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 国内の外食市場は飽和状態に近く、今後は市場規模の縮小が見込まれる。そうし
たなかで、新たな顧客確保ならびに経営のリスク分散戦略の一つの手として、わが国
の外食産業の海外進出が拡大している。世界的にも、日本食は大きな注目を集めてお
り、外食産業のグローバル展開もこれから一層加速するだろう。 
 本稿の分析により、海外での日本食の浸透は日系の外食産業が海外出店する際の鍵
となること、日本食がより浸透している所には出店数が多いこと、アジアの国々で日
本食の人気は高く、潜在的な需要先として期待できること、以上３点がわかった。本
稿で取り上げた大戸屋、一風堂ともに、アジアへの出店が多くまた出店数が多い国、
地域も日本食との関連が強い国である。日本食が浸透していることで味への抵抗が少
ないというのが海外進出に影響していると考えられる。 
 海外出店の成功要因として、文化や物理的距離、市場の規模、その国の経済レベル
などの要素がある。だが、日本食のテイストが現地で受け入れられてるかがポイント
になっている。更に、味だけでなく、ヘルシーさ、店の外観、料理の盛り付けといっ
た要素も、日本食の人気の背景にあり、日本の外食産業の海外進出の追い風となって
いる。 
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はじめに 

日本食に対する世界中の関心は非常に高いものがある。米 Time 誌(Oaklander,2016)は

今年の三月に British Medical Journal の学術論文を参照しながら日本人の健康を支える

日本食の重要性を指摘し、米 New York Times 誌(Shiffman,2016)は納豆食の健康への効果

を紹介し、英 Independent 誌(Gander,2016)は長寿の秘訣が日本食のバランスにあること

を紹介している。また、Google Trends を用いて日本食、ラーメン、寿司、といったキー

ワードの人気度を調べると、米英の他に、シンガポール、マレーシア、フィリピン、香

港、インドネシアといったアジア諸国で、少なくとも統計の取れるこの５年ほど、人気が

持続的に高まっていることが確認できる1。 

このように、世界的に日本食への関心が高まる中で、日本の外食産業の海外進出が進ん

でいる。「味千ラーメン」、「一風堂」、「吉野家」、「モスバーガー」、「大戸屋」、

「やよい軒」、「ココイチ」、これらは日本の飲食店ではよく知られる有名な店であり、

                                            
1 Google Trend とは、インターネット検索エンジン 大手の Google におけるキーワードのト

レンドや趨勢を調べることができる機能である。 
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すべて海外で活躍するグローバル展開をしている企業である。日本人の中には、海外旅行

中に知っている日本の飲食店の看板を見かけ、安心した旅行客も少なくないのではなかろ

うか。進出先地域として、今一番多いのはアジアである。特に大戸屋と一風堂はアジアで

成功している代表的な企業であり、アジアだけで大戸屋では 84 店舗、一風堂も 44 店舗も

アジアに出店している。 

持続的な経済成長を実現しているアジア諸国では、中間層と呼ばれる層が増え、全体的

に生活水準が高まり上がってきた結果、昔と比べ多少高価格であっても付加価値の高い商

品やサービスへのニーズを高めてきている。このような変化によって、アジアは各国外食

企業が注目している市場である。日本にとってアジアはアメリカや欧州と異なり日本と物

理的距離も近いこともあり、後述するとおり、日本と食の嗜好が近いと言われている。こ

のため、アジアでは日本食を受け入れられやすい傾向にあるとされており、大きなビジネ

スチャンスがあることが期待される。 

興味深いことに、大戸屋と一風堂のジャンルは異なるが、いずれもアジア各国で好ま

れ、海外ビジネスも総じて順調な一方で、企業戦略は全く異なっている。例えば、大戸屋

は日本の味にこだわった戦略、一風堂は現地になじみやすい味を提供する戦略をとってい

る。 

本稿では、日本食の外食がどのように認知され、人気を高めてきたのかを分析した後、

大戸屋、一風堂を例に取りより詳しく分析する。そして日本の外食産業が海外、その中で

も需要が今後も拡大していくことが期待されるアジアで成功する要因を検証していく。 

 

