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Ⅰ．はじめに 

最近、友人たちと外食に出かける際に思うことがある。以前まで「ガッツリ食べよう」

というと定番であったスイーツパラダイスや様々な料理が揃うビュッフェ形式の食べ放題

などへ行かなくなったのだ。そして、スープやサラダ、フライドポテトなどこれまでサイ

ドメニューとしての印象が強かった料理をメインとしたお店に行くなど、ピンポイントで

食べたいものを食べる傾向が強くなったのではないかと思う。また、食べることにより満

たしたいニーズが「おトクにおなかを満たしたい」から何か別のニーズへと移行したので

はないだろうか。一体、若者たちは外食する際にどのようなニーズを根底にもっているの

だろう。そしてそこにはどのような背景があるのだろう。 

そこで、本論文では外食業界の変化と若者たちの食習慣の変化にスポットを当て、現代

の若者たちの外食の実態について明らかにしていきたい。 

 

※なお、本論文における若者とは 30歳未満の単身勤労者を指す。 
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Ⅱ．外食業界の現況 

１． 外食市場規模 

株式会社リクルートライフスタイルの外食市場に関する調査・研究機関ホットペッパー

グルメ外食総研による最新の「外食市場調査（2017 年 10 月度）」では、外食市場規模が３

圏域（首都圏・関西圏・東海圏）合計で 3,195億円と５か月連続での前年比プラスである

と発表した。なお、３圏域合計の外食実施率は６か月ぶりに前年比マイナス、外食頻度も

５か月ぶりに前年比マイナスであったが、外食単価の上昇（前年比＋79 円）により市場規

模は前年比微増した。 

外食業界全体をみると、①人口減や高齢化による食需要の縮小、②節約志向に伴う低価

格化の進行、③コンビニエンスストアやスーパーなどの中食市場の拡大、等から減少傾向

で推移してきたが、ここ数年では食材価格の高騰や人件費の上昇を背景に、商品単価が引

き上げられ、市場規模は拡大傾向にある。しかし、他業種との競合が厳しさを増す中で更

なる拡大余地は難しい状況だと考えられる。 

 

図１：市場規模の推移 

 

（出所：『外食業界の現況と今後の方向性』 株式会社三井住友銀行） 

 

２． 外食業界の専門店化 

外食業界ではここ数年、スープ専門店やローストビーフ専門店、さらにはアボカド料理

専門店などお店の専門店化が進んでいる。『ホットペッパーグルメ』に掲載されている専門

店の数も２年前と比較し、1.4 倍に増えているという。 
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なぜ外食業界の専門店化が進んでいるのか。まず一要因としてメーカーの飲食店経営進

出が挙げられる。食材の卸売業者やメーカーが、その食材を PRする場として飲食店を経

営することで食材を深く知ってもらおうという狙いがあるのだ。また専門店化すること

で、①廃棄ロスが少なくなり、コスト管理がしやすくなる、②他店との差別化が図りやす

くなる、などといった飲食店側にとっても都合のいいメリットが挙げられる。これは、上

記で述べた他業種との競合が厳しくなっている外食業界の現状にも起因しているだろう。 

 

例）「TAKANASHI Milk RESTAURANT」 

 

『「ミルクのプロとして培ってきた強みを生かし、ミルク本来のおいしさを（タカナシ乳業

の）地元である横浜から発信していきたい」と、同社営業推進部の杉山充幸部長は話す。』 

 

３． 外食単価の上昇 

以下のグラフは 2013～2017 年における外食単価推移を表したものだ。ここでは行事や

宴会シーズンの影響を受けにくい 11月度で比較する。上記の外食市場規模でも少し触れ

たが、ここ数年のデータで見比べると外食単価が上昇していることがわかる。これは、仕

入れ価格や人件費上昇を反映した値上げが 2015 年あたりから続いているためと考えられ

る。 

 

（『外食市場調査（2013～7 年 11 月度）』 ホットペッパーグルメ外食総研より作成） 
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Ⅲ．仮説 

ここまで外食業界の現況についてデータを基に傾向を見てきた。さて、ここからはなぜ

若者たちが「ガッツリ食べる」より、ピンポイントで食べたいものを食べられるお店を選

ぶようになったのか。その背景にどのような要因があるのか。若者たちの外食の実態につ

いて２つの仮説を立て、検証していきたい。 

 

【仮説１．】若者たちの他分野への支出が減少し、“食”へのこだわりが強くなっている傾

向があるのではないか 

 ＮＨＫ放送文化研究所『調査から見える日本人の食卓』では 2006 年度と 2016 年度にお

いて「食生活に関する世論調査」が行われた。以下がその回答である。 

 

