事に日
本食は良い』、『家では調理ができない特別な料理』、『日本食はマイルドで心地よい味わいがあ
る』、『盛り付けや雰囲気が大事である』と述べている 7。加えて、米国人が想像する日本食の一般
的なイメージとして、「味付けが強くなく、食材本来の味を活かす料理で、てんぷらや寿司などは
誰もが知っている」との回答が見られた8。

“The State of American Dining in 2015,” Zagat, January 2015: https://www.zagat.com/b/the-state-of-americandining-in-2015
5
http://www.nytimes.com/2010/04/04/business/04metrics.htm;l この他、商品の大量生産や、アメリカ人が消費す
る膨大な量の加工食品との対比で、日本食を「アート」として捉えるアメリカ人もいる。
6
http://napavalleyregister.com/lifestyles/food-and-cooking/japanese-cuisine-has-increasing-appeal-for-americanpalates/article_922c990e-fc16-11df-8451-001cc4c002e0.html; http://www.tofugu.com/2012/01/18/why-japanesefood-tastes-so-good-umami/ ほか
7
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12044 /full; Natl. Restaurant Assn. 2000. Ethnic cuisines II.
Washington, D.C.: Natl. Restaurant Assn. Research Dept. p 50.
8
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12044/full#crf312044-bib-0101
4
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さらに、近年、特定の料理に特化した小規模な日本食のレストラン（焼き鳥、そば、懐石、炉端焼
き、精進料理など）の開店が増えたことで、消費者に日本食が寿司だけではなことを示すことに成
功した上、複雑で時間のかかるフランス料理よりも、新鮮で料理人の技巧が重要な日本食にもっ
とお金をかけるという人も見られるようになってきたと、料理評論家でありオンラインフードマガジン
The Daily Meal 誌の編集長を務める Colman Andrews 氏は 2011 年 12 月の Wochi Kochi
Magazine 誌のインタビューの中でコメントしている9。
このように、米国における認知度や評価を高めている日本食であるが、食品技術者協会（Institute
of Food Technologists：IFT）が 2013 年に出した米国での人気の高いエスニック料理に関する研
究10では、「日本食は特に高収入で米国西部もしくは米国主要都市に住む人たちに好まれている」
と分析されており、米国全域で人気が定着しているとは言いがたい。平均的な米国人の多くは、
食べ物に保守的であり、寿司・刺身などの生魚や過去に食べたことない味には魅力を感じない傾
向があるといわれ、日本食・日本食材が普及する市場はある程度絞られたものになる。
しかし、一般的な米国人が「日本食」に触れる機会は着実に増えており、米国の大手スーパーマ
ーケットで売られている寿司パックはその一例である。さらに、ブログやソーシャル・ネットワーク
（SNS）などのウェブツールが、日本の食文化を広める効果的なメディアとなっており、ウェブで日
本食を紹介する人が増えるのに比例して、日本食のレシピ情報が米国内に増えているとの報道も
ある11。これは、米国の消費者が日本食を家庭でも作ろうとするニーズを示すもので、日本食が外
食専門ではなく、より身近な存在となりつつあることを示唆している。
「身近な料理（コンフォートフード）」に関連して、米国では現在、焼き鳥、お好み焼き、ラーメンな
どの人気が高まっている。中でもラーメンへの関心は高く、ビジネス雑誌 Fast Company 誌は、「米
国のラーメン革命（Ramen revolution）はたまたま起きたのではない。米国でラーメン店を始めた人
たちが、日本のマーケティング戦略を取り入れ、後に続いてラーメン店を開店する人たちの基礎と
なる、粗食のラーメン文化をつくりあげた。ラーメン店は賢くメディアを使っており、ラーメンは腹を
満たす食べ物としてだけではなく、楽しむものということを伝え、さらにシンプルなラーメンという食
べ物が実は職人技によって作られるということも広め、大きなトレンドを作った」と分析した12。
米国における日本食は、現時点では、一部の大都市での普及が中心という見方が強いものの、
その種類や価格の多様性を米国人が理解するなかで、米国市場でさらに成長する潜在性を示し
ている。

http://www.wochikochi.jp/english/special/2011/12/japanese-food.php
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12044/full
11
http://www.wochikochi.jp/english/special/2011/12/japanese-food.php
12
http://www.fastcompany.com/3042623/how-japanese-marketing-secrets-sparked-the-american-ramen-revolution
9
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2.1

増加する日本食レストラン
2.1.1

米国における日本食レストランの数

米国における日本食の普及は、日本食レストランの米国市場での成長と拡大によって、かなりの
面で支えられてきた。日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization：JETRO）が 2010 年
に発表した「米国における日本食レストラン動向」によれば、米国における日本食レストラン数は
約 14,000 軒あるが、これは調査を開始した 1992 年（3,051 軒）から 4.65 倍と飛躍的に成長を遂
げている13。
州別に日本食レストラン数が多い上位 10 州は下表の通り。米国は大きく 6 つの地域に分けて地
域特性の概要を把握できることから、下表では地域別順位も示した。
図表 2-2 日本食レストラン数上位 10 州（2005 年と 2010 年比較）
順位
2005
年

店舗数
2010
年

カリフォルニア州

1

1

20052010
比較
0

ニューヨーク州

2

2

フロリダ州

4

ワシントン州

2005
年

地域
2010
年

2005-2010
比較

地域

域内
順位

2,896

3,963

1,067

36.8%

西部太平洋

1

0

838

1,439

601

71.7%

北東部

1

3

1

588

941

353

60.0%

南東部

1

3

4

-1

600

827

227

37.8%

西部太平洋

2

ニュージャージー州

7

5

2

284

523

239

84.2%

北東部

2

テキサス州

6

6

0

295

494

199

67.5%

南部

1

ハワイ州

5

7

-2

325

438

113

34.8%

西部太平洋

3

ジョージア州

10

8

2

210

422

212

101.0%

南東部

2

ノースカロライナ州

9

9

0

214

431

217

101.4%

南東部

3

イリノイ州

8

10

-2

260

377

117

45.0%

中西部

1

出典：JETRO 「米国における日本食レストラン動向（2010）」を基にワシントンコア作成

同報告書によれば、州によってかなりのばらつきが見られ、カリフォルニア州やニューヨーク州の
ように 1,000 店を超える州（主に東・西海岸に面した州）もある一方で、特に内陸部では 100 店未
満に留まる州も 27 州ある。
具体的には、カリフォルニア州がもっとも多く、続いて、ニューヨーク州、フロリダ州となっている。ま
た、2005 年～2010 年の増加率では、ノースカロライナ州、ジョージア州、ニュージャージ州で高
い数値を示した。また、ニューヨーク州については、以前からレストラン数が多かったが、その後も
継続して増加しており、2005 年から 2010 年にかけての増加率は 71.7％と成長率 4 位であった。

マーケティング・コンサルティング会社 NPD Group は 2014 年後半の時点で、米国にある全レストラン数は、
630,964 件と試算している（https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/total-us-restaurantcount-drops-by-one-percent-due-to-independent-restaurant-unit-declines-reports-npd）。この数値と JETRO 「米国
における日本食レストラン動向（2010）」の日本食レストラン数を比較すると、全米の全レストランに占める日本食レ
ストランの割合は約 2%程度と予想される。
13
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2.1.2

米国レストラン事業者に占める日本人経営者の割合

米国の日本食レストランを経営する人種・民族に関する公式の統計等はない。しかし、米国勢調
査局（US Census Bureau：US センサス）は、5 年に一度、北米産業分類システム（North American
Industrial Classification System: NAICS）コードに基づき、産業別に経営者の人種・民族別の事
業者数を把握している。レストラン業界は、NAICS コード 722 の飲食事業者（Food Services and
Drinking Places）で、この中にはフルサービスレストラン、リミテッドサービスレストラン（セルフサー
ビス、カフェテリア、ビュッフェ、スナックバーなど）が含まれている。公開されている最新の 2007
年調査結果14によれば、日本人・日系人を含むアジア系経営者による飲食関連事業者数は以下
の通り。
図表 2-3 米国におけるアジア系経営者による飲食事業者数（2007 年統計）
リミテッドサービス
飲食事業者*
フルサービスレストラン
レストラン
経営者の人種
事業者数
割合
事業者数
割合
事業者数
割合
4,481
0.7%
2,275
1.0%
1,429
0.6%
日系
52,456
7.8%
21,190
9.4%
25,228
11.2%
中国系
15,634
2.3%
5,943
2.6%
7,750
3.4%
韓国系
39,434
5.9%
14,116
6.3%
17,803
7.9%
他のアジア系
558,321
83.3%
181,108
80.6%
172,852
76.8%
他の人種・民族
670,326
100.0%
224,632
100.0%
225,062
100.0%
合計
*なお、飲食事業者には、フルサービスレストランやリミテッド・サービスレストラン以外に、特別食事サ
ービス（ケータリングなど）や飲み屋などが含まれる。
出典：U.S. Census Bureau “Statistics for All U.S. Firms by Industry, Gender, Ethnicity, and Race for
the U.S., States, Metro Areas, Counties, and Places: 2007 ― 2007 Survey of Business Owners” を基に
ワシントンコア作成
全米における日系人経営の飲食事業者は、他の人種・民族に属する経営者に比べてかなり少な
い。また、日系以外のアジア系経営者はフルサービスレストランよりもリミテッドサービスレストラン
事業者が多いが、日系人経営の場合、フルサービスを提供している事業者の方が多い傾向にあ
る。
また、2007 年の同国勢調査結果によれば、日系人経営の飲食事業者の割合が高い州はカリフォ
ルニア州、ハワイ州の 2 州で、これらの州の日系人レストラン・オーナー数は、全米の 6 割以上を
占めた。一方、ニューヨーク州は、日本食レストラン数では、全米でカリフォルニア州に次いで多
いが、日系人の事業者数では上位 5 位にも入っていない（下図）。このことから、カリフォルニア州
に代表される西海岸に比べ、ニューヨーク州などの東海岸では、日系人経営者の比率が低いこと
が読み取れる。

2012 年 10 月末現在、宿泊及びフードサービス全体を示す NAICS コード 72 までのデータは公開されているが、
フードサービスに特化したデータについては、2012 年調査結果は 2015 年 12 月に発表を予定している。
http://www.census.gov/econ/sbo/getdata.html
14
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図表 2-4 日系人経営の飲食事業者の州別内訳（2007 年）

ミネソタ州,
0.6%

その他, 34.5%

カリフォルニア
州, 47.9%

イリノイ州,
0.6%
オレゴン州,
1.9%

ハワイ州,
14.4%

出典：U.S. Census Bureau “Statistics for All U.S. Firms by Industry, Gender, Ethnicity, and Race for
the U.S., States, Metro Areas, Counties, and Places: 2007 ― 2007 Survey of Business Owners” を基に
ワシントンコア作成

なお、参考までに、米国における日本食、韓国料理、中華料理のレストラン数を推計した情報を
各種公開文献から抽出した。
図表 2-5 日本食・韓国料理・中華料理レストラン数
料理
レストラン軒数
日本食レストラン
約 9,000 軒（2005 年15）、約 14,000 軒（2010 年）
韓国料理レストラン
約 3,744 軒（2014 年16）
中華料理レストラン
約 43,000 軒（2007 年17）
出典：各種資料を基にワシントンコア作成
それぞれ異なる文献からの引用であり、推計方法・時期も統一されていないため、単純に比較す
ることはできないが、概して、韓国料理や中華料理レストランの数と上述の国勢調査結果にある韓
国系や中国系の飲食事業経営者の数を比べると、経営者の方がかなり多く、逆に日本食レストラ
ンの数と日系の飲食事業経営者の数では、経営者がかなり少ない傾向が見える。このことから、
日系の飲食事業経営者よりも、韓国系や中国系飲食事業経営者の方が、日本食などの出身国
以外の料理を提供する飲食事業を行っている可能性が高いと推察することができる。
今回のヒアリング調査でも、中国系・韓国系などのアジア系経営者の日本食レストランが増えてい
ることや、その米国市場を強く意識したマーケティング戦略が巧みであることなどが、しばしば言
及された。上述の JETRO 「米国における日本食レストラン動向（2010）」では、こうしたアジア系経
営者に加え、米国の飲食業界のメジャー・プレイヤーも日本食レストラン業界に参入していると指
摘している。

https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000203/japanese_restaurant.pdf
http://www.ibisworld.com/industry/korean-restaurants.html
17
Yinghua Liu and SooCheong （Shawn） Jang, “Perceptions of Chinese restaurants in the U.S.: What affects
customer satisfaction and behavioral intentions?,” International Journal of Hospitality Management 2009
15
16
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2.2

多様化する日本食材の供給元

様々な種類の日本食を提供している米国の日本食レストランを支えるには、多様な食材の調達が
必要となる。これらの食材（以下、日本食材）は、①日本からの輸入品（日本産品）のほか、②現
地日本法人による米国産品、③現地生産者・メーカーによる日本種・類似品の米国生産品、④そ
の他、諸外国からの輸入品がある。後述のヒアリング調査かわ分かるように、日系シェフや経営者
が経営する日本食レストランの中には、出来る限りすべての食材を①で対応している店舗もある
が、一般的には、価格と質のバランスから、①～④を組み合わせて使用している例が多い。また、
一部の日本食材は、日本食以外のレストランで利用されるケースも増えており、レストランの経営
戦略に応じて、①～④が使い分けられている。
米国のレストランにおける日本産品の利用に特化した統計値はないが、米国が 2014 年、日本か
ら輸入した食用品（edible products、食品：food 及び飲料：beverages）の総額は、約 7.1 億ドルとな
り、前年の約 6.9 億ドルから約 0.2 億ドル増加した。2000 年～2014 年の成長率は 4.3%となって
いる18。
図表 2-6 米国による日本からの食用品輸入総額の推移（1999～2014 年、単位：100 万ドル）
100万ドル
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
出典：USDA データ19を基にワシントンコア作成

②現地日本法人による米国産品については、従来から、日本の大手食品メーカーが米国での製
造に取組んできたことはよく知られている20。例えば、JETRO の 2010 年 12 月付の北米市場・トレ

http://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports.aspx#44476
www.fas.usda.gov/gats
20
http://time.com/money/3660627/fake-import-beer-kirin/;
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/26/realwasabi_n_5027341.html
18
19
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ンド情報「日本産および日系企業現地生産品の小売での販売動向21」では、日系企業の現地生
産品で安定した人気をもつ主な調味料類として、醤油、酢、みそ、ソース、みりん、すし酢、ポン酢
などが挙っている。このうち、1957 年から米国進出をしているキッコーマンは、同社の 2013 年度
の海外売上高に占める北米市場のシェアは約 8 割であり、2004 年～2013 年度の平均成長率は
2.3％と成長を続けている22。
ラーメン人気の中、急成長する現地の日系企業には製麺会社の Sun Noodle がある23。夘木栄人
氏が 1981 年にハワイに創業した会社で、現在 80 名の社員を抱え、本社のあるハワイ州ホノルル
に加え、カリフォルニア州ロサンゼルスとニュージャージー州テターボロに製麺工場を持つ。ラー
メン用の麺をはじめ約 100 種類の麺を製造している。New York Times 紙が 2014 年 3 月 4 日付
けで掲載したニューヨークのトップ 10 ラーメン店として選んだ店24のうち 9 店で Sun Noodle 製の
麺を使用していたことで、さらに注目が高まった 25。本社のあるハワイでは、56 店あるラーメン店の
ほとんどの店舗で Sun Noodle 製の麺が使用されているといわれる。また、後述するヒアリング調
査でも、同社製の麺の利用例が数件あった。
③現地生産者・メーカーによる日本種・類似品の米国生産品については、現地生産者・メーカー
が、様々な調味料や農畜産物を生産している。例えば、米国のレストランで提供されている大部
分の和牛は、元々の系統は日本の和牛に由来するものの、米国内（又はオーストラリア）で繁殖し
育てられたものである26。和牛は他の牛肉よりも味わいが豊かで脂がのっているという点で人気を
集めており 、ステーキハウスに限らず、和牛を売りにしたハンバーガーを提供するレストランも見ら
れるようになってきた。しかし、米国産「和牛」の定義は、まだ確立されたものとは言いがたく、日本
産の純粋種だけではなく、アンガス種との交雑種についても、和牛に含めている。独立行政法人
農畜産業振興機構（Agriculture & Livestock Industries Corporation: ALIC）の海外情報 2015 年
2 月号の「米国の Wagyu 生産の現状 27 」によれば、米農務省（United States Department of
Agriculture：USDA）による公式統計はないが、米国和牛協会（American Wagyu Association:
AWA）の推定で、米国内の和牛の頭数は、交雑種を含めて約 5 万頭程度（うち純粋種は 3 千～
5 先頭程度）で、過去 3～5 年で飼養頭数が 2 倍に増えたとされる。「和牛（wagyu）」と冠した商品
は高値で販売される傾向があるが、和牛といっても、日本産か米国産か、米国産でも純粋種か交
雑種かは、消費者には非常に分かりにくい状況であることが指摘されている28。こうした中、日本
から輸入した高級「和牛」を使用することを明確に打ちだし、差別化戦略に活かそうとする米国レ
ストランも登場している。ステーキハウス Old HomeStead では日本産和牛のステーキを 12 オンス
350 ドルという高値で提供している。