1．海外進出をする理由とは 

 現在日本には約 3.3 万店舗の外食店が存在する (一般法人財団 日本フードサービス協

会 HP による)2。そして、日本政策金融公庫(2013)によると、週一回以上外食するという割

合と、昼食について週一回以上外食するという割合が男女それぞれで 44%と 31%、夕食に

ついて月一回以上外食するという割合が 74%と 66%となっており、外食はなくてはならな

いものとなっている。同公庫調査によれば、外食をする理由としては、時間の節約、メニ

ューの豊富さ、価格といった理由の他に、年収要因が大きい。つまり、日本は生活水準が

他国と比較すると高いことを背景に、外食産業が発達していることが指摘できる3。一方

で、わが国の外食産業が新たな市場である海外、特にアジアを選んで進出しようとする理

由はどこにあるのだろうか。そこで本章では日本の外食産業の置かれている状況を整理

し、海外進出の背景を探ることにする。 

 はじめに、本稿を読み進める上で前提となる外食産業の定義を行うことにする。一般的

に外食産業の分類は「日本標準産業分類(総務省)」によって分類されたものが広く使用さ

れている。外食産業の大きな分類は、給食主体部門、料飲主体部門の 2つであり、本稿で

は給食主体部門で営業給食の形態をとる、飲食店、飲食店（食堂・レストラン、そば・う

                                            
2 日本フードサービス協会「データからみる外食産業」 新版による。 
3 ただし、外食率は所得以外の変数にも影響を受ける。Asiabarometer.org からダウンロード

できるアジア諸国の外食率のデータ（アンケート調査）をみると、2007 年の場合、中国やシン

ガポールの方が、日本よりも夕食の外食率は高く、タイや韓国の外食率は日本と概ね同じとな

っている。 
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どん、すし店、その他飲食店）と、料飲主体部門である喫茶・酒場等（喫茶・酒場、居酒