 

（出所：ＮＨＫ放送文化研究所 『調査から見える日本人の食卓』） 

 

この調査結果によると、2016 年度の「食事において重視すること」（図 20）の調査では若

い人（特に女性 16～29歳）ほど「おいしいものを食べること」に重きを置く傾向がある

とわかる。またそれは 2006 年度の同調査（表７）と比較しても、伸びていると読み取れ

る。以上より、若い女性の方が顕著ではあるが、この 10 年で若者の“食”に対する関心

は変化したと考えられるだろう。 

また昨今、「若者のクルマ離れ」や「若者の海外旅行離れ」など「若者の○○離れ」とい

う言葉をよく耳にする。現代でも多くの若者たちがお小遣いやアルバイトの給料など何ら

かの形で収入を有しているはずであるが、若者たちは一体何にお金をかけるようになった
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のだろうか。もしかしたら若者たちの嗜好の変化に伴い、“食”への支出は増大傾向にある

かもしれない。これらは後ほど検証にて消費支出の内訳など詳しく取り上げたいと思う。 

以上のことから、ひとつめの仮説として、若者たちの“食”へのこだわりが強まってい

るのではないかと推測する。 

 

【仮説２．】若者たちの食習慣の変化（頻度や量）が、以前と比べ「ガッツリ食べる」の

意味合いを変えているのではないか 

 こちらも同様にＮＨＫ放送文化研究所『調査から見える日本人の食卓』によると、「平日

の食事の回数が３食」と答えた 16～29 歳の男女は 70％程度と、ほかの年代に比べると平

均して低いことがわかる。 

 

（出所：ＮＨＫ放送文化研究所 『調査から見える日本人の食卓』） 

 

16～29 歳と幅広く設定しているため、３食食べるような高校生と一人暮らししている大学

生、社会人など事情は異なると思うが、他の世代と比べて「３食食べない」からこそ１食

へのこだわりが強いのではないかと考える。 

また、以前と比べると①家庭において言われるしつけが「３食きちんと食べなさい」で

はなく「朝ごはんをしっかり食べなさい」と言われる世代が育ってきたこと、②食の多様

化が進み、食事の取り方にも変化が及んだこと、③中食の拡大により、１食でお腹を満た

す必要がなくなったこと、などこれら食習慣の変化が、若者たちの外食事情にも影響を与

えているのではないかと考える。 

 

以上、ふたつの仮説を基に次章では検証について記述する。 
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Ⅳ．検証 

 前章ではここ最近のデータから読み取れる傾向を基に、若者たちの外食の実態について

２つの仮説を立てた。ここからは前章の仮説に則って、その検証を記述していきたい。 

 

【仮説１．】若者たちの他分野への支出が減少し、“食”へのこだわりが強くなっている傾

向があるのではないか 

 

＜検証１．＞若年層の消費支出 

 まず若年層の可処分所得や消費支出に注目したところ、どちらもバブル期に比べると増

加傾向にあるが、消費性向に減少が見られ「お金がないわけではないが、お金を使わなく

なってきている」というのが今の若者の現状のようだ。クルマや海外旅行、アルコールな

ど何かを離れたからといって食への支出が増えたわけではなく、全体として貯蓄をする傾

向にあると言える。 

 これよりさらに若年層の食料費における消費支出の内訳を詳しく見ていきたい。 

 

（出所：『若年層の消費実態（３）アルコール離れ、外食離れは本当か？』ニッセイ基礎研

究所） 

図表１からわかる通り、残念ながら「外食離れ」という実態は本当であるようだ。同様に

「アルコール離れ」も進んでいるとうかがえる。一方、代わって増加傾向にあるのが調味

料や食材、惣菜などといった項目から、単身勤労者であっても外食を控え、家で料理をす

る人が増えてきたことがわかる。これは昨今の健康志向の高まりが若年層にも浸透してき

たこと、先程述べたように全体として貯蓄する傾向にあり節約志向が高まってきたことが
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背景として挙げられるだろう。また、外食の際には“食”へのこだわりはあるものの、食費

を増やして高価なおいしいものを食べるのではなく、良質で体に良いおいしいものを求め

ているようだ。 

 

＜検証２．＞食についての情報源 

 次に食についての情報源をみてみると、前回調査に比べ飛躍的に伸びているのがインタ

ーネット（前回 26.5％→50.3％）である。インターネットの普及、浸透が若者たちのグル

メ情報のリサーチに大いに影響を与え、“食”へのこだわりを後押ししていると言えるだろ

う。 

 