http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/trends/1012001.html
http://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/factbook/pdf/fact201403_bi.pdf
23
http://sunnoodle.com/
24
http://www.nytimes.com/2014/03/05/dining/slurp-worthy-the-top-10-ramen-destinations-in-new-york.html?_r=0
25
http://www.eater.com/2014/7/22/6184305/inside-sun-noodle-the-secret-weapon-of-americas-best-ramen-shops;
http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/November-2014/How-Kalihi-Noodle-Factory-SunNoodle-Fueled-Americas-Ramen-Boom/ など
26
http://www.houstonchronicle.com/entertainment/restaurants-bars/bbq/article/American-Wagyu-and-the-myth-ofKobe-beef-6132860.php など
27
http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2015/feb/wrepo01.htm
28
http://www.forbes.com/sites/larryolmsted/2014/01/07/the-new-truth-about-kobe-beef-2/
21
22
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また、最近の日本酒人気の高まりで、日本からの輸入も盛んになっているが、品質・価格におい
て多様な日本酒も米国で作られ始めており、米国の小規模醸造メーカーで作られた地酒も人気
を博している 29。日本酒を造るために日本米を輸入し使用する米国の醸造所が現れ、日本のクラ
フトビールも米国に輸入されるようになっている30。
米・野菜・果物については、後述のヒアリング調査でも言及されるように、価格・品質管理に関する
課題などから、大部分の日本食レストランでは現地調達が基本であり、日本からの輸入について
は、一部の日本でしか入手できない産品・品種などに限っている。米についてはカリフォルニア産
の使用が多い。また、野菜・果物については、現地の日本人・日系人の生産者に加え、価格競争
力のある現地の日本以外のアジア系（韓国系・中国系など）生産者が生産している日本野菜・果
物に類似する作物や、米国消費者の地産地消人気を踏まえた地元生産者による作物なども利用
されている。
日本食レストランの中には、こうした現地産品を積極的に利用することを重視している店もある。例
え ば 、 ニ ュ ー ヨ ー ク に あ る EN Brasseri の オ ー ナ ーReika Yo 氏 は 、 オ ン ラ イ ン マ ガ ジ ン
Blouinartinfo 誌のインタビューに応えて、「本格的な日本食」を提供することを約束しているが、食
材は米国現地調達としていると述べており、「ここ（米国）で調達できる食材は日本のものとは違う
が、ここでしか手に入らない食材もあるし、同じ野菜でも味が違うことがあるので柔軟に対応するよ
うにしている。さらにニューヨークでは珍しい料理も提供したい。コストを考えた場合、日本からわ
ざわざ輸入する必要はないと思う」といったスタンスのレストランも見られる。
その他、諸外国からの輸入品も利用されており（④）、代表的な食材としては、世界各国から調達
されている水産物がある。また、米国のレストランがワンストップで必要な食材を購入するために利
用しているブロードライン・デストリビューターと称する総合流通業者（後述）でも、アジア系食材を
専門に取り扱う部門を持ち、アジア系レストラン向けの食材提供を行っている31。最大手のテキサ
ス州に本社がある Sysco Corporation（Sysco）は、2003 年、北米最大のアジア系レストラン向け食
材流通事業大手 Asian Foods32を傘下におさめ、日本のほか、韓国、タイ、中国、ベトナム、インド、
カンボジア、ラオス、マレーシア、ネパール、チベットなどから食材を調達している。また、2004 年
からレストラン向けに食材・調理器具などを販売しているオンライン流通事業者 WebstaurantStore
のアジア系レストラン向け食材には、キッコーマンの醤油や天ぷら粉・パン粉などと並び、中国産
のしいたけなどが扱われている33。

http://www.lifeintheusa.com/food/japanese.htm
http://theadvocate.com/features/12859126-129/craft-sake-is-the-latest; http://www.smithsonianmag.com/artsculture/can-you-taste-the-difference-between-american-and-japanese-sake-359689/?no-ist；
http://ww2.kqed.org/bayareabites/2015/05/09/japanese-craft-beer-comes-to-oakland-and-heres-what-you-shouldtry/
31
http://www.thedailymeal.com/who-s-really-making-your-chinese-food など
32
http://www.asianfoods.com/products-people/
33
http://www.webstaurantstore.com/asian-restaurant-supplies.html
29
30

12

なお、日本食などの特定料理向け食材を含むスペシャリティ・フードのサプライチェーンを専門と
する米国コンサルタントは、米国におけるスペシャリティ・フードの輸入傾向は全般的に上向きと
分析している。従来よりも、食品の輸送環境が改善され、トラッキング技術が向上し、税関の通過
時間が短縮されることにより、米国への輸入が容易になり、タイやベトナムといった発展途上国が
輸出を増やしていることが背景にある。
このように、日本食材の入手オプションが広がる中、日本食に限らず、米国のレストラン関係者の
間で、日本食材や日本食の手法は、「目新しい」ものという位置づけから、定着した人気のあるも
のに評価が移ってきた。全米シェフ協会（American Culinary Federation：ACF）のメンバーである
約 1,300 名の米国のプロの料理人への Web アンケート調査「話題となる料理予想（What’s Hot
Culinary Forecast）」2015 年版では、リストアップされた注目の食材・料理 198 項目とアルコール
33 項目について、回答者が「最新の流行（hot trend）」、「過去の話題（Yesterday’s News）」、「定
着した人気（Perennial Favorite）」の中から最も当てはまる評価を記入、その集計結果が割合で示
された。これらの項目にはラーメン、出汁、和牛・神戸牛、寿司又は寿司スタイルの食べ物など、
日本食や日本食材に関するものも多く含まれている。このうち、アジアの麺類とラーメンについて
は、前年度の「最新の流行」よりも 5 ポイントアップとなった。それ以外の項目については、最新の
流行から定着した人気の方向に向かいつつある。
図表 2-7 What’s Hot Culinary Forecast（2015）
日本食に関係のある食材・料理への評価
料理・食材

最新の
流行
60%
53%

過去の
話題
17%
24%

エスニックな調味料（ライタ、チミチュリ、シラチャ、チャツネ、醤油など）
エスニックあるいは路上販売からヒントを得た前菜（てんぷら、タキート
ス、ケバブなど）
アジアの麺類（そば、うどんなど）
51%
23%
アジアのキノコ（しいたけ、まいたけ、えのきなど）
42%
25%
照り焼き（ソース）を使った子供用メニュー
41%
41%
ラーメン
37%
41%
出汁
36%
39%
和牛・神戸牛
36%
39%
寿司または寿司スタイルの食べ物
35%
30%
生肉・生魚のアペタイザー（タルタルステーキ、カルパッチョ、刺身など）
34%
39%
暖かいお茶（イングリッシュティ、ハーブティ、中国茶、緑茶など）
24%
22%
出典：NRA “What’s Hot Culinary Forecast（2015）”を基にワシントンコア作成

定着し
た人気
23%
24%
26%
33%
18%
22%
25%
25%
36%
28%
54%

一方で、どうしても米国人の舌が受け入れることの出来ない食材（納豆など）については、現地の
日系を含むアジア系スーパーで限定的に取り扱っているものの、レストランでは取扱いを避けて
いる34。日本では一般的に使用されるクラゲについても、「米国では見たことも食べたこともなけれ
ば、食べるということ自体、聞いたこともない、よくわからない食材だ」とシーフードシェフの Chris
Clime 氏がコメントするなど35、レストランでの利用は避けられる傾向がある。しかし、こうした評価も

34
35

http://www.lifeintheusa.com/food/japanese.htm
http://www.thrillist.com/eat/nation/rare-japanese-food-beyond-sushi-and-ramen
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変化する可能性がある。米国の消費者にはウニ、タコ、タラ（銀鱈）は受け入れられないという評価
がある一方で、外食コンサルティング企業 Andrew Freeman 社の外食産業関係者へのヒアリング
調査結果からは、2015 年に人気が出る食材にウニが入った36。従来、生魚を食べなかった米国
人の間に寿司が広まったように、米国人が食べ慣れていない食材でも、使い方によっては普及の
可能性があることを示している。

2.3

食材の流通事業とレストランでの調達

2.3.1

レストラン向け流通事業者

食 材 の 供 給 元 と レ ス ト ラ ン を つ な ぐ の が 、 米 国 の レ ス ト ラ ン 向 け 流 通 事 業 者 （foodservice
distributor 又は foodservice wholesalers）である。米国におけるレストラン向け流通産業の市場規
模は約 2,310 億ドルで、約 16,000 事業者を抱えている37。レストラン向け流通事業者は、主に次
の 4 タイプに分類される。
図表 2-8 米国におけるレストラン向け流通事業者チャネル
タイプ
概要
ブロードライン・デス
ブロードライン・デストリビューターは、①幅広い食品や消耗品を扱っており、②
トリビューター
（Safeway や Trader Joe’s などの大手スーパーマーケットチェーンなどで販売し
（broadline
ている）プライベート・ブランド製品の販売が可能であり、③配送が頻繁で柔軟
distributors、ブロー
で（翌日配送など）、④付加価値サービス（メニューや栄養管理などの計画支
ドライナー）
援など）も提供している。最大手は Sysco Corporation（Sysco、本社：テキサス
州）と US Foods, Inc. （USF、本社：イリノイ州）の 2 社で、全米に各々72 ヶ所、
61 ヶ 所 の 流 通 セ ン タ ー を 持 ち 、 ナ シ ョ ナ ル ・ ブ ロ ー ド ラ イ ナ ー （national
broadliners）と 呼ばれる。続いて、リ ージョナル・ブ ロード ライ ナー（regional
broadliners）として、Performance Food Group（PFG、本社：バージニア州）、
Gordon Food Service（ミシガン州）、Reinhart Foodservice（イリノイ州）、Ben E.
Keith Company（ テ キ サ ス 州 ） 、Food Service of America（ ア リ ゾ ナ 州 ） 、
Shamrock Foods（アリゾナ州）がある。このほか、流通センターを 5 箇所以下し
か設置せず、特定地域でサービスを提供するブロードライナーも多数ある。リー
ジョナル・ブロードライナーがより広範な地域でサービスを提供できるようにする
ため、リージョナル・ブロードライナーのコンソーシアムなども結成されている
（例：Distribution Market Advantage: DMA）。
システム・デストリビ
ューター（systems
distributors）

メニューがある程度固定されていたり、メニュー数が限定されたりしているよう
な、ファスト・フードやカジュアルなレストラン・チェーン向けに、商品を提供して
いる。ブロードライナー大手の中には、システム・デストリビューターを傘下に持
つ企業もある（例：Sysco の SYGMA、PFG の PFG Customized など）。

スペシャリティ・デスト
リビューター
（specialty
distributors）

スペシャリティ・デストリビューターには、①少数の商品カテゴリー（水産物、肉、
乳製品、焼成製品など）を重点的に取り扱っている場合と、②特定の料理タイ
プ（例：イタリア料理、日本料理など）に必要な商品を扱っている場合とがある。
一般的に、サービス対象地域や管理単位ユニットが、ブロードライナーよりも小
さい。

https://www.kimptonhotels.com/pdfs/Kimpton_Culinary&CocktailsTrendsReport2015.pdf；
http://afandco.com/wp-content/uploads/2014/11/AFCO-2015-Trends-Report.pdf
37
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150623syscomemo.pdf
36
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キャッシュアンドキャ
リー及びクラブストア
（cash-and carry
and club stores）

顧客が店舗を訪れて、自ら店内で商品を選び、購入し、輸送するというセルフ
サービス・モデルを提供している。代表的な企業として、Costco、Sam’s Club、
Restaurant Depot などがある。ブロードライナーと異なり、各顧客の担当者を設
置せず、扱っている在庫管理ユニット数も少ないため、ブロードライナーよりも
かなり低価格で提供できる。個人営業のレストランによる利用が多い。
出典：米連邦取引委員会資料を基にワシントンコア作成38

日本食レストランに日本食材や水産物を供給している事業者は、スペシャリティ・デストリビュータ
ーに分類される。スペシャリティ・ディストリビューターは、特定分野の商品に関して、ブロードライ
ナーよりも品質が高い商品や新鮮な商品を扱っていたり、地元産品のようにブロードライナーが扱
っていない商品を提供できる。そのため、個人営業のレストランなどは、ブロードライナーで調達し
た食材を補完する目的で、スペシャリティ・デストリビューターを利用している。
ブロードライナーの中には、スペシャリティ・デストリビューターと対抗するため、スペシャリティ部門
を傘下に有している事例もある。上述のように、Sysco はアジア食材専門スペシャリティ・ディストリ
ビューターの Asian Foods を傘下におさめるなど、様々なスペシャリティに対応する体制を目指し
ている。また、PFG はイタリア料理向け食材を専門に扱う Roma Food を傘下に有している。
一方、スペシャリティ・フード産業（specialty foods industry）という立場から見ると、レストラン向けの
スペシャリティ・デストリビューターは、小売業向けと比較して小規模な顧客と考えられている。
2012 年、米国におけるスペシャリティ・フード製造メーカーによる生産量のわずか 9%が、直接又
は間接的に（スペシャリティ・ディストリビューター等を通じて）レストランなどのフードサービス産業
に販売された39。また、2012 年におけるスペシャリティ・フードの米国への輸入のうち、19%程度が
フードサービス産業向けであり（直接輸入とディストリビューターを通じた購入で半々）、75%は小
売業向けであった40。

2.3.2

レストランにおける調達

レストランを含む米国のフードサービス組織では、食材調達に関する大部分の責任を 1 人の担当
者に任せることが一般的である 41。こうした役割を担うのは、オーナー／マネージャーもしくは、指
名を受けた担当者（アシスタント・マネージャやエグゼクティブ・シェフなど）であることが多い 42。通
常、この調達担当者は、シェフやその他のレストランにおける主要な人員と相談しながら、調達活
動を行い、レストラン内のニーズ、食材利用率、コスト管理などに関する全状況を把握する立場に
ある。調達に関する役割を分担したり、レストラン運営にかかわる大枠を把握できない立場にいる
人員に調達を担当させたりすることは、レストランの危機や失敗を招く恐れがあると考えられている。

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150623syscomemo.pdf
http://northstarbdg.com/images/2013_State_of_the_Spec_Food_Industry_dl0001.pdf, 10.
40
http://northstarbdg.com/images/2013_State_of_the_Spec_Food_Industry_dl0001.pdf, 12.
41
http://www.slideshare.net/Lesterrs/the-restaurant-from-concept-to-operation-6th-walker, 181.
42
http://jan.ucc.nau.edu/~wlr2/ha442/class/control/purchasing/
38
39
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レストランにおける食材調達はいくつかの定型パターンに依っている。具体的には、①注文ごとに
複数の異なるサプライヤーに連絡し、もっとも競争力のある価格を選択するパターン、②常に 1、
2 件の信頼の置けるサプライヤーのみに頼むパターン、③小売店から購入するパターンなどがあ
る43。レストランの中には、セット価格契約や、商品の定期配達契約などを利用している場合もある。
近年、米国のレストランでは、コストや利便性だけではなく、環境・社会的責任、食品の安全性・品
質など、従来とは異なる基準も踏まえて、食材調達の決定を行う傾向が強まっている 44。近隣の食
品生産者からの食材調達は、輸送距離・コストを減らし、地元コミュニティを支え、レストランをはじ
めとするフードサービス組織と生産者との協力関係を構築することにつながる可能性が高い。中
でも、「ローカルの（地元の、local）」や「持続可能な（sustainable）」と称する食品を調達することへ
の人気が非常に高く、こうした動きが都市部から広がりを見せている。

43
44

http://www.slideshare.net/Lesterrs/the-restaurant-from-concept-to-operation-6th-walker, 183.
http://www.itbusinessnet.com/article/The-Future-of-the-Foodservice-Supply-Chain-4009816
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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。

ステップ
a. 日 本 食
レストラン
の現状把
握

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

c. 調査対
象候補都
市の特性
分析

図表 3-1 調査対象 3 都市の選定ステップと選定の視点
選定の視点
選定に活用した指標
日本食レストランへの日本産品の普及 ① 日本食レストランの浸透状況：JETRO 「米
にあたっては、既存の日本食レストラ
国における日本食レストラン動向（2010）
ン数や流通拠点が普及のためのイン ② 日本産品のレストランへの主な流通拠点：
フラとして重要となることから、日本食
（JETRO 「農林水産物・食品 国別マーケ
レストラン数および流通拠点が集中し
ティング基礎情報（2015 年 4 月）」および
ており、さらに拡大傾向の見られる州
各社ウェブサイト情報
に絞り込む
レストラン市場は経済動向に影響を受 ① 米 国 勢 調 査 局 、 米 国 都 市 圏 別 人 口
ける。ステップ a で絞り込んだ州につ
（2015）
いて、レストランを支える消費者人口
② 米商務省経済分析局（ＢＥＡ）、米国都市
が多く、地域経済発展が見られる（指
圏別 GDP（2014）
標①、②）大都市圏であり、日本食の
③ 米国勢調査局、都市圏別世帯収入中間
価格帯を踏まえ、世帯収入の中間値
値（2014）
が比較的高い（指標③）都市圏を抽出 ④ 米国政調査局、都市・郡基礎データ（デ
する。
ータベース）
また、都市の経済活動の特徴を背景 ⑤ Forbes 誌「ビジネスの発展とキャリア形成
とした顧客属性が調査対象都市の中
に優れた都市」
で偏らないようにするため、都市間の ⑥ Travel Advisor 社「米国観光地トップ 25 ラ
経済活動の特徴（指標④、⑤、⑥）を、
ンキング」
都市に関する指標・ランキングから明
らかにし、分類する。
各都市について、日本食レストランの ① レストラン情報サイト Yelp!掲載レストラン
業態、価格帯を分析し、都市間の偏り
における日本食レストランの数、価格帯、
がないようにする。
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
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（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

ダラス

ヒュー
ストン

ニュー
ヨーク

マイア
ミ

ワシン
トン
DC

指標① Yelp!
レストラン数 日本食レ
ストラン比率
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。
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。
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。
エスニック料理に占める
イタリア料理の比率が高
い。

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。

指標② Zagat
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）
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。

日本 食 レス トラ ン
価格帯
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。
調査都市の平均
的な価格帯。