屋・ビヤホール等）の二部門を、外食産業と定義する。 

外食産業全体の売上の合計値について物価変動を考慮した実質値（基準年は 2007 年）

を示した図表 1－1によると、1975 年から 1997 年にかけて売上高は 3.6 倍以上拡大してお

り、この間の実質 GDP が 2.4 倍程度拡大していたことと比べてみると、大きく市場が成長

したことが読み取れる。しかし外食産業の成長は 1997 年前後で頭打ちとなり、2011 年に

は 1997 年に比べて市場規模は 87％にまで縮小している。 

売上低下の背景を経済情勢と照らし合わせ推察すると、短期的要因としては、1990 年代

後半の金融危機、2007-2009 年頃のサブプライム危機以降の一連のグローバル金融危機な

どもあり、景気が低迷したことが挙げられる。ただ、こうした循環的な要因よりも、より

構造的かつ長期的な傾向の方が企業の海外進出を促す要因となりやすいだろう。長期的要

因としては、第一に、外食から自宅での食事への代替が進み、比較的手軽で価格も安く抑

えられるコンビニエンスストアやテイクアウトが可能な弁当店の存在がそれを後押しした

傾向が挙げられる（例えば、朝日新聞,2010; 読売新聞,2012）。第二に、外食産業の利用

客は比較的若い世代である 20 代、30 代の割合が多く（日本政策金融公庫, 2013）、若い

世代は長年働いている 40 代、50 代に比べて外食の所得弾性値が高いことが指摘できる4。

この世代は景気が悪化して賃金が抑えられる状況になると外食の支出を抑制し、お金を貯

める傾向にあり、外食市場の動向に大きな影響を与える。第三に、日本が抱える問題であ

る少子高齢化が進み、若者の世代が減少していることが、外食支出をマクロ的に減らす方

向に作用する可能性が指摘できる。 

以上のような短期的・長期的要因が直接的に、間接的に、全国の外食産業の店舗数や顧

客数を減少させる要因となってきていることが考えられる。直近では、政府の短期的な経

済政策の効果により景気が刺激されていることもあり、一人当たりの外食支出の増加、訪

日外国人の増加、法人交際費の増加傾向などによって、売上は徐々に緩やかに増加してい

る(一般法人財団 日本フードサービス協会 HP より)。しかし、中長期的にこの改善が続

かない限り、外食産業にとっては国内の市場規模の縮小が経営上の大きな課題となってく

ると思われる。 

ただし、顧客数が減っても、売上高は上がる可能性はある。外食産業を取り巻く状況を

正確に理解するには、金額（売上高）をブレイクダウンして、数量（客数、店舗数）、価

格（客単価）を考察する必要がある（図表 1－2）。これらの項目の前年比を概観すると、

店舗数と客数は強い相関を示して似たような動きを示している一方、客単価と客数は逆相

関の関係となっている。一部の例外は認められるものの、1994～2012 年の期間では、総じ

て、客数の前年比が増え、客単価の前年比が下がるという傾向がみられる。実際、客単価

は負の値を取っている時期も多く、外食産業全体として、価格を引き上げない、もしくは

引き下げることで、多くの人に外食をしてもらい、価格×数量で決まる売上を高めている

ということになる5。読売新聞(2013)などによると、バブル崩壊以降、デフレ下の競争の

                                            
4 逆に高齢世代の外食率が高まる可能性もあり、その場合はこの影響を相殺する可能性があ

る。 
5 外食の利用に関しては、共働き世代では割高でも支出を拡大する動きが見られ、エンゲル係

数が高まるといった現象も観察される。これは、外食利用の詳細を理解するためには、所得層
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下、外食産業は厳しい低価格競争に晒された結果、客単価が低くなっている。足許の時期

では、客単価が少し伸びている中で、客数は低下（店舗数も低下）しており、客単価の上

昇に売上高が呼応していない厳しい状況が続いている。 

このように、日本の外食産業は短期的・長期的要因により、総じて売上も伸び悩んでい

る。このような中で、特に大手外食産業のチェーン店は、経営的にも厳しい状況が続いて

いるとされる(日経ビジネス,2016)。また、昔からチェーン店には大切にしている価値観

があり、主に大切とされているものは、①安い、②料理の提供時間が短い、③おいしい、

であるとされる(日経ビジネス,2016)。しかし、足許では原材料の値上がり、人件費の高

騰等が原因で、これらの実現が困難化している。これらの価値観は、同様に顧客にとって

の店選びで重視している要素であるため、これらが達成されないことは顧客離れにつなが

る。また、チェーン店を使わない理由を尋ねるアンケートによると、「メニューに飽きが

ある、新鮮味がないから」、「雰囲気がおしゃれじゃないから」など声があがっている

(日経ビジネス,2016)。このようにチェーン店のビジネスモデルが飽きられてしまってい

るという実情もある。 

 教科書的には、商品を工夫し付加価値をつけ、他社との差別化を図り、適正利潤を得ら

れるようなビジネスを構築することが鍵となるだろう。しかし、日本の外食市場はかなり

の程度成熟しており、市場規模の成長の余地はかなり限られていると考えられる。そし

て、既に企業間での競争も相当に厳しいものとなっている。このような中で、新たな需要

先を国外に求めるという企業行動は、経営のリスク分散戦略の一つの手として考えられ

る。 

 

２．外食の歴史からみた現在の外食産業の海外進出 

２．１．外食産業の歴史6 

そもそも、外食産業の海外進出はどのような形で進んだのであろうか。歴史的な経緯を

振り返り、現在の状況を確認してみることとする。 

戦後のわが国の外食産業の海外出店は、1956 年に斉藤もと氏がはじめた高級日本料亭

「さいとう」が 初とされる。だが、当時は外貨持ち出しが厳しく規制されていた時代で

あり、個人での出店は実質的に無理であった。この出店はきわめて異例なものであり、他

の経営者には真似できないものであった7。 

その後、連続的な出店が見られるのは、1963～1964 年以降のことである。ここからが、

戦後の外食産業の海外進出の始まりとみて良いだろう。この時期、1964 年に日本が IMF8

条国へ移行し、為替制限が撤廃され、海外渡航の自由化も行われ、更に同年 10 月には東

京オリンピックが開催された。以上のような時代背景から、海外に国民の目が向き海外旅

                                            
別や共働き如何などを考慮した分析が必要なことを示唆する。しかし、本稿では、日本の外食

産業全体の動向を理解することが主眼のため、この論点については深入りすることを避ける。

詳しくは、読売新聞(2016)参照。 
6 本節の歴史的事実は、川端(2016)を中心に、様々な書籍を参照して記述している。 
7 斉藤氏が有名な芸者で、トヨタや松坂屋のオーナー達と関わりがあり、加えて政財界の著名