（出所：『2014 年 4月 第 2 回現代の独身 20代の食生活・食の安全への意識』農林中央

金庫） 

インターネット上の情報はぐるなびや食べログ、Rettyグルメなど一般市民が投稿する口

コミや、SNSでの友人の投稿など、ほかのメディアに比べるとよりリアルな感想を手がか

りに店を選ぶことができるのがメリットだ。こうした情報を手がかりに、飽和状態にあ

り、また専門店化の進む外食業界の中からもシーンやニーズに合った店選びが可能になっ

ている。 

また、年代別の「普段、興味や関心があること」について着目してみると、全体として

は「旅行」「食・グルメ」に興味や関心が高い結果であるが、特に「旅行」や「健康」は年

齢が上がるほど関心が高まる傾向にあるのに対し、20 代では「食・グルメ」への関心が一

番高いことがわかる。このことから、【検証１．】で述べたように最近は貯蓄傾向にあるた

め他分野と比べて食への支出が特別高いというわけではないが、どうやら興味関心は他分
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野と比較すると高いと言える。 

 

（出所：JTBグループサイト『食と旅に関する調査』） 
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【仮説２．】若者たちの食習慣の変化（頻度や量）が、以前と比べ「ガッツリ食べる」の

意味合いを変えているのではないか 

 

＜検証１．＞中食の拡大 

まず食習慣の変化を探るために、食費支出の内訳を見ていきたい。 

 

（出所：社会実情データ図録『図録▽食費支出の推移（内食、中食、外食）』） 

 

上記のグラフから読み取れる通り、ここ 20年で見てもコンビニエンスストアやスーパー

などといった加工した調理食品を扱う中食が大幅に拡大している。このように中食が身近

になったことで、１食で満腹になる必要がなくなった、すなわち外食においても「ガッツ

リ食べる」必要性がなくなったと考えられる。 

 また、農林中央金庫『20 代独身の若者 400 名に聞くコンビニや外食に関する実態と意

識』では、コンビニの利用頻度が前回調査に比べるとやや増加したと報告している。その

コンビニでよく買う飲食物の内訳を覗いてみると、次頁図 19より、“昼食・軽食類”“お

菓子類”が多いことがわかる。コンビニが飽和状態にある現在、いつでも簡単に飲食物が

手に入れられるようになったことで、空腹具合や気分に合わせて必要なときに必要なだけ

食べるという習慣が新たに浸透してきたと言えるだろう。 
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（出所：『2014 年 4月 第 2 回現代の独身 20代の食生活・食の安全への意識』農林中央

金庫） 

＜検証２．＞エネルギー摂取量の減少 

 次にエネルギー摂取量の平均値推移に注目する。以下のグラフは 1995 年～2015 年にお

ける 20～29 歳のエネルギー摂取量の平均値を追ったものだ。 

 

（『国民健康・栄養調査』 厚生労働省より作成） 

ここ 20年の平均値推移をみてみると、2000 年以前はエネルギー摂取量が 2000kcal/日を

超えていたが、それ以後は 1800～1950kcal/日に落ち着いている。このことから、2000 年

以後の若年層は少ないカロリー摂取でも「満足感を得ている」と考えられるだろう。以上

２つの検証から、同じ「ガッツリ食べる」という表現でも、その中身は変わってきている

と考えた。 
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Ⅴ．結論 

 以上、検証の結果を踏まえ結論をまとめると、今の若者世代は「外食離れ」が進み頻繁

に外食に出向くわけではなく、また節約志向も相まって一度の外食にお金をかけておいし

いものを食べようとしているわけでもないことがわかった。しかしながら、昨今の健康志

向の高まりを受け、以前に比べると全体的に“食”への関心は高まっていることがうかが

える。その影響からか、おトクに空腹を満たせる牛丼や、多くの品数を揃えているような

食べ放題に行き「ガッツリ食べる」ことによって毎食１度の満腹感に頼るのではなく、「必

要なときに、必要なものを選んで食べる」といった食習慣に移行しているようだ。外食業

界の現況でも取り上げたが、専門店化が進むことによって安価で高品質な選択肢が増えて

きた。またインターネット普及により、数ある選択肢から気分や空腹度合に合わせた店舗

を選びやすくなった。これらの背景が食習慣の移行を後押し、このような現代の若者たち

の外食の実態を形成しているのだと考える。またこれは外食に限らず、内食で「夕食によ

く食べているもの」の調査結果からもその傾向が見て取れる。 

 