日本食レストラン
業態
寿司バー以外の
日本食レストラン
が若干多い。
他都 市 と比 べ ラ
ーメンの割合が
高い。

すべて寿司バー。

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。

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。

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。

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。
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45。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46。
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
10
2015/8/3～8/24
ワシントン DC
11
2015/8/24～8/27
ニューヨーク
10
2015/9/1～9/4
ヒューストン

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。
46
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。
45
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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。

3.2

調査対象レストランの概要

調査対象 31 店舗で中心的にヒアリングに協力いただいた方の肩書きは次の通り。
図表 3-7 ヒアリング協力をいただいたレストラン関係者の肩書き
マネージャ,
5名

料理長兼
オーナー,
7名

オーナー, 7名

料理長, 9名
副料理長, 3名
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また、Yelp!に登録されたカテゴリーに基づき、提供料理分野を分類すると次の通り。合計数が 31
以上なのは、大多数のレストランで、「日本食」と「寿司」など、複数のカテゴリーに登録されている
ためである。なお、カテゴリー登録が 1 つのレストランは 6 件だった（5 件：日本食、1 件：ラーメン）。
図表 3-8 調査対象レストランが提供する料理（Yelp!登録カテゴリー、単位：件数）
ベジタリアン
（精進料理）,
1

小皿料理, 1
韓国料理, 1

ラーメン, 2
アジアフュー
ジョン, 4
日本料理,
27
寿司, 23

都市別では次の通り。なお、ラーメンについては、「ラーメン」として登録しているレストランの他に、
「アジアフュージョン」と登録しているレストランでラーメンを提供しているケースが多数見られた47。
図表 3-9 調査対象レストランが提供する料理：都市別（Yelp!登録カテゴリー、単位：件数）
（ベ
フ
ラ ュア 精ジ 小 韓
日
タ 皿 国
本 寿 ー ージ 進
リ 料 料
料
司
ジ
メ
ア
食
理ア 理 理
ン ョ
ン
）ン
10
8
0
0
0
0
1
ワシントン DC
11
6
0
1
1
0
0
ニューヨーク
6
9
2
3
0
1
0
ヒューストン
27
23
2
4
1
1
1
合計
また、調査対象レストランが提供している料理の価格帯について、Yelp!登録情報に基づき分類
すると次の通り。
図表 3-10 調査対象レストランが提供する料理の価格帯（Yelp!登録カテゴリー、単位：件数）
$$$$ $$$
$$
計
1
3
6
10
ワシントン DC
5
4
5
14
ニューヨーク
0
1
9
10
ヒューストン
6
8
20
34
合計
各価格帯の範囲は以下の通り。$＝$10 以下、$$＝$11
～$30、$$$＝$31～$60、$$$$＝$61 以上

47

レストラン名にラーメンと冠しつつ、Yelp!登録ではアジアフュージョンとしているレストランもあった。
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上記では、ニューヨークについては、合計件数が 14 件で、ヒアリング件数の 11 件より多い。これ
は、今回ヒアリングに協力いただいた担当の方が複数店舗を所有するオーナー又は料理長兼オ
ーナーであったため、複数のレストランの状況を踏まえてお話をうかがったことを反映している（複
数店舗の情報を提供いただいたヒアリング：2 件）。
レストランのオーナー及び料理長の人種内訳は次の通り。
図表 3-11 調査対象レストラン・オーナーの人種別内訳（単位：件数）
アジア系
日系
中国系 韓国系
台湾系
不明
以外
オーナー
ワシントン DC
6
1
1
0
1
ニューヨーク
9
1
0
0
3
ヒューストン
6
3
0
1
0
計
21
5
1
1
4
料理長（head chef、executive chef、corporate chef、chef を含む）
ワシントン DC
7
0
1
0
0
ニューヨーク
8
1
0
0
2
ヒューストン
5
0
1
1
1
計
20
1
2
1
3

1
0
0
1
2
1
2
5

オーナーの合計が 33 件となっているのは、ニューヨークのレストラン 2 件で、日系オーナーとアジ
ア系以外のオーナーによる共同経営のケースがあったことを反映している。日系オーナーのレス
トラン 21 件に対して、非日系オーナーのレストランは 12 件だった。概して、オーナーと料理長の
人種は同じことが多い（31 レストラン中 22 レストラン、71％）。地域別でみると、ワシントン DC とニ
ューヨークは同一人種率がそれぞれ 80％、81％と高いが、ヒューストンは 50％とかなり低くなる。
ヒューストンで協力いただいたレストラン 3 社が中国系のレストランチェーン傘下のレストランで、こ
れらのレストランでは、中国人以外の料理長（日系、韓国系、非アジア系）を採用していることが大
きく影響している。
また、非日系オーナーが経営するレストランのうち、日系オーナーの共同経営者がいないレストラ
ンに限定して、提供価格帯を整理すると次の通り。
図表 3-12 調査対象レストラン（非日系経営者のみ）が提供する料理の価格帯
（Yelp!登録カテゴリー、単位：件数）
$$$$ $$$
$$
計
ワシントン DC
0
1
3
4
ニューヨーク
0
1
1
2
ヒューストン
0
1
3
4
10
合計
0
3
7
各価格帯の範囲は以下の通り。$＝$10 以下、$$＝$11
～$30、$$$＝$31～$60、$$$$＝$61 以上
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61 ドル以上の価格体系の高級レストランはなく、11 ドル～60 ドルの価格帯のレストランが中心とな
った。一方、10 ドル以下の低価格帯のレストランは含まれなかった。
ヒアリングに協力いただいたレストランから集めた、3 都市の日本食レストランを利用する顧客の主
な特徴は次の通り。程度の差はあるが、いずれの都市でも、顧客の間に日本食に対するある程度
の知識が蓄積され、新しい味や料理に挑戦しようとする意欲が見られる。また、寿司以外の日本
食が普及する潜在性もうかがえる。
図表 3-13: 調査 3 都市における日本食レストランの消費者の特徴
特徴
 ニューヨークよりも日本人・日系人顧客の比率が少ない。
 ワシントン DC のダウンタウンにある日本食の高級レストランは、在米日本大使館関係
者のほか、多くの海外の顧客（観光客および在留外国人）や海外経験のある米国人
の顧客などが利用する。こうした日本人以外の顧客はカップルであったり、時には家
族連れでの利用もある。ニューヨークほどは、新しい料理に慣れていなかったり、偏見
を持ったりする傾向があるものの、ある程度の日本食に対する知識もあり、料理人の
お奨めがあれば、新しいものに挑戦する意欲もある。
 中間帯のレストランは、ダウンタウンから少し離れたレストランに多く、家族や学生のほ
か、中国系をはじめとするアジア系の顧客が目立つ。こうした顧客は、あまり新しい味
や料理に挑戦はせず、寿司を注文する傾向が強い。

都市

ワ シン ト
ン DC

 ほとんどのレストランで、米国人が顧客の 8 割～9 割を占めている。日本人顧客比率
は、中～低価格帯のレストランの方が多く、高級レストランでは日本人顧客率は低い。
野菜を中心とした料理を提供する日本食レストランでは中国系やインド系の顧客も多
い。
 日本人以外の顧客でも、日本食についてほどほどの知識を持っており、新しいメニュ
ーや味を紹介すると、受け入れられる可能性が比較的高い。しかし、日本で提供して
いる元来の風味では、米国人には苦すぎたり、強すぎたりするため、提供方法には、
工夫が必要である。
 ニューヨークでは、寿司と刺身のお任せスタイルへの人気が高まっている。これは新し
いタイプの水産物を試してみたいという好奇心の高まりを示している。

ニューヨ
ーク



ヒュース 
トン


多くの本格的日本食レストランに日本人やアジア系の顧客が多く見られるが、大部分
の顧客は（日系、アジア系以外の）米国人である。また、ラーメン人気が高まり、中国
人客も増加の傾向が見られる。
ヒューストン全般でみると、食べ慣れない料理に対して保守的な傾向がある。ただし、
日本食レストランを訪れる顧客は、ある程度の日本食に対する知識があり、料理人の
お奨めがあれば、新しいものに挑戦する意欲が見られる。
中間帯のレストランでは、顧客は主に寿司やラーメンに関心が高い。

中でも、様々なレストランの競争が激しく、新しい料理に接する機会が多いことや、日系コミュニテ
ィの規模が大きいことなどが背景となって、ニューヨークの消費者は新しい料理や食材に進んで
挑戦する傾向が他の都市よりも顕著に見られる。
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3.3

都市別調査結果

本章では、各都市別の調査結果を整理する。ヒアリング回答者によっては、複数店舗の状況を踏
まえて回答しているため、下記では、回答件数を示す単位として、「X 店（X は数値）」ではなく、
「X 社」と記載する。

3.3.1
3.3.1.1

ワシントン DC

現在使用している主な日本食材

日本食材 9 品目のうち、各レストランにおいて「ほぼ毎日使用している食材」について、日本産品
の割合を尋ねた。その結果、ほぼ毎日使用している食材のうち、日本産品の比率が高い（50%以
上）レストランが多かったのは酒類であり、水産物と和牛については半々であった。一方、ほぼ毎
日使用している食材のうち、日本産品の比率が 50%未満のレストランが多かったのは、米、麺類、
野菜、果物、調味料であった。また、ワシントン DC では、調理済み食品については、全レストラン
で、「稀にしか利用していない」という回答であった。
図表 3-14 現在使用している主な日本食材：ワシントン DC

*海藻類もしくは魚類で比率が異なる場合には、その平均値を採用している。
*調査 10 店舗中、調達権限をもつシェフからの直接回答が得られなかったレストランについては、食
材の調達・利用状況に関する情報を得ることが出来なかったため、上記では 9 店舗のヒアリング結果
に基づき、記載している。

また、「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が高いレストランが多かった食材につ
いて、レストランから得られた関連コメントは次の通り。
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図表 3-15 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的高い食材（ワシントン DC）
食材
レストランのコメント
酒類

77.8%のレストランにおいて、日本から輸入しているケースが目立った。また、ほぼ
100%（99%も含む）を日本から輸入しているとするレストランが 3 店舗あった。また、そ
れ以外のレストランでも、明確な数値を示してはいないが、「かなり」日本から輸出して
いるとの回答だった。

日本酒、ビールに加え、日本産のウィスキーや焼酎を扱うレストランも見られる。

日本酒のすべてを新潟から直輸入しているというレストランもあった。

ワシントン DC でプレミア日本酒の紹介に貢献したり、自ら唎酒師認定講座を受講す
るシェフのいるレストランや、小規模醸造メーカー品など米国では珍しい銘柄の輸入
に取組むレストランなどがある。

日本酒をワシントン DC 周辺で扱う業者として Young Won Trading の言及が 3 レスト
ランからあった。
水産物 
50％のレストランが日本から輸入、残り 50%が米国または諸外国産品を使用してい
る。

ほぼすべての水産物を日本から輸入しているという回答は 1 社のみ。かなり利用して
いるのは 1 社、50%程度が 3 社。

日本以外の産地としては、必ずしも地元産ではなく、諸外国から輸入した水産物を利
用しているケースも多い。現地または諸外国で調達されているものとして言及された
食材は次のとおり。
 サーモン（スコットランド産、現地=米国、ノルウェー、）
 マグロ（世界各地、現地=米国、南米）
 ウニ（米シアトル産）
 カレイ（米国）
 アナゴ（中南米）
 ウナギ（中国）
 レッドスナッパー以外の魚（近隣諸国）

魚介類の現地調達率が比較的高い（日本産品率が 50%以下）レストランでも輸入し
ている日本産品の魚介類は次のとおり。
 サバ
 マダイ
 フグ
 ホタテガイ
 ハマグリ
 活エビ
和牛

和牛を利用すると回答したのはわずか 2 社。うち 1 店舗は 100%日本産をすき焼き
用に使用。もう一社はオーストラリア産を使用。
「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が低いレストランが多かったものについて、
その調達先について得られた情報は次の通り。
図表 3-16 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的低い食材（ワシントン DC）
食材
主な産地、メーカー
米

回答を得られた日本産以外の米を利用する 9 社のうち、6 社がカリフォルニア産を使
用と明言。なお、顧客の要望を踏まえ、日本米を常時、少量仕入れているレストラン
1 社あり。
麺類




日本産を使用する 4 社のうち、1 社は日本産うどんを 100%使用。
日本産以外を使用する 2 社のうち、Sun Noodle Brand（ラーメン・そば麺を生産して
いるニュージャージー州の製麺業者）を使用していると回答したレストランが 1 社、中
国産を使用しているレストランが 1 社。
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野菜
果物






調味料






3.3.1.2

すべてのレストランで大部分の野菜と果物を現地調達している。シソやカイワレ、シメ
ジ等のキノコ類をカリフォルニアから調達しているレストランが 1 社。
東海岸唯一の日本人が経営する日本野菜農家といわれる Suzuki Farm（デラウェア
州）の野菜を利用していると明言したレストランは 1 社あり。この他にも、日系移民が
経営する米国現地生産農家から野菜を仕入れるレストランが 1 社あった。
レストランで使用する日本野菜を栽培する自家農園をもつレストランが 2 社。
ただし、一部の野菜・果物については、日本産品を輸入している例が見られる。
 根わさび、山菜
回答を得られた 9 社中、日本産の利用が比較的多いのは 2 社に留まり、残り 7 社は
現地調達の比率が高くなっている。
醤油について、「日本食レストランで使用する醤油の大半は、日本企業が米国内で
生産しているものである。白醤油等、日本から輸入していると思われる特殊な醤油も
ある」とのコメントあり。実際、カリフォルニアに米国本社を構えるキッコーマン製を使
用していると発言したレストラン 1 社あり。カリフォルニア産の醤油と回答したレストラ
ンも 1 社。
日本産を輸入している例は次のとおり。
 柚子果汁、酢橘果汁、ポン酢
 キューピーマヨネーズ
 柚子胡椒
 タバスコソース
 たまり醤油

日本食材の主な購入事業者

調査対象 10 レストラン中、2 社以上が利用していると回答した事業者は下表のとおり。
図表 3-17 日本食材の主な購入事業者（ワシントン DC）
主な取り扱い
利用レス
事業者名
食材
トラン数
True World Foods
9
水産物
Wismettac Asian Foods
5
全般
（旧 Nishimoto Trading Co.）
JFC International
3
全般
Young Won Trading
3
酒類
Samuels and Sons
3
水産物
Yama Seafood
3
水産物
Daiei Trading Co.
2
全般
48
2
Mutual Trading （MTC ）
全般
Restaurant Depot
2
全般

10 レストランに
占める割合
90.0%
50.0%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
20.0%
20.0%
20.0%

10 レストラン中、9 社が魚介類の調達で True World Foods, LLC. を利用している。また、 True
World Foods に加え、Samuels and Sons や Yama Seafood とも並行して取引しているレストランも
複数見られた。また、大手事業者（Wismettac Asian Foods、JFC、Daiei、MTC）を活用していること

「Mutual Trading（MTC）」の回答については、明確に New York Mutual Trading と言及される場合もあれば、回
答者によっては、Mutual Trading とだけ回答される場合もあった。地域的に New York Mutual Trading の可能性
が高いが、ヒアリング先から確認できた回答ではないため、本調査では、東京共同貿易株式会社のグループ会社
という位置づけで、MTC として 3 都市共通で整理している。
48
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を明言したレストランは 5 社のみ。この 5 社はいずれも Wismettac Asian Foods から調達しており、
あわせて他の大手事業者とも取引している。5 社のうち中国系オーナーとオーナーの人種系不明
のレストランで各 1 社、その他 3 社は日系オーナーが経営する。韓国系オーナーとオーナーの人
種系不明の 2 社はいずれも Restaurant Depot からの調達がある。
日本酒について、ワシントン DC 周辺で扱う業者として Young Won Trading の言及が 3 レストラン
からあがった。

3.3.1.3

オペレーションの工夫

上述の通り、調理済み加工食品を日常的に利用しているレストランは 10 社中 0 社（日系オーナ
ー以外のレストランでも使っていない）。稀に利用する場合の調理済み加工食品の例が言及され
たのは 1 社のみで、具体的な食材は餃子だった。手作りよりはやく簡単、そして安価である。また
味も手作りと比べて悪くないと評価している。
なお、卸業者が調理済み食材のサンプルを持ってくることがある（寿司用にカットされた刺身、マヨ
ネーズわさびソース、スパイシーソース等など）ことを踏まえ、日本人以外のオーナー、料理人な
どの店では、こうした調理済み食材を使っている可能性があるとの見解が聞かれた。
調理機械について、炊飯器や電子レンジ以外では、機械利用例に関する言及はなかった。電子
レンジについては、料理人の技術不足を補うため、焼き魚にグリルと電子レンジを併用するケース
が見られた。全般的に、機械での調理については評価が低い。特に寿司などの自動握り機につ
いては、「味が落ちる」とのコメントが目立ち、今後もワシントン DC のレストランで機械化・自動化
が主流になるとは思えないとの意見が多数であった。あるとすれば、ファーストフード型レストラン
や小規模なスーパーマーケットで使われる可能性はあるかもしれないとの意見はある。
調理済み加工品や機械に頼らず、すべてのレストランで人手を重視しているが、人材維持・獲得
が大きな課題となっている。主な課題は次の通り。
•

ワシントン DC に料理人として仕事を求める人材が少ない（特に日本人が少ない）。

•

寿司を握った経験のある職人が極めて少ない。

•

育成しようとしても、日本食の文化と西洋料理の文化の違いがあり、うまく指導できない
（何年もの下積み修行に我慢できない傾向あり）。

•

南米からの移民を雇うことが多いが、日本食にそもそも興味がなく、単なる仕事として取
組む傾向が強い。

•

アジア系移民や米国人は、技術を取得して独立したいと考えている（長く同じ店舗に留ま
らない傾向あり）。

•

日本食の技術を教える調理学校もあるようだが、短期間のプログラムで、戦力レベルに到
達できていない（包丁もさばけないなどの事例あり）。ただし、こうしたプログラム参加経験
者は日本食の関心はあるため、モチベーションは高いことが多い。
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3.3.1.4