人が出入りしていた東京の老舗料亭「福田家」の分店を買い取って経営していたこととも無関

係ではない。 
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行ブームがおこり、外食業界では海外で日本人観光客をターゲットとした市場が拡大する

のではないかと期待が高まった。このようななか、1964 年に銀座の鉄板焼き店「紅花」

が、NY に「ベニハナ」を開店する。一号店が人気を集めるとすぐ多店舗化に取り組み、フ

ランチャイズ展開も開始して急速に全米多店舗化を果たしてた。ベニハナは日本の外食産

業で初めて海外で多店舗化に成功し、さらにフランチャイズ手法を使って海外で成長した

初の日系企業となった。 

とはいえ、1960 年代の海外進出は、個人経営の飲食店の進出がメインで、投資規模も小

さかった。また業種も日本料理店が多かったのも特徴であった。当時はまだ、本格的な日

本料理が食べられる店舗が海外にほとんど存在しなかったことが理由である。 

1970 年代に入ると、3つの新しい動きが見られるようになった。第一に、食品メーカー

による海外進出である。まず、1970 年にサントリーがメキシコシティに高級日本食料理店

「レストランサントリー」を出店した。この店は、自社のウィスキーを海外で販売するた

めのアンテナショップ的な役割を担っていた。1973 年になると、キッコーマンが「大都

会」という鉄板焼きの店を、ドイツのデュッセルドルフに出店した。これは、醤油を鉄板

焼きのソースとして現地の人に紹介するためのものであった。第二に、日本の外食企業の

フランチャイズチェーンが海外進出を行ったことである8。日本のフランチャイズ企業の海

外出店としては、1974 年の北国商事（現どさん子）の「どさん子ラーメン」の NY 出店が

初と言える。これ以降、吉野家、京樽、ロッテリア、小僧寿しなど多くのフランチャイ

ズ企業が海外に出店していった。第三に、日本人の海外旅行の増大と密接に関係した海外

のホテルへの進出である。 

1980 年代以降になると、庶民レベル（気軽に食べられる丼類、定食、カレー、とんか

つ、うどん、そばなど幅広く日本食を提供）の和食店の海外進出が大きく拡大した。1990

年代になると、高級日本料理店は進出が減り、例えば、1993 年には「元気寿司」が初めて

回転寿司店を海外展開し、牛丼の「吉野家」が進出先を東南アジアや中国に展開した。 

日本食店の海外進出状況を、店舗数で確認をすると、2000 年代になると、10 年間で海

外進出件数は 356 件となっており、90 年代の進出数の倍以上に拡大している。この時期に

ラーメンも日本食として広く知られるようになった。更に、2010 年以降、わずか 5年間で

総進出数が 655 件と飛躍的に増大した。日本食系全般で 520 件と多数を占めており、その

うち寿司は 6%、丼系は 3.5%、うどん・そばは 8.5%をしめている。なかでも増大したのは

ラーメンであり 41.9%で 218 件と約半数を占めている。ラーメンだけで 213 件に達してい

る。またうどんやそばも増大し「はなまる」や「丸亀製麺」などセルフ式のお店が増えた

のが特徴である。 

このように、外食産業の海外進出は、1970 年代以降、少しずつ拡大し、特に今世紀に入

ってから急速に拡大している。そして、日本国内でもチェーン展開している起業の中で

も、特にメニュー特化型の外食産業の進出がめざましいことがわかる。この後、特化型と

してラーメン店、非特化型として和食店の進出を取り上げ、特徴を検証する。 

  