（出所：『2014 年 4月 第 2 回現代の独身 20代の食生活・食の安全への意識』農林中央

金庫） 

この調査結果によると、前回調査と比較して「サラダ」や「味噌汁」などが大きくポイン

トを伸ばしているのに対し、「焼き肉・ステーキ」（51.1％→40.5％）が 10ポイント以上下

がっている。このことから内食においてもメイン料理よりは手軽に摂ることのできるメニ

ューで、栄養バランスを一応気にしながら自炊と調理食品を組み合わせているとうかがえ

る。 

 また、若者たちの外食の実態について調査を進めていくと、以前に比べると男性並に働
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く女性が増えたこともあり、食料費の使い方の性差が薄まってきていることがわかった。

今回仮説に設定したわけではないが、これに関連して興味深い傾向を見つけたので、この

ことから考えられる見解も述べたい。 

 

（出所：『20代 30 代の 5人に 1人が週 1 以上サラダを主食に！』ホットペッパーグルメ

外食総研） 

「外食でサラダをメイン（主食）として、どれくらいの頻度で食べるか」という問いに対

し、週１回以上と回答した人がほぼ５人に１人（18.8％）いるようにいまやメインディッ

シュとしての存在感を増しているサラダだが、その男女比をのぞいてみるとどうやら主食

として好んで食べているのは女性ではなく男性の方が多いというのだ。2000 年頃を境に異

性間交遊を優先しない「草食化」が進展していると謳われているが、どうやら食について

も若年層の男性は本当に「草食化」しているのかもしれない。先程の「夕食によく食べて

いるもの」の項目ごとの変化でも肉類が減少しているのに対して、サラダや味噌汁などが

ポイントを伸ばしているのもこのようなことが背景にあると考えられる。 

 しかしながら「年齢別の食生活に対する充足度（2008 年度）」では、30歳未満の若年層

をみてみると「そう思う」と回答しているのは 80～92％と、ほとんどの人が満足している

と感じているようだ。 

 

 だが一方で『日本人の平均身長・平均体重の推移』に着目するとやはり 2000年頃を境

に男女とも伸び悩んでおり、男性に至っては微弱ではあるが低下がみられる。これだけ食

生活に恵まれる世の中になってきたというのに若年層は栄養不足とまで言われているの
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だ。いったい今後、日本の若者たちはどうなってしまうのか。この 2000 年以後の傾向は

いつまで続くのか。どうやら若年層の外食の実態は意外にも深刻なのかもしれない。 

 

 

（出所：『日本人の平均身長、平均体重の推移』社会実情データ図録） 
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Ⅵ．おわりに 

＜あとがき＞ 

まずこの論文を書くにあたり、論文のテーマ選定から、仮説の立て方、検証方法に至る

まで、手厚く助言をしてくださった網倉先生、そして相談に乗ってくれたゼミの同期たち

に御礼を申し上げたい。 

卒業論文を執筆し感じたことは、ひとつのテーマの起承転結をつなぎ合わせることの難

しさである。まずテーマが自由であるということ、仮説ひとつ立てるにしても何となくの

疑問から出発するのではなく、データなどから読み取れる事実をもとにはじめて疑問が成

立すること、そして手がかりを探し事象との連関性を見なければならないということ。ど

れも字面では基礎的なことだと思っていたが、実際にとりかかってみると数ある情報の中

から選び出し、論旨をつなげていくのが非常に難しかったと感じた。 

 

＜謝辞＞ 

この２年間の授業を通して、私がゼミに入った当初想像していた「経営戦略」とは全く

違う文献を輪読したり、高校１年生以来の数学に戸惑いながら統計学の計算を解いたり、

情弱なりに Tableau講習を受けたりなど、なかなか高度な内容が多かったと感じております。人

生でこんなにも「何がおもしろいの」「これってどういう意味」など詰め寄られたことはおそらくないと

思います。ただ、このおかげで本を読むとき、何かの事象について考えるとき、必ず背景を考えるこ

と、本当に言わんとしていることは何なのかを考えることの大切さに気付かされました。今後も、勉学

にとどまらず人生において役立てたいです。 

最後に、私は網倉ゼミに入ることができて本当によかったと思います。ゼミを通して出

会えた多くの先輩方、同期、後輩には感謝してもしきれません。網倉ゼミは、網倉先生が

お父さんのファミリーのような存在で、この２年間を通して就職活動や通常授業、校外学

習にしても、みなさんが快く受け入れてくださり、相談等にも乗ってくれる素敵なホーム

だと実感しました。春からはいよいよ社会人となりますが、今までたくさんお世話になっ

た分、何らかのかたちで恩返しできるようになればと思っています。網倉カフェにはこれ

からもお邪魔させてください。 

今までありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。 
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