日本産品及び現地産品（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

調査に協力いただいたレストランから伺った、日本産品及び現地産品利用の主なメリット・デメリッ
トを整理すると次の通り。

メ
リ
ッ
ト

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

デ
メ
リ
ッ
ト

•

図表 3-18 日本産品及び現地産品利用のメリット・デメリット（ワシントン DC）
日本産品
現地産品（又は日本以外からの輸入産品）
質がよい
• 低価格
魚の処理が適正である
• 米国でも日本の食材の代替品となる食材
味がよい
は入手できる
日本でしか手に入らないものがある
• 日本産より顧客の好みにあった味が提供
季節感を取り入れられる
できる（オーストラリア産和牛）
日本産品を利用することが差別化に
• 環境保護、持続可能性向上に貢献できる
つながる
（地産地消、フードマイレージ減）
特にない（韓国系、中国系各 1 社。
• 入手が容易（季節感の取り込みが容易）
質と価格のバランスが取れれば、産
• 価格と質のバランスが取れる（韓国系、中
地は関係ない）
国系各 1 社）
価格が高すぎる
• 味が異なる（日本酒、醤油、酢など）
手元に届くまで の時間がかか りす
• 地産地消はマーケティングのトリック。年
ぎ、鮮度が落ちる。
間通して同じ食材を調達できない。
食材が痛んでしまうことがある。
• 地産地消が必ずしも美味しいわけではな
日本の調達業者から日本の食材を
い。
注文したい場合に品切れになって
• 日本食に必要な食材をすべて手に入れ
いることがよくある
られるわけではない。
顧客が求める品質を超えすぎている
• 魚介類の処理が適切でない（処理プロセ
（顧客には違いが分からない）
スから修正しなければ、寿司ネタに使える
レベルに改善されない）。
• 米国産の日本酒などが一般化し過ぎる
と、日本食や日本食材に対する米国人顧
客のイメージが偏ってしまう（例：美味しく
ないという認識を生むなど）。

3.3.1.5

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

次に、現在あるいは将来的に利用したいと考えている食材と、その実現に向けてどういった障害
を懸念しているか、意見を伺った。大部分のレストランでは、現時点では特にないということだった
ので、その場合は、あえてあげるとすればというスタンスで意見を出していただいた。
図表 3-19 将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害（ワシントン DC）
懸念される障害
現在あるいは将来利用したい食材
価格が高すぎる
野菜
（安くなれば購入を検討したい）
ミョウガと木の芽
魚介類など日本食材全般
市場が小さすぎる
日本食材全般
（価格が下がらない）
少量での購入が難しい
野菜
諸規制の存在
野菜
米国人の顧客に受入られない可 日本産のパリパリした海苔
能性
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障害に関する言及なし

フグ、アジ、イワシ
ホウボウ
鶏肉、卵
京野菜などの特産野菜や季節の野菜

上記、野菜の輸入を希望する声が聞かれる一方で、「野菜の輸入は、価格が高くなりすぎることと、
鮮度を長く保てないことから意味がない」とのコメントも聞かれた。また、「最近では、多くの日本の
食材を、日本の卸問屋を通して入手できるようになって」いるため、特に障害はないとの回答もあ
った。
なお、非日系レストラン 2 社からは、いずれも現状に満足との回答が改めて言及された。このうち、
韓国系副料理長が回答した 1 社からは「当店の顧客は、現状以上に本格的な日本食を求めてい
るわけではない」と述べている。中国系レストラン 1 社は、「食材を入手することは容易である。大
半の食材は米国で入手できる」と回答している。

3.3.1.6

現状、食材調達において直面している課題

上述の「将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害」と重複する点もあるが、日
本食レストラン業界として、食材調達で直面している課題について、意見を伺った。
図表 3-20 食材調達及びその他日本食レストランで現在直面している課題（ワシントン DC）
直面する課題
コメント
政府の規制

政府の規制を課題として言及したレストランは 2 社

生魚は顧客に提供する前に冷凍する必要があり、風味が落ちる

ワシントン DC の酒類販売許可制度の影響で、日本酒はニューヨークを拠点
とする貿易会社が輸入し、それをワシントン DC の認可卸業者が購入して販
売することになり、中間マージンが上乗せされ値段がかなり高くなってしまっ
ている
顧客の知識不 
新しい食材を利用しようにも顧客が受け入れない可能性がある（冷凍寿司ネ
足
タに慣れていると、新鮮な生魚を臭いと感じるなど）

日本酒の銘柄に知識がないため、常連客以外に新しい銘柄や高級銘柄を
試させることが難しい

日本食に対する米国人の啓蒙活動が不足（寿司しか知らない米国人が未
だに多数）

本格的な日本食に関する基本的知識が不足している（何らかの認定制度に
よって啓蒙活動が必要との見方あり）
限られた市場 
日本食材の利用が日本人シェフに限られており、市場が広がらず、価格高
規模
騰や取り扱い中止の原因となる

見本市など、日本食材をより効果的にプロモーションすべき

ワシントン DC には見本市がない

プレミアムな食材（イチゴ、トマトなど）を高級志向の消費者にアピールすべ
き

アジア系スーパーだけでなく、Whole Foods Market のような米国系スーパー
への流通を広げ、米国の消費者が日本の食材を手に入れられるようにすべ
き
供給不足

日本のウィスキーの中には、供給量が限られているために入手が非常に難
しいものがある
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高すぎる価格



情報不足



地産地消



品質不安定
人材問題




3.3.1.7

日本の和牛が高すぎる（一部のニューヨークの最高級レストランでないと使
えない価格）
レストランが興味深い日本食製品を検索し、日本の生産者に直接発注でき
るようなウェブサイトがあれば役立つ
レストランの大半は食材にかける費用を節約しようとしており、入手できるの
なら地産食材を使用することになる
マグロは非常に高いうえ、品質が必ずしも一定とは限らない
現在活躍する日本人料理人引退後の次世代職人の育成

日本食の今後のトレンド

これから予想される日本食のトレンドについて、ワシントン DC のレストラン関係者から聞かれた主
な意見は次の通り。
•

寿司、蕎麦及びラーメンが現在非常に人気である。

•

ワシントン DC はニューヨークより遅れている。例えば、ワシントンではラーメンがまだ伸び
ているが、ニューヨークでは人気上昇は焼き鳥に移った。

•

最近ワシントン DC で開店した日本食レストランのほとんどは居酒屋スタイルをとっている。
寿司店に比べ専門的な料理人の必要性が少ない。

•

お好み焼きなどのカジュアル・フードの普及の可能性はあるものの、リスクをとりたがらな
い消費者に食べさせるのは容易ではない。

•

米国における日本酒の売り上げは概して上向きのようである。現在、米国で 400 種類近
い日本酒を卸業者から入手することができる。小規模なプレミア日本酒ブランドが成長す
る可能性も高い。

•

日本のウィスキーも最近の受賞を受けて非常に人気が高まっている。サントリーとニッカウ
ィスキーがとても人気である。人気のあるブランドの中には価格が倍になったものもあり、
入手も難しい。

•

一方、焼酎は米国でまだ人気が出ておらず、通常日本人の顧客のみが注文する。顧客
は日本酒やウィスキーほど興味深いと思わないようである。

•

日本の地醤油は、米国で人気が出るかもしれない。

•

過去 10～15 年間に日本食以外のレストランでもいくらかの日本の食品を使用するように
なってきた。米国人のシェフは新しい食材を試すのが好きだ。日本政府は米国の一般市
民に対して新しい食品のプロモーションをもっと行うべきである（ニューヨークのグランドセ
ントラル駅のイベントもあるが、他国はもっと積極的な取り組みをしている）。

•

日本産和牛は、日本食レストランだけでなく、米国の高級ステーキハウスでも人気が非常
に高まっている。

•

本格的日本食について、消費者の誤解が進んでいる（例：カリフォルニアロール＝本格
的日本食）

•

「二郎は鮨の夢を見る（Jiro Dreams of Sushi）」というドキュメンタリー映画が、寿司に対す
る米国人顧客の意識を上げるのに一役買った。
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3.3.1.8

当該レストランにおける食材決定権者と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

ワシントン DC で調査協力いただいたレストランでは、10 店舗すべてで料理長（シェフ又はシェフ
兼オーナー）が食材調達の決定権をもつと答えている。
また、食材調達のタイミングについて、特に水産物に関して、毎日、週に 2～3 回、3 日一度という
回答が聞かれた。

3.3.2
3.3.2.1

ニューヨーク

現在使用している主な日本食材

日本食材 9 品目のうち、各レストランにおいて「ほぼ毎日使用している食材」について、その日本
産品の割合を尋ねた。その結果、ほぼ毎日使用している食材のうち、日本産品の比率が高い
（50%以上）レストランが多かったのは水産物、和牛、調味料、酒類だった。一方、ほぼ毎日使用
している食材のうち、日本産品の比率が 50%未満のレストランが多かったのは、米、麺類、野菜、
果物であった。また、調理済み食品については、1 社を除き、稀にしか利用していないという回答
であった。
図表 3-21 現在使用している主な日本食材：ニューヨーク

*海藻類もしくは魚類で比率が異なる場合には、その平均値を採用している。

また、「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が高いレストランが多かった食材につ
いて、レストランから得られた関連コメントは次の通り。
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図表 3-22 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的高い食材（ニューヨーク）
食材
レストランのコメント
水産物

大部分のレストランにおいて、日本産品の利用が目立った。ただし、水産物のほぼ
100%を日本産品に頼るレストランは 1 社のみ（同レストランの主要メニューは鶏肉
で、魚介類ではない）。海藻類は 100%日本産というレストランが 2 社あるが、魚介
類は 60%～80%との回答。

日本産品とほぼ同程度、もしくはそれ以上の味が期待できる場合には、現地調達
される傾向がみられる。現地又は諸外国から調達されている魚介類として、特に言
及されたものは次のとおり。
 シマスズキ（Striped bass）
 カレイ／ヒラメ（fluke）
 サーモン（カナダとニュージーランド）

また、魚介類の現地調達の比率が比較的高い（日本産品率 60％以下）レストラン
が輸入している日本産品として特に言及されたものは次の通り。
 ハマチ
 いくら、明太子
 サバ
 アユ
 北海道産ウニ
 マグロ
和牛

日本産和牛 100%のレストランは 4 社あった。うち、1 社は宮崎牛 100%。一部、日
本から輸入した神戸牛、滋賀牛を使用するレストランみ見られる。

米国人の趣向を踏まえ、脂の乗り具合が和牛と米国牛の中間のオーストラリア牛を
輸入しているレストランあり。
調味料

調味料の日本産品利用率は全体的に高いが、ばらつきがある（日本産品率 80％
～100％：4 社）。

その中でも、醤油、味噌、酢、みりんなど日本産品を求める傾向が見られる。
酒類





日本酒および焼酎は日本から輸入しているケースが多い。
ビールは日本からの輸入と、日本メーカーの北米生産品を取り扱っている例の両
方がある。
日本製ウィスキーへの人気は上昇傾向だが、日本から輸入して取り扱っている例
は少ない。

「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が低いレストランが多かったものについて、
その調達先について得られた情報は次の通り。
図表 3-23 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的低い食材（ニューヨーク）
食材
主な産地、メーカー
米

日本産以外の米を利用する 9 社すべてがカリフォルニア産を使用。

なお、後述するが、日本米の利用を検討したいと考えるレストランは複数見られ
た。
麺類

Sun Noodle Brand（ラーメン・そば麺を生産しているニュージャージー州の製麺業
者）を使用していると回答したレストランが 2 社あった。残り 1 社については、入手
先は明言せず。

なお、麺類を稀に使用するレストランについては、調達事業者を通じて日本産品を
利用しているケースが多い。例えば、そばは店舗で手打ちし、うどんは香川県産を
利用するレストランあり。
野菜

すべてのレストランで大部分の野菜を地元農家から調達している。
果物

東海岸唯一の日本人が経営する日本野菜農家といわれる Suzuki Farm（デラウェ
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（一部
穀物）





3.3.2.2

ア州）の野菜を利用していると明言したレストランは 1 社あり。
ただし、一部の野菜・果物については、日本産品を輸入している例が見られる。
 シソの葉（大葉）
 東京産ネギ
 ヤマモモ（yamamono berries）
 茗荷
 スダチ、ユズ
 沖縄産ゴーヤ
また、米国・日本以外からの調達も見られる。
 ししとう：中国から輸入
 大豆：豆腐の原料としてカナダから輸入

日本食材の主な購入事業者

調査対象 11 レストラン中、2 社以上が利用していると回答した事業者は次のとおり。
図表 3-24 日本食材の主な購入事業者（ニューヨーク）
主な取り扱い
利用
事業者名
食材
レストラン数
9
Mutual Trading（MTC）
全般
True World Foods
7
水産物
Daiei Trading Co.
4
全般
4
JFC International（JFC）
全般
Wismettac Asian Foods
4
全般
（旧 Nishimoto Trading Co.）
Yama Seafood
2
水産物

11 レストランに
占める割合
81.8%
63.6%
36.4%
36.4%
36.4%
18.2%

11 レストラン中、10 レストランが日本食材の調達に上記大手事業者のいずれかを利用している。
レストランで利用する食材の大部分をこうした事業者を通じて調達できるとしている。また、大手事
業者を主要調達先とせず、日本に自社専用の事業者を設立しているレストランは 1 社あった。日
本の築地の業者から水産物を直接調達しているレストランが 1 社あり。
いずれのレストランも、調達先を 1 事業者に絞っているレストランはなく、2 事業者以上の事業者
から調達している。そのうち、4 事業者以上を主な調達先としたレストランは 5 社あった。複数の大
手事業者と取引関係を持ちつつ、特定の食材（水産物、酒類など）に特化した小規模事業者との
取引関係にある。

3.3.2.3

オペレーションの工夫

上述の通り、調理済み加工食品を日常的に利用しているレストランは 11 社中 1 社のみに留まっ
た。ごく稀に利用する場合の調理済み加工食品の例は次の通り。
•

水産加工品（日本から輸入）：エイヒレ、カニ、ウナギ

•

水産加工品（日本以外から輸入）：エビ（タイから輸入）、ウナギ（タイから輸入）、タコ（モロ
ッコから輸入）
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•

その他（日本から輸入）：缶詰柑橘類、油揚げ、漬物

なお、調達事業者は調理済み加工食品（例：寿司用にカットされた刺身など）を取り扱っており、
中国系などのアジア系レストランでは使われている可能性が高いとの見解が聞かれた。
調理機械について、炊飯器や野菜スライサー、そば切り器以外では、機械利用例は見られない。
また、炊飯器以外では、機械への評価が低い。特に寿司などの自動握り機については、「味が落
ちる」、「シャリがつぶれる」などのコメントが目立ち、ニューヨークのレストランでは機械化・自動化
はほとんど行われていないはずだという回答が多かった。あるとすれば、デリやスーパーなどの持
ち帰り用寿司を握る機械ぐらいではないかとのコメントもあり。
調理済み加工品や機械に頼らず、人手を重視するレストランが多いが、人材維持・獲得が大きな
課題となっていることがうかがえる。主な課題は次の通り。
•

米国における就労ビザの取得が難しいため、技術力のある日本人の雇用が極めて難し
い。

•

就労ビザに期限があるため、一定期間を過ぎると日本人の料理人は帰国せざるを得ない。

•

日本人に雇用オファーを出しても、必ずしも米国の就職先を選んでくれるわけではなく、
募集・選考への投資リスクが大きい。

•

現地人材を雇用するが、教育が難しい（日本食が職人技という認識が低く、インターネッ
トなどの知識で日本食を理解している例がある。また、お金を稼ぐために料理をするので
あり、技術を磨くという感覚が日本人に比べて乏しい傾向が見られる）

•

米国人で日本で修行してきたいという人材がいたとしても、日本の就労ビザを取ることが
難しく、日本で修行をさせてやることができず、若い人材を育てられない。

今回、協力いただいた非アジア系米国人および中国系米国人が経営するレストラン 2 社では、機
械導入や調理済み加工品の利用は見られなかった。また、中国系米国人のレストランでは、中国
語によるコミュニケーション能力の高さを重視、加えて中国流の包丁捌きや寿司レストランでの経
験があれば、採用に有利とのコメントも聞かれた。

3.3.2.4

日本産品及び現地産品（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

調査に協力いただいたレストランから伺った、日本産品及び現地産品利用の主なメリット・デメリッ
トを整理すると次の通り。
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図表 3-25 日本産品及び現地産品利用のメリット・デメリット（ニューヨーク）
日本産品
現地産品
品質が高い
• 環境保護、持続可能性向上に貢献できる
味・舌触りがよい
（地産地消、フードマイレージ減）
安心・安全で、信頼できる
• 地元農家との連携・協力関係の構築に役立
高水準の品質管理手法がある（卸業者の
つ
ハンドリングやロジスティックがよい）
• 地元コミュニティへの貢献・支援ができる
日本らしい味が再現できる（特に調味料） • 低価格
見た目がきれい（切り身のパッケージな • 入手が容易（季節感の取り込みが容易）
ど）
• 新鮮（ただし、この点については、冷蔵・冷
現地調達ができない、あるいは困難な食
凍技術の発展で、以前ほどメリットはないと
材を入手できる
の意見あり）。
• 変更が迅速・柔軟にできる（問題があれば返
品もしやすい）
コストが高い（特に米）
• 品質にばらつきがある。
手元に届くまでの時間がかかりすぎ、鮮 • 供給が必ずしも安定していない（例：野菜。
度が落ちる。
地元だけに頼れないためカリフォルニアから
FDA などの規制の影響を受ける（特に野
輸送する必要が生じたりする）。
菜、貝など）。
• すべての日本食材を現地で調達することは
税関で止められ、納期に間に合わないこ
不可能。
とがある
輸送中に食材が痛んでしまうことがある。
調達の変更が必要な場合に時間がかか
る
配送頻度や人手の調整が柔軟にできな
い
日本産品は、日本人以外の顧客には合
わないことがある（例：脂身が多すぎる、
味が強すぎたり、苦すぎる）
定常的に入手できないものがある（例：規
制の変更など）。
原産地表示や翻訳が適当でないことがあ
る。