                                            
8 先述した「ベニハナ」はアメリカでのフランチャイジングを開始していたが、日本ではして

いなかった。 
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２．２．日本食の歴史 

ところで、日本の外食の海外進出は、日本食への海外における意識とも密接に関わって

いるものと考えられる。そこで、特徴的な事項について歴史を追って振り返ってみる。 

既述の通り、日本の高度成長が始まるにつれて、世界各地に日本食レストランが出来始

めたが、多くの場合、その客層は現地に進出した日本企業の駐在員、日本人旅行者、現地

の日系人に限られていたと言われる9。 

状況が変化したのは、アメリカ人が健康志向になり、ヘルシーな食生活に関心が高まっ

ていた 1970 年代半ば以降である。ロサンゼルスでは日本食レストランで寿司を食べるこ

とが先端的ライフスタイルとなり、その中心的存在は映画俳優や歌手、弁護士、医者など

の高所得者層であった。そのトレンドはたちまちニューヨークに飛び火し、1980 年代初め

には全米各地に広まって、マスコミが盛んに取り上げるようになり、寿司ブームと呼ばれ

るようになった。寿司ブームとはいっても、アメリカ人が主に食べたのは、アメリカで考

案されたカリフォルニアロールなどの巻物（ロール）であり、その傾向は今でも変わって

いない(ニッスイ, 2009)。 

ブームを加速させたのは、1977 年に連邦政府が発表した食生活改善指導（マクガバンレ

ポート）の影響で、脂肪分やコレステロールの摂取を減らし、蛋白質や炭水化物を多くと

るよう勧めた。その指導内容はまさに日本の伝統的食生活そのものだったことから日本型

食生活が広く注目されるようになった。 

米国の寿司ブームは 1980 年代後半に欧州に伝播し、その後中南米、中近東、アジア、

豪州などに広がった。ブームが米国から始まったために、各国とも米国と同様、客の注文

は巻物が主体となっている。寿司店にやってくる人々は、寿司ばかりでなく、そのほかの

日本食にも興味を示すようになり、寿司ブームは日本食全般のブームに発展した(ニッス

イ, 2009)。 

 外食、日本食の歴史を見てわかる様に、まだ進出の歴史は浅い。また、歴史的にみて寿

司だけが今のところ圧倒的な成功をおさめているが、 近日本食の人気はうなぎのぼりで

あり、ヘルシーな料理としても注目されている。ジェトロ(2014)によると、ホーチミン、

ジャカルタ、バンコクといったアジアの都市では、好きな外国料理の一位として 50%以上

（三都市平均）が日本食を挙げ、ジェトロ(2013)によれば中国、香港、台湾、韓国、フラ

ンス、イタリアなどで「好きな料理かつ外食で食べる外国料理」として日本食が一位とな

っている。また、現地で開業している日本食店を含めた日本食レストラン数の統計による

と、世界中で 2006 年の 2.4 万店から 2013 年の 5.5 万店へと急激な拡大が確認できる(農

水省, 2014)。 

 今後、世界の食市場は 2009 年から 2020 年にかけて約 2倍に拡大し、特にアジア圏は 2

倍と推計されている（農水省, 2014）中で、日本食の人気という後押しも非常に強い状況

にあり、日本の外食産業の海外進出の余地はまだ十分にあると考えられる。 

  

                                            
9 1964 年にニューヨークに開店したベニハナの鉄板焼きは、アメリカ人をターゲットに定めて

成功し、その模倣店が全米に続出したが、鉄板焼きは本来の日本料理ではないことからブーム

とは呼ばれなかった。 
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３．日本食の浸透具合 

 この章ではアジアの日本食の浸透具合をみていき、日本食と海外進出との関連性を確か

めていく。図表 3－1 は品目別に日本からのアジア諸国向けの輸出について、2005 年から

2016 年にかけて何倍伸びたかを示している。品目としては日本食の基礎となる緑茶、清酒、

味噌、醤油を取り上げ、大戸屋と一風堂の出店先が多いタイ、香港、台湾、付き合いの歴史

が長い韓国、そして日本の外食産業が も多く出店している国、中国を取り上げた。 

 表をみてわかるように、タイと中国の醤油を除き各国への輸出がこの 10 年ほどで着実に

増えている10。自明ではあるが、日本からの輸出が増えているということは、各国の日本食

に対する需要が拡大していることを意味する。 

 この結果は、様々な現地調査と整合的な結果と評価出来よう。例えば、JETRO(2013)の「日

本食品に対する消費者意識アンケート」によると、香港、台湾、韓国、中国において清酒は

飲んだ人の約 8割が高評価しており、緑茶も同様に同じ割合で高評価されている。また、先

述の通り、「好きな料理かつ外食で食べる料理」という質問に対して韓国、台湾、香港、中

国では日本食が 1位に選ばれている。さらに、日本食購入意向の対するアンケートにおいて

も、各国 9割以上が「意向あり」と答えており、日本食が日常生活の中にとても浸透してい

る。加えて、日本食の外食に行く理由に「味が好き」という回答が各国とも一番であり、日

本食に慣れ親しんでいる様子がうかがわれる。台湾では、日本国内での産地までこだわって

いるといった意見が聞かれるなど、より浸透していることがうかがえる（JETRO 台湾,2013）。 

また、輸出の増加には、アジアの経済成長も大きく影響していると考えられる。それによ

る所得の向上により、購買力が高まり、現地では高級イメージの日本食に手を出せる家計の

増加した結果、日本食の需要さらに日系外食の需要が高まっていると考えられる。また、

Evans and Mavondo(2002)や Azar(2011)によると、物理的な距離や文化的・ビジネス慣行に

おける異質性に伴う心理的な距離が近いほど、食品の海外展開（つまり輸出）が強まりやす

いことが知られており、経済成長率の高いアジア諸国が近隣国であることが、日本の外食産

業にとって大きなメリットとなり得ることを示唆している。 

 

４．海外進出した企業例 

 本章では、昨今の日本食ブームと言われる中で、成長を遂げたと考えられる 2社を取り

上げて、海外進出する際の戦略要素を導きだしていく。まず 1つ目に、大戸屋（株式会社

大戸屋ホールディングス）、2つ目に一風堂（株式会社力の源カンパニー）を挙げる。以

上の 2社は、国内でも十分に経営が順調である一方で、近年勢いを増し独自の海外展開も

している点、またともに 2020 年までに海外における店舗数を拡大する意向を見せている

点に着目し、今後成長していく企業として取り上げることにした。 

  

                                            
10 タイで市場シェア 50％を有するヤマモリは、現地に工場を有しており、こういった現地生産

の増加に伴う輸出減は輸出の増加以上に、日本食が現地で受け入れられていることを示唆する

(中, 2013)。 
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４.１．大戸屋、一風堂における海外展開 

 大戸屋（株式会社大戸屋ホールディングス）は、「日本の家庭食」にこだわった料理を

提供する首都圏を中心とした定食専門店である。1983 年「和洋食の大戸屋」の店舗展開を

目的として、東京都豊島区に株式会社大戸屋を設立したことに始まる。その後、関東を中

心に事業を拡大し、2004 年株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場企業したことを

機に、2005 年タイを手始めに海外進出を図った。 

 同社は、我が国では気軽に利用できるリーズナブルな和食チェーン店として認識されて

いるが、タイを始め、現在出店している海外の大戸屋は、日本とは異なったブランドイメ

ージをもつ。「本場の日本食が食べられる高級和食チェーン」というイメージを確立した

大戸屋は、現在まで主に ASEAN の地域を中心に 94 店舗を出店し、着実に海外における店

舗数を拡大している（図表 4－1参照）。 

 一風堂（株式会社力の源カンパニー）は、1985 年「女性が 1人でも気軽に入れるラーメ

ン店」をコンセプトに、福岡市中央区に、ラーメン店「博多 一風堂」をオープンさせた

ことに始まる。「ラーメン業界に一陣の風を巻き起こす」という志のもと、マイルドな味

の豚骨ラーメンを提供して人気を博し、現在までに国内だけでなく海外にも 13 カ国 50 店

舗以上の店を構えている。 

 特にこの数年、世界各国でブームとなっているラーメンであるが、ジェトロ（日本貿易

復興機構）の調査によると、海外進出している日本のラーメン店は 166 社（2014 年 10 月

17 日現在）に上っている。そんなラーメン業界の中でも一風堂は、2008 年、ニューヨー

クに海外 1号店を出店して以降、2013 年全日空の機内食として採用されるなど積極的に海

外展開をしている。また 2014 年には、クールジャパン機構（株式会社海外需要開拓支援

機構）より飲食分野では初となる約 20 億円の支援を受け、欧米や豪州への進出へと着実

に歩みを進めている11。 

 