3.3.2.5

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

現在あるいは将来的に利用したいと考えている食材と、その実現に向けてどういった障害を懸念
しているか、意見を伺った。大部分のレストランでは、現時点では特にないということだったので、
その場合は、あえてあげるとすればというスタンスで意見を出していただいた。
図表 3-26 将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害（ニューヨーク）
懸念される障害
現在あるいは将来利用したい食材
米国政府の輸入 
野菜や果物（ミカン、キュウリ、なす、ねぎ、トマト等）
規制

二枚貝

海藻類

牛肉エキス（ただし、輸入を希望するというよりむしろ規制の問題を指摘す
る事例として、取り上げた食材）
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価格が高すぎる
（安くなれば購入
を検討したい）











米
魚介類（カツオ、アジ、サンマ、イワシ、えび、ソフトシェルクラブ、うなぎ、と
びこ等）
フグ（ニューヨークで最近、合法化。まだ入手しづらくとても高価）
野菜・果物（分葱、茗荷、特にスダチ・ユズなどの新鮮な柑橘類、三つ葉、
水菜、その他の日本のハーブ類、食用菊、きゅうり、モロヘイヤ、トマト
ワサビ
ハマチ
白えび（white shrimp）
甲殻類・貝類（shellfish）
フグ（ニューヨークで最近、合法化。まだ入手しづらくとても高価）
米





モロヘイヤ
トマト
米




入手が困難

輸送途中の品質
管理が難しい
安定した仕入れ
時間がかかりす
ぎる

3.3.2.6

現状、食材調達において直面している課題

上述の「将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害」と重複する点もあるが、日
本食レストラン業界として、食材調達で直面している課題について、意見を伺った。
図表 3-27 食材調達及びその他日本食レストランで現在直面している課題（ニューヨーク）
直面する課題 コメント
政府の規制

11 レストラン中 7 社が規制問題を課題と指摘している。

ニューヨーク州では 2015 年 8 月に規制を変更し、生食する魚を一時冷凍す
ることを義務付けたので、その影響を懸念している。

甲殻類・貝類は FDA 規制が障害。なお、東日本大震災直後の短期間、特定
の食材を日本から入手することが難しいことがあったが、その問題は現在では
ほとんど解消された。

果物への規制が障害。

日本の食品規則が米国の規則と同じレベルではないため、乾物など食品の
輸入の際に、FDA の規制に触れることがある。日本の食品規制のレベルが米
国と同じ水準になれば、日本からの輸入する際に問題が減るかもしれない。

規制で二枚貝が使えないため、代替となるようなものを利用している。

米国の寿司レストランでは調理する場合にプラスチック製の手袋をつけなくて
はいけないが、準備が安全に行われているため、手袋をはめる必要はないと
いうことなどを理解してもらいたい。日本政府から、米国人に日本食の伝統と
文化を訴えてほしいと願っている。
調達の課題

日本のウィスキー人気が高いから取り扱いたいが、日本のウィスキーを取り扱う
卸業者を探すのが難しい。

品質の高い調味料や味噌などの食材を作っている小規模な日本の農家やメ
ーカーを支援したいが、現在、そうした製品の入手が困難。こうした農家など
の輸出を後押しする取り組みを日本政府に期待。 例えば、日本政府主導で、
日本と米国の農業従事者や水産事業者の双方が集まって、直接会ってディス
カッションするような機会を設けてもらえば、双方の理解が深まり、双方で新し
い農作物などを育てる機会につながるのではないかと考えている。

産地特産物を入手できるようになればよい。
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日本食レスト
ラン振興策







ラベル問題
人材問題

3.3.2.7

事業者のストック状況が把握できないことがある。
世界規模でレストラン展開する事業者にとって、世界中で同じレベルで農作
物を供給してくれる農家との提携が重要。米国外で特に課題。
レストラン開店の資金集めが新しいレストランの課題。米国でレストランを開店
するのは、日本より難しい。日本政府が海外の日本食レストランを資金援助し
てくれるような仕組みがあれば、助かるのではないか。
（特に課題はないが、あえていえば）「本物の日本食」を提供できるよう、日本
政府にサポートをしていただけるとありがたい。
食品ラベルの材料欄に日本語と英語では異なって表記されていることがある。
日・米の就労ビザの制約による人材採用・育成の課題

日本食の今後のトレンド

これから予想される日本食のトレンドについて、ニューヨークのレストラン関係者から聞かれた主な
意見は次の通り。
•

日本食の技術が他の料理にも取り入れられている傾向。

•

米国の食文化全体が以前よりよくなっていることから、日本食などの成長の潜在性が高ま
っている。

•

米・仏でベジタリアン（菜食主義者）向け料理の人気が高まっている。ベジタリアン向けの
日本食（精進料理など）の人気も高まるのではないか。

•

日本酒、ウィスキー人気上昇。

•

ニューヨークでは寿司のお任せメニューが人気を集め始めている。

•

寿司人気は相変わらずだが、ラーメンも人気。お弁当やおにぎりなどのカジュアルな日本
食が米国セブンイレブンなどに現れるようになるかもしれない。ストリートフード（お好み焼
きやたこ焼き）も人気が出る可能性があるのではないか。

•

焼き鳥がトレンドになることを希望する。10 年前、寿司の次は焼き鳥と思っていたが、ラー
メンに先を越されてしまった。

•

最近ニューヨークにカレーに特化したレストランが開店した、日本のカレーライスの可能
性もあり。日本のスイーツやデザートも注目される可能性あり。

3.3.2.8

当該レストランにおける食材決定権者と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

ニューヨークで調査協力いただいたレストランでは、料理については大部分のレストランにおいて、
料理長（エグゼクティブシェフ、チーフエグゼクティブシェフ、シェフなどを含む）か料理長兼オー
ナーが食材調達の決定権をもつと答えた。また、系列店を経営するレストランでは、オーナーと各
店舗のヘッドシェフが協力して決定するという場合もあった。一方、酒類については、マネージャ
（ゼネラルマネージャ含む）に決定権を委ねるというレストランが 3 社あった。
メニューの変更については、レストランによってまちまちであり、季節ごととの回答がもっとも多く 4
社、その他、月に 1 度、2 週～3 週毎が各 1 社だった。また、日替わりメニューはあるものの、基本
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変更しないというレストランは 2 社あった。季節ごとの変更が基本のレストランでも、生鮮食品の調
達状況を踏まえて、臨機応変に対応するケースもある。
食材調達のタイミングについては、野菜はほぼ毎日、水産物については毎日又は 2 日に 1 度の
頻度で仕入れるレストランが多く、その他食材については、生鮮食品よりも多少間隔をあけて調達
する傾向が見られた。

3.3.3
3.3.3.1

ヒューストン

現在使用している主な日本食材

日本食材 9 品目のうち、各レストランにおいて「ほぼ毎日使用している食材」について、その日本
産品の割合を尋ねた。その結果、ほぼ毎日使用している食材のうち、日本産品の比率が高い
（50%以上）レストランが多かったのは水産物、和牛、酒類だった。一方、ほぼ毎日使用している
食材のうち、日本産品の比率が 50%未満のレストランが多かったのは、米、麺類、野菜、果物、調
味料、調理済み食品であった。
図表 3-28 現在使用している主な日本食材：ヒューストン

*海藻類もしくは魚類で比率が異なる場合には、その平均値を採用している。
*調査 10 店舗中、調達権限をもつシェフからの直接回答が得られなかったレストランについては、食
材の調達・利用状況に関する情報を得ることが出来なかったため、上記では 8 店舗のヒアリング結果
に基づき、記載している。

また、「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が高いレストランが多かった食材につ
いて、レストランから得られた関連コメントは次の通り。
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図表 3-29 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的高い食材（ヒューストン）
食材
レストランのコメント
水産物 
水産物を日常的に使用しているレストランにおける日本産品の利用が目立った。た
だし、ほぼ 100％（85%～90%）を日本産品に頼るレストランは 1 社のみ。

現地または諸外国から調達される業界類として特に言及されたものは次のとおり。
 サケ（スコットランド及びニュージーランド産）
 サケ及びサバ（ノルウェー産）
 スズキ（欧州、南米）
 カキ（米国産、西海岸産のクマモト種）
 大部分（南米、オーストラリア、ノルウェー等）

また、魚介類の現地調達の比率が比較的高いレストランが輸入している日本産品と
して特に言及されたものは次の通り。
 サバ、アジ、メダイ等
和牛



和牛を利用すると回答したのは 2 社。うち 100%日本産を使用していると明言してい
るレストランは 1 社。

酒類





日本酒やビールの一部を日本産と回答するレストランが多数。
日本酒の大部分を日本産とするのは 2 社。
テキサス州税が高い蒸留酒のウィスキーや焼酎を日本から調達しているのは 2 社。

「ほぼ毎日使用している食材」のうち、日本産品比率が低いレストランが多かったものについて、
その調達先について得られた情報は次の通り。
図表 3-30 ほぼ毎日使用しており、日本産品比率が比較的低い食材（ヒューストン）
食材
主な産地、メーカー
米

回答を得られた 8 社のうち、日本産を利用するレストランが 1 社あった。日本産
以外の米を利用する 7 社のうち、3 社がカリフォルニア産を使用と明言。
麺類




日本産を使用する 3 社のうち、1 社は日本産ラーメンを 100%使用。
日本産以外を使用する 5 社のうち 1 社は米国産小麦などの材料を用いて自家
製面を使用。うち 1 社はちゃんぽん麺については日本産を使用。

野菜
果物




すべてのレストランで大部分の野菜と果物を現地調達している。
ただし、ごく一部の野菜・果物については、日本産品を輸入している例がある。
 根わさび・生わさび
 らっきょう
 漬物、きのこの一部
また、日本・米国以外からの調達も見られる。
 しょうが：中国から輸入


調味料




回答を得られた 8 社のうち、日本産を利用するレストランは 1 社で、削り節、マヨ
ネーズ、出汁、ごま油を日本から輸入。
主に現地調達のレストランでも一部調味料については下記の通り日本から輸入
している。
 醤油の一部と削り節
 醤油
 柚子果汁
 柚子胡椒
 とんかつソース
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加工済み
食品



主な現地調達は次の通り。
 日本のソース類
 日本ブランドの醤油
 味噌と醤油



回答を得られた 8 社のうち、日常的に加工済み食品を使用しているレストランが
4 社あり、うち 100％日本産を使用している 1 社では、冷凍ポテトコロッケ（北海
道産）とシューマイを日本から輸入。
残り 3 社が主に利用している加工済み食品は冷凍餃子・シュウマイ、海草サラダ
など。



3.3.3.2

日本食材の主な購入事業者

調査対象 10 レストラン中、2 レストラン以上が利用していると回答した事業者は次のとおり。
図表 3-31 日本食材の主な購入事業者（ヒューストン）
主な取り扱い
利用
事業者名
食材
レストラン数
9
JFC International（JFC）
全般
Yamasho
7
全般
Wismettac Asian Foods
4
全般
（旧 Nishimoto Trading Co.）
True World Foods
5
水産物
2
International Marine Products（IMP）
水産物
Kazy’s Gourmet
2
水産物
Glazer’s
2
酒類
Mexcor
2
酒類

10 レストランに
占める割合
90.0%
70.0%
40.0%
50.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

10 レストラン中、5 社が魚介類の調達で True World Foods を利用している。その他の水産物中心
の事業者として IMP、Kazy’s Gourmet も利用されている。また、事業者名は明らかにしなかった
が、築地から直接入手するルートをもつ事業者からの取引を言及したレストランもあった。その他、
小規模事業者からの水産物調達をするレストランも 1 社報告されている。
すべてのレストランで、大手事業者（JFC、Yamasho、Wismettac Asian Foods）のいずれか、もしく
は複数活用していることが分かった。ヒューストンでは、10 レストランのうち 4 社が非日系であった
が、いずれのレストランでも日系の大手事業者を利用している。なお、オーナーが中国系で、食
材調達の権限をもつ米系シェフがいるレストランでは、外食向け大手流通事業者 Sysco から冷凍
餃子などの加工食品を調達しているとのこと。
酒類調達先としては、Yamasho、Glazer’s、Mexcor などがあがった。

3.3.3.3

オペレーションの工夫

上述の通り、日常的に加工済み食品を使用しているレストランが 4 社あり、このうち非日系シェフ
のレストランは 1 社のみ。
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うち 100％日本産を使用している 1 社では、冷凍ポテトコロッケ（北海道産）とシューマイを日本か
ら輸入。残り 3 社が主に利用している加工済み食品は冷凍餃子・シュウマイ、海草サラダなど。日
本人顧客向けというよりも、米国人顧客を対象としたメニューで、前菜など手早く提供する必要が
ある場合に利用されている。
なお、調理済み食品は、日本人以外がオーナーで、スタッフが素材からの調理方法を知らない可
能性のあるレストランでより多く利用されている可能性が高いとのコメントが聞かれた。また、自社
では利用していないものの、日本の調理済み食品の質は非常に高いので、日本食レストランで使
用しているところがあっても驚かない、大規模な店舗であれば、調理済みの食品（刺身など）を使
う意味があるかもしれないなどの意見も見られた。
調理機械について、炊飯器や電子レンジ以外では、ラーメンの製麺用に品川麺機製の導入事例
が 1 件あった。それ以外については、機械の導入にはいずれも消極的である。導入しない理由と
して、米国で流通している寿司握り機械の品質が悪い、高価すぎるといった意見が出た。大規模
店では将来的に利用される可能性についてのコメントを裏付ける形で、今回のヒアリングに協力
いただいた 1 社のオーナーの親族が過去に経営していた日系の大型寿司店では寿司握り機を
導入していたというコメントあり。
ラーメンを中心とするレストランでは、人材問題は深刻ではないが、寿司などを中心とするレストラ
ンでは人材維持・獲得が大きな課題となっている。主な課題は次の通り。
•

日本で訓練を受けたヒューストン在住の日本食の職人は数名しかおらず、人材が足りな
い。

•

カリフォルニア州からヒューストンに職を求める日本食の料理人はいるようだ。

•

日本型の下積みからの修行スタイルがなじまない。日本型の修行をしてきた日本人の料
理人では米国人のトレーニングが得意ではない。

•

育成しようとしても、日本食の文化と西洋料理の文化の違いがあり、うまく指導できない。
何年もの下積み修行に我慢できない傾向あり。ニューヨーク以上に根気が続かない（ヒュ
ーストンでは半年が限界）。

•

人材はある程度の基礎知識のある料理人を雇い、当店でさらなる訓練をする。

•

日本人の就労ビザの取得が難しい。

•

南米からの移民を雇うことが多いが、日本食にそもそも興味がなく、単なる仕事として取
組む傾向が強い。

•

日本食の技術を教える調理学校もあるようだが、現状では戦力レベルに到達できていな
いことが多い。

3.3.3.4

日本産品及び現地産品（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

調査に協力いただいたレストランから伺った、日本産品及び現地産品利用の主なメリット・デメリッ
トを整理すると次の通り。

43

メ
リ
ッ
ト

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

デ
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ッ
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•

•
•

図表 3-32 日本産品及び現地産品利用のメリット・デメリット（ヒューストン）
日本産品
現地産品
味がよい（特にわさび）
• 低価格
風味がよい
• 地元ビジネス支援
日本でしか手に入らないものがある
• 価格と質のバランスが取れる（非日系レスト
より多彩な味を提供できる
ランコメント）
質がよい（特に魚介類）
• 頻繁な配送に対応可能で新鮮
現地生産品は日本製と味が異なる
信頼性が高い
差別化に役立つ（どのレストランも同じ魚
を使うので、醤油や米で違いを付ける）
価格が高すぎる
• 地産地消は高い（それでも日本産よりは安
顧客が求める品質を超えすぎている（顧
いが）。
客には違いが分からない。非日系レスト • 生鮮食品の品質がよくない。
ランからのコメント）
• 魚介類を寿司ネタには使えない（火を通した
ニューヨークやロサンゼルスのような大都
調理用に使用は可能）
市ほどヒューストンには配送が頻繁に行
われない
手元に届くまでの時間がかかりすぎ、鮮
度が落ちる。
食材が痛んでしまうことがある。

なお、価格が高すぎるというデメリットの一方で、和牛については、輸出が拡大したことでこの数年
価格がやや下落し、購入しやすくなったとのコメントがあった。

3.3.3.5

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

現在あるいは将来的に利用したいと考えている食材と、その実現に向けてどういった障害を懸念
しているか、意見を伺った。大部分のレストランでは、現時点では特にないということだったので、
その場合は、あえてあげるとすればというスタンスで意見を出していただいた。
図表 3-33 将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害（ヒューストン）
懸念される障害
現在あるいは将来利用したい食材
価格が高すぎる

日本米
（安くなれば購入を 
魚介類
検討したい）

ミルガイ

本マグロ

ウナギ

牛肉、神戸牛

果物（柚子、スイカ、メロン、キウィ、イチゴ、ミカン、ブドウ、サクランボなど）

野菜（キュウリ、玉ねぎ、ジャガイモ、サツマイモ、ナス、ダイコン、タケノコな
ど）
痛みやすい

イワシ、サバ等
諸規制の存在（酒 
日本酒（自店舗というより販売許可取得の煩雑さゆえに販売許可を取得し
類販売許可）
ないレストランも多いという意図のコメント）
米国人の顧客に受 
アンコウ等の珍しい魚介類
入られない可能性
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日本産品の価格が高すぎるという点について、「現状では日本産の魚を使用すると利益が出ない。
レストランの中には、高価な魚に対してより安値の代替品を使うレストランもある」との指摘があった。
また「現状では、（米国での販売価格が）日本の販売価格の 5 倍になるが、2 倍程度になれば、レ
ストランで購入しても利益が出せる」とのコメントあり。
また、信頼性の高い日本食品メーカーのさらなる米国進出を望む声も聞かれた。