４.２． 大戸屋、一風堂の海外進出における基本理念との比較 

ここでは大戸屋、一風堂それぞれの国での動向を見ていくとともに、海外進出における

基本理念との比較をしていく。 

 

大戸屋 

 大戸屋においてはタイが 48 店舗と、同国において も多くの店舗数を構えており、海

外店舗数全体の半分近くを占めている（図表４－１）。ASEAN の地域を中心に出店してい

るのが大戸屋の特徴となっている。海外進出において、まずは心理的距離が近い国に参入

するのが失敗からのリスクを軽減するための企業がとる行動であるとされる12。大戸屋

は、ASEAN の地域から進出することにより、心理的距離の遠いと言われる欧米や欧州進出

に向けた知識やスキルを獲得していったと考えられる。 

                                            
11 クールジャパン機構とは、日本の魅力ある商品、サービスの海外需要開拓に関連する支援、

促進を目指し、設立された官民ファンド(クールジャパン機構ホームページより)。 
12 心理的距離が遠い国とは、文化や制度、物理的距離の他にも様々な次元において本国と類似

している国を指す。 



9 
 

 一般的には、食材や味の選好に対する市場ごとの差異は大きく、看板メニューの味や触

感をいかに標準化するか（現地に順応させること）が課題となっているが(川端,2016)、

大戸屋の場合は国内外を問わず、日本と変わらない味を提供し、素材にこだわり続けると

いうコンセプトのもと、焼き魚、タレ類、つゆ、パン粉など食材の 3分の 1は日本から輸

入している。コストは高くなるが、他店とは異なる本場の日本の味を提供するための差別

化として、功を奏している。また文化や言語の違いから、海外における人材育成は難しい

と考えられており、さらに外食業界は常に人手不足で、転職率が高いと言われている。し

かし、大戸屋は日本人店長を現地の店舗にはり付け、意識の共有をし、細かいマニュアル

をもとに事業展開をした。その結果、味はもちろんサービスも同様に日本と同等なものへ

と成長し、高級和食チェーンというブランドイメージが根付いたのである。 多店舗数を

有しているタイでは、日本と比べて物価は低いものの、日本とほぼ同じ価格で定食を提供

している。それでもなお人気を博しているのは、背景に大戸屋の強いこだわりと、日本料

理に対する高い需要があるからである。 

 

一風堂 

日本の味にこだわりつつも日本とは異なったサービス、メニューで展開をしているの

が、一風堂である。一風堂は 2008 年のニューヨーク出店を機に海外展開を開始した。前

述した通り、大戸屋を含む多くの企業は心理的距離の近い国から進出していくことが多

い。しかしながら一風堂は、心理的距離が遠いと考えられるアメリカ・ニューヨークに海

外１号店を出店した。現地市場の購買力は高いか、規模は大きいか、成長の見込みはある

かといった市場の魅力を見定めて、リスクを恐れずに進出した一例ということができる。 

ラーメンを寿司と並ぶ日本のソウルフードとするべく出店したニューヨーク店は、日本

の古風な店内イメージとは異なり、バーを併設するなど「ラーメンダイニング」というコ

ンセプトの下、スタイリッシュなラーメンレストランとして展開していった。例えば、ニ

ューヨーク店ではランチメニューの他にディナーメニューとして枝豆や、季節のおひた

し、ワインや焼酎など、ラーメン店を通り越した店のイメージを確立している。海外 多

店舗数を有する中国では、日本の一風堂にはない麻婆豆腐や油淋鶏などといった、サイド

メニューとして中国ならではの料理も提供している。他に、シンガポールでは焼き鳥を、

また寿司や刺身、日本酒を提供している店舗もある。イスラム教徒の豚を口にできない人

たちのために別の素材でのスープ作りの度量を保持するなどの工夫もしている。 

このように、一風堂は、ラーメンそのものの味はもちろんラーメン店としてのイメージ

を覆し、現地化をすることによって成功した例ということができる。例えば、イスラム教

徒の豚を口にできない人たちのために別の素材でのスープ作りの度量を保持するなど国に

よってのメニュー、素材の変化の幅が大きいと言え、ここでも日本の味に強くこだわる大

戸屋との違いが見られる。ラーメンは参入当初、「塩辛い」とされ受容されなかったが、

徐々にラーメンは「塩辛い」ものと認識され受容されるようになったという 。 

 

５．まとめ 

 国内の外食市場は飽和状態に近く、今後は市場規模が縮小する可能性もある。そうしたな

かで、新たな顧客確保ならびに経営のリスク分散戦略の一つの手として、海外進出は今後も
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拡大するだろう。世界的にも、日本食は大きな注目を集めており、外食産業のグローバル展

開もこれから一層加速するだろう。 

本稿の分析により、海外での日本食の浸透は日系の外食産業が海外出店する際の鍵とな

ること、日本食がより浸透している所には出店数が多いこと、アジアの国々で日本食の人気

は高く、潜在的な需要先として期待できること、以上３点がわかった。本稿で取り上げた大

戸屋、一風堂ともに、アジアへの出店が多くまた出店数が多い国、地域も日本食との関連が

強い国である。日本食が浸透していることで味への抵抗が少ないというのが海外進出に影

響していると考えられる。 

海外出店の成功要因として、文化や物理的距離、市場の規模、その国の経済レベルなどの

要素がある。だが、日本食のテイストが現地で受け入れられてるかがポイントになっている。

そして、現地の好みや提供する食の性質を踏まえた現地対応が肝要と考えられる。 

アジア諸国では、大戸屋や一風堂のように日本と同価格またはそれ以上という、高めの値

付けがされているのに、人気を得ている日系の外食チェーンがある。これは現地で日本食が

浸透、根付いており日本食の味が受け入れられている証拠である。そして、味だけでなく、

ヘルシーさ、店の外観、料理の盛り付けといった要素も、日本食、日系の外食店として現地

では人気の要因になっている。 

本稿では日本食という観点から、海外出店の成功要因をみてきた。今後、海外進出を考え

る場合、短期的な成功だけでなく、どうすれば中長期的に安定した経営を持続できるかを探

っていく必要がある。しかし、それは本稿の問題意識の先にあるテーマであり、今後の課題

としたい。また、日本食の人気の背景をより定量的に把握する取り組みが今後必要となって

くるだろう。 
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図表１－１     外食産業全体の売上の合計値の推移(単位：億円) 

 
 

（出所）一般社団法人の日本フードサービス協会『外食産業市場規模推計の推移』と総務

省統計局『消費者物価指数』を基に筆者作成 
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図表 1－2     売上、客数、店舗数、客単価、前年比変化グラフ 

 
 

（出所）日本フードサービス協会 (2016)「外食産業市場動向調査の２７年度の年間報告

資料」2016 年 1 月 25 日を基に筆者作成 
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図表 3－1 国別、品目別輸出増加割合（単位：倍） 

 タイ 香港 韓国 台湾 中国 

緑茶 ３．４ １．３ １４．４ ４．７ －

清酒 １．６ ２．６ ７．９ １．６ ６．６

味噌 ７．４ ２.０ ２.０ １．０ １７．３

醤油 ０．３ １．７ ２．９ ４．３ ０．8

（出所）e-state 政府統計の総合窓口、農林水産物輸出入統計、貿易統計(輸出) 2016 年 6

月と 2005 年 6 月のデータを基に筆者作成 
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図表４－１  大戸屋、一風堂海外出店数 

出店国/出店数 大戸屋 一風堂

アジア 89 44

インドネシア 5 1

シンガポール 3 6

タイ 48 4

台湾 26 8

中国 2 13

うち上海 2 -

フィリピン 0 2

ベトナム 1 -

香港 4 7

マレーシア 0 3

欧州 5 6

イギリス 5 4

フランス 0 2

その他 0 6

アメリカ 0 2

オーストラリア 0 4

総計 94 56

（出所）各社 HP を基に筆者作成 