3.3.3.6

現状、食材調達において直面している課題

上述の「将来的な利用の可能性とその実現に向けて予想される障害」と重複する点もあるが、日
本食レストラン業界として、食材調達で直面している課題について、意見を伺った。
図表 3-34 食材調達及びその他日本食レストランで現在直面している課題（ヒューストン）
直面する課題
コメント
政府の規制

豚・牛内臓の入手に関する規制がある

生魚の取り扱いに関する規制が厳しい・神経質になりすぎている

テキサス州法により太平洋産のカキの輸入が禁止されている
顧客の知識不 
潜在顧客を発掘するための消費者向け啓蒙活動が必要（ドキュメンタリー、試
足
食・試飲イベント、全米寿司職人協会の設立など）

本格的ではない日本風レストランが「本物の日本食」と称して顧客を惑わせて
いる。ある種の認定プログラムを求む
限られた市場 
外食・食品専門のブローカーの啓蒙（見本市開催など）
規模

JFC や MTC などの日本の大手貿易会社への支援が必要。これらの企業と農
協などが協力した日本食材のプロモーション活動などをサポートすべき
高すぎる価格 
特定の食材の価格が高すぎる
品質管理

米国の日本食レストランでは賞味期限を過ぎた古い食材を使っている可能性
があり、これは規制すべき（アジア系スーパーでは賞味期限を過ぎた日本食
冷凍食材を販売していることがよくある）

テキサス州の酒類卸業者の中には日本酒を適切に保管していないところがあ
る（保管が適切でなく、酢のような日本酒が出されるケースもある）
ラベル問題

どの海産物が本当に日本産かを見分けることが難しい（中国産のうなぎなど、
日本で包装されて日本産という表示で輸入されているものなどもある）
非日系レスト 
日本の技術・味へのこだわりよりも、徹底的に米国人の好みを追求し、価格競
ランとの競争
争力のある中国系・韓国系オーナーの日本食レストランとの競争が激しさを増
している
人材問題

人材獲得と育成の課題
なお、レストランの認定制度については、評価を確立したレストランとしては認定制度に疑問があ
り、認定制度にリソースを割くよりもほかの取り組みをしてほしいとの意見もあった。

3.3.3.7

日本食の今後のトレンド

これから予想される日本食のトレンドについて、ヒューストンのレストラン関係者から聞かれた主な
意見は次の通り。
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•

ヒューストンの流行はニューヨークの 10 年遅れ。居酒屋風レストランの人気が高まってい
る。焼き鳥の人気も上昇。

•

ラーメン人気が継続。ヒューストンのラーメンは 2013 年ごろから人気。熱いスープに慣れ
ていない米国人向けに温度の低いラーメンが普及。ただし、さまざまな料理を扱う店舗で
のラーメンの注文数は減少というコメントもあり。

•

ラーメンのように手早く簡単に準備できるもの。ライスバーガーをメニューに取り入れた店
なども出てきている。

•

寿司などのお任せメニューの人気が出てきている。

•

日本酒人気が高まっている。

•

日本食以外のレストランでさえ、日本の食材を使用することが流行。

•

日本食は米国で変化を遂げている。海苔巻きのような非伝統的な料理が伝統的な料理
よりも主流となりつつある。

•

ヒューストン地域では高い値段と豪華な内装が日本食の料理の質の指標だと思う人が多
い傾向が継続。

3.3.3.8

当該レストランにおける食材決定権者と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

ヒューストンで調査協力いただいたレストランでは、大部分のレストランで料理長（シェフ又はシェ
フ兼オーナー）が食材調達の決定権をもつと答えている。また、チェーン店経営のレストランでは、
食材の利用状況に応じて本社が注文するという回答だった。このように、食材調達においては、
本社や料理長の決定権が強いことが一般的な米国にあって、1 社のみ、5 人の料理人とマネージ
ャー全員が食材選定・発注にかかわるとしたレストランもあった。
食材調達のタイミングについて、コメントを得られた 4 社は、基本的に水産物は週に 2～3 回程度、
その他の食材は週 1 回のパターンが見られた。

3.4

流通事業者

本調査では今回調査対象となった 3 都市を含め全米で日本食材の流通にかかわる事業者 3 社
に対してもヒアリングを実施した。

事業者 A







図表 3-35 ヒアリング調査対象事業者の概要
日系・日本食大手卸売販売業者
顧客タイプ－95％：レストラン、5%：スーパーマーケット
主要取り扱いアイテム－90％：日本食材、10%：調理器具（包丁など）
なお、酒類の販売許可は取得していないため、酒類販売にあたっては地元
代理店と連携している。
調達先－20%～30%：日本産、10%： アジア諸国産、70%：米国産
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事業者 B





事業者 C





日系・日本食大手卸売販売業者
顧客タイプ－小売事業（アジア系スーパーおよび米系大手スーパー）と、フ
ードサービス（日本食及びアジア系レストラン）で半々
取り扱いアイテム数：1 万 5 千以上
米国系・魚介類サプライヤー
顧客タイプ－米国のレストラン、サプライヤー及びスーパーマーケット
主要取り扱いアイテム－水産物。その他、地元の生鮮食品や日本からの和
牛、バージニア州からの羊肉等、海産物以外の商品も提供。生食用魚の輸
入は 2001 年から開始。

米国において日本産品を取り扱う課題として下記の点があがった。


価格が高い。価格とのバランスで日本産品ではなく、海外商品を調達する必要もある。



一流レストランなどでのニーズはあるが、規制の関係で野菜・果物の日本産品の輸入が難し
い。特に土ものに対する規制が厳しいが、事前申請により輸入可能にする努力をしている



USDA による規制があり輸入できない商品がある。肉エキスの輸入規制によりカップ麺、カレ
ーなどのレトルト食品、缶詰、ラーメン・スープ等が輸入できない。魚介類の毒素を懸念した
規制もある。



異なるラベル表示への対応が必要となる。米国では、グルテンフリーのパン粉や麺類、醤油
等、レストラン及び顧客に対して、数種のグルテンフリー食品の準備、ラベル表示を行ってい
る。



FDA 検査のため貨物を留め置くことがあり、出荷が遅れることがある。ただし、日本産品につ
いては、水産物の品質に加え、下処理・保存における商品の扱いが極めて優れているため、
FDA の貨物検査で 1 日遅れが出た場合でも、商品の鮮度にそれほど影響しない。



日本人料理人は他国の料理人に比べて海産物への評価が厳しい。



経済状況受けて、レストランが希望する魚の価格が下がる傾向ある（ただし、日本産をタイ産、
ベトナム産に切り替える傾向は現時点では見られない）。

また、日系事業者の日本食レストラン以外への販路拡大における課題として、非日本食レストラン
でも日本食レストランでも大きな違いはないという意見もある一方、日本食以外のレストランに対し、
常に日本の食材について情報を提供しているが、日本食材の価格が高いことがネックになってい
るという声も聞かれた。その他、特定市場に供給するための倉庫や物流の整備、販売担当者の英
語水準の向上などの必要性も課題としてあがった。
言語能力に関して、事業者 A では、現在、英語・日本語ともに流暢に扱える米国の現地販売員
数を増やすことで、米国人オーナーのレストランとも、これまで以上に密接な仕事上の関係を築く
ことを目標としている。今回のヒアリング調査でも、米国人や中国人が所有するレストラン・オーナ
ーは、英語をしっかりと使える販売員のいる貿易業者と仕事をしたいという要望が出ていた。
その他、最近の人気の日本食材として、「ウィスキーの需要も非常に高く、現在不足しているため
供給は容易ではなく、日本酒については、為替レートが円安ドル高となっていることから現在コス
トが非常に妥当で、今年は売り上げが伸びている」、「米国の高級レストランで、柚子果汁や日本
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の野菜（米国の農家によるもの）、キノコ（シメジ及びマツタケ）、シソの実といった日本食材をより
多く購入する傾向が見られる」などがあった。最近の円安ドル高傾向が、日本産品への需要を押
し上げているとのコメントも聞かれた。

4

米国の日本食レストランにおける食材調達の課題
4.1

日本食材の日本食レストランへの流通プロセスとステークホルダー

課題の明確化に先立ち、文献調査およびヒアリング調査を踏まえ、日本産品を含む日本食材の
米国における流通プロセスを整理する。

4.1.1

日本食材の利用頻度

食材によって流通チャネルに違いがあるため、食材別の利用状況を整理する。
今回の調査では、下記 9 品目について、レストランにおける使用状況と、その日本産品の割合
（概算）を調査した。75%以上のレストランでほぼ毎日使用している食材と回答されたものについ
ては、網掛けをしている。
図表 4-1 食材別：ほぼ毎日使用している食材と回答したレストラン数
3 都市合計
全 28 店
店舗数
米
麺類
水産物
和牛
野菜
果物
調味料
料理済み食品
酒類

ワシントン DC
全 9 店*

回答を得られ
た店舗数に占
める割合

回答を得られ
た店舗数に
占める割合

店舗
数

ニューヨーク
全 11 店
店舗
数

ヒューストン
全 8 店**

回答を得られ
た店舗数に
占める割合

店舗
数

回答を得られ
た店舗数に占
める割合

28

100%

9

100%

11

100%

8

100%

19
26
13
28

68%
93%
46%
100%

6
8
2
9

67%
89%
22%
100%

5
11
9
11

45%
100%
82%
100%

8
7
2
8

100%
88%
25%
100%

13

46%

4

44%

4

36%

5

63%

27
5

96%
18%

9
0

100%
0%

10
1

91%
9%

8
4

100%
50%

24

86%

9

100%

8

73%

7

88%

*ワシントン DC：調達権限をもつシェフからの直接回答を得られなかったレストラン 1 件
**ヒューストン：調達権限をもつシェフからの直接回答を得られなかったレストラン 2 件

米、水産物、野菜、調味料、種類については、調査対象 3 都市共通で、ほぼ毎日使用している
事例が多かった。一方、和牛についてはニューヨークのみ、8 割以上のレストランがほぼ毎日使用
していると回答している。麺類については、ヒューストンのレストランではほぼ毎日使用との回答と
なった。果物、調理済み食品については、ほぼ毎日使用されている店舗は限られている。
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次に、ほぼ毎日使う食材について、日本からの輸入品（＝日本産品）が半分以上と回答したレスト
ランの数と、現地または日本以外の国からの調達としたレストランの数を比較した。50％以上を網
掛け、このうち 75％以上は太字で示している。
図表 4-2 食材別：ほぼ毎日使用する食材の産地
3 都市合計
店舗
数

ワシントン DC

当該食材をほ
ぼ毎日使うレ
ストランに占
める割合

ニューヨーク

当該食材をほ
ぼ毎日使うレス
トランに占める
割合

店舗
数

店舗
数

ヒューストン

当該食材をほぼ
毎日使うレストラ
ンに占める割合

当該食材をほ
ぼ毎日使うレ
ストランに占め
る割合

店舗
数

日本からの輸入品（50％以上）
米
麺類
水産物※
和牛
野菜
果物
調味料
料理済み食品
酒類
米
麺類
水産物
和牛
野菜
果物
調味料
料理済み食品
酒類

3

11%

0

0%

2

18%

1

13%

7

37%

2

33%

2

40%

3

38%

17
8

65%
62%

4
1

50%
50%

8
6

73%
67%

5
1

71%
50%

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

10
1

37%
20%

2
0

22%
0%

7
0

70%
0%

1
1

13%
25%

19
79%
7
78%
6
75%
現地または日本以外の国からの調達（日本産品率 50%未満）

6

86%

25
12
9
5

89%
63%
35%
38%

9
4
4
1

100%
67%
50%
50%

9
3
3
3

82%
60%
27%
33%

7
5
2
1

88%
63%
29%
50%

28

100%

9

100%

11

100%

8

100%

13
17

100%
63%

100%
30%

5

100%

80%

100%
78%
0%

4
3

4

4
7
0

1

100%

7
3

88%
75%

5

21%

2

22%

2

25%

1

14%

※海藻類もしくは魚類で比率が異なる場合には、その平均値が 50%以上の場合記載

3 都市に共通して、日本酒、ビール、ウィスキーなどの酒類は日本産品の使用比率が高い（特に
日本酒）。また、水産物や和牛についても、ほぼ毎日使用している場合には、半数以上の店で日
本産品の割合が 50%以上と回答した。
一方、野菜・果物は一部の作物を除き、ほぼ 100%が現地調達をしている。米についても一部の
日本からの輸入を除けば、カリフォルニア産を使用しているという回答が大多数を占めた。一方、
調味料については、全般的には米国での日本メーカー製造商品の普及などもあり、現地調達の
方が多いが、ニューヨークだけは日本からの輸入にこだわるレストランが多かった。
さらに、レストランの提供価格帯別に、ほぼ毎日使用する食材の 50％以上が日本産品とする品目
数について整理した。
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図表 4-3 提供価格帯別：ほぼ毎日使用する食材の 50%以上が
日本からの輸入品と回答した品目数と価格
同一価格帯レストラン中に占める
レストラン数
品目別の割合
品目数
$$$$ $$$
$$
$$$$
$$$
$$
3
5
4
50%
63%
20%
3 品目以上
2
1
12
33%
13%
60%
1‐2 品目
1
2
4
17%
25%
20%
なし
6
8
20
合計
－
－
－
各価格帯の範囲は以下の通り。
$＝$10 以下、$$＝$11～$30、$$$＝$31～$60、$$$$＝$61 以上
提供価格帯が 61 ドル以上の場合、日本産品の利用比率が高い品目数が増える傾向がある。ま
た、11 ドル以上 30 ドル未満の場合、日本産品の利用率が高い品目数は 1‐2 品目と回答するレ
ストランがもっとも多かった。
地域別の整理は次の通り。
図表 4-4 提供価格帯別：ほぼ毎日使用する食材の 50%以上が
日本からの輸入品と回答したレストラン数
1 品目以上
3 品目以上
3 品目未満
$$$$
$$$
$$
$$$$
$$$
$$
ワシントン DC
1
1
1
0
1
4
ニューヨーク
2
3
2
2
0
2
ヒューストン
0
1
1
0
0
6
合計
3
5
4
2
1
12
各価格帯の範囲は以下の通り。
$＝$10 以下、$$＝$11～$30、$$$＝$31～$60、$$$$＝$61 以上

4.1.2

0 品目
$$$$
0
1
0
1

$$$
1
1
0
2

$$
1
1
2
4

食材別流通チャネル

今回の調査では、時間の関係などからすべてのレストランで 9 品目のそれぞれの調達先を細かく
ヒアリングすることはできなかったが、各食材の使用頻度・産地、調達事業者などに関して収集さ
れた情報を統合・整理し、文献調査の結果も踏まえて、食材別のチャネルについて予想すると次
のようになる。なお、下記の図表は今回調査対象となった米国北東部～南部の大都市圏のヒアリ
ング結果を基本として、整理したものである。西海岸などでは異なるステークホルダー等が含まれ
る可能性もある点を踏まえておく必要がある。
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図表 4-5 日本食レストランが調達する日本食材に関する流通チャネル別供給元（予想）
日本食レストランが調達す
日本食材の供給元
る日本食材
①
②
③
④
日系大手流通事業者
全般
◎
◎
▲
◎
水産物流通事業者
水産物
◎
◎
▲*
◎
**
酒類販売事業者（地元）
酒類
◎
◎
▲
▲**
地元生産者・製造メーカー
野菜、果物、肉・卵、麺類
－
◎
◎
－
アジア系小売店（韓国系、中国系など）
調理済み食品、調味料
○
○
○
○
食材全般
▲
▲
▲
▲
アジア系流通事業者（韓国系、中国系など）
食材全般
▲
▲
▲
▲
ブロードライナー／クラブストア
調味料、調理済み食品
○
○
○
○
食材全般
▲
▲
▲
▲
凡例：①日本産品、②現地日本法人による米国産品、③現地生産者・メーカーによる日本種・類似品の米国生産品、④その
他、諸外国からの輸入品／◎：ヒアリング調査から供給元として実績あり、○：文献調査も踏まえると供給元の可能性が高い、
▲：今回調査からは不明である
*水産物場合、③は米国における日本種の養殖が該当するが、養殖などの実施の有無は未確認。
**ビール、ウィスキーなどは日本産に限ったものではない。ここでは日本酒や焼酎の非日本メーカー以外が製造する米国産や
諸外国産の商品を対象とする。文献調査では、現地メーカーの米国産日本種などの事例がみられるが、こうした日本酒を販売
事業者が取り扱っているのか、直販をしているのか、明確でないため、上記では▲とした。
注：上記以外に、日本から自社で直輸入する事例（貿易会社を設立したり、インターネット通販など）も少数見られた。

上記に基づき、日本食材の流通プロセスおよびステークホルダーの関係を図に示すと下記の通り。
図表 4-6 日本食材流通プロセスと関係するステークホルダー・イメージ（米国北東部～南部）

出典：ワシントンコア作成
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＜日系大手流通事業者＞
上述の文献調査の通り、日本産品を扱う日系の大手食品流通事業者や水産物を専門に扱う食
品輸入業者などは、スペシャリティ・ディストリビューターに分類される。
米国のレストランは一般的に、ブロードライナー（ブロードライン・ディストリビューター）で調達した
食材を補完する目的で、スペシャリティ・デストリビューターを一部利用している 49。スペシャリティ・
ディストリビューターは、複数の生産者、製造メーカー、輸入業者からさまざまな食材を購入し、ス
ペシャリティ・フードを必要とするレストランに販売している 50。今回のヒアリング調査から、日系の
大手流通事業者も日本食レストランに対して、同様の役割を担っていること分かった。また、日本
食レストランにとっての日系事業者は、ブロードライナー的な役割も担っており、補完的な食材を
提供するだけに留まらず、顧客が必要とするほぼすべての食材を日本・米国・その他諸外国から
調達し、日本食レストランに提供している状況も伺える。今回のヒアリング調査では、レストラン 26
店51が、主な取引先として日系大手流通事業者を回答している（うち 23 店では 2 社以上との取引
実績あり）。この中には、レストランで利用する食材の大部分をこうした日系大手流通事業者を通
じて調達できるとの回答も複数みられた。
こうした日系大手事業者の対応は、エスニック料理のレストランの中でも、日本食レストランの食料
調達が日本からの輸入にこだわる傾向に影響を受けている可能性がある。米国スペシャリティ・フ
ード業界の専門家は、米国の大部分のエスニック・レストラン（イタリアン、フレンチ、メキシカンなど）
が食材の大部分を地元の生産者や製造業者に頼っている傾向があるが、日本食レストランは全
般的に、依然として日本から様々な食材を輸入し続ける傾向が強いと分析している。こうした中、
日本産品の高い品質にこだわり、自らのレストランが食材に求める高い基準に合致したものを厳
選して日本から輸入、他店との差別化を図るため、自社専用の貿易会社を運営しつつ、併行して
日系大手流通事業者も利用している高級レストランも見られた。
＜特定の食材に特化した流通（水産物・酒類）＞
スペシャリティ・ディストリビューターとして、食材全般を扱う日系の大手流通事業者に加え、日本
食レストランの流通において重要な役割を担っているのが、水産物を中心に扱うスペシャリティ・
ディストリビューターや、酒類を扱う地元事業者が見られる。
水産物を日系の大手流通事業者から調達するケースもあるが、特に寿司を主力メニューとするレ
ストランでは、True World Foods や Yama Seafood、Samuels Seafood などの水産物を中心に扱う
事業者との取引関係があり、毎日～週 2、3 回の頻度で商品を仕入れている事例が多く見られた。

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150623syscomemo.pdf
http://northstarbdg.com/images/2013_State_of_the_Spec_Food_Industry_dl0001.pdf, 10.
51
事業者名について可能な範囲で具体名を提供いただくよう求めたことなどもあり、ワシントン DC は水産物や酒
類を扱う業者名のみ言及されたレストランが複数あり、それ以外の食材流通事業者についての言及がなかった。
一方、ニューヨークとヒューストンはヒアリングしたすべてのレストランで系大手流通事業者との取引をしていると回
答している。
49
50
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一方、酒類については、ワシントン DC をはじめとして、種類販売許可制度が設けられている地域
では、当該地域での酒類販売許可を持たない大手流通事業者などが直接、酒類販売を行うこと
ができないため、地元の酒類販売事業者を介す方法で、日本食レストランが酒類を調達せざるを
得ない状況も生じている。このため、中間マージンの上乗せが発生し、ワシントン DC の方がニュ
ーヨークよりも酒類の価格が高くなるといった指摘も見られた。
＜地元生産者・製造メーカー＞
地元生産者や地元製造メーカーの商品には、調味料・調理済み食品のように、大手流通事業者
が調達して、レストランに提供するほか、野菜・果物などの生鮮食品のように、大手流通事業者経
由だけでなく、生産者から直接、レストランに納められるものもある。
特に、輸入が困難な野菜・果物については、デラウェア州にある日本野菜農園 Suzuki Farm の利
用のほか、特にニューヨークにおいては、地産地消や地元コミュニティへの貢献を意識し、地元生
産者からレストランが直接購入しているケースも見られた。また、ワシントン DC においては、レスト
ランで使用する野菜を栽培するための小規模な自家農園を持つレストランも 2 店あった。

＜参考： 地産地消や持続可能性を求める米国内の傾向＞
米国への海外からの食品輸入にマイナスの要素として、米国内の地元産品をできるだけ利用し
ようとする大都市部を中心とした「地産地消」の動きが見られる。
日本食レストランのヒアリングでも、この傾向はヒューストンよりもワシントン DC で、ワシントン DC
よりもニューヨークで、特にレストランを日本人料理人が運営していない場合に顕著に見られた。
例えば、ニューヨークのブルックリンにある日本食レストランは、ユダヤ料理と日本食のフュージョ
ン料理を提供しているが、同レストランでは地元のファーマーズ・マーケットで野菜を購入して、ブ
ルックリンの地元コミュニティとの結びつきを強めたり、ニュージャージー州にある製麺メーカーか
らラーメンの麺を購入したりしている。また、ニューヨークの NoHo 地域で高級レストランを営む料
理長は、「農家からテーブルまで（farm-to-table）」持続可能性を維持することが非常に重要であ
り、地元の人々や農家との人的なつながりを支えたいと考えている。ニューヨーク州出身の料理
長は、地元の多くの農業関係者や漁業関係者を知っており、非常に密接な連携をとっている。例
えば、地元の農家では、料理長が購入して持ち込んだ種苗を使って、料理長の特別な要望に応
じて、日本野菜を生産している。
地元農家に頼ることで、レストランは農家との親密な連携関係を築くこともできる。例えば、日本人
がマンハッタンで経営する焼き鳥レストランでは、調理スタッフを養鶏農家に派遣して、気軽に様
子を尋ね、要望があればそれを伝えるようにしている。また、養鶏農家のためだけに焼き鳥を作
り、焼き鳥の下準備や調理方法を養鶏農家に理解してもらうことで、養鶏農家のサービス向上に
つながったなど、努力を重ねている。

＜アジア系小売店、アジア系流通事業者、ブロードライナー／クラブストア＞
今回のヒアリング調査に協力いただいたレストランの中からは、日本食材の調達にあたり、アジア
系流通事業者を利用すると回答したレストランは無かった。アジア系小売店については、緊急時
や少量の食材を調達する際の利用以外では、中国系オーナーのレストランでラムネを定期的に
購入しているという事例以外は見られなかった。また、ブロードライナー（Sysco）やクラブストア
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（Restaurant Depot）の利用は、米国人シェフや韓国系シェフの 3 店舗のみで調理済み食品（冷
凍餃子など）での利用が言及された程度に留まった。
しかし、文献調査などから、アジア系事業者に加え、ブロードライナーやクラブストアでも、日本食
材を含むアジア系食材を扱っていることがわかっている。特に Sysco をはじめとする大手がこうし
た食材を扱っているということは、ビジネスチャンスがあることを示している。上述のように、Sysco
は Asian Foods を傘下に持っている。また、多様な食材を利用したいという米国のレストランの要
望に応えるため、「Chef Ex52」というプログラムを行っており、同プログラムを通じて、Sysco が通常
在庫を持つには需要が少なすぎる高級食材について、製造業者から顧客に直接配送する体制
を整備している。同プログラムではレストランの要望に応じて、食材が受注生産されていることもあ
る。同プログラムに参加しているアジア系食材サプライヤーには、Miyako Oriental Foods 53や中
Starport54などが含まれている。
文献調査から予想される状況と、ヒアリング調査結果の差は、今回の調査が日本からの調査という
背景から、全般的に日系オーナーのレストランからのヒアリング協力比率が高くなったことや、低
価格帯のレストランが含まれなかったこと55などに影響を受けた可能性が考えられる。
近年、日本食レストラン市場では、アジア系オーナー経営の日本食レストランが増えており、そうし
た店の多くで、低価格戦略を採っている傾向が強いと、複数のヒアリング協力店から指摘された。
これらの店舗では、アジア系事業者やブロードライナーやクラブストアから、日本食材や類似品を
調達している可能性がある。
また、日本食以外のレストランにおける日本食材への人気の高まりは、特にブロードライナーやク
ラブストアがアジア系食材提供に着手する背景と考えられる。日本食以外のレストランでは、ブロ
ードライナーからの他の食材の調達とあわせて、日本食材を調達する可能性がある。米国の調理
専門学校で日本食の講師を務める料理コンサルタントによれば、すでに、米国の有名シェフたち
は日本食への高い関心から、日本食材の使用方法についても精通している。こうした有名シェフ
に憧れ、フランス料理やイタリア料理を学ぶ学生の中には、さらなる技術の向上に向けて日本食
のクラスを受講するケースもある。これらの料理人が調達する日本食材の流通ルートについては、
今回調査では明らかにできなかった。しかし、イタリア料理などの食材は、ブロードライナーに代
表される大手流通事業者が提供していることを踏まえれば、日本食材にビジネスチャンスを見出
す米国事業者が、仕入れを強化する将来の可能性も予想し得る。

http://www.sysco.com/customer-solutions/chefex-suppliers.html
http://www.coldmountainmiso.com/;東京共同貿易株式会社のグループ企業。有機大豆を使った味噌を主力
製品としている。
54
http://www.starportfoods.com/；中国系企業。アジア系レストラン向けにぽん酢を含む各種ソースを製造している。
55
日本産品は、一般に品質が高いが調達価格も高い傾向にあるため、この調達先を調べるという観点から、ある
程度食材品質にこだわる店舗が多いと予想される、消費者評価が比較的高い（Yelp!スコアで 3 以上）店に焦点を
あてた。
52
53
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4.2

プロセス別の課題整理

流通プロセス及びステークホルダーの整理を踏まえ、ヒアリング調査で言及された日本食レストラ
ン向け日本食材を巡る課題をプロセス毎（「供給」「米国政府（税関）」「流通事業者」「フードサー
ビス」「消費者」）に整理する。課題によっては、単一のプロセスだけの問題ではないことも多いが、
最も影響が大きいと考えられるプロセスで、その課題について言及する。
図表 4-7 日本産品の日本食レストラン流通プロセスにおけるプロセス別課題
3 都市共通
地域別
供給
• 代替品を供給できる国と比べて価格が全体的に高い。
• 一部品目に対する世界的ニーズ高騰による海外向け商品
が不足している（ウィスキー、ウニ、白魚など）
• 日本国外のレストランが日本食材に興味をもった場合に情
報をまとめて収集したり、供給事業者とネットワークを結ぶこ
とを支援したりするプラットフォームが充分でない。

＜ニューヨーク＞
• 世界でビジネスを展開する
際に、世界中で同一レベル
の農作物を供給できる事業
者を探すことが難しい。

米国政府（税関）
• 日米の食品規制が異なることにより、日米間の輸出入の際
に手続きが煩雑化する。
• USDA による肉エキス、内臓、一部魚介類に対する輸入規
制がある。
• FDA による野菜・果物・海産物等に対する査察の影響で、
貨物留め置きによる鮮度低下が懸念される。
流通事業者
• 輸送に携わる中間業者のサービス品質の管理が難しい（中
間の運輸業者の扱いが悪く、商品が傷んで販売できない
等）。
• 輸入コストがかかる（特に痛みやすい商品の輸送で航空便
を使用するなど）。
• 痛みやすい、賞味期限の短い食品は輸入できない（米、野
菜、漬物など）。
• 特定市場への供給を始めるために倉庫や物流を整備する
必要がある。
• 日本からの調達・配送に時間を要すため、レストランからの
急な変更の要請に対応できない。
• 事業者がストックを充分に持っておらず、急なレストランのオ
ーダーに対応できないことがある。
• ニッチな食材を少量輸入することができない。
• 英語の商品ラベルが正確でない。
• 日本食レストランが食材調達の一部に利用しているアジア
系スーパーで、賞味期限切れの古い食材を販売しているこ
とがある。
• 日本食材の米国における市場規模が小さい。
• 為替レートの影響により、価格に影響する（ただし、現在は
円安ドル高でプラス効果）。

＜ワシントン DC＞
• 酒類販売許可制度が煩雑な
ため、日系業者自ら酒類を
扱えず、地元認可卸業者な
どを経由するため、中間マ
ージンが上乗せされる。
＜ヒューストン＞
• 地元酒類卸業者が適切な日
本酒の保管環境をし らず、
品質低下の原因となってい
る。
• 配送できる頻度が限られて
いる。
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•

日系事業者の非日系レストランに対する販売において必要
となるコミュニケーション能力（特に英語）が不足している。

フードサービス（レストラン）
• 全般的に、食材調達に対して課題と感じることは少ない。
• レストランにおける食材調達の権限をもつ日本人料理人の
魚介類への評価が厳しい。
• 本格的な日本食を提供する上で、食材の選択含めて充分
なスキルを持った人材が不足している（ビザ取得困難、現地
人材育成の難しさ、教育機関・制度の不足、日本人シェフ
引退後の対応など）。
• 非日系シェフのレストランは、質と価格のバランスで食材を
決定する。景気動向によっては、価格重視にシフトせざるを
得ない状況も有る。
• 生魚の提供前冷凍義務付けにより、味・風味が損なわれる
（日本人顧客向けの課題。米国顧客には違いがわからない
との指摘もある）。

消費者（市場）
• 日本食・日本食材に対する知識不足や誤解がある（例：カリ
フォルニアロール＝本格的日本食との認識など）。
• 食べ慣れない食材・料理を試すことにリスクをとらない消費
者気質がある。
• 一般消費者が、日本食材に触れる機会が限られている（ア
ジア系スーパーの数が限られている一方、大手米系スーパ
ーでの取り扱いが限られている）。
• 特に都市部で、地産地消を好む傾向が強くなっている。

4.3

＜ワシントン DC＞
• 非日系料理人の日本食材
利用促進が進まず、市場が
広がらない。
• 非日系料理人の日本 食材
への関心を広める機会が限
られている（DC には見本市
がない）
＜ニューヨーク＞
• 生魚、甲殻類、海草類に関
する州法が厳しく、提供でき
る料理に影響する。
• 生魚料理におけるプラスチッ
ク・手袋着用義務（本格的な
日本食を伝える障害）
＜ヒューストン＞
• テキサス州法により太平洋
産のカキを輸入できない。
• 非日系料理人の日本 食材
への関心を広める機会が限
られている（ヒューストンには
見本市がない）
＜ワシントン DC＞
• 味や品質よりも、価格や店内
の内装でレストランを選ぶ傾
向がある。
＜ヒューストン＞
• 多様な日本酒銘柄に対する
消費者の知識が少ない。

課題解決に向けた提案

上記、プロセス別課題の整理と米国ステークホルダーからのヒアリング結果に基づき、各プロセス
毎に、米国の日本食レストラン産業における日本産品利用拡大に向け、日本政府として取り組み
が期待される提案をまとめた。
4.3.1

供給

＜品質とのバランスの取れた価格競争力向上＞
日本産品は、価格競争力を求められているのと同時に、一定の品質を期待されている。この品質
こそが、日本食材の利用メリットと認識されていることが今回の調査で改めて明らかになった。品
質を強みとする日本産品の供給拡大は、低価格競争の波に飲み込まれるような、価格最優先の
低価格帯レストラン市場ではなく、ある一定の評価を維持し、中間～高価格帯に価格設定してい
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るレストラン市場に向けたものを想定すべきである。この価格帯のレストランは、現状、食材調達で
大きな課題に直面しているわけではない。しかし、価格と品質のバランスが適正と感じられれば、
日本食材を使用したいというニーズはある。このニーズに応えるためには、現状の価格では、受け
入れられない食材が多い。産品への米国への輸出に取組みたいと考える生産者への求められる
品質・価格に関するアドバイスや情報提供、輸出向け産品の生産合理化に向けた取組みへの資
金面での支援（低利子融資など）などの余地を検討すべきである。既存の支援制度について再
整理し、適応可能な制度があれば、その活用促進を図るアウトリーチ活動も必要である。
＜日本の生産者による日本産品プロモーション支援＞
日本の生産者の食材を、米国の流通業者や料理人、消費者に紹介するためには、総合的な取り
組みを進める必要があると、多くのレストラン関係者が語っている。政府や流通事業者主導の取り
組みに加え、生産者が行うプロモーションもその一貫である。これまで、農林水産省や日本貿易
振興機構（JETRO）は、かなりのリソースをかけて、日本の生産者による米国でのトレードショー参
加を支援してきた。しかしこうした支援は、トレードショー参加準備や参加後のフォローまでは充分
でないとある業界関係者は指摘している。
日本の生産者は中小事業者も多く、国内市場のみに重点をおいて事業に取組んできた場合が
多い。こうした中小事業者は、海外市場の事前調査を行うリソース、ノウハウを社内で用意できな
いことも多く、見本市参加が決まっても、米国市場に対する知識や、日本と異なる米国消費者の
嗜好・ニーズの理解が充分でないまま、展示会に参加する傾向がある。トレードショー等に参加す
る企業が最大限の利益を得られるようにするため、事前に、米国市場に関する市場調査・データ
を提供したり、展示会場で米国の消費者の関心を持ってもらえるような展示やレシピを含む資料
準備のアドバイスをしたりといった、事前支援が有効である。さらにトレードショー終了後にも、米
国関係者とのコミュニケーションを継続するためのアドバイスなどを提供することも必要と考える。
＜日本の生産者と米国利用者を結び付けるマッチング・プラットフォームの整備＞
日本産品を含めた日本食材の利用に関心をもつ料理人の潜在規模は増える傾向にある。しかし、
日本食材の情報やその生産者（特に中小規模生産者）へのアクセスが限られているという指摘が
ある。その解決を図るため、日本の小規模生産者と米国の料理人や流通事業者などの食材利用
者をつなぐマッチング・プラットフォームが必要である。
日本食レストラン関係者の中には、米国での人気上昇中の食材（ウィスキー）のほか、小規模な農
業生産者や製造メーカー（醤油・味噌・日本酒など）、地域特産品の産地などと、直接コミュニケ
ーションを図ったり、食材利用の可能性を模索したりするための機会が限られていると指摘する声
があった。しかし、日本の生産者も米国の日本食レストランも、その多くは中小規模経営であり、
国を超えて、パートナーや流通先を自ら探すリソースの確保は容易でない。また、フランス料理や
イタリア料理などを専門としてきた人の中にも、日本料理の技術や日本食材の利用方法を学ぶ料
理人が見られるようになってきたことに加え、日本食レストランでも、日本人以外の料理人を採用・
育成する必要が増える傾向にあり、日本での経験や日本語を解しない料理人が増えるにも関わ
らず、産地からの情報発信は充分とは言えない。
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両者をつなぐマッチング・プラットフォームの参考として、農業・食料分野ではないが、独立行政法
人中小企業基盤整備機構（中小機構）が「日本の優良企業の技術・製品情報を国内大手メーカ
ーや海外企業に向けて発信」するために設置した J-Good Tech（ジェグテック56）では、日本語と英
語で情報を提供するだけでなく、同サイトを通じてビジネスマッチングが行えるようになっている。
この他、民間主導でも同様のサービスも始まっている。こうした情報提供は、大手流通事業者の
新たな商品発掘にも役立つ。
生産者と利用者のマッチングに加え、日米の生産者間の対話の機会を設けることで、両者が双方
の生産物について理解を深め、新しい作物の生産を検討するといったことにもつながるとの提案
もあった。米国の日本食レストランからすれば、より多くの日本料理に必要な野菜が地元で生産さ
れ、日本食レストランの提供する野菜の品質が向上すれば、米国人消費者の間に、日本野菜に
対する関心が高まり、結果として、米国市場に日本の野菜が広まるチャンスを提供するという好循
環が期待される。また、日本国内の生産者同士が連携して、協力して米国への販売促進を目指
すといった活動への利用も有効と考える。

4.3.2

米国政府（税関）

＜制度の統一、規制撤廃に向けた継続的努力＞
日米で異なる食品関連の規制の統一化や、米国での規制撤廃に向け、継続した努力が求められ
る。ヒアリング調査で、多数の指摘があったように、現時点では、USDA や FDA の規制により、輸
入できない食材や税関審査による入荷遅れなどがある。また、輸出事業に参入する日本の事業
者の中には、米国の規制に合わせて、日本での生産・製造施設を米国基準に準拠させるための
多大なコストを必要とする場合もある（例：和牛の輸出にかかる認定施設の整備57）。
＜規制に関する正しい情報の普及＞
ヒアリングに協力いただいたレストラン関係者の多くは、米国では多様な食材に対して、連邦ある
いは自治体レベルの輸入規制があることは理解しているものの、具体的にどの食材・食品に対し
て、どの規制がどのようにかけられているかという点までを把握していない様子が受け取れた。ま
た、非日系の料理人の場合、日本産品を輸入して利用することに関心を持っていたとしても、具
体的にどの食材を、日本から入手することが可能なのか又は流通事業者を通じて入手できるのか
について、充分に理解していないこともあった。このように疑問を持った状態では、実は輸入する
ことは難しくない食材でも、二の足を踏んでしまうケースも起こり得る。
規制の変更や修正は随時行われるため、連邦政府や州政府のすべての情報を網羅して提供す
るようなツール開発などを政府に求めることは現実的ではない。むしろ、日系流通事業者からレス
トランへの充分な情報提供を働きかけるとともに、米国で開催される業界関係者向けのトレードシ
ョーなどで、食材輸入に関するパネルディスカッションなどを行い、日本から合法的に輸入できる
食材や規制の変更などの情報を積極的に周知しつつ、同会場で質問を受け付け、特に多かった
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問い合わせについて、関係者が目にしやすいメディアを通じて情報を共有したり、次回トレードシ
ョーでその内容を取り上げるなどの取り組みが現実的と思われる。

4.3.3

流通事業者

＜米国における食品の輸送に関わる事業者の実態把握＞
米国側で輸送に関わる中間業者の取り扱いが、日本のサービス品質と大きく異なり、食材を傷め、
販売できなかったという問題が指摘されている。例えば、米国で日本野菜を栽培する農家では、
近隣のレストランへの配送は自社のトラックで対応しているが、個人向けには Fedex を利用してい
る。しかし Fedex では、日本の輸送会社のような工夫が足りず（傷をつけない、冷蔵・冷凍対応な
ど）、購入者からの苦情の原因となるケースが見られる。また、米国の流通事業者は、農家から農
作物を仕入れる場合、ある程度の粗雑な扱いに耐えうるように皮の硬い作物を好む傾向との指摘
もあった。日本産品の米国での普及には、流通網の拡大が求められるが、その際には現地の輸
送事業者との連携を必要とするケースも想定される。今回のヒアリング調査では、傷つきやすい食
材や賞味期限が短い食品についても、適正な範囲で価格や品質を保って調達できるならば、購
入に関心があるとする日本食レストランのコメントがあった。本調査では、米国の運送事業者の実
態は断片的な把握に留まっているおり、今後、米国流通業者のサービス品質や連携の可能性な
どについて、調査・検討の余地があると考える。
＜米国スペシャリティ・フード業界のストック管理・流通網整備の事例研究＞
レストランからは、日本産品を利用するデメリットとして、食材の急な変更に対応できない、在庫切
れの場合がある、少量の購入ができないといった課題が挙げられた。一方、日本産品の市場規
模が限られる中で、多量の在庫を抱えることは流通事業者にとってリスクであり、レストランのニー
ズにすべて対応するのは難しい状況である。こうした課題は、日本食以外のスペシャリティ・フード
産業でも類似した課題と考えられる。共有倉庫の利用や Sysco の ChefEx のような生産者からの
直送など、米国でスペシャリティ・フードを扱う流通事業者の事例研究を通して、日系事業者の流
通改善に資する情報提供は有効と思われる。
＜非日本系流通チャネルでの日本食材を含むアジア系食材の流通実態把＞
ブロードライナー、クラブストア、アジア系小売店、アジア系流通事業者においても、レストランが
利用する日本食材の取り扱いが増える可能性があるということが、今回の調査を通じて見えてきた。
こうした非日系流通チャネルは、日本産品を含めた日本食材の新たな流通機会をもたらす可能
性がある。米国のナショナル・ブロードライナーは従来型ビジネスの業界再編を模索する動きを進
めながら、スペシャリティ・ディストリビューターの成長を意識した事業開発も行っている。一方、一
部のアジア系スーパーは、従来のアジア系住民のみをターゲットとした戦略から、アジア系以外の
住民も視野に入れ、都市部への進出を進めつつある58。今回の調査では、レストランへのヒアリン
グ調査に重点を置いたため、流通事業者や小売業者サイドからの調査は、大枠を捕らえるところ
に留まっている。日系事業者との連携等の可能性も視野にいれて、米国のブロードライナーやク
ラブストア、アジア系小売店やアジア系流通事業者の事業動向、流通ネットワーク、日本食材を含
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めたアジア系食材の取り扱い状況、マーケティング、人材戦略などについて、実態把握のための
調査が必要である。
＜英語ラベリングの改善＞
日本産品の成分ラベルの表記が不正確・不十分なために、日本産品について自信を持って利用
できないとのコメントが、複数のレストランの料理人からあがった。これは特定の食品にアレルギー
をもった顧客の健康リスクにかかわる内容だけに、非常に重要である。例えば、英語と日本語でリ
ストアップされている成分が異なることがあるとの指摘があった。具体的には、日本語のリストには
書かれているが、英語では書かれていなかったり、英訳が適当でなかったり（例：葛粉をコーンス
ターチと訳す）という例が報告されている。こうした状況を踏まえ、日本の生産者に対して、こうした
問題に対する意識を高めるとともに、米国輸出の際の英語によるラベリングを明確にするための
ガイドラインやベストプラクティスの共有などを政府として取組むべきと考える。
＜日系以外の流通業者に向けた日本食材取り扱いガイドの提供＞
日系レストラン関係者へのヒアリングを通じて、非日系事業者における日本産品の保存・保管に問
題がある事例が報告されている。不適切な保管環境で劣化した日本酒や賞味期限切れでも棚に
置かれ続ける日本食材は、米国の消費者に日本食材への間違った印象をもたせる恐れがある。
また、日本食レストランが、小売店で賞味期限切れ食材を購入してしまい、それを使用した場合に
は、味が悪くなるだけでなく、消費者の健康被害につながる危険性もある。まずは、上述の英語ラ
ベリングの改善において、賞味期限等の表示を流通事業者や消費者にわかりやすく工夫すること
が必要である。そのほか、特に保管・輸送の取り扱いに配慮を要する日本食材については、日系
流通事業者との協力により、非日系事業者での取り扱い実態を把握した上で、米国事業者向け
にトレードショーを通じたプレゼンテーションやワークショップを提供したり、実際に輸送・保管を担
う担当者向けに最低限知らせるべきポイントだけを運送用ダンボール等に貼り付け・印刷して端
的に伝えるための英語・スペイン語・中国語・韓国語併記の標準的なサイン表示を作成、適宜活
用しやすいようにすることなど、検討の余地があると思われる。
＜食材の輸送・保存、製造に関わる技術開発・市場化の支援・促進＞
コールドチェーンをはじめとして、日本では世界に誇る食材の輸送・保存技術がある。更なる食材
の輸出拡大に向けて、生鮮食品などの鮮度や品質を保つための技術を特定、関連省庁との調整
の下、研究戦略の重点課題に盛り込み、さらなる研究開発の促進を図る。
また、技術関連では、食材加工機械・調理機械などについて、今回のレストランへのヒアリング調
査では、一部の炊飯器や製麺機を除けば、全般的に品質への評価が低かった。これは現状、米
国に流通している関連機器の品質が高くないことに起因している。しかし、将来的には、スーパー
マーケットでのパック寿司や大規模な低価格戦略のレストランでは、機械の導入可能性があること
が指摘されている。特にスーパーマーケットなどで機械を利用して調理することは、価格を抑えつ
つ、米国消費者の間に日本食の裾野を広げることにつながる。関係省庁と連携の下、食材加工
機械・調理機械の海外市場展開についても、日本産品の輸出戦略の一環として、検討の余地あ
りと思われる。
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4.3.4

フードサービス（レストラン）

＜レストランのニーズ発掘＞
日本食レストランへのヒアリング調査では、現状の食材調達に大きな課題はないが、敢えて挙げる
とすればというケースが多数を占めた。新しい料理や食材のアイディアの入手は、事業者からの
紹介、米国内の他のレストランの食べ歩き、顧客の要望、地元の見本市への参加、これまでの経
験に基づくという回答が多く、日本を含む諸外国や米国内の他の都市に出張して、新たな料理や
食材のアイディアを得るケースは少数派である。特に、小規模のレストランでは、情報収集のため
のリソース確保は営業時間との兼ね合いから困難なことも多く、今回のヒアリング協力を得られな
い場合もあったり、ニューヨーク以外の都市では地元での見本市開催を求める声も聞かれた。こう
した状況を踏まえ、現地の日系大手流通事業者などと協力して、今回のヒアリング調査で明らか
になった、現在は使っていないが、使用を検討したいと思っている食材などを定期的にアンケート
などでモニタリングし、特に関心の多い食材については、規制や調達方法を含めて、積極的に情
報提供をする取り組みが必要である。あわせて、食品取り扱いにおける現地の規制動向へのレス
トランの懸念も聞き取り、その対策や政府への働きかけにも活用していく。
同時に、日本食以外のレストランでの日本産品を含む日本食材へのニーズの実態を把握する必
要がある。日本食の技術や食材を利用していると予想されるレストランを各店のメニューやウェブ
サイト、メディア報道を元に特定し、ヒアリング調査やアンケート調査によって、ニーズや課題を明
確にすることで、日本産品の日本食レストラン以外の普及戦略策定に役立てる。
＜日米料理人の連携促進＞
日本と米国の料理人の交流を促進することで新しい料理のアイディアを得る機会を提供すること
により、双方に長期的な関係を築き、将来的には、日米の料理人が協力して、日本食レストランを
米国に開店するといった取り組みが期待される。日米双方が連携することで、日本の新しい産品
情報と米国の消費者ニーズをマッチさせやすくなり、新たなトレンドを発信することができる。その
先駆けとして、米国では、Chef David Bouley と日本の辻料理専門学校がジョイントベンチャー
Brushstroke を立ち上げており、今後の日米料理人のコラボレーションのひとつのモデルケースを
示している。政府には、こうしたマッチングの機会の創出を期待したい。
＜日本人および米国人料理人の就労ビザ要件の緩和＞
現在、日本人の料理人が米国の就労ビザを取得するにはことは難しい。ビザが取得できたとして
も、有効期限が限られており、ビザを取得して、日本人の料理人を雇用しようとして、レストランが
多大なリソースを投入したとしても、一部例外を除けば 2 年程度しか合法的に就労できない。同じ
ことが、米国人料理人が日本で修行を積みたいという場合にも生じるため、ビザなしで日本に渡
航し、短期間、勉強や就労体験をして帰国するということになってしまう。この問題は、両国で日本
料理を研鑽し、料理人としてグローバルに活躍したいという人材の志を妨害している。就労ビザの
問題は、農林水産省の管轄外であるが、日本で日本料理の技術を学びたい外国人向けにビザ
に関する情報を提供したり、また日本食の国際的な普及では日本料理のスキルを持つ人材は不
可欠な存在という観点から、他の関係省庁との協議を期待したい。
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＜料理人の教育支援とスキル認定＞
高度なトレーニングを積んだ日本食の料理人は、食材そのものや食材の基本的な料理法を理解
しているため、より本格的で質の高い日本産品・日本食材を積極的に利用することが期待できる。
しかし、上述のビザ問題などの影響で、そもそも日本食レストランの技術を維持する人材が不足
する都市も多く、その対応が課題となっている。現役の日系料理人が引退したあとの人材確保に
懸念をもつレストランもある。現状では、各店舗が独自に現地の人材を職人として育成をするケー
スが多い。料理専門学校においては、フランス料理やイタリア料理と異なり、日本食を専門に教え
る学校は東海岸にはなく、著名な大手料理専門学校でも、日本食はアジア料理のクラスに含まれ
るテーマのひとつとして扱われている。レストランからは、こうした学校の卒業生であっても、現場
に出れば初心者と変わりないというコメントも聞かれる。「日本食」の調理技術を外国人に教える教
授法の蓄積も進まない。こうした現状を踏まえ、日本食が高い技術を必要とする料理であることを、
米国の消費者に理解してもらう啓蒙活動を行いながら、日米の料理専門学校やレストラン関係者
との連携の下、海外における日本食料理人の教育ノウハウの蓄積と活用、人材育成支援、スキル
や経験に応じた認定制度の設置などを検討する必要がある。
＜日本産品利用レストランの認定・支援＞
日本産品を応援し、積極的に活用する進出企業やレストランの取り組みを政府として認定し、支
援する制度の運用が求められる。制度を進めるにあたっては、日本産品の米国の消費者にとって
のメリットをしっかりと伝える活動にも取組むことが重要である。すでに日本産品の良さを理解して
いる日系コミュニティだけが受け入れる認定では、認定を取得しても、レストランはそのコミュニティ
外での評価を高めることにはつながらず、認定制度の意義が薄れてしまう。比較的価格が高い日
本産品の利用促進を図るには、米国の消費者やレストランが理解できるように、日本産品だからこ
そのメリットを説明する必要がある。ヒアリング調査でも、（料理人から見れば）日本産品は味が優
れているが、米国の消費者には、その違いは理解できないとの指摘も見られた。日本産品こその
「ヘルシーさ」や他の食材では体験できない味覚など、まずは米国人に伝わりやすい食材に絞っ
て、認定制度のプロモーションを効果的に進めるなどの工夫が必要である。

4.3.5

消費者（市場）

＜民間による日本食・日本産品に対する米国消費者の理解促進活動への支援＞
レストランへのヒアリング調査では、日本食材の市場規模が小さいことが、日本食材の価格高騰に
つながっているという指摘が複数見られた。市場を拡大するには、できるだけ多くの消費者に日
本食・日本産品を実際に食べてもらい、消費者ニーズを高める必要がある。近年、日本のレストラ
ンチェーンによる米国進出事例が増えてきた。こうしたレストランの進出は、既存の日本食レストラ
ンの競合を増やす一方で、既存レストランによる日本食材へのアクセスを容易にし、消費者の日
本食に対する理解を広め、日本食材市場の拡大循環に貢献している。また、ニューヨークのグラ
ンドセントラル駅の利き酒イベントの他、米国の各都市で開かれるレストラン・ウィークやワシントン
DC の桜祭りなどには日本食レストランが積極的に参加し、多くの米国人を惹きつけている。また
日系流通事業者も消費者やレストランなどの事業者向けに、フードエキスポなどを開催するなど、
市場開拓のための努力が行われている。こうした取組みが継続できるよう、政府としても引き続き
サポートしていくことが重要である。
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＜政府主体の戦略食材プロモーションの検討＞
民間主体の上記の活動支援とは別に、政府が主体となって、日本ブランドのプロモーションに取
組むことも有効と考える。その際、限られたリソースを有効に活用する観点から、日本が輸出する
商品で得意とする食材を特定し、さらに市場成長の潜在性が高い 2～3 都市程度に限定して、戦
略食材のプロモーションを行い、その効果を確かめながら、範囲を広めるという方法が考えられる。
スペシャリティ・フードの業界関係者によれば、ニュージーランドのラム肉やスペインのクレメンス・
オレンジなどは、戦略食材に重点を置いた方法で、米国での販売促進を進めているといわれる。
こうした戦略の有効性を検証するため、諸外国が実施している米国内での食材プロモーション戦
略について、その内容と効果を研究、日本の今後の戦略に活かしていく。
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